
◎起　　　立　� 鎌田　勉�ＳＡＡ

◎友情の握手� 鎌田　勉�ＳＡＡ

◎点　　　鐘� 石川博機�会　長

◎開 会 宣 言� 鎌田　勉�ＳＡＡ

◎国 歌 斉 唱� 鎌田　勉�ＳＡＡ

ロータリーソング 　「奉仕の理想」

◎ゲスト紹介� 石川博機�会　長

夕張市監査委員�板谷信男　�様　

米山記念奨学生�潘
ハ ン

　志
シ

飛
ヒ

　�様　

８月結婚記念日を迎える会員� 加藤雄樹�親睦活動委員長

　西田重人　会員　昭和50年８月８日

８月誕生日を迎える会員� 加藤雄樹�親睦活動委員長

　長谷川晃三　会員　大正９年８月10日

　加藤昭治　会員　昭和19年８月５日

　西田重人　会員　昭和23年８月１日

　古川直也　会員　昭和26年８月28日

◎バースデーソング　� 加藤雄樹�親睦活動委員長

◎乾　　　杯

◎会　　　食

会長挨拶� 石川博機�会長

本日はメロンの街からお越しい

ただいた、夕張市監査委員板谷信

男様をお迎えしております。

後程「財政再建団体夕張市の実情」

についてご講演があります。

先週の例会、大塚社会奉仕委員

長担当の道路清掃に28名の出席が

ありました。往復２km程のここち良い奉仕活動でした。

私の万歩計は大体4000歩、ゴルフでたとえると５ラウン

ド程です。参加くださった会員の皆様お疲れさまでした。

以上簡単ですが挨拶を終わります。

会務報告� �古川直也�幹事

◎帯広東ＲＣ、８月15日（火）は休会と致します。

◎帯広東ＲＣ、移動夜間例会（家族野遊会）開催のご案内

　日　時：平成29年８月19日（土）午後６時30分

　場　所：帯広競馬場（北海道新聞花火大会）

　会　費：2,000円（一家族）

　　　　※尚、８月29日（火）の繰上げ例会と致します。

◎RI第2500地区大会（網走）開催のご案内

　日　時：平成29年10月６日（金）～10月７日（土）

　場　所：網走市民会館

　《大会１日目（６金）》

　　記念親睦ゴルフ大会　８：30～　オホーツクカントリークラブ

　《大会２日目（７土）》

　　登録受付　　　　　８：30～　網走市民会館

　　本会議（午前の部）　９：00～12：00　網走市民会館

　　本会議（午後の部）　13：00～17：30　網走市民会館

　　大会記念大懇親会　18：00～19：30　網走セントライトホテル

　登録料：13,000円
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【会員増強・新クラブ結成推進月間】



委員会報告� 親睦活動委員会　加藤雄樹�委員長

８月19日土曜日18時30分より帯広

競馬場で夜間移動例会を開催いたし

ます。

現在の所23名、家族の方が９名、

それと釧路から越浦さんも参加する

ということで連絡が来ておりますの

で、合計で33名の参加で行われる予定になっております。

まだ２人の方の確認はとれていませんが、欠席で出し

たけど出たいという方がいらっしゃいましたら、早めに

申し込みをしていただきたいと思います。

委員会報告� 青少年ローターアクト委員会　角　高紀�委員長

先だってＦＡＸで皆さんにご案内

している通り、恒例の「リサイクル

フライソフトボール大会」ロータア

クトがございます。

日時が８月20日朝から夕方まで行

っているのですけど、東ロータリー

としては10時からソフトの試合を申し込んでおりますの

で９時30分集合となっております。

現在の所、私を含めて５名の選手としてエントリー頂

いております。選手で参加されない方、応援・差し入れ

大歓迎ですので、是非多くの方にお越し頂きたいと思っ

ております。

ニコニコ献金� 親睦活動委員会　大池梨華�委員

毅石川会長　板谷信男様当クラブ例

会へのご来訪ありがとうございま

す。

毅板倉副会長　留学生の人を含め孫

の里帰りで只今11名の合宿所です。

毅古川幹事　先週は道路清掃、ご苦

労様でした。また、８月３日はローターアクト例会に

初めて出席しました。

毅大塚会員　先週、道の日道路清掃、会員の皆さんの協

力で無事終了しました。

毅齊藤会員　はるばる夕張市から、おいでいただいた板

谷様に、厚く御礼申し上げます。

毅曽根会員　先月31年間務めたネクサス社長職を降りま

した。肩の荷は軽くなりましたが、息子の言動が気に

なります。修業はまだ続きます。今後は親子共々よろ

しくお願いします。

毅上野会員　本日の例会を担当します。どうぞよろしく

お願いします。

毅加藤（雄）会員　７月は大切な例会を２回も欠席してし

まいました。今月からは100％を目指します。

毅加藤（昭）会員　誕生日に記念品を頂き有難うございま

した。

毅西田会員　今月は、誕生日と結婚記念日。めでたくも

あり、めでたくもなし。69才と42回目。

毅池田会員　土曜日に登別のファイターズルームに泊ま

ってきました。奥さんはニコニコでした。

毅吉田会員　２回目の出席ですが、まだまだ解らないこ

とばかりですが、よろしくお願いします。

毅親睦委員　７/11やたい村での夜間例会余剰金￥4,000

をニコニコ献金させていただきます。

出席報告� 出席・プログラム委員会　上野敏郎�委員長

回数 日付 会員数 計算に用いる
会員数

ホームクラブ
出席者 メークアップ 欠席数 出席率

1573 07/04 �36 �32 �27 �1 84.3

1574 07/11 �36 �31 �27 �0 87.0

1575 07/18 �37 �35 �33 �0 94.2

1576 07/26 �37 �33 �26 �0 78.7

７月計 146 131 113 �1 86.2

プログラム� 出席・プログラム委員会

【ゲスト卓話】

テーマ：【財政再建団体夕張市の実情】
夕張市監査委員 板谷信男 様

皆さんこんにちは、今日は帯広東

ロータリークラブの例会にお招きを

頂きましてありがとうございます。

今、上野さんの方からご紹介があ

りましたように、私は昭和62年に夕

張の市会議員になりまして、自民党

道連の青年局というところに入りました。そのころに上

野さんと知り合ってかれこれ30年近くになります。

今日は財政再建団体夕張市の実情ということで、皆様

のテーブルの所に資料を置いてあるかと思いますので、

お目通しを頂きたいと思います。

簡単に夕張の歴史をお話をしたいと思います。

明治21年に道庁の技師の坂市太郎という人が、深い山

をかき分けて夕張の地を発見して、川に黒い石が流れて

いるこれは石炭があるということで、夕張が始まったわ

けでございますが、次の年の明治22年に北海道炭礦汽船、

北炭といっておりますがそこが会社を設立して石炭を掘

り始めました。

それから約100年石炭を掘っていたわけでございますが、

昭和56年10月に皆さんも記憶にあるかと思いますが、北

炭新鉱というところが大きな爆発事故を起こしまして、

93人という従業員の命が亡くなったわけでございます。

これをきっかけにして夕張はガタガタと石炭から撤退す

るというような形になりました。

夕張には北炭と三菱と二つの石炭会社が入っておりま

したけど、その６年後の昭和62年に三菱も撤退しまして、

夕張からの石炭の採掘というのは無くなったわけでござ

います。最終的に北炭が倒産するという頃に、夕張市も

昭和35年頃が人口が最高多くて11万８千人を数えたわけ

でございます。それからどんどん人口が減っていきまし

て、昭和57年に北炭が倒産したわけですけど、そのころ

から人口もどんどん減りまして４万人台に減っていたわ



けでございます。

それで夕張がこのままでは駄目だということで、当時

の市長の中田鉄治という市長でしたけど、炭坑から観光

へというキャッチフレーズのもとに、石炭の歴史村と観

光施設を作りました。これに正直なところどんどんどん

金をつぎ込んだというのが実態でございます。そのころ

私は市会議員をやっておりましたから、私にも責任の一

端はあるわけでもございますけど、だんだん夕張市の財

政は苦しい方向へと傾いていったわけでございます。

そこの資料にありますように、平成18年の６月に国か

ら夕張市はこのままでは財政が破綻するのが目に見えて

いるということで、財政再建団体というものに指定する

とうい内示がございました。正式には資料にありますよ

うに、平成19年３月６日、今日本にただ一つの財政再建

団体ということで、総務大臣の同意書が出たわけでござ

います。その当時の夕張市の負債総額は353億円。10年

経過しました平成28年度末の残高が236億円。大体年間

に10億円ずつ返してはきておりました。全額返済完了す

るのは平成38年ということで、あと10年程なのですが、

今度は10億ずつ返したのでは間に合いませんので、丁度

倍ぐらいの金額を残り10年で返すと、いうような形で現

在動いております。

ただ再建団体という名目ですと、新しいことは一切出

来ないというのは、本当のことでございまして最低のサ

ービスを市民に提供することしか、出来ないということ

になってしまいますので、道や国の総務省と相談しまし

て、現在は再建団体でなくて再生団体と名目で新しいこ

ともやっていいよと、多少国から借金しても新しいこと

をやってもいいよというような形で現在は夕張市は進ん

でおります。

当時市の職員数は、平成19年の時点で309人おりました。

現在は146人です。その他に各地から市の職員として派

遣されてきた人が21名。東京だとか本州からも結構来て

いただいております。道内も札幌だとか大きいところ道

庁からも派遣されて来ておりますが、大体160人位の人

数で現在はやっております。その内消防が41名というこ

とでございます。

財政規模としましては、平成19年度財政再建になった

ときに、極端に財政を縮小され、43億１千124万７千円

というのが平成19年度当初の予算額でございます。

昨年度、平成28年度は再生団体ということになって、

全く住宅も建てない、橋も直さない、道路も直さないと

ういうことでは、余りにもひどいじゃないかということ

で、総務省の方からの許可を頂きまして、ある程度財政

規模を拡大しております。今110億程の予算規模でやっ

ております。

人口につきましては、平成19年３月末で12,770人の人

口が、平成29年３月末で8,648人、市の人口としては歌

志内市の次、日本で２番目３番目の人口しかおりません。

昭和35年が炭坑最盛期の時でございまして、最高合わ

せて大小24の炭坑がありました。その時が最高で118,000

人という人口がいたのですが、現在は約14分の１に落ち

てしまいました。8,648人のうち65歳以上の高齢者とと

いわれる人が50％を超えております。ですから子どもが

極端に少ないということで、学校も小学校が一つ中学校

も一つ高校も一つということで現在はやっております。

市議会議員数でございますが、平成18年度末は18人の

市会議員がおりました。私もこの時はその18人の中に含

まれておりました。平成19年からは現在は、これは国も

命令でこうなったのですけど、日本で１番少ない市会議

員の数に合わせなさいということで、９人という数に減

らされました。次期の市議会選挙これは２年後になりま

すけど、２年後は８人ということとつい最近の議会で可

決しております。

市長の報酬でございますが、これも現在の鈴木市長の

報酬でございますが、町令では852,000円というのが決

まっているわけですけど、現実にそれだけのものは夕張

市としては払えないということで、259,000円が現在の

市長の報酬です。北海道で１番少ない市長報酬でござい

ます。市長の報酬はその他の物も含めて5,480,000とい

うことで、新聞にも２ヶ月位前にも載ってまして、圧倒

的に夕張の市長は少ない報酬でやってることでございま

す。

ちなみに夕張市長は東京都から派遣の職員で夕張に来

た人なのです。市役所の一般職員として仕事をしながら、

若い人達と色々なボランティア活動など一生懸命やって、

そして６年前の市長選挙の時に立候補して当選をしたわ

けでございます。もうこの時には259,000円というのが

わかっておりました。それにも関わらず市長は自ら夕張

を立て直すとうい気構えで、市長に立候補して当選した

と。非常にお年寄りに人気のある市長でございます。自

分の孫みたいな感じというか、そのような感じで非常に

人気のある市長です。ただ職員に本当に人気があるのか

どうかわはわかりません。

市議会議員の報酬は条例で決まっておりまして、

311,000円私も最後の辞める年に３月分まで311,000円の

報酬だったのですが、次の年から平成19年の４月から

180,000という金額に下がりました。現在の市議会議員

は９名ですけど、180,000円という町議よりも少ないか

と思われる報酬で頑張っております。

次にふるさと納税についてのことなのですが、平成19

年度からふるさと納税を夕張市もやっておりまして、ふ

るさと納税につきまして黄色いハンカチ基金というのを

作りまして、ふるさと納税で納められたお金は自由勝手

には使えないという形にしております。

市が一般の事業費の中に組み入れるにしても，全部議

会の同意を取らないと使えないというシステムにしてお

ります。平成19年度に8,974万７千円を全国からご寄付

を頂きました。

それからどんどん増えていったわけでございますが、

途中からふるさと納税を１口１万５千円以上しますと、

夕張メロン１個（優品３千円程度の物）をさし上げますよ

という事になりまして、それからグーンと増えたという

傾向にあります。

平成28年度は３億１千200万程のふるさと納税の申し

込みがありました。大変ありがたいことだと思います。

この頃からメロンが冬には送れませんので、いろんな返

礼品が追加されております。夕張でメロンの他においし
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◎点　　鐘� 石川博機�会　長

次週プログラム予定� 親睦活動委員会

　８月15日（火）「休　会」

　８月19日（土）「夜間移動例会」家族野遊会

　　　　　　　於：帯広競馬場（北海道新聞花火大会）

　　　　　　　※８月29日例会の繰上げ

い物はいっぱいあるのですが、夕張で作っている豆の缶

詰というのがあるのですが、これが大変人気がありまし

てこれも良く出ているようでございます。その他に地元

作っているお菓子だとかＴシャツだとか、皆さんは見た

ことあるかどうかわかりませんがメロン熊というメロン

の形をした熊が着ぐるみストラップなど返礼品の中に入

っております。

幸福の黄色いハンカチ基金につきましては、その使途

の選定委員会というのを作りまして、１年間に500万円

を限度に、市民のいろんな事業に助成するという形を取

っております。私も使途選定委員会に入っておりました

が、最高一つの事業で20万円、審査をしなくても書類だ

けで良いよというものに対しては５万円を上限としてや

っております。

だんだん皆が慣れてくると、家族で野外でキャンプで

申請するような事態になって来てるのです。それで今年

から審査の方法を変えて、そういうものにはお金を出さ

ないというようになりました。当たり前のなのですけど。

そのような事でふるさと納税については、平成28年度

末までの総額で８億８千928万６千円、約９億円という

大きな金額が送られて来ております。現在今29年度は７

月末でもう１億位入ってるというように聞いております

ので10億は超えるのではないかと思います。

納税額は原則として一口原則として１万５千円以上そ

れに対して、メロンの時期はメロンの優品を１個、冬だ

とかメロンの無い時期は別な品物を渡すということで、

国がいっております大体３割程度の返礼品を作って下さ

いという事には、夕張の場合は該当しているのではない

かと思います。

平成29年３月末のふるさと納税の積み立ての全額が、

残額として５億２千900万程の残額があります。それを

先程いいましたように、市の事業にこれを充てるという

ことは一切しておりません。これの使い道については全

て議会の同意を得て使うという事で、現在は利用させて

頂いております。

その他に企業版のふるさと納税ですが、それが大きい

金額が寄贈されております。漢方薬のツムラさんが３年

間で３億円、家具のニトリさんが４年間で５億円、ホリ

というのはテレビの宣伝に出ておりますけど夕張メロン

ゼリーというのが有名ですがここからは３年間に１千

620万、錬成会という学習塾がこれが総額５千万その他

に３年間に120万の申し込みもあるようであります。

お陰様で財政再建団体、全国でただ一つの財政再建団

体ですので、夕張を何とかしてあげたいという、多くの

国民の皆様の気持ちが、このふるさと納税に現れている

のではないかと思います。ただ金額的なことをいえば道

内でも、30億もいっている所があるのですが、夕張はそ

れ程でもないのですけど、夕張にとってはいろんな意味

でありがたいことだなと思います。

黄色いハンカチを作っているのですけど、これは単に

黄色布を四角くしただけで紐を付けたものなのですけど、

これが２月に夕張で国際映画祭とかいろんな事業をやる

ときに、これを紐につるして歓迎の意を表すとか、ある

いは映画の幸せの黄色いハンカチの撮影現場が、現在そ

のまま保存されておりますので、そこに行っても映画の

最後の場面で黄色いハンカチがなびいているのが、この

黄色いハンカチを使ってやっております。

その他には、幸せの黄色いハンカチリレーマラソンと

いうのを、一昨年札幌のマラソン愛好会の方々が、夕張

でやろうということでやって頂きました。これはその時

に作ったものでございます。

その他に高倉健の幸せの黄色いハンカチは、高倉健が

主演ですので高倉健のサインの入った黄色いハンカチこ

れも作ってます。これは売り物で黄色いハンカチのロケ

現場の所に、チョットした休憩所というか喫茶店みたい

なのがあって売っております。

夕張は石炭の街で、いつかはこうなるとわかっていた

のですけど、結果的には思っていた以上に大変な目に遭

ってしまったということですが、逆に皆さんから色々と

ご支援を頂いて、現在は夕張はわずか8,400人位の人口

になりまして、私も69歳ですけど、お年寄りが半分以上

の人達が該当するというような、町になってしまいまし

たけど、やっぱり夕張を離れたくない夕張で人生を終わ

らせたいという気持ちの人も、ほとんどがそうだと思い

ます。

ですからいろんな全国の皆さんからのご支援を大切に

しながら、これからも今まで以上に夕張が活性化されて

いくような、方策を市長は考えているようですし、私た

ち市民もそれに協力していかなければならない、という

ふうに考えております。

帯広の皆様も札幌に出たりする場合、夕張はチョット

横道にそれますけど、寄って頂ければ後10日間位はまだ

メロンもありますので、メロンは案外早いのですよね８

月のお盆位からは余りないのです、今年は後10日間位で

最後かと思いますので、温泉も２つありますし、スキー

場もありますし、是非また機会がありましたら夕張の方

にお立ち寄り頂ければと思います。

私の今日のお話はこれで終わりにさせて頂きます。本

当にどうもありがとうございました。


