
　皆様、こんにちは。まずお客様をご紹介致しま
す。本日ゲスト卓話を頂戴致します、郡山市政策開
発部政策開発課政策推進係長兼連携中枢都市

圏推進係長高橋勇介様、主事の桜田カスミ様です。後程、ここ数年
よく耳にしますSDGsに関わる郡山市の取り組みについてのお話を
頂戴致します。宜しくお願い致します。
　さて、先週はガバナー公式訪問でした。地区内64クラブへ訪問を
終えた石黒ガバナーにおかれましては、本当にお疲れ様でございま
した。また、関根地区幹事、菅野筆頭副幹事を始めガバナー公式訪
問に随行されてきた副幹事の皆様、本当にありがとうございました。
改めて感謝申し上げます。その先週の懇親会の私の挨拶の中で、
ボート競技の精神を表す言葉に「一艇ありて一人なし」という言葉が
あると話をさせて頂きました。ラグビー競技で言われるところの「One 
for all、All for one」と似た意味です、とお話ししました。この言葉、
「One for all、All for one」は日本語にした時「一人はみんなの為
に、みんなは一人の為に」と訳されることが多いのですが、実はこれ
は誤訳だそうです。One Try、もしくはOne Victoryが正しい意味
だそうです。つまり、一つのトライを取る、一つの勝利をする、というよう
な一つの目的の為に皆が力を合わせる、ということだそうであります。
日本型の企業経営の場合、この言葉は、仕事上の「組織」というもの
を理解させ、自己犠牲の精神やチームプレーの精神を社員に浸透さ
せるのに使いやすいキーワードになっているようであります。さて、先
週末には、RI第2530地区、地区大会第一日目会議がここアネックス
で行われ、県内各地よりパストガバナー始め地区役員、各クラブの会
長幹事の皆様が集いました。残念ながら懇親会は中止となりました
が、大変素晴らしい会議になりましたし、その運営にあたって頂いた
のは、太田実行委員長を中心とした当クラブの会員で構成する地
区大会実行委員会の皆様でした。ご参加頂いた他クラブのたくさん
の方にお褒めの言葉を頂いた品格のある素晴らしい運営でした。運
営に携わって頂いた会員の皆様、大変ありがとうございました。4月に
は地区大会の式典を含めた本大会も開催が予定されております。そ
の際には、会員の皆様の更なるご協力をお願い申し上げます。
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会長挨拶 池田達哉会長

　早いもので今年ももう12月、師走です。
この春から人類はコロナに悩まされ、状況が変わらぬまま年を越しそう
ですが、今年を良き話題で締め括るためにも、最後のこの一カ月をポ
ジティブに乗り切りましょう!!（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／56名　欠席／44名
出席率／56％　前回修正率／100％
他クラブ出席／5名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会のご参加、ありがとうございます。
SDGsのお話、楽しみにしてます。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎郡山市役所政策開発課高橋様、桜田様の卓話を楽しみにしてお
ります。 湯浅大郎君、伊野泰司君、橋本謙一君
◎誰ひとり残さないSDGs、勉強させて頂きます。 初瀬照夫君
◎21日の会長・幹事会、選挙人会では大変お世話になりました。心よ
り御礼申し上げます。 石黒秀司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

郡山市政策開発部政策開発課
政策推進係長兼連携中枢都市圏推進係長
　　　　　高橋勇介氏

　「みんなの思いや願いを結び、
明日へと繋がる郡山」というこのス
ローガンは、現在取り組みを始めて4年目になります本市の郡山市まち
づくり基本指針と申します。正に市民と共に作り上げた郡山市の行政
のみならず市民或いは企業の皆様と、共通のスローガンとして掲げて
いるものです。実はSDGsの理念というものは、日本に普及し出したの
はその4年前なんです。この郡山市の最上位指針の中にSDGsを調
和をさせて、全体でSDGsの取り組みを推進して行きましょうということ
で、今、本市のまちづくりを進めております。
　始めに本市の概要ですが、SDGsの取り組みの中で中核となってく
るのは、徹底したデータの取得になります。EBPMという言葉がござい
ます。また医療の世界にもエビデンス・ベース・ド・メディシンという言葉も

ゲスト卓話

ございます。郡山市が今年度取り組んでおりますSDGsモデル事業
につきましては、徹底した医療データ、市民の皆様がどういった生活
様式を送っていて、どういった病気にかかって、どういった医療費が
かかっているのかといったデータを集めて、それを分析することによっ
て市民の皆様の行動変容、今後社会福祉費が増大する中で、どう
やって市民の皆様のご負担を軽減していくかといった施策に繋げて
いくというようなことが、SDGsの実は根幹となってくる部分です。昨年
度の東日本台風からの復旧復興の最中ではありますけれどもSDGs
であるとか、或いはそのデジタルトランスフォーメーションDX、そういっ
た取り組みも実は非接触型の社会をつくる上では、SDGsの取り組み
の一環として非常に重要なものでございます。また、SDGsの理念を
広めるということが実は今一番ネックとなっていて、連携市町村の方
にもそのSDGsの取り組みを広げようとした時に、「そもそも聞いたこと
がない。そんなことが果たして必要なのか」と行政のみならず地域の
企業の皆様・市民・町民・村民の皆様、なかなか周知するのも一苦労
という状況もあります。
　郡山市が対外的に話しをさせて頂く時に、首都圏と比べて果たし
て郡山市の位置づけが人口或いは事業所の規模からみますと、郡
山市の人口は334,000人ほどですが、東京23区で申し上げると大体
新宿区や中野区の人口規模とほぼ同じです。事業所数については
約倍以上の差がある、それだけの集積が進んでいる。郡山市という
のは決して過疎な地域ではありません。郡山市は実は都市的産業
構造を持っているという認識の下、地方でありながら東京で進んでい
るような取り組みも積極的に推進していかなければならないという認
識を持っています。郡山市はまだ地価も上昇しております。
マクロで見る事も大事ですが、ミクロで見て個別の課題をしっかり探
っていく意味からも、他の市町村との比較を持って郡山市の規模感、
取り組んでいく課題を明らかにしていくということが非常に重要なこと
だと考えています。
有効求人倍率ですが、一般的に地方は求人倍率が1を割って厳し
い状況が続いていると言われております。郡山管内については国や
県に比べてもちょっと高めの1.68、ただ最新のデータでは1.29に落ち
込んでおります。そのまま落ち込ませることなく、官民連携・公民連携
で取り組ませて頂ければと考えています。
SDGsと言いますとエネルギーの部門が中核にもなってくる分野で
す。本市の再生可能エネルギーは水素自動車を導入したり、電気自
動車の無料充電器を庁舎に移設したり、小さな取り組みも進めてお
ります。
営業種別の法人課税額（2010年と2019年）の推移を比較すると、
課税法人数・合計税額何れも15％程度増加をしています。特に法人
数ではサービス業・医療福祉・建設業の分野で法人数が非常に増
えています。昨年度の東日本台風もありましたが、実は郡山市は温暖
化の影響を待つまでもなく、もとより災害が多い土地です。阿武隈川
は日本の国土を北に流れる非常に稀有な川です。台風も北上します
ので、通常南向きに流れる川だと川の流れと台風の向きが逆なの
で、台風と共に雨量が増えていく影響はそれほど大きくないんです
が、阿武隈川の場合だと台風の雨と同時に上流に降った雨も下流

　先週のガバナー公式訪問の中で石黒ガバナーよ
りご紹介のありました四つのテストのポスターを各企
業にお分けできると思いますので受付に申し出て下

さい。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　先週の土曜日、地区大会一日目というよりは地区
大会委員会並びに会長幹事会・選挙人会ということ

で分離して開催を致しました。本当に素晴らしい設営で、会長の締め
の言葉も「歯車を回し続けよう」との話で非常に感動致しました。また
先週の公式訪問では大変お世話になりました。その後、慰労の会を開
催して頂いて、本当に胸が熱くなりました。後半も走って参ります。これ
からもご指導ご鞭撻ご協力、お支えを心からお願い申し上げます。

国際ロータリー第2530地区
石黒秀司ガバナー

　本日は郡山市政策開発部政策開発課政策推進
係長兼連携中枢都市圏推進係長の高橋勇介様

と、主事をお務めの桜田カスミ様をお迎え致しまして、SDGsにつきまし
てお話しを頂きたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　11月14日、第3回親睦ゴルフコンペを開催させて
頂きました。優勝者は佐藤文和さんでした。中原さん

より黒御影石の優勝の楯を作って頂きました。12月17日にクリスマス
家族会を予定しております。ご出欠がまだの方はお願い致します。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長
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演題「郡山市のまちづくり
　　　　　  ～SDGs体感未来都市～(仮称)」

2009‒2010年度ロータリー財団奨学生
　　　　　　　　　 富山律子氏
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に一緒に流れて行って、そこに更に雨が降り続けるということもあって
非常に氾濫しやすい川と言われています。国・県と一緒に流域治水
を考えて行く取り組みを進めています。
　まちづくり基本指針ですが、2017年から西部第一工業団地の分
譲を始めまして、現段階で33区画のうち23区画、約7割の進捗率で
分譲も進んでおります。大綱の2番目が交流・観光の未来です。3番目
は学び育む子供たちの未来です。SDGsの取り組みですが、結構学
校から呼ばれて出前講座に行く機会も増えています。新型コロナウイ
ルス対策というのが一丁目一番地に入って参ります。発熱外来診療
所も設置をさせて頂きました。また道路地下に貯留管を造るという計
画でゲリラ豪雨対策9年プランに則って、安心安全なまちづくりを進
めているところです。
これからのまちづくりですが、国の長期ビジョンは2060年でも1億人
規模の人口をキープして行こうという目的を示されております。国の総
合戦略、地方創生を示す国の総合戦略とリンクをして、郡山市につ
いても2030・2025・2040年の長期を見据えたSDGs未来都市計画で
あるとか、郡山市人口ビジョン、市の総合戦略、デジタル市役所推進
計画といったようなものを将来予見可能性の高い課題に対して、今
何をすべきかという観点からそれぞれ取り組んでいるところです。副
題としてSDGsの基本理念である「誰一人取り残さない郡山」を掲げ
ています。また自助・共助・公助、それぞれ市民の皆さん一人一人地
域コミュニティの中でできることを考えていくということもSDGsの理念
の実現に非常に重要なものです。この先、郡山広域圏の取り組みや
DXの具体的な取り組みなどもありますが、全ての取り組みがSDGs
の柔軟なゴールと関連付けながら郡山市の施策の構成を検討し、
推進をしているところです。まずは市民の皆様が将来に亘って健康
で暮らし続けるまちづくり、それが郡山市のSDGsの中核に据えてい
るテーマですので、当然行政だけでは達成できるゴールであるとは
考えておりません。是非とも皆様方のご協力・ご理解を引き続きお願
いしたいと考えております。



　皆様、こんにちは。まずお客様をご紹介致しま
す。本日ゲスト卓話を頂戴致します、郡山市政策開
発部政策開発課政策推進係長兼連携中枢都市

圏推進係長高橋勇介様、主事の桜田カスミ様です。後程、ここ数年
よく耳にしますSDGsに関わる郡山市の取り組みについてのお話を
頂戴致します。宜しくお願い致します。
　さて、先週はガバナー公式訪問でした。地区内64クラブへ訪問を
終えた石黒ガバナーにおかれましては、本当にお疲れ様でございま
した。また、関根地区幹事、菅野筆頭副幹事を始めガバナー公式訪
問に随行されてきた副幹事の皆様、本当にありがとうございました。
改めて感謝申し上げます。その先週の懇親会の私の挨拶の中で、
ボート競技の精神を表す言葉に「一艇ありて一人なし」という言葉が
あると話をさせて頂きました。ラグビー競技で言われるところの「One 
for all、All for one」と似た意味です、とお話ししました。この言葉、
「One for all、All for one」は日本語にした時「一人はみんなの為
に、みんなは一人の為に」と訳されることが多いのですが、実はこれ
は誤訳だそうです。One Try、もしくはOne Victoryが正しい意味
だそうです。つまり、一つのトライを取る、一つの勝利をする、というよう
な一つの目的の為に皆が力を合わせる、ということだそうであります。
日本型の企業経営の場合、この言葉は、仕事上の「組織」というもの
を理解させ、自己犠牲の精神やチームプレーの精神を社員に浸透さ
せるのに使いやすいキーワードになっているようであります。さて、先
週末には、RI第2530地区、地区大会第一日目会議がここアネックス
で行われ、県内各地よりパストガバナー始め地区役員、各クラブの会
長幹事の皆様が集いました。残念ながら懇親会は中止となりました
が、大変素晴らしい会議になりましたし、その運営にあたって頂いた
のは、太田実行委員長を中心とした当クラブの会員で構成する地
区大会実行委員会の皆様でした。ご参加頂いた他クラブのたくさん
の方にお褒めの言葉を頂いた品格のある素晴らしい運営でした。運
営に携わって頂いた会員の皆様、大変ありがとうございました。4月に
は地区大会の式典を含めた本大会も開催が予定されております。そ
の際には、会員の皆様の更なるご協力をお願い申し上げます。

事務所／〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階　TEL024-923-0729　FAX024-939-5678

国際ロータリー２５３０地区 郡山ロータリークラブ　会長：池田 達哉　幹事：佐藤 政弘　例会場：郡山ビューホテルアネックス　ＴＥＬ．０２４-９３９-１１１１　例会日：木曜日

郡山ロータリークラブ
国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

WEEKLY REPORT 2020‒2021
第20回

2020
11.26㈭

会報第20号（通算3321号）2020.12.3発行 編集責任者：佐藤 政弘　編集：クラブ会報委員会　委員長 幕田 宙晃
副委員長 山口 松之進・阿部充正／委員 佐藤 文和・福内 浩明・村上 康雄

会長挨拶 池田達哉会長

　早いもので今年ももう12月、師走です。
この春から人類はコロナに悩まされ、状況が変わらぬまま年を越しそう
ですが、今年を良き話題で締め括るためにも、最後のこの一カ月をポ
ジティブに乗り切りましょう!!（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／56名　欠席／44名
出席率／56％　前回修正率／100％
他クラブ出席／5名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会のご参加、ありがとうございます。
SDGsのお話、楽しみにしてます。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎郡山市役所政策開発課高橋様、桜田様の卓話を楽しみにしてお
ります。 湯浅大郎君、伊野泰司君、橋本謙一君
◎誰ひとり残さないSDGs、勉強させて頂きます。 初瀬照夫君
◎21日の会長・幹事会、選挙人会では大変お世話になりました。心よ
り御礼申し上げます。 石黒秀司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

郡山市政策開発部政策開発課
政策推進係長兼連携中枢都市圏推進係長
　　　　　高橋勇介氏

　「みんなの思いや願いを結び、
明日へと繋がる郡山」というこのス
ローガンは、現在取り組みを始めて4年目になります本市の郡山市まち
づくり基本指針と申します。正に市民と共に作り上げた郡山市の行政
のみならず市民或いは企業の皆様と、共通のスローガンとして掲げて
いるものです。実はSDGsの理念というものは、日本に普及し出したの
はその4年前なんです。この郡山市の最上位指針の中にSDGsを調
和をさせて、全体でSDGsの取り組みを推進して行きましょうということ
で、今、本市のまちづくりを進めております。
　始めに本市の概要ですが、SDGsの取り組みの中で中核となってく
るのは、徹底したデータの取得になります。EBPMという言葉がござい
ます。また医療の世界にもエビデンス・ベース・ド・メディシンという言葉も
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ございます。郡山市が今年度取り組んでおりますSDGsモデル事業
につきましては、徹底した医療データ、市民の皆様がどういった生活
様式を送っていて、どういった病気にかかって、どういった医療費が
かかっているのかといったデータを集めて、それを分析することによっ
て市民の皆様の行動変容、今後社会福祉費が増大する中で、どう
やって市民の皆様のご負担を軽減していくかといった施策に繋げて
いくというようなことが、SDGsの実は根幹となってくる部分です。昨年
度の東日本台風からの復旧復興の最中ではありますけれどもSDGs
であるとか、或いはそのデジタルトランスフォーメーションDX、そういっ
た取り組みも実は非接触型の社会をつくる上では、SDGsの取り組み
の一環として非常に重要なものでございます。また、SDGsの理念を
広めるということが実は今一番ネックとなっていて、連携市町村の方
にもそのSDGsの取り組みを広げようとした時に、「そもそも聞いたこと
がない。そんなことが果たして必要なのか」と行政のみならず地域の
企業の皆様・市民・町民・村民の皆様、なかなか周知するのも一苦労
という状況もあります。
　郡山市が対外的に話しをさせて頂く時に、首都圏と比べて果たし
て郡山市の位置づけが人口或いは事業所の規模からみますと、郡
山市の人口は334,000人ほどですが、東京23区で申し上げると大体
新宿区や中野区の人口規模とほぼ同じです。事業所数については
約倍以上の差がある、それだけの集積が進んでいる。郡山市という
のは決して過疎な地域ではありません。郡山市は実は都市的産業
構造を持っているという認識の下、地方でありながら東京で進んでい
るような取り組みも積極的に推進していかなければならないという認
識を持っています。郡山市はまだ地価も上昇しております。
マクロで見る事も大事ですが、ミクロで見て個別の課題をしっかり探
っていく意味からも、他の市町村との比較を持って郡山市の規模感、
取り組んでいく課題を明らかにしていくということが非常に重要なこと
だと考えています。
有効求人倍率ですが、一般的に地方は求人倍率が1を割って厳し
い状況が続いていると言われております。郡山管内については国や
県に比べてもちょっと高めの1.68、ただ最新のデータでは1.29に落ち
込んでおります。そのまま落ち込ませることなく、官民連携・公民連携
で取り組ませて頂ければと考えています。
SDGsと言いますとエネルギーの部門が中核にもなってくる分野で
す。本市の再生可能エネルギーは水素自動車を導入したり、電気自
動車の無料充電器を庁舎に移設したり、小さな取り組みも進めてお
ります。
営業種別の法人課税額（2010年と2019年）の推移を比較すると、
課税法人数・合計税額何れも15％程度増加をしています。特に法人
数ではサービス業・医療福祉・建設業の分野で法人数が非常に増
えています。昨年度の東日本台風もありましたが、実は郡山市は温暖
化の影響を待つまでもなく、もとより災害が多い土地です。阿武隈川
は日本の国土を北に流れる非常に稀有な川です。台風も北上します
ので、通常南向きに流れる川だと川の流れと台風の向きが逆なの
で、台風と共に雨量が増えていく影響はそれほど大きくないんです
が、阿武隈川の場合だと台風の雨と同時に上流に降った雨も下流

　先週のガバナー公式訪問の中で石黒ガバナーよ
りご紹介のありました四つのテストのポスターを各企
業にお分けできると思いますので受付に申し出て下

さい。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　先週の土曜日、地区大会一日目というよりは地区
大会委員会並びに会長幹事会・選挙人会ということ

で分離して開催を致しました。本当に素晴らしい設営で、会長の締め
の言葉も「歯車を回し続けよう」との話で非常に感動致しました。また
先週の公式訪問では大変お世話になりました。その後、慰労の会を開
催して頂いて、本当に胸が熱くなりました。後半も走って参ります。これ
からもご指導ご鞭撻ご協力、お支えを心からお願い申し上げます。

国際ロータリー第2530地区
石黒秀司ガバナー

　本日は郡山市政策開発部政策開発課政策推進
係長兼連携中枢都市圏推進係長の高橋勇介様

と、主事をお務めの桜田カスミ様をお迎え致しまして、SDGsにつきまし
てお話しを頂きたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

　11月14日、第3回親睦ゴルフコンペを開催させて
頂きました。優勝者は佐藤文和さんでした。中原さん

より黒御影石の優勝の楯を作って頂きました。12月17日にクリスマス
家族会を予定しております。ご出欠がまだの方はお願い致します。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

〒963‒8014  郡山市虎丸町 24‒8
富士火災ビル 5F

アサヒビール㈱福島支社
支 社 長 松　宮　　勇

☎ 934‒2135　　934‒2075
〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一
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演題「郡山市のまちづくり
　　　　　  ～SDGs体感未来都市～(仮称)」

2009‒2010年度ロータリー財団奨学生
　　　　　　　　　 富山律子氏

次 回 第22回例会
令和2年12月10日㈭
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に一緒に流れて行って、そこに更に雨が降り続けるということもあって
非常に氾濫しやすい川と言われています。国・県と一緒に流域治水
を考えて行く取り組みを進めています。
　まちづくり基本指針ですが、2017年から西部第一工業団地の分
譲を始めまして、現段階で33区画のうち23区画、約7割の進捗率で
分譲も進んでおります。大綱の2番目が交流・観光の未来です。3番目
は学び育む子供たちの未来です。SDGsの取り組みですが、結構学
校から呼ばれて出前講座に行く機会も増えています。新型コロナウイ
ルス対策というのが一丁目一番地に入って参ります。発熱外来診療
所も設置をさせて頂きました。また道路地下に貯留管を造るという計
画でゲリラ豪雨対策9年プランに則って、安心安全なまちづくりを進
めているところです。
これからのまちづくりですが、国の長期ビジョンは2060年でも1億人
規模の人口をキープして行こうという目的を示されております。国の総
合戦略、地方創生を示す国の総合戦略とリンクをして、郡山市につ
いても2030・2025・2040年の長期を見据えたSDGs未来都市計画で
あるとか、郡山市人口ビジョン、市の総合戦略、デジタル市役所推進
計画といったようなものを将来予見可能性の高い課題に対して、今
何をすべきかという観点からそれぞれ取り組んでいるところです。副
題としてSDGsの基本理念である「誰一人取り残さない郡山」を掲げ
ています。また自助・共助・公助、それぞれ市民の皆さん一人一人地
域コミュニティの中でできることを考えていくということもSDGsの理念
の実現に非常に重要なものです。この先、郡山広域圏の取り組みや
DXの具体的な取り組みなどもありますが、全ての取り組みがSDGs
の柔軟なゴールと関連付けながら郡山市の施策の構成を検討し、
推進をしているところです。まずは市民の皆様が将来に亘って健康
で暮らし続けるまちづくり、それが郡山市のSDGsの中核に据えてい
るテーマですので、当然行政だけでは達成できるゴールであるとは
考えておりません。是非とも皆様方のご協力・ご理解を引き続きお願
いしたいと考えております。


