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／

隆幸 様

します。その他に、妊婦の健康診断の公費負担額、
年間自然放射線量、エイデンの店舗数、小児科の医

「県政の報告」 担当：青少年育成委員会

師の比率、夫婦の数が１位となっています。

＊国歌「君が代」斉唱

また 2016 年の参議院の選挙の比例代表の支持政党な

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

しの得票率が 1 位です。最下位の 47 位は、コジマ店

＊Ｒ情報委員会

古田委員長「四つのテスト」唱和

舗数、ＴＵＴＡＹＡ店舗数、ビール消費量、姉さん

＊お客様の紹介

岐阜県議会議員

女房の比率、教会数が 47 位の最下位です。

＊会長あいさつ

波多野好文会長

酒向

薫様

食べる方で見ると、柿の消費量が生産量が 5 位な

皆さんこんばんは、今日は酒向先生

のに第 1 位で、その他ハムの消費量も 2 位で、柿と

の県政の報告ですので、岐阜県の県

ハムの好きな県民と言えるそうです。また、岐阜県

民性がどんなものか調べましたので

民は外食も好きで、全体の外食の支出額は 4 位です

報告したいと思います。毎年発表される、都道府県

が、外食のすし、和食の支出額は 1 位、中華は 2 位、

別統計とランキングで見る県民性「とどラン」とい

洋食は 4 位となっています。喫茶店の 1 年間の消費

うのがあり、その中で岐阜県は、結婚式の式場数が

額は 1 万 1 千円を超え、愛知県と毎年 1,2 位を争っ

第 1 位です。その他では自動車の販売店数も１位、

ています。ちなみに、最下位は鹿児島県でおよそ岐

日本人の男性の国際結婚率、在日のフィリピン人の

阜県の 5 分の 1 以下です。

数、外国人の研修生・技能実習生数も全国で 1 位で、

地場産業でいくと、包丁・理髪用刃物・ナイフ・

外人が多い事がわかります。確かに、関市あたりは、

はさみの出荷額は関市を中心に全国 1 位・木製机・

ほとんど中国の人しか見ないのですが、美濃加茂市

テーブル・いすは飛騨の匠を受けた木工産業で第 1

に行くと、多くの国の外国人をみてわかる様な気も

位です。給水用のバルブ・コックの出荷額も美山町

４つのテスト

１.真実かどうか

２.みんなに公平か

３.好意と友情を深めるか

４.みんなのためになるかどうか

おかげで第 1 位、和食器・洋食器・タイルも志野や
織部で有名な「美濃焼」の産地ということで第 1 位
です。

の日本ガイシ㈱などです。
お配りしました「かおる通信」では、ホットコミ
ュニティー 一ノ門がオープン、関市の玄関口の清

おもしろい所では、ウエザーニュースの調べで「花

掃奉仕作業など掲載しておりますのでご覧下さい。

見の場所取りにはどのくらいの時間かけるか」とい

岐阜県の紹介ですが、県の花は「れんげ」
、県の魚

う調査で、全国平均は 3.7 時間ですが、岐阜県民は

は「あゆ」
、県の木は「イチイ」
、県の鳥は「らいち

ダントツの 6.2 時間をかけて場所をとるそうです。2

ょう」であります。日本の人口の重心は一貫して岐

位が広島県の 5.6 時間ですから、まさにダントツで

阜県内にあります。現在は関市中之保に人口重心地

す。ちなみに、お隣三重県は 1.9 時間で 42 位だそう

があります。また、岐阜県の人口重心地は関市倉知

です。どうして、そんなに早くから場所取りをして

だそうです。こういった地の利を生かして観光など

いるかの質問には、
「上司の命令で場所取りをしてい

に力を入れていかなければと思っております。面積

る。代々後輩に受け継がれた伝統である。
」という答

は全国 7 位です。環境・森林税を納税義務者 1 人当

えか多かったそうです。また、お花見でもバーベキ

たりに対して、千円頂いております。年間 12 億ぐら

ューを楽しみ、行楽・行事にはお金を惜しまないの

いです。目的税ですから、山や川を綺麗にすること

が岐阜県民だそうです。皆様いかがでしょうか。

に使われます。

＊卓

話

人口は全国 17 位と多い方ですが、毎年少しずつ減

岐阜県議会議員 酒向 薫様

っております。県外の大学に行って、そのまま就職、

テーマ

結婚される方が毎年 2300 人程度おみえになります。

「県政の報告」

皆様、こんばんは。私が関ＲＣに

少子超高齢化につながる大きな問題だと思っており

入って 15 年ほど経ちます。関ＲＣ

ます。人口は現在約 203 万人で、一番多い時は平成

の会員数は若干増えまして 45 人ほど、平均年齢は 50

10 年の 210 万人です。ここ 5 年ぐらいで約 5 万人減

代前半です。今月 20 日には、この会場でＯＢの方を

少しております。それがあと 30 年ぐらい経つと 56

お招きし、2000 回記念例会を行う予定になっており

万人減るという推計です。人口は減っていますが、

ます。

世帯数は増えており、単身世帯が増加しています。

今のＮＨＫ連続テレビ小説『半分、青い。
』をご覧

航空機関連産業は、愛知県に次いで 2 位となって

になっていらっしゃる方が多いと思いますが、幼少

おり、岐阜県の大きな成長戦略に入ってくるのでは

期の糸電話のシーンは関市小瀬で撮影されました。

ないかと思います。そんな中で、岐阜県工業技術研

脚本は美濃加茂市出身の北川悦吏子さんで、東美濃

究所があります。今までは金属だけでしたが、プラ

の岩村町の商店街も舞台だそうですが、ゴールデン

スチックや陶器なども含め 1 か所に集約しました。

ウィークはすごい人だったそうです。経済効果は 28

岐阜県工業技術研究所で研究をして頂いて、出来た

億円あると言われています。

ものは自分達で製造して頂ければ、初期投資・研究

これからは女性と若い人が活躍して頂かないと、
地方というのは活気がでないと思います。県職員の

費用が抑えられますので、活用頂き、今以上に物づ
くりを進めて頂きたいと思います。

中で女性の管理職が 16.8%、今年は 18.2%まで増えま

農産物では、南北に長い、豊かな自然を生かし、

した。障がい者の雇用は、県も 2％前後で推移してお

美味しい色々な食材が作られています。東京オリン

ります。

ピックは自分達の商品をアプローチできるチャンス

企業誘致ですが、3 年ぐらいで 300ha の工業団地を

です。現在は、和牛の大会があっても、飛騨牛はな

造ろうと取り組んでおります。去年だけで約 68ha（全

かなかトップになれませんが、優秀な賞をとること

国 5 位）造っております。主だったものは、瑞浪市

に力を入れております。鮎は世界農業遺産となり、

にありますアイシン・エィ・ダブリュ㈱、多治見市

去年から関市と美濃市で、病気に強い品種を作って、

養殖でも天然に近いものをということで力を入れて
おります。
岐阜県民は、行動的な県民性であり、ボランティ
ア活動の年間行動者率は全国 2 位で、温かみがあっ
て、人のために行動することが根付いている県民性
だと思います。関市も「一市民 1 スポーツ」で取り
組んでいます。岐阜県は 42 市町村ありますが、関市
は長寿に関しては、女性は 4 位、男性は 5 位です。
関市のこういった山や川があり自然に恵まれ、食べ
物がおいしく皆さん仲良く暮らしてみえるというの
が健康長寿につながっているのではないかと思いま
す。色々ご提案頂いて、関市をよくして頂きながら、
岐阜県もよくして頂きたいと考えておりますので、
ご指導、ご意見頂きますようお願い申し上げます。
＊出席委員会
会員数 31 名、本日の出席 20 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事
岐阜県議会議員 酒向薫様、当クラブへお越し頂き
ありがとうございます。卓話をよろしくお願い致し
ます。
・神谷秀幸君
本日は青少年育成委員会担当です。岐阜県議会議員
酒向薫様に卓話「県政の報告」をお願いしました。
酒向先生よろしくお願いします。
・小澤重忠君
県議会議員酒向薫様のご来場を歓迎して。
20 名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告
・5 月のロータリーレートは 1＄108 円です。
・例会終了後、理事・役員会を行います。

＜次例会の案内＞
第 1940 回 2018 年 6 月 3 日（日）
長良川環境保全例会

集合 9:00

担当：環境保全・社会奉仕・ＩＡ委員会

