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例会日：毎週木曜日 18時 30分  例会場：関観光ホテル 住所：岐阜県関市池尻 91-2 

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 藤村 伸隆  副会長 山本 義樹  幹事 森  敬  クラブ会報委員長 長谷部 貴司 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 2078回例会 2022年 9月 15日（木） 

会員卓話  後藤 政之会員   北原 慎会員   長谷部 貴司会員 

テーマ   「私の職業」  ／  担当 職業奉仕委員会

 

 

 

 

 

 

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

＊お客様の紹介 関市議会議員 波多野源司様 

＊会長あいさつ 藤村伸隆会長 

こんばんは、本日のお客様をご紹

介いたします。関市議会議員 波

多野源司様です。「現在の市政につ

いて」というテーマでお話を頂き

ます。今日から、時間短縮から通

常の例会に戻りましたので、お時間ありますので、

久しぶりの波多野さんの楽しいお話を楽しみにして

おります。 

先日の 9月 1日 3クラブ合同ガバナー公式訪問

例会には多くの皆さんに出席頂きましてありがとう

ございました。ホストクラブと言う事でこのコロナ

禍もあり開催できるのか、心配しておりましたが無

事開催する事ができて良かったと思います。ガバナ

ー懇談会の中でロータリーカードを作って下さいと

の要請がありました。これは前にもお話しました

が、カードで支払いをすると何パーセントかの寄付

ができると言う事です。今度理事、役員会にてご相

談したいと思います。よろしくお願い致します。 

9月 4日 日曜日に関市児童生徒科学作品展表彰

式に出席してきました。可愛らしい 2年生の女の子

2人に表彰状を渡してきました。子供達の研究の着

眼点、課題に感心して帰ってきました。これも以前

お話しましたが、その席で関ロータリーの古田会長

とお会いしまして、古田会長の方から財団のポリオ

寄付金についてお話があり、刃物まつりに各ロータ

リー合同で寄付金を募りたいとの事でした。また正

式に文章で案内があると思いますのでよろしくお願

いしましてご挨拶とさせて頂きます。 

＊卓話 関市議会議員 

波多野源司様 

テーマ 「現在の市政について」 

皆様、こんばんは。議員という仕

事も 3期目、12年を迎えておりま

す。9月 1日より決算議会が行われており、今期、

私は監査委員を務めております。今日は「現在の市

前例会の記録 第 2077回 2022年 9月 8日（木） 

卓 話 関市議会議員 波多野源司様 

テーマ 「現在の市政について」 

担 当 ロータリー情報委員会 

2022～2023年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「いつも一緒に笑い・夢を描き・そして成長しよう」 



政について」のテーマでお話させて頂きます。 

まずは、新型コロナウイルスワクチン接種状況をご

説明します。 

（以下、資料等より抜粋） 

●新型コロナウイルスワクチン接種状況について

（12歳以上） 

1 回目接種率 90.5% 2 回目接種率 90.2% 

3 回目接種  79.8%  4 回目接種率 80.8% 

（4 回目接種率の分母は 60 歳以上の 3 回目接種完了者） 

●小児接種状況（5～11 歳） 

 1 回目接種率 12.7% 2 回目接種率 11.2% 

●接種先 集団 3 割・個別医療機関 7 割 

●ワクチン別接種率 

 3 回目接種 

 ファイザー 66.32% モデルナ 33.65% 

 ノババックス 0.03％ 

また、ワクチンについては未定ではありますが、以

下の情報も頂いております。 

【オミクロン株に対応した新型コロナワクチン】 

・9 月半ばに前倒しで配送されるワクチン 

・10 月半ばを目途に、12 歳以上のすべての住民を

対象に接種する 

【小児ワクチン】 

・9 月 6 日より努力義務適用 

・3 回目追加接種も承認された 

【乳幼児ワクチン】 

・生後 6 カ月以上 4 歳以下の接種体制の準備 

☆ふるさと納税の受入額について 

令和 3 年度の実績は、全国で約 8,302 億円 

岐阜県 約 188 億円  関市 約 41 億円 

☆令和 4 年度の関市予算について 

一般会計は社会保障関連経費の増加に加え、ブロ

ードバンド施設機器の更新、富岡保育園・富岡小

留守家庭児童教室の新築、学習情報館や道の駅な

どの大規模改修、新型コロナウイルスワクチン接

種事業などにより対前年度 0.8%増となり、過去

最大の予算規模となりました。 

〇財政調整基金 149 億円（県下でもトップクラス） 

〇合併特例事業債 約 300 億円 

令和 4 年度 約 17 億円 

（令和 5 年度で全額発行し終える） 

関市の財政の健全度 

健全化判断比率及び資金不足比率ともに早期健全

化基準等を下回り、前年度と比較して引き続き健

全な状態です。また、関市独自の財政運営判断指

標は、前年度と比較しておおむね良好な数値に推

移しており、5 年、10 年後においても各指標の目

標値を維持できるものと考えられます。 

負担金等 

〇中濃厚生病院施設整備事業補助 

 中濃厚生病院増築工事に対する補助 

 令和 3 年度決算額 40,000 千円 

総額 400,000 千円 平成 26 年度から令和 5 年度 

〇中濃消防組合負担金 負担割合 

 負担割合 関市 78.37% 美濃市 21.63% 

＊ロータリー財団寄付に対する認証状及び認証品授与 

ポール・ハリス・フェロー  尾崎 将之君 

＊出席委員会 

会員数 29 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 

 関市議会議員 波多野源司様には大変お忙しい

中、卓話にお越しいただきありがとうございま

す。今日のお話を楽しみにしております。 

・波多野源司様 

 ご無沙汰しております。久しぶりにお邪魔しまし

た。本日の卓話まとまりのない話になりますがよ

ろしくお願いします。 

・古田博文君 

波多野様、本日はよろしくお願いします。 

21 名のご投函ありがとうございました。 

＊その他委員会報告 

・国際青少年交換委員会 

関市国際交流協会主催 

「World café in 本町 Base」のご案内 

日程：10 月 15 日（土）～16 日（日） 

・西田健一クラブ研修リーダー 

8 月 27 日にクラブ研修リーダーのセミナーが行

われました。当日の資料を一部抜粋して配布しま

したのでご覧ください。 

＊幹事報告 

・世界ポリオデーイベント フォトコンテストにつ

いて 

・例会終了後、理事・役員会を行います。 

＜次例会の案内＞ 

第 2079回 2022年 9月 29日（木） 

卓話 社会政策課題研究所 所長 江崎禎英様 

テーマ 「健康経営の推進 

     ～働き方改革の本当の意味とは？～」 

担 当 ロータリー財団委員会 


