
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：福本会員

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１４名 □欠席者：１（うち免除０）名

□メイク： ２名 □出席率：９４．１２％

スマイルボックス

□結婚記念日…三好、堀越

□事業所創立…大森

□特別スマイル

・板場会員復帰おめでとうございます。（久藤孝仁）

・御見舞ありがとうございました。９月１８日無事

退院しました。多少の痛みと呼吸困難があります

が、日常の生活に支障ありません。再発防止に留

意し、RCに尽力します。 （板場英行）

記念日代表者謝辞

１０月 大森 寛会員

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・例会終了後、定例理事会開

催します。

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

こんにちは。クールビズが終

了し、本日からネクタイ着用

となりました。まだまだ暑い

ですが、体調にはお気を付け

ください。

本日、１０月１日赤い羽根募

金の街頭募金へ参加してまいりました。皆様も地域

や職場でご協力されていると思います。引き続き宜

しくお願い致します。

１０月３日次年度ガバナー補佐会議に、次年度ガバ

ナー補佐の中川会員が出席されます。お忙しいとは

思いますが今後共宜しくお願い致します。

本日のプログラム １０月８日 次週のプログラム １０月２２日

会 員 卓 話 外 部 卓 話
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先般のガバナー公式訪問についてご報告します。

脇ガバナー、松原ガバナー随行幹事、澤井ガバナー

補佐、鶴田ガバナー補佐幹事同席での、クラブフォー

ラムにつきまして、ご報告いたします。

会員基盤強化につきましては、福本幹事より、何か

良い方法等ないかとの質問に際しましては、各クラ

ブとも苦慮している実態が有りますが、各クラブで

鋭意工夫され、退会防止も含め、会長や増強委員長

と共に各会員が協力しながら増強をお願いします。

2710地区では、約150名の会員減少だそうです。

奨学金制度について、高校生における奨学金のシス

テムは無いか尋ねました。

交換留学生制度は存在するが、学校を限定しての奨

学生制度は、ありません。単独クラブで、考えてい

ただくしか無いとの回答でした。

財団への寄付についてですが、2710地区では、医療

関係者にフェイスマスクの贈呈に伴い、多額の予算

を費やしました。よって、皆様のご協力で財団寄付

をお願いしたいとの事も報告いただきました。皆様

のご協力をお願いいたします。

IMにつきましては、ガバナー補佐の鋭意工夫で行う

ことを、熱望しておられましたが、コロナの現状を

踏まえ未定であります。もし、開催が決定いたしま

したら、皆様のご協力をお願い申し上げます。

しばらくは、日本の現状を注視し、例会時間の短縮

等での例会開催になると思われますが、少人数での

懇親を含めた会合が早く開始できますことを願い、

会長の時間といたします。

記念日該当者会員卓話

堀越 賢二 会員

今年で結婚して28周年とな

ります。

嫁には今までに色々と迷惑

をかけてきましたが、やは

り一番大きな迷惑といいま

すか、心身ともに苦労をか

けたのが選挙に出た時のこ

とです。自分自身もそういうことになるとは思って

おらず、人生色々なことが起きるなと思いました。

現在は、竹原市議会副議長と言う職責をいただいて

おり、先月の定例会で決算特別委員会が開かれ令和

元年度の歳出歳入決算審査をしました。

その決算特別委員会の委員長としての立場で、皆さ

んに報告させていただきたいと思います。

令和元年度の竹原市の一般会計の歳入決算額は141

億3585万円で、歳出決算額は134億5979万2千円。差

額から翌年度に繰り越すべき財源5億3299万1千円を

差し引いた金額、1億4306万7000円が黒字となって

おります。

審査の過程において各委員から出された意見を抜粋

しますと

1、市税等の歳入確保については、収納率の一定の

向上が図られ収入未済額、不納欠損額ともに減少し

ている。引き続き確実な徴収と的確な滞納処分に努

め、公平性の確保と更なる収入未済額の縮減を図る

こと。

2、人口減少に伴い市税収入が減収傾向となる中に

おいて、税外収入の確保は今後より一層重要な課題

となる。ふるさと納税やクラウドファンディングの

活用をはじめ、公有資産の利活用、受益者負担の適

正化等、新たな収益の確保に努めること。

3、団体補助金の支出については、実績報告書や決

算資料等により補助対象団体の活動状況や財務状況

を十分に精査し、公益性の観点から補助金の必要性

を判断するとともに、判断の根拠を客観的に示すこ

とにより公平性の確保を図ること。

4、指定管理を含む委託料の支出については、委託

業務の運営状況を十分精査し、支出の適正化に努め

るとともに公共施設の積極的な活用や事務事業の効

率化、指定管理者制度にあたっては自主事業による

歳入確保など、委託経費の縮減について受託者と共

に考え、効率的な事業実施を図ること。

5、道路・河川等の整備については、河川に堆積し

ている土砂の浚渫を始めとする豪雨災害の被害から

の復旧・復興事業を、国・県との連携の下で一日も

早い事業完了に努め、強靭化に向けた公共土木施設

の構築を図っていくこと。

6、個々の職員の資質向上は、業務の効率化はもと
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よりコンサルタント等の外部委託経費や総人件費の

抑制にもつながるものであり、研修の充実等、人材

育成の向上に努めること。

7、保健衛生については、平成30年7月豪雨災害の被

災者への対応として地域支えあいセンター事業の役

割は大きく、事業終了後においても引き続き被災者

の心のケアに注力すること。また、風しん等の予防

接種事業においては、SNS等の各種媒体を活用し周

知徹底を図ること。

8、農林水産業振興については、郷土産業振興館の

積極的な利活用を図り、新商品の開発、販路拡大に

注力し魅力ある地元産品の売上拡大に努め、生産者

の支援を進めること。

9、教育費における未来の人材育成事業については、

語学の習得のみならずイングリッシュキャンプ等、

他文化と触れ合うことによる多様な人間性の育成を

図り、将来の竹原市を担うグローバルな人材育成に

努めること。

10、公有財産の管理にあたっては、用途廃止された

施設等の遊休資産について積極的な利活用を図るこ

と。また、文化施設については文化財の保護保存の

観点のみならず利活用の観点に立ち、観光プロモー

ションの一助となる活用方法を検討すること。

採決の結果、賛成多数をもって認定はされた。

審査の過程においての委員各位からの指摘、意見を

真摯に受け止めて、今後の行政執行においてご留意

の上、改善を図られるよう要望するとともに、新年

度予算編成においても十分に反映されることを要請

するものである。

最後に、今後も引き続き将来を見据えた財政健全化

への取り組みを、職員一人ひとりが最重要課題とし

て認識し、行財政運営については部署の枠組みを超

え、横断的に庁内一丸となり、持続可能な自治体を

目指されることを強く要望し決算特別委員会の報告

といたします。

以上、少し端折りましたが、決算特別委員長の委員

会報告です。

理事会報告（１０月）

□日 時 令和２年１０月１日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ６名

□議 題

①ガバナー補佐活動費の件 承認

スマイルより200,000円

②ガバナー補佐幹事の件 承認

吉本きよ子会員

③ポリオ寄付の件 承認

各4,000円集金させて頂きます

④例会出席免除届けの件 承認

三好静子会員 １０月1日～１２月３１日

⑤忘年家族例会の件 承認

コロナ禍のため家族を含めての開催は難しい。

通常例会（忘年例会）として木曜日に開催する。

記念品について今後協議する。

⑥竹原市へ寄贈の時計の件 承認

修理可能かメーカーに調べて頂く。時計不具合調

査費用58,300円スマイルより支出とする。

⑦１１月例会の件 承認

例会時間短縮・お弁当
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