
【真岡市　真岡駅とSLキューロク館】 ※神奈川県　ライス様撮影

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
宇都宮90⇒東武ホテルグランデ 真岡西⇒ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ静風 宇都宮西⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 小山東⇒ｳﾞｨﾗ･ﾃﾞ･ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

小山中央⇒思　水　荘 宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 益子⇒益子ｶﾝﾄﾘｰ 宇都宮北⇒宇都宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

宇都宮東⇒ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ しもつけ⇒石橋商工会館

会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１５．９．１０ ＮＯ．２７６６

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■ロータリーソング

■お客様

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

我らの生業

栃木県企業局局長

淺香達夫様

栃木県企業局経営企画課主査

安藤寿洋様

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

多数出席いただきありがとうございます。

本日は栃木県企業局局長淺香達夫様から卓話をいた

だきます。今年は外部卓話例会の際は、各界で活躍さ

れている人のお話を聞く方針です。

私達が各界のプロフェッショナルの話を聞けるのは、

会員であるからこそと思っております。淺香様は、地方公務

員として大変長く勤務されております。

今日のテーマを「栃木県企業局？」と淺香様に決めていた

だきました。どういうお話なのか興味深いところです。卓話

を聞いた中で自分達の仕事や人生の中で何らかの糧にな

ればと思います。

当クラブに淺香様の高校時代の個性際立つ同級生３名が

おります。多少やりづらい面もあると思いますが、気楽な

気持ちでお話しいただければ良いと思います。

本日は、皆出席表彰があります。表彰対象者の皆様には

昨年度の出席率向上に大変貢献していただきました。大変

ありがとうございます。今後とも連続皆出席を続けていただ

きたいと思います。

昨日からの台風による悪天候の中、淺香様にはお出

でいただきありがとうございます。又、会員の皆様にも
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３４年皆出席です。皆様のご支援の賜物と思います。

これからもよろしくお願いします。

■皆出席表彰 前年度出席委員長 岡本 佳男君

皆出席表彰受賞者 ３７年 岡部 貞一郎君

皆出席表彰受賞者 ３４年 杉村 久夫君
皆出席

３７年 岡部 貞一郎会員

３４年 杉村 久夫会員

２３年 金子 剛士会員

２３年 福原 一郎会員

２１年 篠原 宣之会員

１８年 石田 順一会員

１８年 辻 達男会員

１５年 岡本 俊夫会員

１３年 広瀬 紀夫会員

１１年 海老原 均会員

８年 久保 康夫会員

７年 金子 正男会員

６年 齊藤 敏彦会員

６年 石塚 龍夫会員

５年 田村 浩次会員

５年 三澤 幸光会員

４年 小林 勇一郎会員

４年 豊田 光弘会員

４年 中川 宏行会員

４年 大越 正和会員

４年 大瀧 和弘会員

３年 市村 忠男会員

２年 栁田 尚宏会員

１年 太田 浩彰会員

皆出席表彰を受けられた方々おめでとうございます。私、振

り返りますと、４９年１月に入会しまして在籍４２年、少し休みま

したので皆出席３７年であります。皆出席できるのは健康でな

ければいけないですね。皆さんも健康に十分留意して皆出席

目指していただければと思います。

出席委員会の努力によって出席率が向上して大変うれしく思

います。

左から海老原前年度会長、石田会員、辻会員、篠原宣之

会員、金子剛士会員、福原会員、杉村会員、岡部会員

皆出席５年～１年の皆さん

左から海老原前年度会長、齊藤会員、石塚会員、

金子正男会員、久保康夫会員、広瀬会員、岡本俊

夫会員
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演題 栃木県企業局？

■外部卓話 栃木県企業局局長 淺香 達夫 様

プロフィール

１９５７年１１月生

１９８１年 ４月栃木県庁入庁

２００９年 ４月産業政策課企業立地班長

２０１１年 ４月国際課長

２０１３年 ４月農政部次長

２０１４年 ４月環境森林部次長

２０１５年 ４月企業局長

今日の演題を「栃木県企業局？」と付けさせていただきました。実は、今年４月企業局長に就任したわけですが、内示の

時何人かの人に「企業局」って何しているの？、県庁なの？と聞かれました。一般的に「部」の名前を見ればわかるのです

が、「企業局」と言ったとき「企業ですか、何をしている部局なのか分かりません」と言われました。

４月に就任してすぐ、部下に「企業局の認知度が低い。いろいろな機会に企業局をＰＲしたい、自分たちの仕事をアピー

ルしよう」とお願いしました。

企業局は地方公営企業と言います。地方公営企業法という法律に規定されています。地方公営企業は「企業の経済性を

発揮しなさい、公共の福祉の増進に努めなさい」とされています。どういう仕事をしているかと言いますと電気、水道、鉄道、

用地造成等を法律上予定しています。条例で定めることでその他の事もできます。他の部局と違うのは事業の財源は税

金を使わず、すべて利用者の料金収入で賄っています。場合によっては赤字が出たり、事業が混雑することもありえます。

栃木県企業局は、昭和３１年電気局としてスタートし、その後土地造成事業、水道事業を増やしたので事業局に名称を

変更しました。現在、電気・水道・工業用水道・用地造成・施設管理の５事業を行っています。

電気事業は、県内に４８の水力発電所があり、内９か所運営しています。４８の水力発電所の発電量は県内電気使用量

の７％を占め、企業局の発電は1.4％と小さな量ですが電力会社に卸供給しています。

水道事業は、各家庭に水道水を供給するのは市町村の役割ですが、企業局は水道水を造って市町村に供給しています。

北那須水道事務所と鬼怒水道事務所の２か所で水道水を造り、大田原市、那須塩原市、宇都宮市、真岡市、高根沢町、

芳賀町、益子町に供給しています。真岡市には日量5,000トン供給し、使用料の２０％余に当たります。

工業用水道事業は、工業団地に供給しています。用地造成事業は工業団地用地を造成、分譲しています。真岡市では

大和田の工業団地を造成しました。産業団地は県内９８か所あります。面積１ヘクタール当たり約３７人雇用され、市町村

には１ヘクタール当たり約１６００万円の税金収入がある計算になります。多くの企業を誘致し、地元の経済活性化を図る

ため、県庁、金融機関、電気・ガス・通信関連企業と連携しながら東京・大阪等でセミナーの開催、個別の企業訪問等活動

しています。

経済産業省は、昨年の工場立地の動向調査結果を公表しています。栃木県は、新規件数で３位、面積で１位でした。太

陽光発電事業が100件近くありました。太陽光事業を除いても件数７位、面積２位でした。県央道が整備されたこと、地価

が安いことで開発が進んだことと思われます。今後も企業ニーズに応えられるよう産業団地の整備を計画的にやっていか

なければならない状況になっています。他方、コマツ、キリンビールの工場撤退があり、企業ニーズをつかむことは公務員

では困難と実感もしています。

施設管理事業は、栃木県民ゴルフ場を造りました。利用客の確保ができなかったのですが、昨年利用客３万人台によう

やくなりました。真岡市の河川敷ゴルフ場に勉強に行くように言っています。

県は、エネルギー戦略の見直しと地方創生総合戦略を提示しました。

エネルギー戦略は、現在、県内使用量の約８割を県外に頼っています。電力自給率７０％の目標を立てました。

水力発電、真岡市に神戸製鋼所が火力発電所（平成31年稼働予定）もあり、災害時に地

元で電気を造れれば、地元で使える可能性があるだろうということです。水力発電所を今

年２か所、来年から新たに１か所造ろうと補正予算を付けました。

県人口は、何もしなければ、2060年には現在の約200万人から約120万人に減少すると

予想されています。若人に地元で働いて、結婚して生活してもらおうと計画しています。約

150万人の人口は確保できるだろうと思っています。二つの戦略と四つの基本目標を立て

計画づくりをしています。今月、パブリックコメントを求めますのでご意見をお待ちしていま

す。

企業局は、仕事を造るための産業団地造成で貢献できると思っています。人口減少の

時代に向けても頑張っていきたいと考えています。 皆様方のご協力がないとできません

のでご協力お願いいたします。 （文責 会報委員長 市村忠男） 講師紹介する渡邉会員
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■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

見目 良一 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

田村浩次会長

淺香様、今日は荒天の中卓話においでいただき

ありがとうございます。又、昨年度の皆出席表彰を

受ける会員の皆様おめでとうございます。

久保康夫幹事

真高１年１組出席番号１番淺香達夫君、出席番号１５番

久保康夫です。卓話ありがとうございます。一番真面目

と思っていたのに、タバコを吸う不良になってしまったと

は。４０年の歳月を感じますね。

皆出席表彰の皆様おめでとうございます。今年度もよろ

しくお願いします。

杉村久夫君

皆出席３４年。本当なら３９年なのですが残念です。

出席免除３年間も皆出席でした。

岡部貞一郎君

３７年皆出席を頂いて。

岡本俊夫君

淺香様、悪天候の中、本日は御来駕ありがとうございま

す。当商工会議所も何かとご指導頂いておるものと存じ

ます。

当クラブの久保、渡邉両君の裏話を少しだけ聞ければ

幸甚です。

１５年皆出席ありがとう。２８年で１５年決して優秀では

ありません。

福原一郎君

皆出席を表彰していただきありがとうございます。

おかげさまで健康にすごしています。

栃木県企業局長淺香様卓話ありがとうございます。

・真岡木綿踊りの礼状が届いています。

・益子ＲＣ 月見例会の案内 参加者 久保幹事まで

９/３０（水） 午後６時３０分 昭和ふるさと村

・老人・身障者合同スポーツ大会の協力依頼が届いていま

す。

・２７回真岡市社会福祉大会の招待状

１０/１５（木） １３時３０分 市民会館小ホール

演題 「東日本大震災とボランティア」

・３９回ライラセミナー受講生募集の案内

１１/２１～２３ 鹿沼市 ニューサンピア栃木

１９歳から３０歳まで

・多賀城ＲＣより感謝状と記録集が届いています。

広瀬紀夫君

１３回目の皆出席ありがとうございます。

栃木県企業局長淺香様卓話ありがとうございます。

柳浩雄君

災害時に卓話御苦労様です。

市村忠男君

淺香様、本日の卓話ありがとうございます。

できる限り忠実に原稿を作りたいと思います。

皆出席表彰を頂きありがとうございます。

齊藤敏彦君

皆出席表彰誠にありがとうございます。

企業局長淺香様ようこそいらっしゃいました。県庁に

は身内の西須という者がいます。（退職したかな）よ

ろしくお願いします。

金子正男君

栃木県企業局長淺香様卓話よろしくお願い致します。

石の上にも３年で卒業しようと思ったロータリー活動

も８年目を向かえる事になりました。

皆出席表彰ありがとうございます。

石塚龍夫君

皆出席表彰を戴きありがとうございます。

今年度も頑張ります。

中川宏行君

皆出席表彰をいただきありがとうございました。

大瀧和弘君

栃木県企業局長淺香達夫様卓話ありがとうございま

す。

お陰様で皆出席表彰をいただきました。これからも

頑張って出席しますのでよろしくお願い致します。

大越正和君

栃木県企業局長淺香達夫様卓話宜しくお願いします。

皆出席表彰ありがとうございます。

小林勇一郎君

企業局長淺香様荒天の中お越しいただきありがとう

ございます。高校卒業以来ですが覚えていていただ

いたようで安心しました。

今日は卓話よろしくお願いします。

皆出席表彰ありがとうございます。

見目良一君

栃木県企業局長淺香達夫様、本日は特別警報が出

される中、県の中央より真岡の地までおいで下さり

有難うございます。多分、難しい内容を池上彰さん並

に噛み砕いて話して下さるのではと期待しておりま

す。静かに拝聴させて頂きます。
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豊田光弘君

栃木県企業局長淺香様本日は卓話ありがとうございま

す。又、皆出席表彰をいただきありがとうございます。

久保賢司君

皆さんは家族の前でオナラをした事ありますか？月曜

日の朝、高校１年生の娘の前でやってしまい、３日間口

を聞いてもらえない私です。

栁田尚宏君

今日は５０年に一度の大雨で特別警報が出ました。

大変な事態にもかかわらず出席された皆さんお疲れ様

です。

坂本光君

栃木県企業局長淺香様卓話宜しくお願い致します。

皆出席の皆様ご苦労様です。

渡邉佳寛君

栃木県企業局長淺香様ようこそいらっしゃいました。卓

話楽しみにしています。

皆出席で表彰された方々誠におめでとうございます。

馬場照夫君

淺香企業局長さん外部講話ありがとうございます。

真岡市役所在職時は何かとご指導賜りありがとうござ

いました。また、本日お会いできうれしい思いです。

■委員会報告 会報委員長 市村 忠男君

会報トップページの写真を変えました。一年間に亘り、

一市二町の名所旧跡を載せていきます。

ホームページのトップ画面の写真も同じものを使用し

ます。

今回、写真の提供者は神奈川県在住のライス様です。

ライス様の同意を得るに当たり、渡邉会員のご尽力を

いただきました。
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月

6月出席率

■月間予定

3月出席率 4月出席率 5月出席率

出席率 本年度累計出席率
補正後８月２７日 51 1 48 2 96.08%

月
初
例
会

84.74%
11月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率

９月１０日 50 1 44 5

97.52% 96.73%

■出席報告
在籍５２名 出席免除２名（資格者１名　＋　有理由者１名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ 出席 欠席

90.00%
7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率

例
会

炉
辺
会
合
報
告

、
ク
ラ
ブ
協
議
会

前回までのスマイル繰越金 626,130
会員 70,000

前回までの米山繰越金 8,486
米　　山 0
累計 8,486

ビジター 0
合計 70,000
累計

月
見
例
会

前回までのその他繰越金 0
その他

696,130

新
入
会
員
卓
話

0
累計 0
合計金額 704,616

９月 １０月

９月１７日（木）

新入会員卓話

石井 誠 会員

平石 典嗣 会員

■本日のプログラム ■次回のプログラム

９月２７日（日）

月見例会

午後５時３０分例会

井頭チャットパレスＢＢＱコース

悪天候の中、無断欠席もなく多くの皆様に出席いただき

ました。来週も出席をお待ちしております。

■９月１０日のお食事

■９月１０日までのスマイルボックス ■出席報告 出席委員長代行 石井 誠君

毎週、委員長代行を務める石井さん。

ご苦労様です。
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