
・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　矢島（高）職業奉仕委員�

・卓　話　西成秀幸様�

【会長報告】

　２／２３にはＲＣ創立１０７周年を世界各地で

祝い、日本では六本木ヒルズにてビルに“ＥＮＤ

ＰＯＬＩＯ　ＮＯＷ”の文字を映し出して祝った

そうです。ポリオは、インドでは今年１月で

１年間発生しませんでしたので、残るはアフ

ガニスタン、ナイジェリア、パキスタン。財団

でお願いしてきた「２億ドルチャレンジ」も今

年１月に無事達成。当初、ビル・ゲイツ財団が

３億５５００万ドルを拠出、ＲＣの２億ドル拠出で、

ビル・ゲイツ財団も喜んで、また５０００ドルを

拠出。総額６億ドルの基金となりました。ポリ

オ終了も間近。財団の動きが変わってくるか

と思いますがそれは次年度に委託します。

【間邉幹事】

・第１０回役員会開催。前回議事録確認、４月

　プログラム、飯能日高合同ゴルフ（４／１３

　飯能グリーン／飯能・日高各４組）ＭＵ扱い、

　米山記念奨学生のカウンセラーは市川（洋）

　次年度米山奨学委員長、承認。４／５～１１

　ＧＳＥで豪州からの２名を飯能が担当、１名

　のホームステイ先は藤原、柏木、雨間会員に

　依頼（雨間会員は法事と重なったため）２名

　が担当。職場見学等で飯能靖和病院（木川会

　員）等にご協力を頂く。飯能ＲＣ５０周年記念

　委員会委員５名を選出：橋本、石井、矢島（巌）、

　大附パスト会長、吉島会長。�

・週報：入間ＲＣ

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・３／２９（木）  夜間例会 １８：３０ナポリのかまど�

◎雨間会員「ご会葬への御礼�」

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　矢島（高）君：職業奉仕委員�

　３／１１飯能市役所で「災害復興元気市」が有

志により開催。当ＲＣも協賛、企業・団体、多く

の皆様にご協力を頂いて販売等行い売上金を

募金します。ご協力お願いします。

【出席報告】無断欠席なし 　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

２／２６（所沢中央）細田（伴）君

２／２８（日高）山川君、和泉君、矢島（高）君

　　　　　　  吉澤君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・西成所長様、本日は卓話よろしくお願い致

　します。 矢島（巌）君、細田（伴）君、市川（洋）君

　雨間君、吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・結婚記念日　　　　　　　　　　　加藤君�

・葬儀の際、霊前へ御芳志賜り、ありがとう

　ございました。　　　　　　　　　雨間君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　齋藤君�

・早退　　　　　　　　　　　　　　藤原君�

本日計１８，０００円、累計額８５３，１２５円。

◎１４日例会当番は前島会員、丸山会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

“飯能に県土事務所が存在する”という事は

素晴らしい事だと思っております。県より、

新進気鋭、最優秀の方に来て頂き、ますます

飯能が良くなるのではないかと期待しており

ます。東松山市在住。Ｓ３３年生まれ、５４歳。

Ｓ５６年３月、日本大学理工学部土木工学科卒業。

県庁、各土木事務所等の勤務を経て、Ｈ２３年

４月より現職。

　画面を見ながらお聞き願いたいと思います。

大きく３点お話します。１つは建設業を取り

巻く現状、２つ目は市内の事業概要、３つ目

は危機管理防災体制についてです。

　埼玉県の建設投資額、建設業者数の推移を

見ますと、バブル期のＨ３年には公共投資、

民間投資の総額で３兆８０００億円。Ｈ２２年は

１兆４０００億円で３分の１に減少。業者数は

多いままですから厳しい状況。工事発注数が

減っているので、受注する機会を増やし、入札

方式を変えています。昔は指名競争入札がほ

とんどだったのですが、今は一般競争入札が

主流。利益率は９２．７％から８４．６％に下がっ

ています。〈１００万円の工事で８４万６０００円

でないと取れない〉という事です。仕事も減っ

ている中で、利益を抑えた額で仕事を取らな

ければならない。競争が激しくなっている中

で不適格な業者が入札に参加して来たり、価

格は低く取るが出来た物は悪い、という事で

は困るというので、Ｈ１７年に品確法が成立。

価格だけではなく品質を加味して落札者を決

めるようになった。品質とは、会社の実績、

今までの工事の成績、社会貢献としてボラン

ティアをやっている、障害者を多く雇ってい

る、等。今、２３．２％が総合評価方式です。Ｈ

１６～２２年の間で工事の成績点数は上がっ

て来ています。

　当事務所は５市２町を管轄、事業費５９億円

（年間）。４１路線２７１ｋｍ（高速道路、Ｒ１６を

除く）の道路、２７河川１９２ｋｍ、正丸トン

ネル（１９１８ｍ）、有間ダム（ロックフィルダム）

を管理しています。

　具体的な事業としては、

Ｒ２９９拡幅工事、バイパ

ス工事、坂石町分トンネ

ル（５６７ｍ）、舗道整備工

事、災害防除工事、「水辺

再生１００プラン」飯能河原

改修工事（西川材製ステ

ージ、遊歩道、橋）、護岸整

備工事（小畔川の“ふとんかご”工法）、等。

　土砂災害防止法施行のきっかけはＨ１１年

６月の「広島災害」。死者２４名、お年寄りの被害

が多く、山すその新興住宅が被害にあった。

近年の集中豪雨の傾向と土砂災害発生状況を

見ると、時間雨量、土砂災害、共に年々増加。

５０ミリ超えるとバケツをひっくり返したよ

うな雨量ですが、Ｈ２１年度、南川で１１６ミリ

が降りました。昨年の台風１２号の時、有間山

では累計５６５ミリを計測。いろんな災害で亡

くなる方がいらっしゃいますが、その４２％

は土砂災害。普通の水害と異なり、土砂災害

というのは局地的、突発的、家屋の破壊もさ

れ易く、予知も難しい。急傾斜地を危険地域

として指定していますが、市内に７０４か所

あり、秩父に次いで県で２番目。土砂災害を

どう防ぐか。１つはハード対策ですが、全て

の箇所を整備するわけにはいかないため、ソ

フト対策として、ハザードマップの作成、情

報伝達・防災訓練を進める、危険地域の開発

規制、建物の強度を増すよう指示したり等、

進めて行きたい。

　東日本大震災はＭ９、最大震度７。死者・

行方不明者約２万人。全壊家屋１２万８７４８戸。

県内では宮代町が震度６弱で最強。久喜市は

液状化で大きな被害が出た。首都直下型地震

（Ｍ７クラス）が４年以内に７０％とも言われま

す。市内で被害が想定されるのは立川断層に

よるもの。その上に名栗断層というのがあり、

連動すると影響は大きい。飯能の予想震度は

５．８で、死者２０名、負傷者３７６２名。私達、

職員５５名では現地で何も出来ません。埼玉

県建設業協会飯能支部の皆様方と災害時の応

援協定を結んでおり、いざという時にはご協

力頂くという形で臨んでおります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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５．８で、死者２０名、負傷者３７６２名。私達、

職員５５名では現地で何も出来ません。埼玉

県建設業協会飯能支部の皆様方と災害時の応

援協定を結んでおり、いざという時にはご協

力頂くという形で臨んでおります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 川口君、増島君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

識 字 率 向 上 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

曇

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％
月   日

当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

大 崎 君
齋 藤 君

大 附 君
大河原君

［プログラム］

島 田 君
杉 田 君
［プログラム］

［雑　誌］

卓話「ロータリーの友について」
栗山 昇様

卓話「相続税よもやま話」
市川 昭会員

服部融亮会員

飯能ＲＣ

飯能ＲＣ

卓話「職業を通して震災後に出来たこと」

平成２４年４月のプログラム
（月間テーマ  雑誌月間）

【四つのテスト】

小 川 君
大 野 君
［会報・広報］

卓話「タネが危ない」
野口 勲様野口種苗研究所代表

ロータリーの友地区代表

【結婚・誕生日祝】

飯能県土整備事務所所長 西成秀幸様

飯能の県土整備事業について


