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第1292回例会

平成29年２月16日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「お寺と地域のかかわりについて」

◎次回例会プログラム

浄土真宗本願寺派 賢明寺
副住職 大江英崇氏
夜間親睦例会

前回（1291回例会）の記録
平成29年２月９日（木）
■出席報告
■ゲスト
会 員 数 24名
中津市総合政策課 総務部次長
免 除 者 数 ４名
兼 総合政策課長 松尾邦洋氏
対 象 者 数 20名
本日出席者 15名
■ビジター
欠 席 者 数 ５名
出 席 率 75.00%

◎ロータリーソング 我らの生業
◎会長の時間 長野会長
先日は急な仕事でお休みをさせていただきまし
た。申し訳ありませんでした。
本日は待望の新入会員があります。紹介は後ほ
どさせていただきます。
さて、本日の会長の時間は高須クリニックの院
長の話をしようと思ったのですが、なかなかまとまらなく、例会の
時間となりました。
どんな話をしようかと思ったかと言うと、彼は経済的に成功し、
奥さんを亡くされてからは慈善活動に熱心で、数10億にものぼる私
財を自分が死ぬまですべて慈善活動に使うという独りロータリーク
ラブのようだと思った、と話したかったのです。院長はフリーメイ
ソンでロータリークラブの創設者のポール・ハリスもライオンズク
ラブの創設者もフリーメイソンだったとそこからロータリークラブ
の起源はフリーメイソンにあるなど、その辺の話をしようと思った
のですが、上手くまとまらず、今に至ります。
ということで、本日の卓話は「行ってみたい、住んでみたい中津
を目指して」ということがテーマです。今週の月曜日にはNHKの
番組でもありました。クラブにも出演した人がいます。
そういうようにメディアにのせることも行ってみたい、住んでみ
たいと思わせる方法のひとつでしょう。そういった取り組みを市と
してどうやっているのか短い時間ですがお聞きしたいと思います。

■1290回出席報告の修正
1290回欠席者 ５名
メイクアップ
０名
欠 席 者
５名
修正出席率 73.68%→

73.68%

●メイクアップ
なし
●欠席者
籾倉会員、
仲本会員、長野
（修）
会員、宇都宮会員
矢頭会員

◎幹事報告 黒瀬幹事
●例会変更 中津中央RC（火）→18：30 〜夜間
例会、別府RC、別府中央RC
●週報受理 加古川平成RC、熊本平成RC、杵築
RC、津久見RC、中津中央RC
●幹事報告
・
「職業奉仕プロジェクト」開催へのご協力のお願い
・中津RCより3月例会プログラム
◎新入会員 入会式
有限会社 中津川田塗装
代表取締役 川田智幸氏
中津市沖代町2-6-34

◎ニコニコボックス 担当：ロータリー財団委員会
〔辛嶋会員〕久々の新入会員でうれしく思います。川田さん、おめ
でとうございます。川田さんのお父さんとは、暴力絶滅推進協議
会でご一緒させていただいてまして、懇意にさせていただいてま
す。歯科医師会の役員旅行で、明日、築地にマグロを食べに行っ
てきます。
〔永松会員〕川田さん、おめでとうございます。今後よろしくお願
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いします。NHK「鶴瓶の家族に乾杯」中津編では、たくさんの人
から出てるよと連絡を頂きました。昨日は所ジョージ「朝までハ
シゴ旅」で、中津JCの先輩が出てました。楽しそうでした。
〔中島会員〕川田さん、入会おめでとうございます。私のまわりで
10月から40歳以上の方の結婚式が5度目です。何はともあれ、お
めでた続きでニコニコします。
〔長野会長〕先週は仕事の関係で例会を欠席してしまいました。申
し訳ございません。川田さん、ご入会、おめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。
「鶴瓶の家族に乾杯」ですが、
わたしも花福でちょこっと出てます。
〔加来会員〕
「鶴瓶の家族に乾杯」では、うちの車が二度も映って
ましたので、ニコニコします。
〔黒瀬幹事〕インフルエンザにかかってしまいました。タミフルを
もらって服用してますが、服用数を間違えて、多く飲んで、結構
効きました。
〔土居会員〕川田さん、おめでとうございます。これを機に、お友
達を誘っていただき、会員数を増やしていけたらと思います。
「鶴
瓶の家族に乾杯」では、私の姉も出てました。昨晩の「朝までハ
シゴ旅」では、大倉さんの饒舌ぶりに感心しました。
〔梶原会員〕
「鶴瓶の家族に乾杯」は私も見ました。地方の知り合
いに番組を知らせましたが、すでに皆知ってました。さすがにＮ
ＨＫです。川田さん、おめでとうございます。是非仲間を増やし
ましょう。
◎ゲスト卓話
「中津市の地方創生事業取組状況
みんなでつくる 暮らし満足No.1のまち「中津」
」
中津市総合政策課 総務部次長
兼 総合政策課長 松尾邦洋氏
（１）国の考える地方創生とは
（前提）
○2008年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。
○人口減少による消費・経済力の低下は、日本の経済社会に対し
て大きな重荷となる。
（目指すもの）
○人口減少に歯止めをかけ、2060年に１億人程度の人口を確保す
る。
○まち・ひと・しごと創生は、人口減少克服と地方創生をあわせ
て行うことにより、将来にわたって活力ある日本社会を維持す
ることを目指す。
〈日本の現状〉
○日本の人口は１億 2709 万 4745 人（平成27年国勢調査）
○大正９年の調査開始以来初めての減少（平成22年から0.8％減、
年平均0.15％減）
（２）中津市の現状
中津市は、平成17年３月１日、旧下毛郡の３町１村との合併を
行い、行政面積491.15㎢、人口85,759人となりました。
平成16年にダイハツ九州㈱が進出したことにより、人口減少傾
向に一定の歯止めがかかっています。大分県では３番目の人口規
模で、直近の合計特殊出生率は1.9と高く、全国的に注目されてい
ます。
〈中津市の人口増減率
・中津市の人口の国勢調査結果（Ｈ27）は、前回（Ｈ22）との比
較で、−0.4％の微減。
（平成27年調査 83,965人 平成22年調
査 84,312人）
・大分県内は大分市以外は、人口減少。
〈高齢者の分布（H22）
〉
・高齢者人口は、中津地域が多い。
・三光、本耶馬渓、耶馬渓、山国地域については、主に主要道路
沿線に集積。
〈高齢化率の分布（H22）
〉
・高齢化率40％以上のエリアは市全域に広く分布。
〈中津市の出生率等〉
・中津市は、出生率・婚姻率ともに高い。
〈中津市の産業別生産額（上位５分類/H24）
〉
・中津市の生産額の3分の2を製造業が占める。
〈周辺都市との結びつき（通勤流動/H22）
〉
・市内に約78％、宇佐市に約５％が通勤。また福岡県への通勤も
あり。
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・宇佐市から中津市への通勤が約12％と、周辺市町村からの通勤
者も若干存在。
（３）中津市の取組
〈計画の策定〉
◎第5次 中津市総合計画の策定＜平成29年4月公表予定
（なかつ安心・元気・未来プラン2017）
◎中津市行財政改革プランの策定＜平成29年4月公表予定
①子育て2.0のまちプロジェクト
日本では、人口を維持するための合計特殊出生率は2.07と言
われています。
中津市では、平成27年の出生率は1.94となっており、ここ数
年は毎年800人前後の子どもが生まれています。子育てしなが
ら働く市民を支えるため、中津市では春・夏・冬休み期間中の
児童クラブを開設しました。
②地場企業の支援
中津市では、地場企業支援のために、企業情報サイトの立ち
上げ、各種セミナーの開催等を行っています。
③観光振興による中津・耶馬渓ブランド化
◎新たなロゴの作成
中津市を感じる旅、体験する旅。
それを『な活』と呼んでPRします。

◎メイプル耶馬サイクリングロードを活かした観光振興
台中市（台湾）と「サイクルツーリズム、観光友好交流協定」
調印。
◎6次産業品のブランド化
中津市内の農林水産物を活かした商品の
ブランド化を推進しています。

◎ひがた美人のブランド化
国内で、はじめて干潟でのカキ養殖技術を導入しました。首
都圏、海外へと販路を拡大しています。
小祝漁港にて、
大分県漁協中津支店直営のカキ小屋
『美人小屋』
がオープン
◇営業期間：２月・３月の金・土・日曜日の11時から15時まで
◇場
所：小祝漁港（大分県中津市字小祝）
◇問い合わせ：大分県漁業協同組合中津支店
電話：0979-22-2103（平日のみ）
④移住・定住支援
中津市では、下毛地域での移住を推進するため、地元有志と
市職員らで「移住支援チーム なかつ」を設立しました。また、
インターネットで空家が探せる「なかつ移住の窓口」を開設し
ました。
【中津市で撮影されたテレビ放送のお知らせ】
鶴瓶の家族に乾杯
「鶴瓶大ピンチ！坂口健太郎と大分県中津市ぶっつけ本番旅」
（再放送） ２月10日（金）午前０時10分〜１時23分
（放送局） ＮＨＫ
（出演者） 笑福亭鶴瓶・俳優 坂口健太郎
諭吉のオススメ（仮タイトル）
（放送日時） 2月19日（日）15時〜 15時55分
（放送局） ＴＯＳ及びＦＢＳ
（内 容） お笑い芸人の品川庄司がクイズやチャレンジ企画で
対決しながら、福澤諭吉をメインテーマに中津市を
巡る。
きらり九州めぐり逢い
（放送日時） 3月4日（土）20時〜 20時54分
（放送局） ＴＶＱ
（出演者） メイン 寿 一実（福岡のリポーター）
ゲスト 石田 靖（お笑い芸人・中津市特命観光大使）
（内 容） 九州のいろんな町・村で暮らしている人々と交流
する。
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