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THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2018年11月 8日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田 稔 ＳＡＡ

2018年11月15日(木) 12:30～

会員卓話：石井

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ：我等の生業
★四つのテスト：－

◇本日のゲスト

遠軽町総務課参事

今井

朋子 君

プログラム委員会

2018年11月21日(水) 18:00～

２クラブ合同例会

湧別町中湧別中町 チューリップの湯

昌幸

様

会長報告

遠藤 利秀 会長②
本日はお忙しい中、卓話をお引き受け頂いた遠
軽町総務部地域拠点施設準備室の今井参事、あり
がとうございます。
先週の例会は欠席させていただきましたが、5
日間の日程でタイのバンコクへ遠軽町の観光プロ
モーションに行ってきました。前半はJTBやH.I.S
などの旅行会社を回って遠軽町をPRし、後半は
タイFITフェアに参加してバンコクの方に遠軽町
の冬の観光とタイの方が大好きな花（芝桜やコス
モス）を中心にPRし、来年の冬に開業する道の
駅についてもお話をさせていただきました。
タイFITフェアは日本全国から52団体が出展、
タイからも38団体が出展する大きな規模のフェ
アで、土・日曜日は広い会場がお客様でごった返
すほどの大盛況でした。お話をした方々は北海道
が大好きで、すでに何度も訪れている方もいて、
北海道人気を再確認してきました。ただ、遠軽町
に関してはまだまだ認知度が低く、移動手段、宿
泊施設、食事をするところなど多くの課題がある
ことも再認識しました。遠軽町にひとりでも多く
の観光客に来ていただきお金を落としていっても
らえるようにこれからひとつひとつの課題に取り
組んでいかなければならないと感じました。
地域観光を盛り上げ、リピーターを獲得するた
めには地域全体でのホスピィタリティー（おもて
なし）の強化が必要です。今回、私はバンコクで
57歳の誕生日を迎えました。誰にも祝ってもら
えないと思っていましたが、仕事が終わってホテ
ルに戻るとテーブルの上に「HAPPY
BIRTHDAY」と書かれたケーキと私にも分かる
本日のプログラム
簡単な英語で書かれたメッセージカードが置いて
ありました。海外でのサプライズなおもてなし、
やはりうれしいものでした。
皆さんご存知のように、私はラーメンが大好き
で出先では必ず食べていますが、いくらラーメン
が美味しくても接客が悪いお店には二度と足を運
びません。観光も同じで良い観光資源を持ってい
ても地域住民全体で迎い入れる気持ちがなければ
観光客の増加は見込めません。そのような点から
も皆様にはいろいろな機会を通じてご協力をお願
いすることがあると思いますがよろしくお願いい
たします。
次にインターアクト地区大会実行委員会組織図

を発表します。
2018-19 RI第2500地区インターアクト地区大会
2019年5月24日㈮～25日㈯実施
大会実行委員会（遠軽ロータリークラブ）
大会実行委員長
上田 稔
副実行委員長
成田弘明
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委 員 長
黒坂貴行
副委員長
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委
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乾
淳
須藤順一

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．遠軽町手をつなぐ育成会カタツムリの会より
2018年度障がいの理解と合理的配慮を普及す
る特別研修『心のバリアフリー！～障がいのあ
る方を理解するための基礎講座～』他のご案内
を回覧しております。
２．11月21日㈬、２クラブ合同例会参加者は事
務局含めて25名。バスの運行時間等について
は来週連絡。

委員会報告

◇乾

淳 親睦活動委員長

④

例会終了後、委員会を開催します。
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本日のプログラム

ゲスト卓話
中心市街地に新たなにぎわいを
遠軽町総務部地域拠点施設準備室
参事 今井 昌幸

様①

遠軽町の今後5年間に取り組む施策について資
料とスライドを使いお話したいと思います。
平成31年度から始まる(仮称)えんがる町民セン
ター(右は完成予想図)の建設や町道岩見通の改良
工事をはじめとする基幹事業、地域の創意工夫を
活かし、まちに魅力と潤いをもたらす提案事業等
の計画的な実施により、中心市街地に新たなにぎ
わいを生むとともに、人と人との交流の場を創出
するため、遠軽地区都市再生整備計画案(国土交
通省所管:旧まちづくり交付金)について説明します。
○計画目標 中心市街地に新たなにぎわいを生み
人と人との交流を創出するため；
①芸術・文化活動の拠点施設整備による中心市街
地の活性化
②にぎわいと明るさのあふれるまちづくりの創出
③公共交通環境の整備による中心市街地への誘導
④空き店舗等の活用による商店街の再生
を目標として、計画期間は平成31～35年度(5ヶ
年)、計画区域は都市計画用途地域内の商業地
域、近隣商業地域及び西町1丁目の一部、約29ha。
○都市再生整備計画事業整備方針概要図
・基幹事業として；①地域生活基盤施設［駐車場
整備事業］、②地域生活基盤施設［鉄道広場整備
事業］、③道路［町道岩見通南2～4丁目改築事
業］及び［町道岩見通南1丁目改築事業］。④高
次都市施設 [(仮称)えんがる町民センター整備事
業]、⑤歩行支援施設 [公共歩廊整備事業]、⑥地
域生活基盤施設 [案内看板設置事業]等です。
・提案事業として；地域創造支援事業①［まち
なかにぎわい創出事業（既存施設活用）］②同
(空き店舗活用)、③(空き店舗等活用支援)、④[ま
ちなかイルミネーション事業]、です。
○目標を定量化する指標として、町民アンケート
調査により、「活気を感じるまち」と思う人の割
合：H26年の16.4％をH35年は20.0％を見込む。
JR遠軽駅の１日の平均乗降人数はH29年は135
人ですがH35年は138人と横ばいを推計。
中心市街地における空き店舗の率はH29年は
26.7％ですがH35年は21.0％を見込んでいます。
次に、都市再生整備計画事業の概要について説
明します。この事業は、地域の歴史、文化、自然
環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくり

出席報告

例会日

を実施し、都市の再生を効率的に推進することに
より、地域住民の生活の質の向上と地域経済、社
会の活性化を図るための制度です。都市再生整備
計画に基づいて実施する事業に対して国から交付
金が交付されます。主な事業は以下の通りです。
①駐車場整備事業：中心市街地へのアクセス利便
性を向上するため、老朽化した福祉センター等を
解体し、駐車場を整備 ②鉄道広場整備事業：西
町駐車場に既存のラッセル、ＳＬ及び転車台を移
設し、誰もが自由に触れて楽しむことのできる鉄
道広場を整備します ③町道岩見通改築事業(岩
見通南2～4丁目)：中心市街地へのアクセス利便
性及び歩行空間の安全性向上を目的に道路改築及
びバリアフリー化 ④既存施設活用(図書館改修)
⑤町道岩見通改築事業(岩見通南1丁目)：(仮称)
えんがる町民センター建設に伴い、アクセス利便
性・防災機能向上を目的に２車線化及びバリアフ
リー化 ⑥空き店舗活用事業：旧ふあーらいとを
改修し、複合型施設として整備 ⑦(仮称)えんが
る町民センター建設整備事業：〔H31～33事業費
3,774.7百万円〕 ⑧公共歩廊整備事業：JR遠軽
駅から町民センター及び中心市街地への歩行空間
と室内通路を建設 ⑨空き店舗等活用支援事業
⑩まちなかイルミネーション事業 ⑪案内看板設
置事業。なお、関連事業として交付金の対象事業
ではありませんが、老朽化した青少年会館の解体
を行います。
(仮称)えんがる町民センターは2021年夏頃をオ
ープン予定としています。
この他に、大型事業として、｢(仮称)道の駅
遠軽 森のオホーツク｣を2019年12月頃のプレオ
ープンを予定しています。

ニコニコ 乾
ＢＯＸ

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

淳

親睦活動委員長

2018-19 年 度合計 219,400円
☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：本間 克明 委員
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委員長：加藤幸徳
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副委員長：石井定男

11月 1日 41
38
33
1 89.5%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
11月 8日 41
38
27
71.1%
竹内徳治 東海林勉
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◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

