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●感謝と恩返しの輪を広げよう 
2022～2023　越谷東ＲC運営方針

2022～2023　ＲＩテーマ

●イマジン ロータリー

幹事：北　林　隆　一
会長：小　林　賢　弘

創立1987年5月18日

TEL FAX

越谷東
ロータリークラブ

◆黙　想 
◆開会点鐘 会長　小林　賢弘
◆ロータリーソング斉唱 「我らの生業」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（1番）
◆ビジターゲスト紹介 会長　小林　賢弘
 越谷市長 福田　　晃 様
 秘書課　副課長 芹生　倫子 様

米山記念奨学生 張　政 様
◆会長挨拶 会長　小林　賢弘
◆幹事報告 幹事　北林　隆一
◆卓　話
　「越谷市の明るい未来に向けたまちづくり」
 越谷市長 福田　　晃 様
 秘書課　副課長 芹生　倫子 様
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　飯島　　昇
◆出席報告 出席委員会　粟屋　裕二
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

皆様こんにちは。過去に越谷市長
は何度か例会場にいらっしゃって卓
話をいただきましたが、不真面目な
会員だった私には、ちょっと何を
言っているのかわからなくて退屈で
眠るしかありませんでした。隣の先輩に起こされて少
し聞いてみましたが、秘書課の方が書いたと思われる
原稿を棒読みしているようなお話は何も伝わってこな
くて、もう一度眠るしかありませんでした。

そして今、世代交代した福田市長から、これから越
谷をどう変えたいのか、越谷のために何をするのかな
ど、胸の内をストレートにお伝えいただきたいです。
私は個人的に行政のトップの資格は、有言実行できる
人だと思っています。

うちのメンバーからも「もたもたやってたら３年後
おれも考えるから楽に再選できると思うなよ」と昨日
畔上さんが言っていたし、大野副会長も「ガバナーに
なるくらいなら市長になる！」と断言していました。

それではこのプレッシャーの中、福田市長にご登壇
いただきます。市長よろしくお願いいたします。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

越谷市長 福田　　晃 様



　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　飯島　　昇

今　　回 25,000円

276,000円累　　計

次の例会の案内

第1701回 9月29日

彩魂 喝采の会 会長　田崎　尚樹 様 

幹事報告をさせて頂きます。
11/12・13に開催されます地区大会（さいたま市文

化センター）の案内が地区からありました。２日目は
基本的に全員参加となりますが、１日目の本会議（浦
和ロイヤルパインズ）にも希望者も含め参加の案内が
ありました。１日目の参加をご希望の方は幹事までお
知らせ下さい。

昨日、11/5開催の第８グループ合同事業について、
第２回合同会議が開催され、大野代表委員と五十嵐副
代表委員と幹事が出席いたしました。

また、同日、越谷市民まつり財政委員会に小林会長
が出席されました。

来週の例会についてご連絡いたします。来週の例会
は第５例会の為、夜間例会が予定されておりましたが、
先にご連絡いたしましたとおり、通常例会としてここ
例会場で行います。

外部卓話として、先日越谷公演を終えました「彩魂
　喝采」田崎尚樹会長をお迎えする予定です。

また、大野祐肇会員の経営する「カフェ・ラ・ホヌ」
が主催するボーカルグループ「LAST FIRST」スペ
シャルライブについてのご案内です。10/22㈯に越谷
サンシティで開催されますが、特別にチケットを無償
でご提供いただきました。是非ともご鑑賞したい会員
様につきましては幹事までお声がけ下さい。

幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一
【芭蕉　奥の細道】
松島や　ああ松島や　松島や

「松島や ああ松島や 松島や」
の句が広く知られ、これが
芭蕉作と言われることがあ
るが、実際は、江戸時代後
期に相模国の狂歌師・田原
坊が作ったもの。仙台藩の儒者・桜田欽齊著「松
島図誌」に載った田原坊の「松嶋やさてまつしま
や松嶋や」の「さて」が「ああ」に変化し、今に
伝えられている。　　　　　　　　（出席委員会）



卓　話

越谷市長 福田　　晃 様

令和４年９⽉２２⽇（⽊）

越⾕東ロータリークラブ
「越⾕市⻑との懇談会」

越⾕市⻑ 福 ⽥ 晃

越⾕市の明るい未来に向けた
まちづくり

講演項⽬

（１）⼤相模調節池の⽔辺活⽤

（２）サンシティ整備事業

（３）道の駅整備事業

（４）荻島地区産業団地整備事業

（５）越⾕アルファーズへの⽀援

（６）越⾕市の⼦育て⽀援

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
⾃⼰紹介

◇職歴
１９９９年 ３月 サッカーチーム 水戸ホーリーホック退団
２０００年 ４月 (株)ＣＲＣ総合研究所

（現：伊藤忠テクノソリューションズ（株））入社
２０１１年 １月 伊藤忠テクノソリューションズ（株）退社
２０１１年 ４月 越谷市議会議員選挙初当選（３期連続当選）
２０２１年１０月 越谷市長選挙当選 現職

◇資格
・社会福祉士
・環境経営士
・防災士
・基本情報技術者
・情報セキュリティマネジメント
・宅地建物取引士
・日本体育協会公認スポーツリーダー
・スポーツ少年団認定員
・終活カウンセラー（上級） etc・・・

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（１）⼤相模調節池の⽔辺活⽤について

レレイイククタタウウンンボボーートトパパーークク

レレイイククアアンンドドピピーースス
大相模調節池（北池）

中央通り沿い芝生部分の
デッキの整備、コミュニティ
スペース等の設置

芝生の一部整備

ベンチ等の設置

水上デッキの整備、
店舗等の設置

連携・地域課題解決による地域の活性化

行政
（市、県）

整備内容のイメージ（⽔辺deベンチャー計画より）

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（１）⼤相模調節池の⽔辺活⽤について

水辺のまちづくり館

団体地域住民 ｲｵﾝﾓｰﾙ

背 景
サンシティを含む南越⾕駅・新越⾕駅周辺地域においては、隣駅の⼤型

商業施設の開業など、「商圏」の変化の影響もあり、サンシティのオープン
当初に⽐べて『にぎわい』が減少。

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（２）サンシティ整備事業

南越谷駅・新越谷駅周辺地域南越谷駅・新越谷駅周辺地域の“新たなの“新たな『の“新たな『にぎわいにぎわい』にぎわい』づくり”に向けてづくり”に向けて、の“新たなの“新たなの“新たな
その核

にぎわいにぎわい
その核その核その核で

にぎわいにぎわいにぎわい
ででででである
にぎわいにぎわいにぎわい
あるあるあるあるある『

づくり”に向けてづくり”に向けてづくり”に向けてづくり”に向けてにぎわいにぎわい』
あるある『サンシティ

づくり”に向けて
サンシティサンシティ』
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サンシティサンシティ』』を
づくり”に向けて、づくり”に向けてづくり”に向けてづくり”に向けてづくり”に向けて

をををを再整備再整備再整備再整備する

これまでの検討概要
平成30年５⽉ (仮称)南越⾕駅・新越⾕駅周辺地域にぎわい創出事業構想案策定
令和２年３⽉ 南越⾕駅・新越⾕駅周辺地域にぎわい創出事業構想策定

（南越⾕駅・新越⾕駅周辺地域にぎわい創出懇談会の開催等）
令和３年４⽉ 越⾕サンシティ整備基本計画策定

（越⾕サンシティ整備懇談会、ホール検討部会の開催、マーケットサウンディングの実施等）

越⾕コミュニティセンター

商業施設

【現在のサンシティ】 ＊現在のサンシティは“⼀棟の建物”

＜越⾕コミュニティセンター＞

＜商業施設＞



越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（２）サンシティ整備事業

新たなサンシティの整備に向けたコンセプト（越⾕サンシティ整備基本計画より）
●シビックプライド(郷⼟愛)を醸成するシンボリックな空間の形成 ●⼈を育て、⼈から愛される施設
●広い視野を持った『にぎわい』づくりと経済効果の実現 ●最新テクノロジーの導⼊、活⽤

施設整備・機能の考え⽅(越⾕サンシティ整備基本計画より)
【施設整備の考え⽅】
①建替え②⺠間活⼒の活⽤③防災拠点・気候変動への対応
【公共施設（機能）と⺠間施設の考え⽅】

公共施設
（機能）
の⽅向性

イベント
ホール

⼤・⼩・展⽰ホール
（現施設と同程度以上）

図書室
現施設と同機能

出張所
広 場 市⺠の憩い／イベントの開催

⺠間施設
の⽅向性

⺠間事業者の提案により決定するが、公共施設(機能)
との相乗効果が期待できる施設･機能を検討
（アリーナ、サテライトオフィス、ＭＩＣＥ、ホテル、
商業施設、産業振興や⽂化振興に寄与する施設、
職業体験施設、⼦育て関連施設など）

【計画策定後の取組み】
●マーケットサウンディング（⺠間事業者との対話）
対話を通じて、本事業の市場性や事業への参画意欲、さらに
施設全般に関するアイデア、ノウハウ等を収集

●市⺠参加の取組み
無作為抽出の市⺠による意⾒交換会や、広場のあり⽅等に関
するワークショップを開催し、市⺠の率直な意⾒を幅広く収集

デジタル化
の推進

テクノロジー
の活⽤

今後の整備スケジュール（変更後）
令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（２０２３年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度〜令和１０年度
(2025年度〜2028年度)

令和11年度
（2029年度）

実施⽅針(案)／
要求⽔準書(案)策定

実施⽅針／要求⽔準書策定
事業者公募開始

事業者選定・契約
実施設計

既存施設解体
新施設建設 供⽤開始

＜オープン型(公募型)マーケットサウンディング＞
・参加事業者：３５事業者

・令和４年（2022年）１⽉〜個別対話を実施
・本事業への参画意向（右円グラフ）

n=35

〔業種別内訳〕＊カッコ内は参加事業者数
デベロッパー(10)、ゼネコン(7)、
ホール運営事業者(8)、維持管理事業者(4)、
設計事業者(6)

➡⺠間施設の⼀部に公共機能の取り込みが可能かどうか検討

ごご清清聴聴、、あありりががととううごござざいいままししたた

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（６）越⾕市の⼦育て⽀援

水水辺辺ののままちちづづくくりり館館ででのの子子育育ててササロロンンのの様様子子

＜⼦育て中の保護者への⽀援と⼦育て情報の発信＞

ここししががやや子子育育ててネネッットト（（リリニニュューーアアルル後後イイメメーージジ））

⼦育て⽀援⼦育て⽀援
・⼦育てサロン
・
・⼦育てサロン・⼦育てサロン
・地域⼦育て⽀援地域⼦育て⽀援地域⼦育て⽀援センター
・
地域⼦育て⽀援地域⼦育て⽀援地域⼦育て⽀援センターセンター地域⼦育て⽀援

・ホームスタート事業ホームスタート事業ホームスタート事業
・保育ステーション・保育ステーション
・病児保育室等

⼦育て情報の発信⼦育て情報の発信
・

⼦育て情報の発信⼦育て情報の発信
・こしがや

⼦育て情報の発信⼦育て情報の発信
こしがやこしがや⼦育てネッこしがや

ト等

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり
（６）越⾕市の⼦育て⽀援

保育育所所ににおおけけるるククリリススママススイイベベント
（市長ササンンタタかかららののククリリススママススププレレゼント）

ここししががやや「「ププララスス保保育育」」幼幼稚稚園
認認定定園園シシンンボボルルママーークク

（（仮仮称称））緑緑のの森森公公園園保保育育所所 （（完完成成イイメメーージジ））

＜＜未就学児未就学児の待機児童対策や保育環境整備＞

（ ）

・・こしがや「プラス保育」幼稚園こしがや「プラス保育」幼稚園
事業事業
・保育所の整備等・保育所の整備等
（仮称）緑の森公園保育所整備（仮称）緑の森公園保育所整備

事業

越⾕市の明るい未来に向けたまちづくり

（５）越⾕アルファーズへの⽀援

市⽴総合体育館での公式戦の様⼦

⽀援書交付式

認知度向上に向けての
取組み

駅前通り応援フラッグ

本庁舎内等⾝⼤パネルほか

駅東⼝ロータリー応援シート

⽀援書交付式

2022/9/22

Agriculture Resilience

Environment


