
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

[ 第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                      所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1200 回( 11月 20日 ) 例会の記録 

 

点 鐘     清水幸彦会長 

合 唱     我らの生業 

第２副ＳＡＡ  栗原(憲)会員 栗原(成)会員 
 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

32名 24名 88.89 ％ - 

 

 

小幡 直樹 パスト会長 

 
                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜親日国台湾の歴史的背景＞ 
日清戦争に敗れた清が、明治 28年台湾を日本に割

譲した。清時代の台湾は治安が悪く、コレラ・赤痢・ペ

スト・マラリア等が流行し、アヘンの吸飲者も多く、台

風水害・内乱も絶えなく、土地、人民共に荒れ果てて

いた。 

 

戦利品で得た台湾を、第四代総督児玉源太郎、民政

官の後藤新平がわずか 8年間で一世紀も違う程の近

代社会を築き、現在の台湾の繁栄の基礎を作った。

後藤らの最初の仕事として、先ず仕事のできない官

史 1080人を首にして日本に送り返し、有能な若い専

門家を集めた。その中には製糖業を発展させた新渡

戸稲造がいた。 

その後、八田與一が当時東洋一となるダムを造った。

台湾の不毛の地を良い農地に変えた大プロジェクト。 

貯水量 1億 5千万トン（東京ドーム 120杯分）の“烏山

頭ダム”を建設し、ダムから南北 2本の幹給水路を建

設（濁水渓からも 3取口で接続）。細給水路の全平原

展開。田畑からの排水路を川・海へ伸長。水路

16,000km（給水路 10,000km、排水路 6,000km）。 

 

大工事で働く人達の為の街づくりも行った。住宅・集

会場・病院・学校・浴場・商店・市場・テニスコート・プ

ール・弓道場等。娯楽の為の芝居観賞・映画会・仮装

行列・お祭り等。 

 

農業では、三年輪作給水法を実施し、給水節約と平

等化から水稲・サトウキビ・雑作物の三年輪作を指導

した。成果としては、3年後、米 83,000 トン増産。金額

で米・サトウキビ・雑作物の売上 2,000万円余。土地

（田）は 9,540万円程の価値となり、プロジェクト総予

算 5,400万円を上回った（当時通貨）。 

 

大工事で働く人達と、共に働き共に生活し共に楽しん

だ台湾をこよなく愛した日本人八田與一。その業績を

たたえ、数年前に『八田與一記念館』が設立された。 

日本の統治下に生まれ、台湾元総統の季登輝氏も日

本統治の 50年間の政策について語っている。 

内地と変わらない教育が与えられ、太平洋戦争中に

（1943年）京都帝大（現京都大）に進学。学徒出陣で

陸軍に入隊し、1945年 3月 10日の東京大空襲の時

は高射部隊にいた。敗戦後、日本は台湾を手放さざ

るを得ず、大陸から蒋介石ら国民政府が入り、1947

年 2.28事件を皮切りに台湾人への弾圧がはじまっ

た。 

 

台湾に生まれながら日本国民党政府という外来政権

もあり台湾の為に何も出来ない悲哀があった。 

後に季登輝氏は 2007年に日本を訪れ、1988年から

 
 

週 報 
2018～2019年度  ＲＩ会長 バリー・ラシン 

ＲＩのテーマ 『インスピレーションになろう』 
地区のテーマ 『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する』ガバナー 茂木 正 
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の総統在任中には、それまでの中国教育に染まって

いた台湾人の精神改革を進めた。 

ベースになったのは“日本精神”。 

誠実、勤勉、奉仕、責任等の美徳をまとめて指す言

葉として今でも台湾で使われている。台湾人は戦後

長らくこうした精神を評価して「“親日”でいる」と語っ

ている。 

 

 

 

 < 佐々木康 幹事 > 

・12月、1月のプログラムが理事会で承認 

・赤い羽根募金運動協力のお願い 

・清水幸彦会長、江原伸夫会員、Ｒ財団より 

 特別寄付ＰＨＦ認証状、襟ピン寄贈 

・受贈会報  所沢西ＲＣ 

・回  覧 ハイライトよねやま 

      尚寿会グループ広報紙「show尚」 

      冬の交通安全防止運動に係る広報啓

発活動の実施について 

      ＡＡＲJapan 

      飯能ＲＣ仮事務所引越しに伴う連絡 

      飯能ＲＣ例会変更 

      所沢中央ＲＣ例会変更   

 

 

 
・Ｒ情報・雑誌委員会（小林奈保絵 委員長） 

 「ロータリーの友 11月号」の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【横組み】 

 ロータリー財団管理委員会は今(P8) 

 「四つのテスト」に照らした平和の構築を(P14) 

 

 【縦組み】 

 児童虐待の実情(P4) 

  クラブを訪ねて・浦添ロータリークラブ 

  沖縄で華やかに咲き誇る 3代続く女性会長 

                    (P9) 

 

 

 

 

 

卓話 
 

 
 

 

 

 

             狭山市都市建設部 

           部長  堀川 豊 様 

 
狭山市都市建設部部長 堀川 豊様にお越しい
ただき、入曽駅周辺整備事業計画について伺いま
した。 
 
 

入曽駅周辺整備事業の基本計画 
 

１．事業の目的と上位計画の位置づけ 

 

１）事業の目的 
入曽駅東口地区については市街地開発事業を実施

するため、長きにわたり関係地権者との合意形成

に努めてきましたが、一部地権者の理解が得られ

ないことから、平成 25年 5月に土地区画整理事業

による市街地開発事業の実施を断念しました。 

しかし、当地区は交通対策などの解決すべき地域

課題が山積していることから、入曽駅東口地区の

整備を市の重要課題としての位置づけを継続し、

その方針を堅持することとしております。 

地区内には事業に活用する予定であった入間小学

校跡地があり、現在更地の状態にあります。また、

昨年度、入間小学校跡地を有効に活用するために、

隣接敷地の一部を取得しております。 

本事業は入間小学校跡地及び取得した土地等の有

効利用を図りながら、入曽駅周辺における交通対

策などの地域課題を解決していくため、土地利用

計画や道路及び駅前広場の設計等の調査・検討を

行い、新たな計画を作成して入曽駅周辺の整備を

進めるものです。 

 

２）入曽駅周辺に関する上位計画の位置づけ 
 ①第 4次狭山市総合計画（H28.3策定） 

基本構想：計画期間 H28－37年度 

拠点地区の形成：入曽駅周辺地区について、

地域の経済活動などの特性を踏まえた地域拠

点としての市街地形成を進める。 

都市的土地利用：入曽駅周辺について、商業・

業務地の拡充などを図る。 

 

 

幹事報告 

委員会報告 



②狭山市都市計画マスタープラン（H12.3策定） 

入曽駅周辺： 

商業機能等の整備・充実 

安全・快適な歩行者空間整備や良好な景観形

成 

駅へのアクセス道路・駐車場整備・誘導等 

入曽駅： 

駅前広場整備や駅舎の橋上化 

両側の市街地を結ぶ自由通路整備の検討 

 

③狭山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H28.3 

 策定） 

民間活力を利用した入間小学校跡地の利活用 

 

  入間小学校跡地の利活用について、民間活力 

を活用した公募型プロポーザルによる利活用

提案の募集事業を実施し、入曽駅前の活性化

に資する新たな拠点整備を図ります。 

 

２．入曽駅周辺地区の現況と課題及び改善 

  の方向性 

 
入曽駅周辺地区では駅周辺の活性化に資する新た

な拠点整備を目指していますが、現在の駅周辺で

は既に土地利用が形成されており、駅前広場等の

新たな公共用地の確保が期待できないことから拠

点整備が難しくなっています。 

そのため地域課題の早期解決を図るべく、入間小

学校跡地をはじめとした市有地を有効活用し、以

下の通り検討を進めていきます。 

 

 

現在の入曽駅周辺の問題 

と 

課題解決に向けた対応方針 

 

交通課題 
 

駅前広場等、都市施設の不足 

鉄道による市街地の分断 

 

   人と車が輻輳し、安全面・機能面が問題 

東西の行き来に不便 

 

 

入間小学校跡地及び取得地等を活用し、駅前広場

やアクセス道路の整備を行うことで、交通機能の

充実を図り安全性を向上させる 

 

東西自由通路及び橋上駅舎の整備を行うことによ

り、駅周辺の回遊性を促進する（地域間交流の促

進・利便性向上等） 

 

 

賑わい 
 

駅周辺の店舗等の閉鎖・撤退 

 

商店街の空洞化・機能低下 

 

 

入間小学校跡地に民間活力を生かして新たな機能

を導入し、相乗効果により駅周辺の活性化を図る 

 

合意形成 
 

過去の開発計画における合意形成経緯 

 

 理解・同意を得るのに相当期間を要する 

 

 

合意形成可能な区域で実施する 

 

 

３．土地利用計画図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．整備スケジュール（予定） 
 
 平成 29年度 基本計画の決定 
 平成 30年度 事業計画･民間施設の誘致 
 平成 31年度 設計･民間施設の誘致 
 平成 32年度以降 工事･民間施設の誘致 

まちびらき 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後の質疑応答では多くの質問と活発な意見交換が
行われ時間が足りないくらいでした。 
堀川豊部長、お忙しい中ありがとうございました。 

      

 

 

 

 

清水君  本日のお客様、狭山市都市建設部部長

堀川豊様、お忙しい中お越し頂きあり

がとうございます。小幡パスト会長、

パスト会長の時間宜しくお願い致しま

す。 

佐々木君 狭山市都市建設部部長堀川様、本日は

当クラブへようこそおいでくださいま

した。本日の卓話楽しみにしていまし

た。 

江原君  小幡先生、本日のパスト会長の時間を

宜しくお願い致します。また、狭山市

都市建設部部長堀川豊様、お忙しい中

おいでくださいましてありがとうござ

います。お話しを楽しみにしておりま

した。宜しくお願い致します。 

古谷君  数回欠席しました。申し訳ありません。 

浜野君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、よう

こそお越しくださいました。卓話楽し

みにしています。宜しくお願い致しま

す。 

稲見君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、よう

こそ狭山中央ＲＣにおいでくださいま

した。今日のお話し楽しみにしていま

した。 

菊田君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、よう

こそお忙しい中いらっしゃいました。

狭山市の今後の設計を楽しみにしてい

ます。 

小島君  小幡パスト会長、会長の時間楽しみに

していました。狭山市都市建設部部長

堀川豊様、ようこそおいでいただきま

した。卓話宜しくお願い致します。 

栗原(憲)君狭山市都市建設部部長堀川豊様、卓話

宜しくお願いします。 

益子君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、本日

はようこそいらっしゃいました。卓話

宜しくお願いします。 

宮岡君  堀川部長とは農政課以来長いお付き合

いです。お話し楽しみにしております。 

小幡君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、本日

はようこそ当クラブへお出で頂きあり

がとうございます。卓話宜しくお願い

します。パスト会長の時間ありがとう

ございました。 

柴田君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、ご都

合をつけていただき大変ありがとうご

ざいます。本日の卓話宜しくお願いし

ます。 

田端君  狭山市都市建設部部長堀川豊様、本日

狭山中央ＲＣにお越し頂き、狭山市の

未来の講話楽しみにしております。あ

りがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 次の例会 ◆ 
    

 

 

 

 

 

 

  

 

12月 11日（火）  

    第二副ＳＡＡ：沼崎会員 小幡会員 

    外来卓話：派遣奨学生 高璐様 

        ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学部門 

        部門委員長 島﨑義春様 

     

 


