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ースマイルー
池本健⼆ 委員

本⽇のスマイル

ー 会⻑報告 －
◎ガバナー事務所
インターアクト海外研修の件
◎厚⽊市役所
厚⽊市合同賀詞交換会
◎厚⽊⻘年会議所
新春賀詞交歓会
◎⼀般社団法⼈⽐国育英会バギオ基⾦
2016 年度事業報告書の送付と基⾦へのご
寄付のお願い
ー 幹事報告 ー
◎12 ⽉ 20 ⽇ 例会 ← 休会
◎12 ⽉ 23 ⽇（⼟）クリスマス家族親睦例会

記念⽇

会員誕⽣

吉川広会員

【齋藤会⻑ ⼩島副会⻑ 佐藤幹事 笹⽣会⻑エ
レクト 五⼗嵐副幹事】
本⽇は卓話例会です。⽯塚様、ようこそ当クラブへ。
どうぞよろしくお願いいたします。
吉川さん、お誕⽣⽇おめでとうございます。
【和⽥吉⼆会員 内⽥清会員】
⽯塚部⻑、卓話ご苦労様です。お忙しい中、ありが
とうございます。よろしくお願い致します。
【中野正義会員】
厚⽊市市街地整備部⻑⽯塚修様いつも⼤変お世話
になっています。本⽇は卓話よろしくお願いします。
【藤川孝幸会員】
⼥優・名取裕⼦さんの同級⽣でもある⽯塚さん、卓
話楽しみにしております。
【吉川広会員】
お誕⽣⽇のお花ありがとうございます。明⽇ 14 ⽇
で 63 才になります。
【五⼗嵐直樹会員】
光正さん、暴⼒追放栄誉銅賞、受賞おめでとうござ
います。ロータリーの仲間として誇りに思います。
【三平治憲会員】
⼭⼝光正さん「暴⼒追放栄誉銅賞」の受賞、おめで
とうございます。今後とも、安⼼安全なまちづくり
に向けて頑張って下さい。
【⼭⼝光正会員】
11 ⽉ 26 ⽇に全国暴⼒追放中央⼤会に於いて警察庁
⻑官より銅賞を授与されました。本⽇の例会でのお
祝いスマイルをいただきありがとうございました。
【⻄厚夫会員 佐々⽊尚壽会員】
来年 1 ⽉ 11 ⽇（⽊）〜16 ⽇（⽕）にアミューズ厚
⽊ 5 階（アートギャラリー）にて⼜村和夫先⽣の⽔
墨画教室の各会⽣徒全員参加の「⽔墨画彩画総合展」
が開催されます。私たちの作品も展⽰いたしますの
で、興味のある⽅は⾜を運んで下さい。
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【中野正義会員】
12 ⽉ 7 ⽇、私が⽀部⻑を務める明治神宮崇敬会厚
⽊⽀部の創⽴ 50 周年記念⼤会が無事開催すること
が出来ましたのでスマイルします。
【⽯川弘⼦会員】
先⽇、趣味のフラメンコでライブが成功したのでス
マイルします。夫の誕⽣⽇、忘れていました・・・。
【⽵内祥晴会員】
本⽇は私⽤により早退させていただきます。
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厚⽊市役所 都市整備部 中⼼市街地担当部⻑
⽯塚修様
「中⼼市街地のこれから」

◎厚⽊の地図より都市整備、明治 39 年（100 年前）
川には橋もなく「渡し」で往来。神奈川第三中学,
現厚⽊⾼校があります。昭和 2 年⼩⽥急線開通、駅
名「さがみあつぎ」として開設（戦前）昭和 32 年
相模⼤橋（現在の場所）
（昭和 30 年 6 ⽉ 13 ⽇完成）
交通の要衝としての形ができる。（戦後）国道 246
開通 昭和 42 年相模橋撤去 駅周辺の整備進む
昭和 61 年もぐり橋完成 平成 14 年あゆみ橋完成
◎厚⽊市の⼈⼝ ： （学⽣が多いため）4 ⽉に減
って 9 ⽉にピークが来る。ほぼ 225,000 ⼈、⼈⼝は
キープしている。しかし、2040 年には厚⽊市の⼈
⼝は 195,000 ⼈「少⼦、多死の世界」に何が起こる
か。
◎少⼦化 ： 厚⽊市の⼈⼝⾃然増減の傾向として
「少⼦⾼齢化」にむかっている。厚⽊市⼩中学校
⽣徒減少地域 荻野 ⽟川 森の⾥ 飯⼭、⼩鮎。
— 例会 スケ ジ ュ ー ル ー
日時

内

点 鐘 12：30

会場

12/20

12/23（土）クリスマス家族親睦例会へスライド

12/23

1921 回クリスマス家族親睦例会 12 月理事役員会
休

会

1/03

休

会

《出

レンブラン トホテル厚木

容

12/27

◎⼈⼝の⾼齢化 ： 75 才後期⾼齢者 80 才を先
に死亡数が⾼くなる。 平成 27 年ごろは 80 才あた
りから多くなっている。
◎歩⾏速度 ： ⾼齢化により遅くなる。厚⽊市の
都市整備。 昭和の右肩上がりの若者を対象にした
都市設計ではない。⾼齢化に伴う都市設計。
◎厚⽊は⼈⼝減少により ⽴地適正化計画
「コンパクト」：拠点 南⽑利 依知 睦合
◎厚⽊市の魅⼒ ： ⼈⼝ 255,000 ⼈で 昼間⼈⼝
260,000 ⼈、企業、学校とう 働く場所がある。
街→発展。厚⽊市は働く場所があるため、遠くに⾏
かなくても収⼊がある。
◎⾼規格道路のインターが多くある。そこに企業誘
致を進める。
森の⾥区画整備事業、市光⼯業 ⾃動⾞ランプ
酒井⼟地区画整理事業 明治⾷品
⼭際地区、北部地区⼟地整備事業
◎中⼼市街地の状況 ： 本厚⽊駅利⽤者数 盛り
返している。愛甲⽯⽥駅は伊勢原を抜く、⽇産の研
究所効果。
◎町中 駐⾞場利⽤者減少 町中⼩売販売額減少
郊外型⼤型店の進出が影響。商業地の地価に関係す
るものは、歩⾏者の数。
いかに利⽤者、歩⾏者を増やすかが問題。魅⼒的な
商店街。
◎総合的な都市計画 ： 公共サービス バラバラ
にあるもの⼀か所に集める。 総合的な都市機能の
向上
★中⼼市街地の活性化,市街地再開発等の推進
★市⺠の利便性向上と都市機能の充実。
商業・業務、⼦育て、教育、⽂化芸術、⽣涯学習環
境など、都市機能を集約し、利便性の⾼い街づくり
を推進
◎本厚⽊南⼝再開発 まちの活性化 南⼝バスセ
ンター
◎市役所の庁舎、災害対策の中⼼になる ⽴替 移
転 とう 検討している。
◎本厚⽊駅を中⼼とした、駅南⼝再開発、中町 2-2
地区複合施設を回遊する⼈の流れを作り、厚⽊市街
地の活性化を計る。
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