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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2604回例会 平成 26年 4月 18日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      堀口 路加 

 

◇ お客様 

成田市長 小泉 一成 様、秘書課 課長 髙橋 康久 様 

 

◇ ニコニコボックス 

遠藤 英一 会長：本日、栗山公園で 50 周年記念碑の前で記念撮影の予定でしたが、天気

が悪く 10 時前に中止とさせていただきました。そのお詫びです。 

 

甲田 直弘 会員：先日、阿部元会員の勤務先である 那須りんどう湖ファミリー牧場へ

行ってまいりました。勤務の都合で阿部さんにはお会いできませんでした。当日天候が雨

だった為、子供たちはニコニコとはいきませんでしたが、阿部元会員のご厚意で出費が減

り私のお財布はニコニコでした。 

 

岸田 照泰 会員：大変御無沙汰しております。久方ぶりに出席することが出来ました。4

月 1 日付で成田山新勝寺寺務長を拝命致しまして、手帳のスケジュールが真っ黒で、なか

なか例会に出席できず皆様方にご迷惑をお掛けしております。しかし過去昭和 40年代には

神崎照恵という方が、50年代には鶴見照碩が入会しておりまして、寺務長職になりまして

も会員となられていた過去も有ります。まだ私も入会して間もないものですから、籍を置

かさせていただきながら出席していこうかというところでありますので、引き続き皆様の

お力添えをいただきながら務めて参りたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。 

 

佐藤 英雄 会員：広報委員会ということでメディア協議会を今年度 4回開催致しました。

当初、懇親会が主体となりメディアの方との交流の意味がちょっと薄いかなと思いました

が、第 1 回の司会を担当された豊田会員から「質疑応答を入れて、お酒を飲む時間を 1 時

間ずらしてくれ」ということで、それからはメディア協議会も中身のあるお話が出来まし

た。市長のいる前でこういう話もどうかと思いますが、成田のバリアフリーにはかなりの

問題があります。京成成田駅東口には上りのエスカレーターはあっても下りはない、今後

徳洲会の病院などができた時に患者さんたちが困るのではないかなど、大変有意義な時間

となりました。 
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諸岡 靖彦 会員：３年前の４月１４日、栗山公園に設置した我がクラブ５０周年の記念

碑前で記念撮影をするようになってから恒例となりました４月中頃の移動例会に、本年も

米屋観光センターをご利用いただき、ありがとうございました。 

  

成田 温 会員：ホームミーティングＡ―Ｆの場所、時間が出揃いました。ご協力ありが

とうございました。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。今日は少々肌寒さを感じますが、緑の葉が

目に優しい良い季節となりました。 

本日、栗山公園での５０周年の記念碑と月桂樹を入れての記

念撮影は天候の具合により残念ながら中止となりましたが、小

泉成田市長様におかれましては、公務多忙のなか、例会にご参

加いただきありがとうございます｡ 

韓国では大きな海難事故が起こっておりますが、一刻も早く

多数の乗客が救助されることを願っております。 

 さて、このところ４～５回の例会で時間の関係もあり、会長挨拶は端折ることが多かっ

たのと、今日は小泉成田市長様より卓話を頂戴することもあり、とくにお話することを考

えてこなかったので多少の思いつきでお話し申し上げます。 

前回まで日本の歴史事象の大部分は西日本によってつくられてきたというお話をしてま

いりましたが、いくつかの資料を読んで改めて興味をもったのが、江戸時代から明治時代

にかけて大いに活躍した北前船（きたまえぶね）です。すでに長期間にわたって比較的平

和な政権を維持してきた江戸時代において、江戸が日本の中心の地位を確保するなかで、

何故か北前船の航路は日本海に限られていたことです｡現在の北海道、青森、秋田などから

関西に向けて昆布を初めとする多種多様な豊富な食材、木材などを主に現在の京都府や兵

庫県に属するリアス式海岸の若狭湾などに陸揚げし、都の貴重な物産を北の地へ持って帰

ったのです。現在も日本海側から関西圏まで昆布の食文化が多く残されています。 

確かに当時の浪速は商業の一大中心地ではあり、また、若狭湾から京の都も近く、鯖街

道なる道筋も整備されて、また琵琶湖から淀川の水運も利用されていたようです。さらに、

関西を超えて西下し、下関から瀬戸内海に進む巨大な船もあったようです。いろいろ資料

を調べても、北前船の定期的な航路は日本海に限定されていて、当時すでに政治、行政等

日本の中心であった江戸との間を定期的に、頻繁に往復したという記録はないようでした｡

何故太平洋側に定期的な航路を持たなかったのか、太平洋側の日本海流や千島海流に比し

て、どうも日本海側特有の対馬海流との関係を示唆した資料が多いので、この件を詳しく

調べて、またお話しようかと思います。今日は拙いアドリブで話させていただきました。 
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◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜ご連絡＞ 

１． 例会変更  白井 RC  4月 28日（月）例会は 29日（火）18時「じゅん平」にて                                             

２． ホームミーティング 

      A班  5月 22日（木）   菊屋  18:00 

      B班  5月 9日（金）    海鮮屋鳥丈 18:30 

      C班  5月 20日（火）   ANAホテル  18:00 

      D班  5月 13日（火）   国之屋  18:00 

      E班  5月 8日（木）   タンドール 18:00 

      F班  5月 26日（月）   Uシティー 18:00 

３． 第 9分区親睦ゴルフコンペ  白井 RC担当 

   6月 12日（木）  船橋 CC      締め切り 5月 12日 

   後日ゴルフ担当委員より出欠をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 卓話 

成田の現状について 

 

成田市長 小泉 一成 様 

本日こうしてお話をさせていただける機会をいただきました

ことに御礼を申し上げます。遠藤会長を始めロータリークラブの

皆様には、特に剣道大会、インターアクトクラブの支援、また先

般、被災地の子どもたちを招待してのサッカー大会開催等、次世

代のための活動を活発におこなっていただいております。改めま

して敬意を表しますと共に心強く思っております。先ほどニコニ

コボックスの中でバリアフリーのお話が出ましたが、京成成田駅

東口は上りのエスカレーターのみ設置されている状態です。高齢

者はもとより、特に旅行者の方が重たいカバンを持って階段を降りる姿を見ておりまして、

成田の玄関（顔）としてどうにかしなくてはと思い、この度下りのエスカレーターとエレ

ベーター設置を決めました。5月に仮契約、6月議会での承認をいただけましたら、7月か

ら来年の 3月にかけて工事を行い、平成 27年 4月から下りのエスカレーターとエレベータ

ーが利用出来る予定になっておりますので、宜しくご理解の程お願いいたします。 



 4 

 さて、今年は成田市制施行 60周年という大きな節目の年でございます。資料をお配りし

ておりますが、今年は記念事業が目白押しでございます。先週末、大変好天の中、市制 60

周年という冠をつけていただき太鼓祭を開催していただきました。大変多くのお客様に来

ていただきました。今週の日曜日には山車まつりがございます。市内 18台の山車・屋台が

曳き廻されます。5 月には成田山新勝寺を会場に将棋の名人戦が開催されます。名人戦の

前に子どもの名人戦も開催され、決勝戦は、本当に名人戦が行われる会場において着物姿

で行われます。日本将棋連盟から立会人にも来ていただき、名人戦と同じ雰囲気で行いま

す。その 1 週間後、森内俊之名人と羽生善治挑戦者の名人戦が行われます。6 月にはテレ

ビ東京『開運！なんでも鑑定団』の公開録画がございます。テレビ局からは最低でも 100

点用意して欲しいと言われました。しかし、3 月上旬には 15、6 点しか集まらなく大変焦

りましたが、ようやく 100点以上揃えることができました。11月には、日本全国の地域伝

統芸能全国大会を開催いたします。「世界サンボ選手権大会」も開催されます。これはロシ

アの国技で、プーチン大統領が国際サンボ連盟の名誉会長を務めており、ヨーロッパでも

盛んに行われている格闘技です。秋にプーチン大統領が来日することになっていたのです

が、クリミア問題がどうなるか・・・・。したがって、今のところ流動的です。 

60年前の事を色々調べてみますと日本中央競馬会も今年が設立 60年、ゴジラも 60年前

に誕生、歌では「お富さん」がヒット。60年前の成田市は一般会計で 1億 5千万円、人口

も 4万 2、3千人ほどでした。今では一般会計 615億円、約 400倍になっておりますし、人

口も約 13万人と 3倍になっております。成田が大きくなったのも成田山新勝寺の門前町と

して発展し、成田国際空港が開港した。これは大きなインパクトではないかと思っており

ます。そして、その国際空港でありますが 3 月末に国際便 63 便が羽田空港に移りました。

特に非常に危機意識を持ったのはロンドン線が成田から無くなってしまったことです。ま

た、成田の強みでありましたヨーロッパ線も羽田に移ってしまいました。全部ではないに

しろ主要路線が羽田に移ってしまったことは非常に危機感を持っております。また、現在

国土交通省は首都圏の空港需要が恐らく 2020 年前半で一杯になるであろうと予測してお

ります。2027年度では相当数の容量不足が生じてしまうということで、現在、首都圏の空

港の需要にどう対応すべきかという検討委員会を非公式で行っております。全く情報は入

ってきませんが、ただ聞くところによりますとタブー視しないで議論しましょうというこ

とで、本来であれば 4 月末にはどういったことが検討されるか発表、公表される予定です

が、1 ヶ月くらい遅れるようであります。ただ推測の域は出ませんが、例えば羽田をもっ

と使い勝手を良くするために東京上空を飛ばそうとか、或いは第 5 滑走路を造ろうとかい

う議論もされているようであります。じゃあ成田はどうなっているのか。新聞やテレビで

見る限り、成田の「な」の字も出てきません。これは非常に問題です。ただ、ここに来て

経済界の皆さんが中心になって 3 本目の滑走路を造ろうと、協議会も立ち上げようという

話であります。地域から成田空港をこうして行こうという発信をしていただくのは非常に

意義があることだと思っております。そしてこの成田空港の発展が成田を始め周辺地域の

発展にも繋がります。ただ、内陸空港ゆえの騒音問題、落下物の問題がございます。私も

30万回、カーフュー（夜の弾力的運用）には騒音地区で色々話し合い意見を聞かせていた

だいているわけですけれども、言えることは騒音地区の皆さんも空港の必要性は十分に認

識していますし空港を発展させなければならないという気持ちを持っている方が殆どだと

いうことです。ですから私は空港を発展させるための接点はあるなと思っております。成
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田というのは空港問題、これは切っても切り離せない問題です。今後とも一生懸命取り組

んで行く所存であります。 

この空港問題の他に成田に大きな動きといえば、3 月議会で承認をいただいた大学の誘

致です。まず、日本の地域医療の現状をお知らせしたいと思います。これは 4月 15日付千

葉日報、朝日新聞、日本経済新聞等に掲載されたものです。2025年の県内医師数・看護職

員数の推計結果です。調査したのは千葉大医学部の付属病院。医師は最大 1 万 4,580 人が

必要となり、1,170人が不足するであろうと予測されております。また看護職員数は最大 7

万 9,110 人の必要人員に対し 1 万 5,150 人が不足しているため、県は「新たな対策の検討

を必要」としております。私もこんなに医師不足なのかと驚きました。そう言えば、数年

前に日赤病院から、夜間に対応できる医者がいないという話があり、市の方で夜間の医者、

看護師の人件費を出して何とか対応していただいている状態です。そして、実際に看護師

不足でベッドが稼動していない病院があることも事実です。千葉県の南の方に比べればま

だまだ恵まれている環境にあるわけですが、看護師不足、医師不足というのは現状問題と

してあります。また千葉県は全国 2 番目に高齢化が進んでいます。2060 年、人口は 8,674

万人になります。少子化は恐ろしく進んでいるということです。また高齢化も 4 人に 1 人

が 75 歳以上、2.5 人に 1 人が 65 歳以上、平均寿命は男性が 84.19 歳、女性が 90.93 歳ま

で生きられます。医療・介護の重要性とニーズは高まっていきます。これは間違いないこ

とです。だからこそ、今回医療系大学の誘致を図った理由の一つであります。国際医療福

祉大学ですが、日本初の医療福祉の総合大学としてスタートしました。全国に 4 キャンパ

ス 6 学部 16 学科、本拠地は栃木県大田原市にあります。大学院まで含めますと学生が約

6,700人、これまで約 14,000人の卒業生がおり医療・福祉現場で活躍しております。また、

全国トップクラスの国家試験合格率で就職率では私大にしましては 100％で 4年連続全国 1

位です。国際医療福祉大学は成田に拠点を築くことによって国際的な展開をしていきたい

という考えのようです。成田キャンパス公津の杜は鉄筋コンクリート 9階建ての約 27,800

㎡の校舎でございます。平成 28年 4月開学。学部は看護学部と保健医療学部、学科は看護、

理学療法、作業療法、言語聴覚、医学検査。最終的には開学して 4 年後に学生が 1,360 人

となります。専任教員、大学職員を含め約 1,600人が集う事になります。 

大学誘致につきまして土地を京成電鉄から約 20億円で譲り受け、それを無償で大学に貸

すわけですが、校舎も最大 30 億円を限度に補助することに決めました。50 億円も支出し

て大丈夫かと心配されますが、これについては、財政部にしっかり調べさせした。将来の

負担の安全性を見るのは実質公債比率というのがありまして、これは自治体の収入に対す

る負債の返済の割合です。18％になると黄色信

号（起債許可）、25％だと赤信号（借金制限）。

平成 24 年度決算の県内 37 市の実質公債比率の

平均が 8.3％。成田市は 6.5％、これが 50 億円

の支出に対して 75％の 37億5千万円の起債を起

こした場合でも 7.3％。県内 37市の平均よりも

低い数字です。もう一つ、将来負担比率（自治

体が将来支払う可能性がある負債の収入に対す

る比率）、これは 350％になりますと早期健全化
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団体として起債が制限されます。県内 37市の平均は 58.3％、成田市は 55.2％。県内 37市

の平均よりも低い数字です。そして 50 億円の財政支出によって 66.7％。37 市の平均より

高い数字になりますが、350％という危険水域から見ると、まだかなり低い数字です。破綻

した夕張市は実質公債比率 39.6％、将来負担比率は 1,237.6％で完全倒産いたしました。

ただ 50億円という投資（実質 30億円ですが）、約 1,600人が集うとなると、当然消費も生

まれるわけで 10年 20年 30年とずっと続いて行くわけです。ちなみに経済効果は 1年で約

40 億円あります。ただこれも本当に 40 億円あるかどうかわかりませんが、それなりの経

済効果が生まれるということです。学校を造るのには結構お金がかかります。例えば、公

津の杜中学校は約 70 億円かかっております。美郷台小学校は土地代含めて約 37 億円、な

かよしトンネル約 30 億円。郷部線トンネル約 130 億円、成田湯川駅約 90 億円。お金はか

かりますが、ただ大学誘致は返ってくるものがあるということです。投資をして行く上で

は問題ないことだと思っております。大学が来ることによって街のクオリティも上がりま

すし、また門前町、空港都市、学園都市、新たに成田の顔が生まれると思っております。 

後もう一つ大きな動きといたしましては、3月 28日、安倍内閣政府におきまして国家戦

略特区の指定がございまして成田市が指定されました。この国家戦略特区というのはアベ

ノミクスの大胆な金融政策・機動的な財政政策に続く第 3 の矢の柱でございまして、特に

安倍政府が意識しているのはロンドン、ニューヨークに匹敵する国際的ビジネス環境をつ

くる。世界中から人、物、技術などが集まる都市を作ろうという事、その為の規制改革は

成長戦略の「１丁目１番地」。どのような規制にもドリルでこじ開けていく、規制を岩盤に

例えてひるむことなく立ち向かっていく覚悟と強い決意を表明いたしました。またスイス

のダボス会議でも安倍首相はその辺のことを表明しておりまして、それは国際公約と言っ

ても過言ではない状態でございます。そしてこの国家戦略特区、今までの特区と違います

のは、例えば小泉政権の「構造改革特区」、管政権の「総合特区」がありますが、地方から

のボトムアップ型から国家戦略特区は国からのトップダウン型となり国が主体的にコミッ

トいたしまして、国が主導権を握って特区プロジェクトを組むことになります。ここが今

までの特区と大きく違うところです。 

 

既成の特例が認められた 6分野 

医療・雇用・農業・教育・都市再生とまちづくり・歴史的建造物の活用 

[医療] 

病床規制の撤廃、混合診療、医学部新設  

[教育] 

公設民営学校の実現 

[農業] 

農業委員会・農業生産法人要件の見直し 

8 月 12 日から 9 月 11 日までの提案募集で自治体、民間事業者 242 件。北海道から沖縄

まで。三井不動産、東急不動産、楽天、オリックス、森ビル、フジテレビ、日本空港ビル

ディング（24H、情報発信、おもてなし）。この中から有望なところはヒアリングを受けま

す。成田は 2回ヒアリングを受けて、3月 28日、6つの地域が特区として指定されました。 

 

国際ビジネス、イノベーションの拠点として東京圏 
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東京都 9区（千代田・中央・港・新宿・文京・江東・品川・大田・渋谷）・神奈川県、千葉

県成田市 

医療等イノベーション拠点、チャレンジ人材支援として関西圏 

大阪府・兵庫県・京都府 

国際観光拠点として沖縄県 

創業のための雇用改革拠点として福岡県福岡市 

大規模農業の改革拠点として新潟県新潟市 

中山間農業の改革拠点として兵庫県養父市 

 

選定基準として 6点明記 

1．区域内の経済的社会的効果 

2．全国的な効果も含めた波及効果 

3．プロジェクトの先進性・革新性等 

4．地方自治体の意欲・実行力 

5．プロジェクトの実現可能性 

6．インフラ環境の整備状況 

 

成田市は提案を 2つさせていただきました。 

 

・国際医療学園都市構想 

外国人医師の業務解禁や医学部新設による国際的な医療人材の養成、グローバルな医療産

業の集積などを目指す。 

外国エアライン関係者は年間 44万人成田市に滞在。国内 200万人。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック 

訪日外国人 2,000万人 

 

構想を実現する上での規制改革 

1．医学部新設の解禁（1979年琉球大学以降新設なし） 

2．病床規制の撤廃（印旛医療圏 5,827床） 

3．保険外併用療養の拡大 

4．外国医師による診察 

5．外国看護師等による臨床修練（技術が向上するよう学ぶ） 

6．外国介護福祉士による臨床修練（有資格者には医療の在留資格を、また、資格を持って

いなくても介護施設で従事している外国人については「特定活動」の在留資格を与えるよ

う法改正） 

7．土地利用に関する規制の緩和（農振法・都市計画法） 

 

・エアポート都市構想 

国際物流の拠点としての整備・訪日外国人の来訪促進・スポーツツーリズムの推進 

自由貿易地域とする 

特区内は海外からの品物を輸入手続きなしに留め置くことができる 
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区域計画が総理によって認定されると、区域会議が政策の意思決定及び行政手続きの実施

主体となり特定事業が始められる。 

特区という限られた地域ではあるが、区域計画には地方自治体の事務・権限の一部を区域

会議が代わって行うものがある。 

内閣が主体的に関与する理由は、自治体や民間事業者の努力では改善が難しいマクロ環境

を政治の強いコミットメントで整えることにある。 

成田市が誕生して 60年、今後さらに成田が千葉県、日本を牽引して行く、また成田が更

に大きく変わって飛躍するチャンスではないかと思っておりますので、どうか皆様方の御

協力お願い申し上げまして卓話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 4 月 17 日 米山地区委員会 

平山 金吾 会員 4 月 20 日 地区米山委員会 

堀口 路加 会員 4 月 20 日 米山奨学生カウンセラー研修会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６１ ４５ １６ ７３．７７％ ９５．０８％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


