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第 2821 回例会 平成 30 年 11 月 16 日（金）
点
鐘
神﨑 誠 会長
ロータリーソング
奉仕の理想
四つのテスト
田渕 公敏 会員
お客様
成田市長 小泉 一成 様
ニコニコボックス
香取 竜也 会員：先日平成 30 年永年勤続従業員表彰があり、成田
商工会議所様、観光協会様主催で小泉成田市長様、小池正昭様参加
のもと、成田ロータリークラブからは神﨑会長以下たくさんの方に
出席いただき、私は昭和 63 年に入社し今年 30 年になるということ
で 30 年表彰を受けました。

田渕 公敏 会員：成田市をフレンドリータウンとしております鹿
島アントラーズにつきまして、先日のアジアチャンピオンズリーグ
（ACL）で決勝戦、見事に逆境の中を勝ち抜きアジアンナンバーワン
になりました。それを受け、12 月 1 日のホームの最終戦、1000 円で
できるだけたくさんのお客様にお越しいただきたいと優待チケット
を皆様のボックスに入れさせていただきました。7 月 22 日の成田の
日には、たくさんの動員をしていただきありがとうございました。今回もお時間がありま
したらお誘いあわせの上、一緒に応援していただければと思っております。ジェフユナイ
テッド千葉は明日最終戦です。J1 昇格もなく J2 降格もなく。また報告させていただきま
す
平野 省二 会員：平成 30 年度成田市表彰式があり、我々ロータリ
ークラブから私も含め 3 名の方が功績彰と言うことで表彰を受けま
した。私も自治会長を 10 年務めたと言うことで小泉市長から直々に
表彰を受けました。ありがとうございました。
成島 陽子 会員：以前、企業主導型保育園の申請が終わりましたと
言う事までお話しさせていただいておりましたが、その結果報告です。
10 月 31 日、3 園申請のうち 2 園不採択、1 園だけ予定通り本八幡駅
前で企業主導型保育園を開園することになりました。私の力不足で大
変残念ではありますが、引き続き保育事業に努めて参りたいと思いま
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す。また八千代市の認可外保育施設のほうも、堀口会員のご協力を賜りながら認可の方へ
と進んでまいりたいと思います。今後も保育事業に努めて参りたいと思いますのでよろし
くお願いします
矢島 紀昭 会員：釣り同好会からですが、明後日の日曜日、今年
度初めての釣り同好会を開催いたします。予定場所は浦安から船で 1
時間、東京湾の木更津を沖を予定しております。釣るものはカワハ
ギ。刺身に良し、鍋に良し、カルパッチョに良し！たくさん釣れま
したら、皆様方にお声掛けをしたいと思います。釣れることを期待
しましてニコニコいたします。
桜井 誠 会員：次回の移動例会で弊社の「がすてなーに ガスの
科学館」へお越しいただくということでありがとうございます。当
日はエネルギーと環境の話、安全の取り組み等のご紹介ができれば
と思っております。お待ちしております。
ローソンかおり 会員：今月こちらの『月間税理』に私の記事が掲
載されました。業界誌なのですが、今回の特集が「相続税の課税財
産の範囲をめぐる問題点」と言うことで、私は弔慰金と死亡退職金
の事例研究について、自分で調べてなるほどと思ったことを書いた
のですが、初めて原稿を執筆させていただき締め切りとの戦いで緊
張したのですが、終わってみたら達成感が半端なく、今回書く楽し
みがわかったような気がします。と言うことで、皆様是非ご一読いただければと思います。
飯田 正雄 会員：先ほど、平野会員の話にもありましたが、私も
成田市から功績彰を頂きました。実は、今から 22 年前にも功績彰を
いただいておりましたので今回辞退したのですが、前回とは意味合
いが違う（保護司 13 年）と言うことでいただいてまいりました。

◇

会長の時間
神﨑 誠 会長
皆様こんにちは。大リーグエンジェルスの二刀流大谷翔
平選手が、火曜日アリーグの「ルーキー・オブ・ザ・イヤー
新人王」に選出されました。日本ハムで活躍後の大リーグ入
りですから、新人といってもレベルの違いはあったと思いま
すが、大変うれしいニュースでした。背番号 17 のユニホーム
も一番売れたそうです。因みに賞品は盾一枚で賞金は無いそ
うです。（相撲の横綱、稀勢の里は違った意味で大変ですが）
成田市長 小泉一成様、ようこそいらっしゃいました。本日は卓話を宜しくお願い申し
上げます。成田市を見渡しますと、成田駅前の開発と整備、国際医療福祉大学医学部開校
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と付属病院の建設や京成新駅構想、成田公設市場の移転とビッグプロジェクトを行い、ま
た進行中です。また、小泉市長は、成田空港の機能強化のため、成田空港圏自治体連絡協
議会会長も務められ、多忙を極めておられます。市長は 3 期目を満了しようとしておりま
すが、諸問題、諸策解決のため、引き続き市政運営にご尽力されますことを期待しており
ます。
改めまして、卓話を宜しくお願い申し上げまして、挨拶とします。
◇ 委員会報告
・医療情報
橘 昌孝 会員
前回のご報告でインフルエンザは 9 名でしたが、一週間で 27 名に増えております。引き続
きうがい、手洗いでの予防をお願い致します。
・社会奉仕
矢島 紀昭 リーダー
例会終了後、3 階のちどりの間で委員会を開催します。
・青少年奉仕
田渕 公敏 リーダー
先週、例会終了後に委員会を開催いたしました。日本ボーイスカウト
成田第一団等広場利用者への衛生設備支援につきまして改めてスケ
ジュールと会員の皆様にお願いを申し上げます
12 月 1 日（土）午前 10 時から衛生設備を設置いたします。大栄のい
こいの広場にて奉仕活動を行いますので、会員の皆様は会のジャンパ
ーと帽子を着用しお集まりください
その後、衛生設備の寄贈式は 12 月 23 日（日）に実施いたします。時間はまた改めてご案
内申し上げます。
・米山記念奨学
ローソンかおり リーダー
一括と分割で皆様に寄付のお願いしておりますが、このほど分割で設
楽会員の申請をいたします。累積 10 万円になった時点でロータリー
暦の古い方から申請して参ります。申請後も、登録寄付者全員の寄付
が完了するまで、引き続き寄付の御協力、よろしくお願い致します。
・ロータリー財団
諸岡 市郎左衛門 米山記念奨学・ロータリー財団委員長
11 月は、ロータリー財団月間です。
ロータリー財団については、年度明け早々の 8 月に、地区財団委員
長による卓話（「ロータリー財団と寄付について」）をお願いし、ま
た、例会で寄付のご案内を回覧したところです。
今回ご案内するのは、「認証ポイント」を使用しての寄付。自ら
500 米ドル相当を寄付し、それに、他の会員の「認証ポイント」を上
乗せして合わせて 1 口 1,000 ドルとして寄付するものです。
成田クラブでは、昨年度、ポイント利用による寄付を 1 件行いました。
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是非、ポイント活用の寄付もご検討下さい。詳しくは、ロータリー財団委員会にお問い
合わせ下さい。
・次年度地区幹事長予定者 堀口 路加 会員
例会終了後、会計幹事をお願いしている方々と諸岡ガバナーエレクト
年度、ガバナー年度の会計の打ち合わせをさせていただきたいと思い
ます。まきの間です。また 11 月 25 日、諸岡ガバナー年度の第 2 回補
佐会議、第 1 回の地区委員長会議が行われる予定です。
◇ 幹事報告
平山 秀樹 幹事
【回覧】
・出欠表（ゴルフ同好会、空港周辺道路美化活動）
＊いずれも本日締切
・ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」Vol.4 No.3
・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」Vol.224
・白井ロータリークラブ会員 齊藤茂雄（さいとうしげお）様 訃報
・第 2790 地区 国際奉仕委員会より 2018 年国際奉仕委員会アンケート集計報告
・地区大会にてご講演いただいた「菊乃井」主人 村田吉弘様 テレビ放映のご案内
◇

卓話

成田空港の概況と今後の取り組みについて
小泉

一成

成田市長

本日このようにお話しさせていただく機会をいただきあり
がとうございます。神﨑会長はじめ皆様には剣道大会で青少年
奉仕活動にご尽力いただき、また私が会長を務めさせていただ
いている成田環境ネットワークの美化活動にもご協力をいた
だいております。その他にも社会奉仕活動、社会貢献活動など、
多岐にわたりご尽力いただいていることに心から敬意を表し
ます。
そろそろ年賀状や忘年会の話が出てまいります。1 年経つのは早いものです。
それでは、まず、成田空港の概況と今後の取り組みについてお話させていただきます。
成田空港は日本と世界を結ぶ空の玄関。東京という世界有数の経済都市を後背地に持ち、
10 月末時点で世界 118 都市、国内 20 都市の合計 138 都市と結ばれており、豊富なネット
ワークが強みです。特にアジアと北米の結節点として重要な役割を果たしております。
近年は、LCC の就航が順調であり、来月 12 月には高知、来年の 1 月にはハノイ、そし
て、3 月には沖縄県宮古島市下地島への就航が決まっております。下地島は人口 50 人に満
たない島です。ある意味画期的な取り組みです。
また、JAL が成田空港を拠点に、2020 年夏、新会社を設立し国際線の中長距離 LCC を
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就航することも決定しております。まだ就航する場所は決定していませんが、まずは、中
距離の飛行時間が 7 時間から 8 時間超えのバンコク、シンガポールあるいはマレーシアの
クアラルンプールなどに就航することが予想されています。このように、これから成田空
港は着々と就航先が増えていく予定です。ただ、今後、羽田空港の国際便が東京上空を飛
行することで運航便数を増やすことになると、成田空港の国際線の一部が羽田空港に流れ
て行く懸念があります。
成田空港の昨年度の運用実績は 25.2 万回。30 万回まで飛ばすことは可能ですが、航空
会社の飛行させたい時間帯がありますのでこの回数となっております。
また、航空旅客数も初の 4000 万人を超え開港以来最高値を更新しました。入国者数の
約 7 割がアジア方面からの訪日外国人旅行者で、1 位中国 150 万人、2 位台湾 107 万人、3
位韓国 100 万人、4 位北米で 95 万人、5 位ヨーロッパ 74 万人、続いて香港 50 万人、タイ
46 万人、オセアニア 29 万人、フィリピン 26 万人、インドネシア 12 万人の順となってお
ります。
前年同期比で一番伸びている地域が韓国で 38 パーセント、2 番目がインドネシア 29 パ
ーセント、3 番目がフィリピン 26%、4 番目が香港 24%、続いてタイ、中国、オセアニア、
ヨーロッパ、北米、台湾という順番になっています。
成田空港のもう一つの特徴は貨物の輸出入額です。昨年の輸出額が 11 兆 1,679 億円、輸
入額が 12 兆 2,444 億円、神戸港、横浜港、関西空港などいろいろな輸出入拠点がございま
すが、貿易総額は成田空港が国内 1 位です。羽田空港の貿易額は微々たるものです。世界
でも香港、仁川、ドバイ、上海に次いで 5 番目の貿易額です。
昨年の貨物の取扱量は 225 万トン。輸出入において特に目立つのは半導体、電子部品、科
学工学機器、そのほか輸入額では医薬品、最近では魚介類の輸入額が高くなっています。
成田空港はまさに空の港です。
今年の 3 月成田空港の更なる機能強化については、国・県・空港会社と周辺 9 市町の 4
者による協議会で合意しました。
合意内容については、C 滑走路 3,500 メートルを芝山、多古方面に整備し、既存の B 滑
走路を 1,000 メートル延伸し 3,500 メートルにする計画であります。また、A 滑走路と B・
C 滑走路をスライド運用させながら使用し、朝 5 時から深夜 0 時半まで飛ばす事となりま
す。これは三本目の滑走路が完成した時点で実施する予定です。このほか深夜 0 時半から
1 時までの 30 分間については弾力的運用ということで、緊急または、やむを得ない場合に
運用いたします。
もう一つは、現在、成田空港は、夜 10-11 時までは 10 便しか飛べません。この制限を
今後、撤廃することになりました。このことは、貨物や LCC の需要を取り込み、更なるネ
ットワーク拡大につながるものと思います。
機能強化により、旅客数は 4,000 万人から 7,500 万人に、貨物の取扱量も昨年の 225 万
トンから 300 万トンに増える事が予想されております。また、空港内雇用も約 4 万 3 千人
から 3 万人程度増える事が予想されております。
現在、成田空港に成田市民が約 1 万 6 千人働いています。これは空港内従業員数の約 37%
となり、空港で勤務している人の 3 人に 1 人が成田市民ということになります。成田市の
人口は現在、約 13 万 3 千人、生産年齢人口 15 歳～65 歳未満の 5 人に 1 人が空港内で勤
務していることになります。空港内でそれだけの多くの方が働いているのですから、空港
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関連も含めると雇用の面でも大きく寄与しているということが分かります。空港の機能強
化により、今後、雇用が 3 万人程度今より増加するわけですから雇用の面でも非常に大き
なメリットとなります。職住近接といいますが、満員電車に揺られる事なく、親と一緒、
または、親の近くから職場へ通える事は幸せなことです。経済効果も千葉県内全体で 1 兆
円増えると言われております。
また、機能強化により、既存の空港敷地約 1,400 ヘクタールを、もう 1,000 ヘクタール
拡張するわけですから、これは、新たにもう一つ空港を整備する事と一緒だと思っており
ます。NAA が、このうち 700 ヘクタールをこれから買収するのですが、現在、用地買収
の同意を求めているところです。これが、9 割以上になると都市計画決定の手続きなどに
入ります。
機能強化の合意の中で、2020 年オリンピック・パラリンピック開催前までに A 滑走路
の運用を深夜 0 時までとし、それを前倒しして実施したい旨を先月定例記者会見で NAA
が発表しました。A 滑走路における夜間飛行制限の緩和については、今後、成田空港圏自
治体連絡協議会などで協議してまいります。
成田空港機能強化と合わせて、空港を取り巻くインフラ整備も着々と進んでおります。
北千葉道路については、来年の 3 月末に押畑地先まで開通することになっております。押
畑地先－大山地先間については、いつまでに開通するかは示されておりませんが、用地買
収は 9 割程度進んでいると聞いております。
また、圏央道の大栄－横芝間については、既に一部工事が始まっており、2024 年度の開
通を目指して取り組んでおります。用地買収の状況ですが、今年の 3 月末の数字ですが、
成田市 86%、多古町 76％、横芝光町 51％、芝山町 18％、山武市 100%で、全体では 67%
用地取得が進んでおります。3 月時点での数字ですので現在は、もう少し進んでいるので
はないかと思います。
次に成田市の地方創生についての取り組みについてお話しします。
事業としては大きく 3 つあります、成田空港の更なる機能の強化、現在、畑ヶ田地先に建
設中の大学附属病院、千葉県花植木センター跡地への成田市場移転再整備。
まず、医学部をなぜ成田に国家戦略特区を使って誘致したか、大きな理由は空港があっ
て、国際都市を標榜している以上は、高等教育と言われる大学を誘致したいと言う事、も
う一つは少子化の中で若い世代をいかに本市に呼び込むことができるかと言うことで大学
誘致は非常に大きな効果があり、また、千葉県の医師数は全国で下から 3 番目、看護師に
ついては下から 3 番目に少ないと言う事もあり、その解消に寄与できることからです。
医師が不足している例としまして、OECD 加盟 33 カ国の中で病院の数が 1 番多い国は
日本、次がアメリカ、メキシコの順ですが、日本の医師数は下から 4 番となります。1 年
間で病院にどのぐらい受診するかという調査では、1 番多いのは韓国、2 番目が日本、年間
12 回です。OECD 加盟国の平均が年 7 回ですから日本の 12 回は非常に多いことになりま
す。日本の医師が 1 人で診察する患者数は 1 年間で 5,633 人だそうです。これは OECD の
平均 2,277 人を大きく上回っています。それだけ医師が大変な思いをして現在の日本の医
療を支えています。
現在、超高齢社会を迎えており、地域医療を考えると医師、看護師が必要であると思い
医学部を誘致し、同時に看護学部も誘致したわけです。
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大学附属病院の概要ですが、一般病床数 600、床精神病床 40、感染症病床 2 の 642 床、
診療科目は 39 診療科目を予定しております。附属病院の延べ床面積 94,000 平方メートル
で病院棟は 8 階建て検診棟は 4 階建て、附属病院のほかにも様々な研究施設なども周辺に
整備される予定です。また、成田には年間平均約 193 万人の外国人の方が宿泊していると
言うことを考え、10 ヶ国語に対応できるスタッフの配置やハラル食など各国の食事の対応
など、世界的なハブ病院を目指してまいります。
また、そこで就業する医師、看護師、病院関係者などが定住するための都市基盤整備も
必要となることから現在、調査を進めているところです。
最後に輸出拠点機能を有する市場再整備でございます。
現在の成田市場の売り上げは、ピーク時の 5 割程度となっております。これは大手スー
パーが出てきて産地と直接契約、あるいは通販が非常に伸びるなどの流通形態の変化がご
ざいます。
成田市場も築 40 年が経過し耐震化もされていないと言うことで耐震化とリニューアル
をすると 40 億程度の費用かかる試算となりました。
また、現在の市場は、市が所有している土地が 1／3、民間が 1／3、もう 1／3 は個人の
土地を市が借り入れて地代を払っている状況であります。千葉県においても輸出に力を入
れると言うことで現状の輸出額 200 億円から 225 億にしようと目標を掲げています。国で
も現在８千億の輸出額を 2019 年には１兆円にしようと力を入れています。人口の減少に
伴い、日本全体の胃袋の縮小、TPP により海外の安い農水産物が入ってきます。そうしま
すと海外に目を向けないと、この地域の農水産業の先行きが見えないことなど様々なこと
を考慮し再整備を決断させていただきました。
新生成田市場は、日本で初めての輸出拠点機能を有する市場です。輸出には産地証明、
検疫、爆発物検査などの諸々の検査がバラバラに行われているので、1 週間近くかかりま
す。この手続きを新生成田市場は 1 カ所でできる日本初のワンストップ輸出拠点機能を有
する市場となります。
5 ページの図を見ていただくと 9.3 ヘクタールの敷地中央に本体棟、東側に関連棟、南
側に集客施設棟を整備する計画です。本体棟につきましては左側が水産物卸売場、右側が
青果物卸売場、中央には高機能物流施設を配置いたします。中央の本体棟のうち、水産と
青果の売り場については閉鎖型の売り場施設とするとともに、水産棟については施設全体
を低温管理とするなど衛生面にも充分配慮した機能を備えることになります。
また、中央の高機能物流拠点施設については、今後ますます増加が見込まれる加工品や
海外への農産物の輸出に対応するため、爆発物検査、輸出証明書、検疫、税関などの手続
きが一か所でできるワンストップ輸出エリアや輸出するための食品衛生管理の国際基準で
あります「HACCP」（ハサップ）取得を想定した各種加工エリアを設け、将来を見据え
た市場として整備していくこととしております。さらに左上段の集客施設棟につきまして
は、日本の食文化を含めた様々な情報発信拠点といたしまして消費拡大に結びつく訪日外
国人旅行者の獲得と新たな観光拠点としての役割を持つ集客施設と言うことで計画してお
ります。 昨今、大阪黒門市場が非常に外国の方が多く、英語はもちろん中国語、タイ語
などに対応するスタッフを置いて賑わっています。
新生成田市場は、空港滑走路の付近に整備される特色を生かして空港の離着陸が見える
7

ような展望スポットも整備する予定でおりますし、この集客施設には海外のお客様、国内
の観光客を対象にした物販、飲食機能を備えた施設としてまいりたいと思っております。
今回は本市の将来を見据えた大きな 3 つの取り組みを紹介させていただきました。そして
どうか今後とも神崎会長はじめといたしします成田ロータリークラブのご発展と各会員の
企業のご繁盛、また会員皆様方のご活躍を心から願いまして私の話を終わりにさせていた
だきます。ご清聴ありがとうございました。
◇
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会員数
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欠席数

出席率

前回補正
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３３

５２．８６％

６９．５７％

ＭＡＫＥ

ＵＰ
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氏
名
神﨑会長 矢島リーダー 石川会員 小川会員
橋会員 甲田

月

日

ク ラ ブ 名

大木会員、大
11 月 16 日 社会奉仕委員会

齊藤
近藤
堀口
諸岡

三智夫 会員
博貴、遠藤 英一、ローソンかおり、諸岡
路加 各会員
靖彦 会員

諸岡

靖彦

会員

11 月 19 日 ガバナーエレクト研修セミナー（GETS)

諸岡

靖彦

会員

11 月 20 日 ロータリー研究会

松田

泰長、佐瀬

和年、諸岡

靖彦、神﨑

11 月 15 日 月信委員会
靖彦

誠、矢野

11 月 16 日 諸岡ガバナー年度地区会計幹事打ち合わせ
11 月 18 日 ロータリー財団地域セミナー

理恵

各会員

地区 RLI
研修会

DL ブラッシュアップ

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

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

◇

11 月 26 日

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 25 周年記念式典
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