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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2697 回例会 平成 28 年 3 月 25 日（金） 

成田ロータリークラブ創立５０周年記念 

記念碑を囲んで 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      渡辺 孝 会員 

◇ お客様 

   成田副市長 吉田 昭二様、成田市企画制作部秘書課 秋野 友成様 
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   成田コスモポリタンロータリークラブ 藤﨑 政弘 様 

 

◇ ニコニコボックス 

大澤 浩一 会員：突然ですが、3 月 31 日で成田高校を退職する

ことになりました。私は学校以外の世界を知らなかった人間なので

すが、この成田ロータリークラブに入れていただいたお蔭で、親し

くお付き合いさせていただき、自分としては大変勉強になりました。

その分、お返しできなかったのではないかと残念に思う所もありま

す。成田高校の卒業生、市内に事業所のある皆さん方とお付き合い

で、本当に良かったと感じております。私の後任は田中康之現副校長、前橋の出身ですが

高校でも生え抜きの男です。皆さん、お力になっていただければと思います。 

私は、当面は仕事をせず学生に戻ります。私は筑波大学の前身である東京教育大学の出身

ですが、その関係で筑波大学の大学院で科目等聴講生という正式な名前があるのですが、

週 3 日勉強いたします。外国の留学生が多い講座だと思うのですが、ある講座などは、私

以外全部外国の方みたいです。そこで頭をリフレッシュさせて、その後は地元で仕事がで

きればと、ロータリーの精神で地元に奉仕できることがあればと考えています。また皆さ

んにお世話になることも多いかと思いますが、今まで本当にありがとうございました。 

 

小泉 英夫 会員：先ほど行きました栗山公園の列車の上にぼんぼ

りが並んでいましたが、先週の日曜日に工事が終わり水曜日から電

気がつくようになっています。是非、ぼんぼりに照らされる桜をご

覧ください。先週の水曜日、町内会のゴルフだったのですが、15

人程度のメンバーの中で優勝いたしました。100 切ったのはゴルフ

を始めてまだ 4 回。グロス 98 でハンディ 18 を頂いての優勝でした。 

 

設楽 正行 会員：ゴルフを始めて 26 年、始めて小泉君に負けて

しまいました。グロスで 100 叩いてしまい、26 年経ってゴルフに

むいてないのかと思いました。悔しいですがニコニコいたします。 

 

杉浦 健 会員：月初めを欠席し会社に戻ったらデスクに長命泉

が届いておりまして、開けてみましたら私の名前入りでした。私

の会社は 25 日が締めで、３月は年度の最終の最終の締めという事

で、入社して24年間、ほぼこんなサプライズはありませんでした。

ありがとうございました。 
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諸岡 靖彦 会員：女子マラソンのリオ五輪代表に決まった田中智

美さんは成田市民です。私の住む美郷台の同じ町内の住民です。彼

女がかつて近所を走っていました。皆さんで声援しましょう！ 

 

 

※平山秀樹会員、平山裕子様からニコニコをいただきました。 

 

◇ 医療情報   橘 昌孝 会員 

先ほど田中智美さんの話が出ましたが成田小学校、中学、高校は千

葉英和高校だそうです。最後の医療情報です。先週 632 名、これか

らはどんどん減っていくと思います。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

「水と衛生」月間最終日です。 

食料生産に水は重要な位置にあります。 

食料と身体の構成（体格）、生活様式も大いに関係をします

が、顔も変化しています。顔形に止まらず、精神の構成に

関係してきます。 

戦後70年と、それ以前の顔形や、ものの考え方の起点に、

水を含めた飲料と、米を主食とした食料摂取の様変わりが

及ぼした現代人の在り様を検証したとき、従来の日本人の姿を充分参考にしていきたいと

思います。 

縄文文化の象徴である稲作、豊かな良質の水によって形成させる水田、2000 年以上続く

米作りは、水から戴いた最高の贈り物です。 

 

◇ 委員会報告 

・社会奉仕  佐藤 英雄 リーダー 

例会後にチケットの挨拶文、パンフレットのスポンサーを皆さんに

ご協力お願いしたいと思っています。その打ち合わせを例会終了後

に行いますので、よろしくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

来週二クラブ合同花見例会があります。成田クラブが幹事となりま

すので大いに盛り上げてください。また１７時からは 4月の理事役

員会を行います。 
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◇ 卓話  

～～～ 成田の現状 ～～～ 
吉田 昭二 成田副市長 

成田ロータリークラブの皆さん、こんにちは。ただいまご紹

介をいただきました副市長の吉田でございます。昨年 7 月から

就任させていただいております。2001 年から 2005 年まで国土

交通省航空局の成田担当として成田空港の業務に携わらせて

いただき、当時も多くの方にお世話になったのですが、本日、

私の誕生日に、これまであまりご縁の無かった本会にお招きい

ただき、大変光栄に存じます。成田空港の現状、医学部の現状、

農産物の輸出拠点化、それとかつて観光行政に携わったことがありますので、成田の観光

について、４点をお話させていただきたいと思います。 

 

〇成田空港について 

約 10 年ぶりに再び成田に戻ってきましたら、成田空港に対する地域のものの見方が相当肯

定的な方へ変化しており、非常に有難く感じております。 

 いつのことやらと思っておりました成田空港の年間発着枠 30 万回については既に地域

との合意が得られました。また、昨年は空港入口での検問が廃止されて悲願のノンストッ

プゲート化が実現し、さらに LCC 専用の第 3 ターミナルが新しく整備されました。成田

空港に LCC がどんどん就航し始めたことは非常に画期的ですし、国内線が中心ですので、
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地域にとって身近な空港と言える存在になってきたのかなと大変嬉しく感じております。 

 ご承知の方が多いと思いますが、目下の課題は、成田空港にもう一本滑走路を作り、Ｂ

滑走路を北に伸ばし 3,500 メートルにして、更にできるものであれば深夜早朝の運用制限

を緩和して、諸外国と比べても遜色ない国際空港に発展させるということです。 

 その話の前に、この場をお借りして、全国のロータリークラブの皆様に向け、多少成田

空港の宣伝をしたいと思います。 

 成田空港というと、首都圏の方には遠いとか不便という先入観がありますが、今では 900

円～1,000 円のバスが成田空港と銀座数寄屋橋と東京駅前とをつないでいます。私も何度

か乗りましたが、順調にいくと１時間で着きます。こんな安くて速い交通機関があるので

す。鉄道についてはもっと速く、スカイライナーは日暮里と空港第２ビルを 36 分でつない

でいます。バスより多少料金は高いですが、確実に座れ、荷物を沢山持っていても不便な

く乗れます。重い荷物を持っての鉄道の乗り換えなどをトータルで考えれば、首都圏の多

くの方にとって、成田は利便性が高く使い勝手の良い空港となっております。そして LCC

が本格化し、現在国内 16 都市とつながり 600 万人の方が利用されておりますが、これは

国内の空港の中でも 10 指に入る利用者数です。日本最大の国際線ネットワーク、有数の国

内線のネットワークを持つ成田を不便な空港と言うことはできないと思いますので、地元

の方、首都圏の方にもっともっと使っていただきたいと思います。 

 成田空港はアクセスやネットワークの利便性についての広報が慎ましやかですが、これ

からは海外にもどんどん出て行って成田空港のセールスをし、地域の方々にも、成田は便

利だと声高らかに PR いただきたいと思います。皆様も是非よろしくお願いいたします。 

 さて、首都圏の航空事情は、2020 年代には、今の成田、羽田を合わせた年間発着枠 75

万回という回数をはるかに超える航空需要が予想されております。羽田は、首都圏上空を

飛ばせば、あと年間 3 万 9 千回の発着枠を増やせると想定されております。そうなればエ

アラインやお客様が一時的に羽田に流れる懸念がありますが、少し長い目で見れば羽田の

発着枠はまた一杯になり、成田に機能強化の要請が回ってくるのは明らかであり、その準

備は今からしなければいけません。 

 そのため、現在、国、県、空港周辺９市町、成田国際空港会社が一緒になって 4 者協議

会を開催し、先ほど申し上げた 3 点の課題について検討を進めているところでございます。 

 成田市は空港と共に発展してまいりましたが、成田空港は様々な方々の犠牲と協力のも

とにある空港でございまして、今でも騒音地区の方々には、騒音や落下物という空港の負

の側面を背負っていただいております。そういった方々のご理解をいただきながら機能強

化を図っていくということでございます。しかし、国内外の厳しい競争環境の中、成田空

港はこれからも発展するという姿を見せなければ、エアラインにもお客様にも取り残され

てしまいます。また、これだけインバウンド需要が増えておりますので、その取り込みの

意味も含め、問題を先送りすることなく、スピーディーに空港の機能強化の方針について

結論を得て、早急に整備を進めてまいりたいと思っております。ご協力よろしくお願いい

たします。 

 

〇医学部の新設について 

 これもご承知の方がほとんどだと思いますが、国際戦略特区制度の規制緩和の一つとし

て、琉球大学以来ほぼ 40 年振りにここ成田で医学部を新設することになりました。現在、
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国際医療福祉大学と連携して準備を進めており、既に看護学部、保健医療学部につきまし

ては校舎も完成し、今年の 4 月から開学いたします。生徒も順調に集まっております。医

学部校舎につきましては、今年の 1 月から急ピッチで校舎の整備を進めており、約 1 年で

１期工事を完成し、来年の 4 月には開校する予定です。また、医学部附属病院につきまし

ては、平成 32 年度に開設予定となっております。 

 医学部が新設されますと、学年 140 人の生徒、その内の 20 人は留学生、約 200 人の教

職員の方、うち 10 名は外国人の教職員という形でスタートいたします。国際医療福祉大学

としては、世界最高水準の医療教育を国内で一番安い学費で実現する方針です。成田市も

多額の投資をしておりますので、成田を含め千葉県の北部地域の医療をこの大学が先導し

担っていってほしいと期待しております。この医学部については、海外に出ていくグロー

バルな医療人材だけを育てるのではないかとか、世界最高水準の医学部に地域医療に取り

組む気持ちがあるのか、多額の税金を投入して地域にどれだけ役立つのか等、様々なご意

見があるのは承知しておりますが、医学部新設に伴い教職員含め関連企業などで 8,000 人

位の人口集積ができると言われておりまして、8,000 人だと生活費等で年間 210 億円位の

消費があると試算されており、大きな経済効果が期待できます。 

 一方、成田に医学部ができたからと言って、地域の医療をこの地域以外の学生に期待す

るというのは、確かにやや調子の良い話だと思います。私としては是非、成田や周辺地域、

あるいは千葉県の学生が一生懸命勉強してこの地元の医学部に入り、立派な医者になって

地域の医療を自分たちで支える、こういう志を持って頑張っていただかなければと思いま

す。特に地元の学校関係者の皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

〇農水産物輸出拠点化について 

 それから成田市では、農水産物の輸出拠点化にも取り組んでおります。これは、我が国

最大の国際空港であります成田空港のネットワークを活用し、この地域のみならず千葉県、

関東、東日本さらには日本各地の農水産物を集約して成田空港から世界に送る、そして人

口減少でやや閉塞感が見える日本の農業に輸出という突破口を作って行くという、非常に

夢のある、そしてなかなかハードルの高い取り組みです。昨年、この地域の農産物をロン

ドンに持って行き、まずは輸出手続きワンストップ化や海外での販売等について実証実験

を行ったところでございます。 

 結果、ワンスストップ化の検証もロンドンでの販売実績も上々でした。14,000 円のメロ

ンは 3 個しか売れませんでしたが、3,600 円の梨は 38 個ほど、その他にもサツマイモ、干

し芋は完売、キュウリなども非常に好評でした。ただし課題もありまして、非常に物価の

高いロンドンの真ん中という好立地で販売を行った

ものですから、単純にコストを足しあげた高価格でも

売れましたが、今後、世界に進出して行くためには、

現地感覚の価格水準に抑えることを考えていかなけ

ればなりません。そのためにはいろいろな生産地と連

携し、成田に農水産物の輸出拠点としての機能を集約

するということが大事だと思っております。また、当

然の事ながら海外の市場状況をマーケティング調査
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しなければいけないと思っております。例えば今回はトマトがほとんど売れませんでした。

オランダを始めとする新鮮で品質の高いトマトが行き渡り、価格的にも勝負になりません

でした。どの国で何が売れるのか、何が現地生産と重複するのか、価格帯はどれくらいの

ものでなければならないのかということを来年度は勉強していきたいと思っています。も

うひとつの大きな課題は物流です。いかに物流コストを抑えつつ、生産地から鮮度を保っ

て輸出拠点まで持ってくるか、スピーディーに仕分けや手続きを行って飛行機まで乗せる

か、どれだけ空輸コストを抑えられるかというところが非常に大事になってきます。海外

での販売ルートの本格的開拓もまだこれからの課題です。始まったばかりの事業ですが、

成田空港がここにあるということが厳然たるこの地域の利点でございますから、成田空港

のメリットとは何なのかを再確認した上で生産地との連携、物流の工夫、販路の開拓、こ

う言ったところに取り組んで行きたいと思っております。 

 現在、成田市の地方市場を輸出拠点化のために空港近くに移転し、再整備する検討を行

っております。また、折角こういう拠点市場を整備しますので、農水産物を日本から持っ

て行くだけではなく海外からもその特有の農水産物を持ってくる、そうした双方向になる

と日本の方にとっても魅力ある市場になりますし空輸コストの軽減にもなります。そして

その市場が食の見本市になるような機能を持たせて、観光にも一役買うということも視野

に入れながら検討を進めて行きたいと考えております。 

 

〇日本のインバウンド観光について 

 日本の人口が減少し、日本の国力低下が懸念されるので、海外の成長を取り込むことで

国力の維持発展を図ろうとする中に、インバウンド観光振興の意義があると考えておりま

すが、単に国内旅客が減ったから海外旅客でも取り込もうかという生半可な気持ちでは、

まず人は来ません。インバウンドに将来を託すという気概がなければ世界との競争には勝

てないと思います。まずは少し日本の観光の現況を確認したいと思います。 

 先ほど農産物の関係で双方向の話をしました。日本も他国もインバウンドに一生懸命取

り組んでおりますが、観光も双方向が大切と思います。表を見ていただくと 2012 年の日

本の出国率は全国平均で人口 100 人当たり 14.5 人ですが、かなり地域格差がありまして、

東京は平均に比べるとかなり出国率が高く、神奈川も大阪も愛知も高くなっています。千

葉が平均。それ以外の道県は出国率が非常に低い。しかし、インバウンドだけやっていて

も、世界の観光事情も他国のおもてなしの素晴らしさもわからないし、海外がどういう目

線で日本を見ているかということもわからないと思います。韓国では人口 100 人当たり

27.5 人がアウトバウンドで海外に行き、20 人がインバウンドで来ています。観光大国スペ

インはインバウンドで 125 人が来ており、観光で相当儲けているということですが、スペ

インでも 100 人中 30 人が海外に行っている。14.5 人の日本はもう少し海外にでても良い

と思います。ここにいらっしゃる皆様は海外へ出る機会が多いと思いますが、もっと出て

いただいて、この地域の素晴らしさを是非 PR いただきたいと思います。 

 昨年、インバウンド旅行者数は 2,000 万人目前まで増加しました。今年 1 月は 185 万人、

2015 年 1 月と比べると 1.5 倍で、このままいけば 3,000 万人も夢ではありません。 

では、どの国から来ているかというとやはり中国が増えており、全体の約４分の１で約 500

万人です。2 位の韓国が 400 万人、台湾が 370 万人、香港が 150 万人となり、アジアで 80％

以上を占めています。韓国は日本の人口の半分、台湾は約 2,300 万人、香港は約 700 万人
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でこれだけの旅行者に来ていただいております。大変有り難いと同時に、好奇心旺盛で外

国に行くことに躊躇がない感覚を見習いたくもあります。 

 次は、日本の国内観光の状況です。2013 年までは国内宿泊旅行が 32,000 泊あったもの

が、2014 年には大きく落ちこんでおります。人口が減っているのでやむを得ませんが、観

光地の維持改善のためにもやはりインバウンドに取り組んでいかなければならないという

ところです。 

 次にホテル旅館の客室稼働率です。現在は大阪がトップで毎日 90％埋まっています。東

京も 84％、全国平均で 70％、成田は 75％位です。まだまだ東京並みにはなっていないの

で、もっと宿泊してもらってもいいのではないかと思います。 

 次は訪日外国人の旅行消費額ですが、2014 年で 2.2 兆円であり、日本国内における旅行

消費額全体からすると約 10％です。同じ島国のイギリスでは、約 17％をインバウンドで

稼いでいますので、日本はまだまだ伸びしろがあります。そして日本には、中国という大

人口の国がすぐ近くにありますので、もっと増えても全くおかしくありません。 

 次に外国人がどういうところにお金を落とすかと言いますと、宿泊で３分の１、買い物

で３分の１、飲食・交通で３分の１です。私は宿泊がキーポイントになってくると思いま

す。長く滞在すればするほど、宿泊地の近くでいろいろなものを購入し、飲食や観光でお

金を使ってもらえます。 

 そして、インバウンド旅行客がどこから入ってくるかということも重要です。当然のこ

とながら、空港・海港あわせた入国者数は成田空港がトップで、関空、羽田、中部、福岡、

那覇、新千歳、これらの 7 空港で全体の 90％を占めます。成田空港があるこの地域は地理

的に非常にアドバンテージがあります。 

 そして、旅行者が日本のどこに宿泊しているかというと、2014 年では東京に 30％、大

阪に 13％、北海道 9％、京都 7％、千葉 7％と数都県に集中しています。そして千葉県に

おける 275 万泊のうち 120 万泊は成田市ですので、インバウンド観光振興にこれらの宿泊

者を活用しない手はありません。 

 

〇成田のインバウンド観光について 

 成田の外国人宿泊者数は 2014 年の 120 万泊からさらに伸び、2015 年は 160 万泊です。

その要因のほとんどは中国人で、他国は横ばい又は減少しています。成田のインバウンド

振興を考えるときには、宿泊していない国の人に来てほしいと期待してもなかなか難しく、

現実のデータを元に戦略を考えていかなければならないと思っています。なお、成田の外

国人宿泊者を月ごとにみると、桜の季節の４月、夏の 7 月、8 月、紅葉のシーズンの秋、

そして冬の観光と４つの山がありますが、これは成田空港の入国者数とほぼ同調している

ことがわかります。 

 少し成田のインバウンド観光を分析してみます。 

 まずは強み。新勝寺、日本らしい参道の街並み、多様なイベント、JAPAN と同じくらい

の“NARITA”の知名度、単市で年間 160 万泊もの外国人宿泊。成田には非常に大きい強

みがあります。さらには、のどかな田園風景も資源としてあります。 

 次に弱み。観光地としての成田が認知されていない。外国語の案内表示が東京に比べて

まだまだ少ない。新勝寺以外の観光資源が弱い。広域観光の視点での他地域との連携や接

点が弱い。宿泊者が夜楽しめる参道のお店が少ない。体験好きな訪日リピーター向けのメ
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ニューがあまり用意されていない。 

 次に機会。オリンピックは当然ながら飛躍のチャンス。成田空港の国際線ネットワーク

が充実している。外国人の成田空港利用者が増えてきている。LCC ネットワークの拡充に

より国内線が充実してきた。駅前も再整備されて綺麗になり、今後、国家戦略特区の中で、

国際的な医学部や、農水産物の輸出拠点ができる。それから成田空港の機能強化について

も議論が進められています。 

 次に脅威。羽田空港への国際線のシフト、関空や静岡富士山空港等への中国路線のシフ

ト、市内の北米宿泊者数の大幅減少、参道に空き店舗が散見されるということなど。 

 以上を踏まえて、さらにマーケティング調査を行い、今後の方向性をしっかりと議論し、

計画的に施策を展開していく必要があると考えております。また、私としては、成田に宿

泊している方に、訪日旅行の最後まで日本らしさを楽しみませんかということで、成田の

日本的な風情と魅力を『ラストジャパン』というタイトルで楽しんでいただくことを検討

しており、観光庁とも連携した事業展開を進めてまいりたいと考えております。 

  

〇成田ブランド形成に向けて（私案） 

 最後に、こうすれば成田の観光はおもしろいのではないかという私なりの考えを手前勝

手に述べさせていただきます。 

 やはり成田は宗教が生きているので、それを体験という形で味わってもらうのはどうか。

護摩や説法の意味を理解して体験してもらう、参道の旅館を素晴らしい宿泊体験として復

活させる、祝休日は車の通行を止め、路上に机といすを並べて、鉄砲漬けやだんご、煎餅、

お酒で、少しでも長く参道の風情を楽しんでもらう。それを着物や歌舞伎衣装を外国人に

着せ、そういう楽しみができる場所だという事にしてしまえばもっと面白くなるのではな

いか。夜は新勝寺や参道を芸術的にライトアップして、ラスト日本ディナーを楽しんでも

らう。 

 また、成田空港の飛行機が見えるさくらの山もまだまだ活用できます。本年 3 月にさく

らの山で生の羊肉を炭火で楽しむジンギスカンイベントを行いました。日本最初の宮内庁

御料牧場がこの地にあり、宮内庁料理人が賓客にジンギスカン料理を供し、その食文化を

今に継承している成田がジンギスカンを宣伝しないのはあまりにももったいない。このイ

ベントの 200 人分のチケットはほとんど成田市民により一日半で完売しましたが、これを

定期的なイベントにしてもっと広報すれば、必ず他地域から観光客を呼び込めるはずです。 

 また、成田にしかない魅力を我々自身が自覚、確立し、効果的な発信をすることが大切

です。効果的な発信とはストーリー性であり、例えば新勝寺、お不動様、護摩が何なのか、

そのことを短い言葉で誰にでもわかるように、そのありがたさを含めて、市民ひとり一人

が発信できなければいけないと思っています。もちろん市としても、どういうストーリー

を語っていくのかを考えなければいけないと思っております。あとは成田らしい体験を提

供できれば、体験者にとって成田が特別な場所となり、リピーターが増えるはずです。特

別な場所であることとリピーターの相関性は統計でも示されております。 

 農業体験についても、この地域では当たり前すぎて発想が出てこないかもしれませんが、

これだけ立派な門構えのいかにも農家らしい家が残っている地域は、日本の中でも非常に

珍しいと思います。ここに外国人や都会の家族を泊めて農業を体験して頂く。 
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 また、成田名物の鰻をハラル向けに提供することでムスリムの方々を呼び込めると思い

ますし、参道を石畳風にすることによってもっと趣がアッ

プするのではと考えております。石畳は他の地域では結構

やっており、国の支援も考えられますので、賢い方法を検

討したいと思います。 

 時間切れで駆け足でのお話になってしまいましたが、こ

の卓話が少しでも皆様のお役にたてたならば幸いです。本

日は御清聴、誠にありがとうございました。 

 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 
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