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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2649 回例会 平成 27 年 3 月 27 日（金） 
 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      齊藤 三智夫 会員 

◇ お客様 

成田市長 小泉 一成 様（卓話者） 

 

◇ ニコニコボックス 

松村 里美 会員：２週間前にこの場所でお話させていただき

ましたが、４月１日の定期人事異動で立川に赴任となります。

思い起こせば２０１３年４月に入会し、丸２年間大変お世話に

なりました。大変伝統ある成田ロータリークラブで地元の名士

の皆さん、普段なかなかお会いできないような方々にいつもお

声掛けをいただき、私の会社生活３１年の中で、密度の濃い２

年間を過ごせましたことに御礼申し上げます。冒頭、４つのテ

ストを噛み締めながら唱和させていただきました。行動指針、今後の会社生活、人生にお

いても指針になると改めて思いました。今度はエリアが広く、立川の駅前、昭和記念公園、

八王子、高尾、横田基地。今後は旅客機ではなく軍用機を見ることが多くなるのではない

かと思います。先ほど、隣に座っていらっしゃった平山会員から飛行機に縁があるんです

ねと言われましたが、空を見上げながら、成田を思い出し皆様に感謝しながらこれから頑

張っていこうと思っております。２年間本当にお世話になりました。ありがとうございま

した。 

 

松田 泰長 会員：３月２３日、会社の創立記念日でした。丸

２８年目となりました。本日は小泉市長、ありがとうございま

した。松村会員２年間ありがとうございました。全てを込めま

してニコニコいたします。 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、そして今日は分刻みのお忙しい公務のなか小泉一成成田市長にお越

し頂きました。後ほどお話を頂きますのでよろしくお願いします。 

 さて、世界を震撼させた航空機事故というより事件が起きてしまいました。全ての職に

おいて実用のテクニック・技術の研修は行われていますが、心、人間性の向上に向けた教

育が欠落してしまっているのかなと感じてしまいました。 
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 ４月の新年度に向けた準備が多くの企業、団体で行われていますが、ロータリーでも明

日２８日にＰＥＴＳクラブ会長研修セミナーが開催されます、２７９０地区では今まで午

後のスタートでガバナーエレクト、委員長からのお話を聞くだけのものでしたが、今年か

らは丸 1日で午前中は従来通り、午後の部は 11チームに分かれて３セッションのディスカ

ッション形式で行われます。 

成田からディスカッションテーブルマスターとして、諸岡さん、設楽さん、石橋さん、

そして松田の４名が参加します。テーマに沿って「考える、話す、聞く、考える、話す、

聞く」の繰り返しが、理解力に於いて、ただ聞くよりも遙かに効果的であると言われてい

ます。 

この後、小泉市長からお話を頂きます、お話の後に質問の時間をとりたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

 

◇ 医療情報   橘 昌孝 会員 

皆さん、インフルエンザは終わったと思っていらっしゃいませ

んか？先週印旛管内で１２０名ちょっとという報告がありま

した。今朝、７歳の女の子が３７度６分の熱があるということ

で来院され、お母さんから検査をしてくれと申し出があり検査

しましたところ、Ｂ型に感染しておりました。大した熱がなく

てもインフルエンザの可能性があるということです。このお子

さんは、少し前にお父さんがＢ型のインフルエンザだったそうです。周りに感染者がいる

場合は注意が必要です。それと、例年だと下火になる時期ですが、花粉症の勢いがすごい

ことになっております。調子の悪い方も薬を飲むと楽になりますので早めに対処されるこ

とをお勧めいたします。最後に、市長と松村さんへ贈る言葉です。 

 

『知っているのと、実行するのとでは天と地ほどの開きがある』 

 

◇ 委員会報告 

・つり同好会    矢島 紀昭 会員 

４月１８日（土）９時半成田出発、飯岡へホウボウ釣り。 

後日Ｕーシティホテルさんで調理していただいて釣り談義の予定。

初心者も大歓迎です。長靴、カッパ、それ以外は船宿で準備でき

ます。 

 

 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・例会変更４月分 成田ＣＲＣ、八街ＲＣ 

・移動例会他出欠確認 

   ４／ ８（水）２クラブ合同花見例会、ゴルフ 



3 

   ４／１８（土）09:30成田発 海釣り 

   ４／２４（金）月桂樹例会 

 

◇ 卓話  

～～～ 成田の現状～～～ 
 

小泉 一成 成田市長 

本日、このような時間と機会を与えていただきましたこ

とに、御礼を申し上げます。松田会長始め成田ロータリー

クラブの皆様には、奉仕活動とともに、被災地の子供達を

招いてのサッカー交流などご尽力いただいております。日

頃の活動、取り組みに対しまして、敬意を表するものであ

ります。そして、私も昨年３期目の当選を果たすことがで

きました。立候補届け出日の夕方５時に私以外の立候補者

がいないということで無投票でした。ほっとしたと同時に、

しっかり取り組んでいかなければいけないと意を強くしました。通常でしたら３月に議会

が開会されますが、市議会議員選挙の関係で今年は２月に開会し、平成２７年度の予算６

１１億円、特別会計を含め８９７億円の予算の承認いただき４月１日から新年度がスター

トします。 

成田市が昭和２９年に誕生した時、人口が４５，０００人。一般会計が１億４０００万

円。人口は少しずつ減少している状態でした。これがこのように発展してきたのは、先人

の皆さんの取り組みの賜物だと思います。と同時に、国際空港が成田に決まったことが大

きな要因だろうと思っています。昨年１１月２４日、日本経済新聞に「豊かな都市のラン

キング」という記事が掲載されました。全国１位は浦安市、２位武蔵野市、３位神栖市、

成田は６位でした。アドバンテージの高い街であると思うと同時にやりがいを感じていま

す。 

これからの日本は高齢社会、人口減少、少子化、これは自治体も同時に考える課題です。

これからの街づくりで第一に考えるのは高齢、人口減少にどう対応し、克服していくかと

いうことです。その中で昨年、総務大臣、岩手県知事を歴任された増田寛也さんが座長を

務める日本創生会議から驚く調査結果が出ました。若者が東京へ流出し一極集中が強まる

こと、２０歳から３９歳までの女性が２０１０年からの３０年間で半減してしまう自治体

（これを消滅可能性都市という）が１８００自治体のうち８９６にものぼるということで

す。千葉県では５４自治体中２７自治体。成田は入っておりませんでしたが、将来的にそ

うならないように今から手を打つ必要があります。驚いたのは、東京２３区の中で豊島区

が入っていたことです。 

そういった調査結果を受け、安倍政権で【まち・ひと・しごと創生法】という法律が閣

議決定され、昨年施行されました。この地方創生法により、地方創生交付金が全国の自治

体に交付され、それを充当して街の活性化に取り組みなさいということです。成田市も頂

きました。その使い方として、 

② 成田市に新たに起業する方の経費を一部補助 
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②プレミアム商品券５億８千５百万円の発行。 

（１３，０００円相当のものを４５，０００冊発行予定） 

６月下旬に発行予定。今まで大変好評でしたので予約制にするか検討中。 

今までは大型店で殆ど消費されておりますが、街の活性化を考えますと、小売店でも使

っていただきたいということで、プレミアム分の３，０００円は一定のお店でしか使え

ないようにできないか検討中です。 

③ 『（仮称）「成田御案内人市川海老蔵」プロジェクト』 

市川海老蔵さんに成田御案内人に就任していただき新しいプロジェクトをスタートする

段取りをしています。３年間の予定でおります。市川宗家と成田山は江戸の元禄以降不動

信仰で強く絆が結ばれています。海老蔵さんの歌舞伎には成田の不動信仰の台詞が出てき

ます。歌舞伎を観て成田に興味を持っていただける方も相当いるのではないかと期待をし

ております。歌舞伎の日本伝統・文化と連動し、成田を大いにＰＲし多くのお客様に来て

いただく、観光客の誘致に繋げたいと思っております。松竹の方に聞きましたら、歌舞伎

の演劇チケットを完売できるのは海老蔵さんぐらいだそうです。本年７月２９日、駅前再

開発ビルの中にある多目的ホールのこけら落とし公演をやっていただく予定でいます。ま

た市内の小中学校に出向いて歌舞伎講座、市民との交流会、観光マップへの海老蔵さんの

写真掲載、ブログを通じて成田を発信、ファンとの交流サイトの設立なども予定されてお

ります。すでにこのことは海老蔵さんのブログで発信されており、影響力の大きさを感じ

ております。 

人口減少の話に戻りますが、今年の２月２７日、日本経済新聞で発表されておりました

が、人口減少しても人を呼び込む街のランキング、子育てしやすい街町のランキングとい

うことで、成田は１８位でした。これは千葉県・首都圏の中でトップです。１位愛知県長

久手市、２位、３位は沖縄でした。小児科、産婦人科が街の中にある、医療が揃っている、

学校の教育の評価が高いということです。 

成田は市内全小中学校に外国人の英語の先生を配置し、小学 1 年生から英語を習ってい

ます。また国際空港も近いことから、実際に街へ出て行き、参道などで積極的に話しかけ

るような実践的な英語授業も取り入れております。これが高い評価へ繋がっているのでは

ないかと思います。しかし今成田市では、２００名近いお子さんが入園申請をしているの

に入れない状況ですので、子育て支援の観点から、これを限りなくゼロへ近づけたいと思

っています。そこで今後３年間で９ヶ所の小規模保育施設を確保していきたいと考えてお

ります。このうち平成２７年度は３ヶ所の小規模保育施設が整備される予定です。また３

つの事業所内保育所も設置していただく予定です。ただ、保育士不足が問題になってきま

す。理由は長時間の拘束、賃金の安さ。この保育士不足の問題を何とか解決していきたい

と思っています。 

人口減少は、職があれば解消されます。空港勤務者は４１，０００人。空港関連を含める

ともっとです。空港の存在は大きく、今後の成田の成長を考えた場合、成田空港の機能拡

充もやらなければならないと思っております。 

次に、高齢社会の問題ですが、千葉県は全国２番目のスピードで高齢化が進んでいます。

人口１０万人に対しての医師、看護師の人数が４５番目、埼玉、千葉、神奈川がワースト

３を争っている状態です。２０２５年がキーワードになってきます。印旛市郡医師会の新

年会で話がありましたのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、団塊の世代が７５
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歳になり後期高齢者になります。その中で医療体制が構築されているか、対応できるか、

全く未知の世界です。東葛地区の医療は崩壊するのではないかと思われます。 

６５歳以上の認知症が７００万人になるだろうと厚生労働省の調査で出ています。６５

歳の５人に 1 人がなるのではないか。千葉大学の医学部付属病院が２０２５年で千葉県で

はどれくらい医師と看護師が不足するか調査しましたところ、医師は最大で約１，２００

人、看護師は約１５，０００人不足するそうです。介護職員は全国で３０万人の不足だそ

うです。 

成田市内に、看護師、介護に従事する職員を輩する大学として、国際医療福祉大学が平

成２８年４月の開学に向けて建設を進めています。これにより研修が成田の色々な病院や

福祉施設でなされるため看護師等の不足は緩和されると思われます。看護師を目指す学生

には２年前から奨学金制度を実施しています。奨学金を受けた期間と同じ年数を成田市内

の病院で従事する場合、奨学金を返済しなくていいという事になっております。 

医師については、成田が国際医療学園都市構想を提案し、東京圏の一部として国家戦略

特区に指定されました。その案のメインは医学部を成田で作らせてくれということです。

千葉県の人口約６２０万人の中で医学部が一つというのは医師不足の要因の一つではない

かと思われます。四国４県では、人口約４００万人に医学部が４つもあります。 

外国人の優秀な医師が日本に来た場合、日本の医師免許を持たないと診療にあたれませ

ん。この規制を取っていただき、特区内では診療できるようにしてほしいと考えています。

成田では、市内のホテルにエアラインクルーの方が１日１，１００人くらい宿泊されます。

年間にすると約４０万人です。またこれから東京オリンピック、パラリンピックで多くの

方が日本にいらっしゃいます。そういう方々が、具合が悪くなった時に安心して医療を受

けられるよう、外国人の方にも是非診療にあたってもらえるようになってほしいと思って

います。外国人の看護師さん、介護職員さんなどなかなか仕事に就けませんが、それも規

制緩和していただき特区の中で出来るように取り組んでいる最中です。グローバルと言っ

ても、日本の規制はグローバルに対応していません。外国規格にあった規制緩和を安倍政

権にやっていただきたい、その先駆けになるのが特区に指定された地域なので、これから

もしっかり取り組んで参りたいと思います。 

高齢化への対応といたしまして、今年の８月宝田に１００床の介護老人保健施設が開設

いたします。また、平成２８年３月までに１００床の特別養護老人ホームを２つ開設する

見込みです。福祉法人が開設するわけですが、一つは大栄地区、もう一つは公津地区に予

定しております。 

今後３年間のうち、もう５０床の増床も考えております。施設が整ってきますと、どう

しても介護保険料が高くなってしまいます。他の自治体で介護保険料が安い所は高齢者施

設が少ないという証拠でもあります。 

人口減少社会になりますと医療、介護従事者が少なくなり、日本だけでなく海外の方（Ｅ

ＰＡ経済連携の方は実習を受けて職に就くことができますが）にも、対外的に門戸を広げ

るべきではないかと国に訴えているところです。 

国家戦略特区の中で、一昨日のワールドビジネスサテライト、昨日のＮＨＫのニュース

で見た方もいるかと思いますが、成田市場を農水産物の輸出拠点化基地にしようという取

り組みもスタートいたしました。昨年１０月から成田市場輸出拠点化研究会を立ち上げ農

林水産省、国土交通省、空港会社、日本貿易振興機構（＝ＪＥＴＲＯ）、ＪＡ、農業生産者、
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物流事業者も入り、研究会を４回行いこのほど取りまとめられました。 

これは国家戦略特区と絡めており、農産物、水産物を輸出する場合、検疫は別、通関も

別、産地証明、爆発物の検査も別。煩雑で輸出するのに７日は掛かります。それを成田の

市場で、ワンストップでできるような方向が見えてきました。これにより３日で輸出でき

ます。水産物はもとより米、青果物（イチゴ、さくらんぼ、大葉など）。国際空港を生かす

ために、新鮮なものであることが重要です。そして速さ。ホーチミンに海運でものを送る

と６日掛かりましたが、飛行機だと６時間半です。近いところでは空輸の意味がありませ

ん。４，０００キロ以上離れた国々、富裕な国々、中東、ＥＵなどが対象です。２０２０

年、年間輸出目標額を８８億円に設定し取り組んでいます。今年の秋には実証実験がスタ

ートします。これも空港を生かした取り組みだと思います。 

これからの街づくりですが、“医、職、住”を充実させることが重要だと思います。国家

戦略特区の中で、強く権限移譲してくれというのが農地転用許可です。これが煩雑で申請

準備の期間も含めると早くて２年です。折角企業が進出しようとしても、ここで足踏みし

てしまいます。また航空会社のスタッフ、キャビンアテンダント、グランドハンドリング

スタッフ（空港地上支援業務）の外国人実習を３年から５年へという案も出ております。

国際空港都市にふさわしい成田市づくりに今後とも取り組んでまいりますので、成田ロー

タリークラブの皆さんのご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。本日は御清聴ありが

とうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 

※２７９０地区のホームページ（地区内クラブ活動状況）に成田ロータリークラブ主催サ
ッカー大会の記事が掲載されております。記事は近藤会員が書いて下さいました。是非 

ご一読ください。http://www.rid2790.jp/2014/club/index.php 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝、近藤 博貴 各会員 3 月 25 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

松田 泰長、設楽 正行、石橋 菊太郎 

諸岡 靖彦、佐瀬 和年 各会員 
3 月 28 日 

PETS 

クラブ会長研修セミナー 

佐瀬 和年、深堀 伸之、石川 憲弘、成田 温 

遠藤 英一、松田 泰長、平山 秀樹 

甲田 直弘、吉田 稔、神﨑 誠、後藤 敦 

角田 幸弘 各会員 

3 月 31 日 次年度委員長会議 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ３６ ２８ ５６．２５％ ７０．３１％ 

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 

 


