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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 2624 回例会 平成 26 年 9 月 19 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      吉田 稔 会員 

◇ お客様 

山万株式会社常務 林 新二郎 様、常務 高橋 達之 様 

三井住友銀行   能口 卓也 様、松田 進吾 様 

成田付属高等学校 早川 公敏 先生 

インターアクトクラブ 平山 成之助 君、森本 嶺生 君 

 

◇ ニコニコボックス 

喜久川 登 会員：最終例会でゲットいたしましたビューホテルの

宿泊券をどのように使おうかと思っておりましたが、私は川島会員

の顧問を拝命しておりますので、ビューホテルに泊まり込みで勉強

会をしました。石川会員と高橋会員にもお付き合いを頂き、サウナ

に入りご飯を食べ、お酒を呑み、「ロータリー道」について語り合い

ました。とても楽しく有意義な時間でした。 

 

大澤 浩一 会員：いつも当校のインターアクトクラブが大変お世

話になっております。今日は顧問と２年生を連れてきました。また、

１０月１日水曜日、インターアクトの例会があります。３時４０分

からです。ぜひ興味のある方はいらっしゃってください。 

 

早川 公敏 先生：本日はお招きいただきありがとうございます。

そして日頃は、インターアクトクラブのご支援ご協力を賜り感謝し

ております。現在は部員６名で活動しております。平山会員の娘さ

んである温子さんが頑張って盛り立ててくれ、１名だった部員が６
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名にまで増えました。そこでは部員達が意欲的に取り組むべくアイデアを出してくれてい

ますので、平山成之助の方から現在取り組んでいることを話してもらいます。 

 

平山 成之助 君：普段から社会奉仕の理念に基づき様々な活動を

していますが、今行っているのは、構内にペットボトルキャップの

収集箱を設置し、ペットボトルのキャップを集めるリサイクル活動

を行っています。この活動がもっと他の活動にも幅を広げられるよ

うな起爆剤になればと思います。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 皆さんこんにちは。先週の月見例会はたくさんの家族の

参加をいただき楽しい一夜を過ごすことができ有り難うご

ざいました。 

本日は、三井住友銀行・能口様、松田様、そして、山万

（株）林様、高橋様ようこそいらっしゃいました。林様に

は後ほど卓話をいただきます、よろしくお願いします。 

そして、成田付属高等学校インターアクトクラブから顧問

の早川先生、平山君、森本君、早川先生は何度もお越しいただいていますが、生徒の皆さ

んは初めてですね。 

ロータリーでは色々な活動を行っていますが、今月は「新世代月間」です。次の世代を

担ってもらう皆さんを理解・応援し、そして皆さんにロータリーを知ってもらうという月

間です。今日はロータリークラブという雰囲気を皆さんの目線で感じていってください。 

そして今まで以上に皆さんとの交流の機会を設けていきたいと思っています。 

さて、今日は神崎幹事がお休みですので、私からお知らせとお願いです。来週２６日は

クラブとしての大きな節目であるガバナー公式訪問となっております。通常の 1 時間の例

会と、その後のクラブ協議会という構成で、終了は１５時２０分の予定です。一人でも多

くの参加をお願いします。 

 

◇ 委員会報告 

・長期計画（ＣＬＰ）委員会   小宮山 四郎 委員長 

例会終了後、長期計画（ＣＬＰ）委員会を千鳥の間で行います。 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会 長原 正夫 委員長 

例会終了後、ロータリー財団・米山記念奨学委員会を行います。 

 

・親睦      吉田稔リーダー 

先週のゆめ牧場での家族例会、お疲れ様でした。家族会員１５名を含む合計４６名の参加

でした。１０月の親睦旅行もよろしくお願いいたします。補助金を加味した会費でのお知

らせとなっております。また例会終了後、クラブ管理運営委員会を開催いたします。 
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◇ 幹事報告   深堀 伸之 副幹事 

＜回覧＞ 

印西ＲＣ、成田空港南ＲＣ   週報 

地区青少年委員会からのレポート、地区研修協議会の報告 

ロータリー文庫から資料の目録、印旛沼クリーンハイキングの案内 

親睦旅行の出欠表 

 

◇ 表彰 

ニューメンバースポンサーピン 

小柳 政和 会員 

 

◇ 卓話 

ユーカリが丘の街づくり 
山万株式会社常務 林 新二郎 様 

今日はお招きいただきありがとうございます。久し

ぶりにロータリーソングと４つのテストの唱和をさせ

ていただきました。実は佐倉ロータリークラブの会員

でした。辞めてはしまいましたが、奉仕の精神だけは、

常日頃仕事をする中でいつも心がけています。 

初めに自己紹介をさせていただきます。私は生まれ

も育ちも千葉県で旭市出身です。旭市はご承知の通り

東日本大震災で被災し完全にはまだ復興しておりませ

ん。東総地区にあっては小さい頃から成田、佐倉は憧憬の地でした。そういう思いもあり

大学４年の時、地元に貢献できるような仕事をという思いから、当時ユーカリが丘を開発

しようと社員募集をしていた山万に入社した次第です。 

さて、ユーカリが丘は、開発着手の昭和４６年から４３年経っています。会社自体は昭

和２６年２月に創業、その当時は大阪が本社でした。会社名に『万』が付くのは糸屋さん

が多かったのですが、山万も繊維問屋からのスタートでした。現社長が東京に出てきまし

て東京支店を昭和３６年に作りました。当時、繊維の時代の担保で得た土地が湘南の方に

ありました。その土地を何とか現金化しなくてはいけないということで調べましたら、家

を建てるには造成が必要だったり許認可が必要だったりということを学び、宅地開発に進

んで行きました。最終的には３，３００戸ほどを分譲することになりました。それがすべ

てユーカリが丘開発のベースになっております。今日、横須賀市ハイランドという地区が

ありますが、日本で初めてのカタカナの住居表示地区となりました。湘南ハイランドとい

うブランドで販売しましたが、山の上で一戸建てばかりの販売。当時は好評でしたが、街

の新陳代謝がなかなか起きないような形になってしまった。久里浜の駅から徒歩３０分程

でやっと住宅街の入り口。これで本当に街づくりができたのかとつくづく考えたところで

す。ユーカリが丘は鉄道を敷くところから始まりましたが、当時は分譲撤退型で昭和４０

年からおよそ１０数年で販売が終了しました。当時は単に住宅団地を作るのがデベロッパ

ーの仕事でございました。高度経済成長の流れ、あるいは終身雇用、それから住宅ローン
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も生まれてきたわけですが、御多聞に洩れず分譲撤退型の開発をやったわけです。これが

１０年、２０年経つと、だいたい住宅のご購入者は３０代、４０代、そのまま新陳代謝が

起きないとするとストレートに高齢化します。先ほど、会員の方とお話ししましたが、小

学校が４クラスから１クラスへ減ってしまったと。それと同じような現象が今日、日本全

国でどこでも起き始めました。そうなると街の衰退のスピードは早く新陳代謝が起きない

と商業もダメになります。一人当たりの消費する数量が少なくなってくるので地域経済に

も影響が出てきます。今日全国で８２０万戸くらい空き家があると言われていますが、こ

れも大きな問題です。空き家がどんどん出てくるとニューヨークの地下鉄と同じで犯罪の

発生率も顕著になってきます。いろんな意味で新陳代謝が起きない街というのは衰退の一

途を辿ってしまうところがあり、そういう街を作ってはいけないんじゃないかなと、住宅

団地を作るだけではなく本当の街づくりをやってみようという考え方を持ったわけです。

そうしますと、会社の経営そのものを見直す必要があるんじゃないかと考え始めました。

街を作るということは一過性の事業ではないので、５年１０年、よく長期計画ですと１０

年と言いますが、行政は総合計画であるとか、あるいは都市マスタープラン、これは２０

年、３０年なんです。我々は３０年でもどうかと思っていますのでそういう生意気なこと

を言うのであれば、会社の経営そのものもちゃんとしなければいけないだろうということ

になります。我々は今も上場しておりません。上場しますと、株主さんが不特定多数で大

勢になり、私達が考える街づくりや経営が出来にくいというのは一方の事実です。従って

上場しないと決めたのです。そうすると年間の利益を一定に保てばいいじゃないか、所謂

長期安定型の経営方針を持とうじゃないかと、そうしないと中々街づくりはできないだろ

うと。ご案内の通りバブル期の前に計画された街づくりは全国津々浦々頓挫したわけで、

それで街づくりができるかというと出来ないのです。バブルだろうがどういう景気であろ

うがコンスタントに会社の経営をしていく必要があるだろうという考えを持ちました。し

たがってお手元に『夢百科』という冊子があるかと思いますが、その５ページに８，４０

０戸３０，０００人の街をつくろうじゃないかという計画を昭和４６年にしたわけです。

当時は３０，０００人であれば一つのコミュニティー、行政単位が取れました。今日で言

うコンパクトシティをやろうと考えました。従って、ユーカリが丘は市の出張所、消防署、

派出所、学校等々、行政としての一通りの機能は有しています。３０，０００人の街を作

るということは一つの行政単位を作るのに同義語だという認識を持ってきましたので、そ

れをそのまま実践してきたわけです。先ほど、経営のこともお話ししましたがこれをロン

グタームの中でどう経営に位置付

けるかと申しますと、長期安定型で

確実に黒字経営しなければいけな

い、そこで我々は、２００戸ずつの

定量分譲という考え方にしました。

撤退するような街ではなく、その街

に張り付いてハードとソフト（ハー

ドは大手のデベロッパーさんであ

れば次から次へ色んなものを作る

ことができるがそこで本当に街が

できるかというとこれが中々でき
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ない。大学の先生にもいろいろ申し上げてその都度出てくるのは、大学で教える都市計画

は常にハード一辺倒に偏ってきた節がある、心理学、統計学だとか哲学等も含めて議論し

ないと街は出来ないだろうと。）ソフトの部分がハードと一緒になって進まないと本当の街

は出来ません。我々が参考にしている街づくりの一つに、イギリスのレッチワースが上げ

られますが、３万人ぐらいの街づくりを１００年以上かけてやっています。運営の母体は

民間から始まり財団に移ったりしていますが、「ローマは一日にしてならず」を実践してい

ます。近代都市形成の大いなる参考になっています。私どももレッチワースの街づくりを

参考事例として長期経営の参考にしています。 
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もう一つ申し上げておきますと、アメリカのオレゴン州のポートランド。ここは５０万

人くらいの広域行政圏を作り、街の役割分担もしっかりしています。鉄道や商業など一つ

一つのことを紐解きながら街の運営を行っているというソフトの部分ではとても参考にな

り、継続的にリサーチしながら、私どもの街づくりに生かしています。長期安定型の経営

をしていくためにはただ街を作って売ればいいんだというのではなく最低でも５０年（ユ

ーカリは４３年）、ハーフセンチュリーからセンチュリーのプロジェクトとして捉えて行か

ないと中々そこへは辿り着けない。従って我々はまだ夢の途中なのでこういう夢百科とい

う冊子を作ったりしています。“言うはやすし”でして、ソフトの構築は大変難しいです。

今でも（私も含めて今日一緒に来ている常務の高橋も）ユーカリが丘に住んでいます。住

まないとなかなか街の変化が解からないという面があります。東北の復興を一緒にやって

くれないかというお話もいただきますが、経営資源を全部集約しないと出来ないと思って

おります。朝宅配される新聞に入っている広告を見ないと（町の情報源ですから、住まな

いと）わからないことが沢山あります。キチンと地に足をつけた開発をしようという風に

思い立ったところでこの街が最終的に３万人の街を作るためにはどう考えても半世紀近く

かかるだろうということがわかったわけです。総計画戸数８，４００戸となっております。

２００戸ずつ販売すると４２年かかります。分譲が始まりましたのが昭和５４年、第１回

の入居が５５年。もう３４年。今年で３５年になります。丁度今日ピッタリ７，０００戸

まで来ております。最終的には８，４００戸と書いてありますが 1 万戸前後になると思っ

ています。世帯人口が開発を始めた時はユーカリが丘は３．７人でカウントさせられまし

た。それに従って負担金を支払いましたが、今は２．６人位に下がっています。そうなり

ますと、インフラの部分もまだゆとりがあるというのが現状です。多少周辺を巻き込みま

すと 1 万戸前後になると思います。また、ハードとソフトを一緒にやって行くためには、

街の経営そのもの、タウンマネージメントという発想を持って捉えていかなければいけな

いだろうと思っております。 

先ほど、不動産業者の会員の方とも名刺交換をさせていただきましたが、我々は街全体

のタウンマネージメントから出発しておりますので、街全体の資産運用、街全体の賃貸管

理等をしっかりとやって行けばそれなりの不動産価値の維持はできると思っております。

ここ成田市は大変にポテンシャルの高い行政でございます。千葉県の中では財政力指数２

位、１位は浦安、佐倉市は１４位くらいですので、成田市に近づく為にも街そのものの運

営方法を真剣に考えていく必要があります。昨日発表の基準地価の新聞記事をコピーして

参りましたが、ユーカリが丘２丁目、宮ノ台２丁目、これは佐倉市の中でも一番値段が上

がっている場所です。これから駅前に新たにイオンさんが出店予定です。そうなりますと

来年は確実に上がってくるだろうと思われます。我々の経営哲学が長期安定型にしようと

いうことから始まって、街の運営そのもの、タウンマネージメントをきっちりやって行こ

うという取り組みの中でこういう現象を起こせているのかなと感じているところです。た

だこれをやるためには、私も住民のボランティア活動とか、商店街の活動とかＮＰＯ法人

と一人何役もこなさなければなりません。ソフトを作るのは並大抵ではないとつくづく感

じております。影ながら色んな形で住民や商店街の人たちを助けていく、表に出ずに手伝

うというのは難しいのですが、「表なし（おもてなし）」の精神をもって街を作っていかな

ければいけないと思っております。あとで冊子の６・７ページをご覧になっていただきた

いと思います。６ページには街の成長管理と三位一体の開発の考え方を記載しております。
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これは我々はディべロッパーですのでデベロッパーが開発行為を行う事によって住民の皆

さんがどんどん増えていく、それに伴って街のハードも整備して行きますが、その整備し

たものによって市税等の納税効果が現れて行く。我々は、ハードもソフトもどんどん作っ

て行こうと思いますが、この行政の部分だけはどうすることもできません。この行政サー

ビスの内、民生費割合が少子高齢化の影響で年々高まっていますが、佐倉市もあと７，８

年で５０％を超えることになると思います。そうなりますと市税を増やしていけるような

仕掛けが必要かと思います。折角お住まいいただいても住み続けていただけるような環境

を作ることが出来なければ意味が無い。そういう意味では、今は、佐倉市は１７万５千人、

４７３億円余りの財政規模、成田市と比べますと人口は多いが財政規模は小さい。そのた

めに我々はユーカリが丘の駅前に大学をもってきたいとずっと考えておりました。 

少子高齢化の流れの中でいかに若者を確保するかは大きなテーマです。そういう意味で

は成田市さんが国際医療福祉大学の誘致を決定されたのは素晴らしいことだと思います。

我々も９年前から誘致をやっておりますが、それを生かす次の手立て、その後のことも考

えております。アメリカでは大学とリンクしてＣＣＲＣ（Continuing Care Retirement 

Community）という考えに基づいて街づくりが相当進んでいます。西海岸、東海岸、それぞ

れで進んでいますが、大学と連携して大学の知恵を街づくりにも生かす。若者に活躍して

いただこう、それをまた福祉に生かしていこうということで産官学民が一体となって街を

作っていくという考え方がこれからの日本でも求められるだろうと思います。 

環境の問題についてもスマートコミュニティー構想を推進しているところです。これもト

ータルのエネルギーをどうするか。実は、昨年農業生産法人も立ち上げさせていただきこ

れからの農業はエネルギーと人件費とのコストバランスだと思っていますので、それを確

立出来れば、日本の農業も海外に輸出できるのではないかと思います。ミャンマーのヤン

ゴンにも事務所を出させていただきました。当面、ミャンマーにはサービス付きアパート

メントを作っていく予定ですが、日本の方々が安心して泊まっていただけるようなホテル

を作らせていただこうと。それをベースに色んな街づくりが（少子高齢化にもびくともし

ないような街づくり）海外、取り分け東南アジアではそういった展開もさせていただきた

いと思っております。時間の関係で大分はしょりました

が少子高齢化の中では地元がお互い連携し、元気を出し

て行かねばなりません。そのためにはここにおられる会

員の皆様、どうか色んな形でアライアンスをお組みいた

だき、成田と佐倉、一丸となって日本のまちづくりのモ

デル地区になるような街づくりを推進させていただき

たいと思っておりますので、今後ともこれをご縁にお取

り引きをお願い申し上げまして卓話を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。  

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

喜久川 登 会員 ９月９日 甲府南ロータリークラブ 

諸岡 靖彦 会員 ９月１４日 
地区ロータリーリーダーシ

ップ研究会（RLI） 

松田 泰長、橘 昌孝、設楽 正行、喜久川 登 

石川 憲弘、小宮山 四郎 各会員 
９月１９日 

第４回長期計画（ＣＬＰ）

委員会 

吉田 稔、鈴木 信行、佐久間 高直、角田 憲司 

松村 里美 各会員 
９月１９日 親睦委員会 

長原 正夫、平野 省二、佐藤 英雄、本宮 昌則 

堀口 路加、小坂 裕巳 各会員 
９月１９日 

ロータリー財団・米山記念

奨学委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４３ ２０ ６８．２５％ ９５．２３％ 

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 

 


