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それでは、この辺で松戸市の商工業の現況に触
れてみたいと思います。
ここに、製造品出荷額や卸・小売業の販売額に
ついて、近隣他市と比較した数字がありますので、
お話させていただきます。（詳細は資料を添付し
てありますので、後ほどご確認下さい。）
昨年の11月に、会頭に就
任し、やっと半年が過ぎたと

千葉県の「工業統計調査」によりますと、松戸

ころですが、商工会議所の会

市における平成21年度の従業員４人以上の事業所

頭職がこれ程の激務であり、

数は395件と８年前の平成13年度521件からみます

また、責任の重い役割である

と、24％減であり、平成19年度において復調の兆

ことを痛感している毎日でご

しがありましたが、船橋、市川、柏においても同

ざいます。

様の傾向で減少しております。一時製造拠点を国
内に戻す動きがあったものの、長期的な視点から

我が国は、この３月に東日本大震災という戦後
最大の災害に見舞われ、多くの人命を失い、津波

は海外・地方へのシフトが進んでいると言わざる
を得ません。

と原発事故により、経済的にも大きなダメージを
受けました。松戸市においても、少なからず影響

一方、製造品の出荷額をみると、平成13年度

を受けている事業所が多々ありますが、松戸商工

4,360億円であったものが、平成21年度4,349億円

会議所としても、まず自らの足元を固めながら、

とほぼ横ばいの状況で、事業所数の減少に対し、

被災地の支援にも全力を尽くして参りたいと考え

傾向が相違しております。これは、松戸市内に３

ております。

つある工業団地に多くの遊休工業用地が出始めた

さて、今回は「松戸市の商工業の現況と商工会

平成15年以降において、工場跡地に倉庫等の物流

議所の役割」をテーマとしてお話をさせて頂きた

拠点が多く入ってきたため、出荷額が維持された

いと思います。

と考えております。

私が子供の頃、戦後しばらくたった頃というこ
とになりますが、この松戸は、まだまだ田舎町の

ただし、物流拠点からは、多くの雇用を生むこ

様相を残した、のんびりとした街でした。千駄堀

とは期待できず、今後においては、都心からの利

などは清水の湧き出る里山であり、その清水の水

便性の良さを強みとして、技術力が高く高付加価

が冷たく、大変おいしかったことを記憶しており

値製品を製造する企業や、先進技術の研究機関の

ます。当時はアイスキャンディーが１本５円、ラ

誘致等に取組む必要性を感じています。

ーメンが１杯30円の時代で、おつかい帰りに小遣
また、工業団地以外の市内に点在する製造業事

いでアイスキャンディーを買って食べることが最

業所では、周辺住民との住工混在問題に苦しんで

高の贅沢でした。
このような時代の中、松戸商工会議所は、昭和

いるところもあり、団地内に集約して、効率的な

26年５月10日に設立されました。私が中学生の頃

生産拠点とする方法を模索しております。製造業

です。北松戸に競輪場ができた年であり、日米安

のなかには独自の技術もった事業所が多数あり、

全保障条約が調印された年でもあります。今年５

協力しあうことにより、新しい製品や技術の開発

月に満60歳となり、まさに還暦を迎えるわけです

が進むことも期待できますので、現在当所工業部

が、当時と比較すると隔世の感があります。松戸

会では、工業団地内企業と市内に点在する事業所

がこのようにすばらしい都市に発展するとは思い

とのマッチング事業に取り組んでおり、さらに工

もしませんでした。

業専用用地の有効活用方法についても真剣に検討
− ２ −

て参りたいと考えております。震災以降松戸市内

しております。

の商業・サービス業・製造業等多くの会員事業所
次に、商業に関してですが、千葉県の「商業統

に影響が出ておりますが、震災からの復興を支援

計調査」によると、平成19年度（公表されている

していくためには、先ず松戸が元気になることが

最新のデータ）の卸･小売業の事業所数は、3,192

必要です。イベント等の自粛により、これまで以

件で、８年前の平成11年度4,174件からみますと、

上に景気回復のテンポが遅れておりますが、開か

23.5％減となっています。近隣で同様の比較をす

れた商工会議所として、商工関連団体以外にも広

ると、船橋市は20％減、市川市は23％減、柏市は

く意見を求め、街の持つ資源をまちづくりに最大

11％減となっており、柏市の減少率が一番少ない

限活用できるよう、商工会議所の役割を果たして

状況です。

参ります。

一方、販売額で比較しますと、平成11年度

松戸商工会議所は、創立60周年を迎え、一から

8,025億円であったものが、平成19年度には7,667

生まれ変わるつもりで、積極的に行動して参りま

億円となっており、4.5％の減となっています。

すので、松戸ロータリークラブの皆様方のこれま
で以上のご協力をお願い申し上げます。

事業所数の減少に比べて、販売額の減少が少な
最後になりましたが、ここで商工会議所が行っ

い理由は、小規模の個人事業所等が事業主の高齢
化や後継者不足で廃業が増えたものの、人口は微

ている事業を改めてご紹介させて頂きます。

増しており、一定の販売量は確保できているもの
と考えられます。しかし、生活必需品や身の回り

商工会議所は、商工会議所法に基づいた特別認

品を大型店やスーパー、コンビニエンスストアー

可法人で、地域の商工業者の世論を代表し、意見

で購入し、ナショナル・チェーンの飲食店を利用

具申を行う地域総合経済団体で、様々な事業所の

する傾向には拍車がかかっており、本当に魅力の

皆さんが考えや意見を出し合い、行動していくた

ある個店以外は生き残りが難しい時代となってい

めの組織です。

ます。
平成22年４月には、当所商業・サービス業部会
当所におきましては、平成18年度より、松戸駅

において検討を重ね、商工会議所として要望書を

周辺の商店会と大型店で組織された「松戸駅周辺

提出した松戸市商業振興条例が施行され、行政、

にぎやかし推進協議会」が行うクリスマスファン

商店会、商工会議所が一体となってそれぞれの役

タジーなどを積極的にバックアップして、松戸の

割に基づき、市内商業の振興に取り組んでいると

中心市街地にふさわしい商業環境の整備に力を入

ころです。また、経営者にとって切実な融資や税

れております。また、地元に綿々と息づく「坂川

務等の個別のご相談にも対応できるよう、日々事

献灯まつり」や平成21年度から始まった「松戸宿

業所を訪問しておりますので、気軽にご相談下さ

坂川河津桜まつり」などを観光資源として商業振

い。

興に役立てるための支援を行うとともに、「一店
市内企業の皆様の経営のお手伝いをしながら、

逸品運動」にも取り組んで、個店の魅力アップを

少しでも松戸市の経済が良くなるための知恵を集

図るための支援も行っております。

め、行動していくことが商工会議所の役割だと認
私は、昨年の会頭就任時に、会頭方針として

識しております。今後とも、商工会議所の事業に

「行動する松戸商工会議所」を掲げましたが、今

ご理解を頂き、ご協力を頂戴いたしますことを、

年度においては、前々年において大成功を収めた

心からお願い申し上げ、本日の卓話を終わらせて

「プレミアム商品券事業」を、市行政の協力を仰

頂きます。

ぎ５億円規模で実施し、市内の景気回復に挑戦し
− ３ −

ご清聴ありがとうございました。

事業仕分け人として、自衛隊の増員要求に対して、
「ごめんなさい、分らないので…」と皮肉な冷笑
を浮かべていた。「国防も大事だけど生活からす
れば…」と増員要求を冷酷に切り捨てた。更に
「軍服も中国製にしたら……」
松戸中央ロータリークラブ

》

どう思われ

ますか。

の関戸優様、ようこそお越し
本日は松戸商工会議所会頭である、杉浦裕会員

くださいました。どうぞごゆ
っくりお過ごし下さい。さて、

に「松戸市の商工業の現況と松戸商工会議所の役

大震災の影響で今年のゴール

割」で卓話をいただきます。商工会議所に期待さ

デンウィークは外出せずに、NHKのBSプレミア

れているのは何か。曰く、地域振興なのか、経営

ムの番組で

革新の支援なのか。たいへんに広い守備範囲であ

世界旅行

をしてまいりました。朝

の9時から夕方5時まで、気分は

兼高かおる

で

ろうと想像しています。本日、商工会議所からの
メールを印刷してみたらA4版で5枚もありました。

す。
5月3日は

ユーラシア大陸横断

リカ大陸一周

5日は

4日は

『金さえあれば、

南アメ

アフリカ大陸縦断

でし

から

モノさえあれば』

の時代

『心の豊かさ』の時代に移行しています。

た。ポルトガルを出発して光あふれる地中海から

ロータリーの言葉に、ノブレスオブリュージュ

アジアへ。シルクロードや中国天山からシベリヤ

（高貴なる者の義務）があります。自分さえ良け

など…自分では多分行く事は無いであろうイグア

ればという発想ではなく、いわば利他の心を持つ

スの滝やインカ帝国の天空都市マチュピィチュ遺

商工会議所会頭とスタッフの皆様に敬意を表しま

跡など数々の世界遺産や人々との交流を見て、自

す。本年度ＲＩのテーマのひとつが「地域を育み」

分よりちょっと年上の旅人が頑張っている姿を自

であります。杉浦会頭におかれましては、どうか

分と重ね合わせ楽しく過ごしました。

健康に留意されてご活躍されますよう、お祈り申
し上げます。

そして、ゴールデンウィークのちょっと前の4
月29日には英国のロイヤルウェディングがありま
した。
私が気づいたことは新郎ウィリアム王子と弟の
ヘンリー王子が大変に立派な軍服を着用していた
ことであります。英国はもちろん世界中の国々は

①

親睦旅行の件

承認

②

義損金残金の使いみちについて

承認

自国を守る軍隊に敬意を払っています。当たり前
のことであります。
本日で大震災から、ちょうど2ヶ月ですが色々

残金は次年度にまかせる

な雑誌などで自衛隊の活躍ぶりを目にしました。
その記事から、

《

旦那に、「大丈夫？

全然

眠っていないだろう

無理しないで。」

のメール。「自衛隊なめんなよ。
いで

いつ無理するんだ？

と返事。

と妻より

《

プログラムの件

承認

最後の週に伊原会長の卓話をする

今、無理しな

言葉に気をつけろ。
」

彼らはタフだ。肉体も、精神も

ありました。そして

③

④

》と

聞いて呆れる文民統制。
− ４ −

その他
・平成23年度緑の募金の件

承認

・パソコン迷惑メールの件

承認

【結婚】平松夫妻 5日

【結婚】小林
（孝）
夫妻 8日

【結婚】小串夫妻 20日

【結婚】田中夫妻 22日

【結婚】車田夫妻 28日

【結婚】飛田夫妻 11日

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
本日例会終了後理事会があ
ります。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①

ガバナー事務所より東日本大震災義援金の
集計報告と今後の方針が届いております。

②

インターシティ・ミーティングの報告書が
届いております。

３．他クラブ会報・その他
特にございません。
４

例会変更の連絡
・松戸西ＲＣ
５月18日

の例会は夜間例会に変更

点鐘

18：30

場所

人形町

【結婚】伊原夫妻 21日

玉ひで

５．その他報告

■入会記念日

加納

清輝君

昭和55年 5 月 7 日（31年）

川並 芳純君 平成18年 5 月24日（ 5 年）

特にございません。
■会員誕生日

加納

清輝君

14日

冨田 善治君 23日
■ご夫人誕生日

大川 弘子様 20日
斎藤 玲子様 27日

【入会】太田原慎一君
平成18年5月24日（5年）

【誕生】草野

進君 26日

【誕生】小林

登君 15日

【誕生】伊原

清良君 19日

− ５ −

よろしくお願いいたします。
草野

進君／誕生日のお祝いをありがとうござい

ます。
伊原清良君／誕生祝と結婚記念、頂きました。61
才になります。好きなゴルフは、地震以後、すっ
かりやる気になっていません。下手です。毎朝、
妻と一緒に犬二頭と散歩に行くのが楽しみです。
何となくジジイくさくなって来た今日この頃です。
会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席45名

義務会員38名

免除会員 7名

中山政明君／松戸東ロータリークラブ力丸庄司

仮欠 7名

義務会員 5名

免除会員 2名

様、力丸譲司様、親子ロータリアンより「ロータ
リーの友情に感謝いたします」ということで、い
ただきました。兄弟クラブの仲間として感謝の気

斎藤

重久君

島村

善行君

川並

芳純君

中田智次郎君

大川

吉美君

持でいっぱいです。ニコニコと致します。
小林孝數君／結婚記念日祝いを頂戴し有難うござ
いました。お蔭様で47回目を迎えることが出来ま

正敏君

鎌ケ谷ＲＣ

浅井

利明君

インターアクト会議 ５月２日

林

希一君

地区協議会

４月24日

小林

島村

俊充君

地区協議会

４月24日

れからもよろしくお願いします。

松本 幸夫君
土、
肥伸一郎君

地区協議会

４月24日

鎌ケ谷ＲＣ

４月21日

太田原慎一君／カメラ撮影が忙しくニコニコ忘れ

中山

地区協議会

４月24日

てました。

政明君

４月28日

した。

柳澤

登君／還暦１年前の59才となりました。こ

本日出席率

90.0％

平松

徹君／５月５日子供の日が、結婚記念日な

先々週出席率修正

73.46％→79.60％

のですが、その日、ポロッと家内から「今日結婚
記念日ね…」と言われました。思わずうっとつま
ってしまいました。

関戸

優様

松戸中央ＲＣ
車田善教君／結婚記念日のお祝いありがとうござ
いました。
飛田

勤君／結婚記念日のお祝いありがとうござ

小串安正君／結婚37年になりました。今後ともよ

いました。もう31回目の記念日となりました。金

ろしく。

婚式目指して頑張ります。

田中忠行君／結婚記念ありがとうございます。昭
和51年ですから35年になります。当初はもらって

ニコニコBOX

当日￥ 65,000

累計￥1,128,000

財

当日￥ 3,950

累計￥ 144,780

団BOX

あげたという立場だったのですが、最近は来てい
ただいたという立場に変ってきました。今後とも
− ６ −

文責／太田原

