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点として重要な位置を占めています。松戸市の立
地は首都圏20km圏内にあり、先程申し上げました
通り交通アクセスが非常に便利です。近年では東
葛テクノプラザ、東大柏の葉キャンパスが隣の柏
市に、松戸市内には100年の歴史を誇る千葉大学
園芸学部、聖徳大学、流通経済大学等があり、産
学官連携も見据えた研究開発が可能な状況です。

皆さんこんにちは。
只今ご紹介頂きました、松
戸商工会議所工業担当副会頭
の佐川でございます。本日は、
長い歴史と伝統のある松戸ロ
ータリークラブの例会にてお
話しをさせていただく機会を
頂戴し、心より感謝申し上げ
ます。
今からちょうど一年前の11月、松戸商工会議所
臨時議員総会において杉浦会頭、中山副会頭、加
藤副会頭、待山副会頭、そして私、佐川の新体制
が発足しました。
杉浦会頭を中心として、会頭方針でもある「行
動する松戸商工会議所」の実現を目指し、役職員
一同さあこれからというまさにその時期に、３月
11日の東日本大震災という未曽有の大災害、そし
て福島の原子力発電所事故に見舞われました。皆
様ご承知の通り、東葛地域、松戸・柏・流山はい
わゆる「ホットスポット」として、東京に隣接し
ているという取材に便利な立地ゆえにマスコミ等
の報道にも多く取り挙げられています。
先般実施されました「松戸商工会議所工業部会
松戸市との情報（意見）交換会」でも放射能関連
の話題が取り上げられ、松戸市による放射能測定
実施状況の説明等の他、工場敷地内の汚染土壌の
除染についての質問が上がりましたが、国の方針
が未だ決定していない部分があり、松戸市として
処理方法について具体的な説明が出来ない状況が
続いているそうです。
松戸市内には、海外に製品を輸出している企業
も数多くあります。３月11日以来、商工会議所に
は「取引先からの要請で放射能測定結果に関する
照明を輸出時に添付しなければならなくなったが
どうすればよいか」というご相談を頂くことが増
えました。この証明がないと輸出先の港で荷物が
ストップし、取引に支障をきたします。国内の流
通でも放射能の基準を超えた農産物の出荷停止
や、風評被害も出ているようですが、やはり海外
の目も厳しくなっているようです。
さて、今回は「松戸市の工業について」をテー
マとしてお話しをさせていただきたいと思いま
す。
松戸市内には６路線23の駅があり、交通の結束

また、昭和35年の北松戸工業団地造成開始と前
後して常盤平団地の入居も始まり、ベッドタウン
として発展してきた等の経緯から就労人口の確保
も容易と見込まれてきました。
常磐線北松戸駅周辺には「北松戸工業団地」、
新京成稔台・松戸新田駅からの圏内に「稔台工業
団地」、北総線松飛台駅からの圏内に「松飛台工
業団地」があります。それぞれの工業団地には工
業会が形成されており、「北松戸工業会」、「稔台
工業会」、
「松飛台工業会」として活動しています。
この他に市内全域に点在する製造業が加入する
「松戸全市工業会」があり、商工会議所の活動の
際には工業会単位でご参加いただく場合もありま
す。
さて、工業団地の成りたちですが、昭和30年に
松戸市都市計画により、まず馬橋〜北松戸間の常
磐線西側の水田地帯に工業地域を指定し、その工
業地域を囲む馬橋・北松戸に準工業地域を指定す
ることが決定しました。
昭和35年から市内初の工業団地の造成が北松戸
で開始されました。工業団地の形成に当たっては、
北松戸では進出企業に用地を買収させ、造成させ
る方法を採用しましたが、北松戸の次に造成が開
始された稔台・松飛台では、松戸市の外郭団体で
ある財団法人により土地買収を行い、造成後進出
企業に土地を売却する方式を採用しました。松飛
台工業団地の造成は、北松戸・稔台の工業団地か
らは少し遅れて昭和37年から始まりました。昭和
36年から徐々に誘致した工場の操業が始まり、今
年の３月末時点では３つの工業団地に所属する企
業数は221事業所となっています。
企業誘致に当たっては、「汚水、大気汚染を出
さない工場であること」が条件として提示されま
した。煙が出ない工業団地を目指したようです。
当時すでに国内でいわゆる「公害病」の事例が取
り沙汰されていましたから、市政の発展と並行し
て市民の生活環境の保護も念頭に置いた環境配慮
型の先進的な思想による開発行為であったと推測
されるところであります。
「工業団地」として新規に造成・企業誘致を行
った経緯から、特定の業種が極端に突出している
といった傾向はみられません。平成18年10月１日
現在の総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」
によりますと、金属製品製造17％、一般機械器具
製造業が11％、プラスチック製品製造業が８％、
以下、飲食料品製造と続きます。環境に配慮した
誘致を行ったためか、最初に造成した北松戸工業
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団地には大手の飲食料品関係の企業が集まってい
るという印象を受けます。
工業統計調査によりますと、従業員４人以上の
市内製造事業者は平成21年の事業所数は395事業
所、10年前の平成11年の587件に比べ32％減少し
ています。また従業員数も平成21年は12,594人、
平成11年の15,069人に比べ16％減少しています。
但し、製造品出荷額は平成11年の4,577億円から
平成21年の4,095億円と横ばい傾向となっていま
す。工業団地の最近の傾向として製造拠点として
よりも立地の良さを生かした物流拠点としての倉
庫機能に転換が見られますが、倉庫そのものには
雇用の維持・創出機能はありません。リーマンシ
ョック以降の世界的な金融危機、大企業の海外生
産へのシフトにより、徐々に事業所数・従業員数
ともに減少傾向にあることが伺えます。
このような状況を座視するばかりではなく、新
たな事業展開や取引先・販路拡大のきっかけづく
りになればと、現在当所工業部会では、工業団地
内企業と市内に点在する工業会に所属していない
製造業の事業所とのマッチング事業にも取り組ん
でいます。
昭和30年代に行政が主体となって推進した工業
団地ですが、近年新たな形で「住工混在」に関す
る問題が発生しつつあります。用途指定上の準工
業地域と工業専用地域にまたがり集合住宅が建設
される事例が、一部地域ですがここ５〜６年で発
生しています。法律上、開発行為としてもちろん
合法的に行われていることではありますが、工業
団地としての特性を生かした企業経営を行うため
に進出した企業が、新たに出現した近隣「住民」
に対し一定の配慮をせざるを得なくなってきてい
ます。

には記念式典・講演会を挙行いたしました。また、
来る19日からは松戸市内1000以上の店舗等で利用
できる「松戸市プレミアム商品券」の発売開始、
21日には会員親睦ゴルフ大会の実施等、様々な記
念事業を実施してまいります。松戸ロータリーク
ラブの皆様方にはこれまで以上のご協力をお願い
申し上げます。
商工会議所は松戸市内で事業を営んでいる皆様
の経営をサポートする組織です。金融・税務の問
題のみならず、従業員の労務問題や福利厚生、各
種法律の改正への対応等企業を経営する上で日々
直面する問題の解決策を、経営者の皆様とともに
考えます。また、個々の事業を営む皆様のサポー
トだけではなく、国や県・市等への商工業者の団
体として意見具申や要望を提出し、よりよい経営
環境の実現のための活動も行っています。企業経
営者の声を行政に届く力とするためには、大勢の
皆様方のお力添えが欠かせません。皆様方のお取
引先などでまだ商工会議所に未加入の方がいらっ
しゃいましたら、是非ご紹介をお願い致します。
長くなりましたが、「松戸」の景気が少しでも
上向くよう役職員一同行動してまいります。今後
とも、松戸商工会議所の事業にご協力を賜ります
よう心からお願い申し上げ、本日のお話しを終り
と致します。
ご清聴ありがとうございました。

国内外の状況が日々激しく変化し、また、国際
金融の思惑的な市場の動きのあおりを受け、企業
のおかれた環境は決して安定的とは言えません。
厳しい状況が続いている中ではございますが、松
戸商工会議所は、大勢の皆様方の多大なるご協力
を頂き、今年創立60周年を迎えました。去る11日

こんにちは。
今日は商工会議所副会頭佐
川氏にお越しいただいており
ます。後ほど卓話をいただき
ますので、よろしくお願いい
たします。

昭和33年12月25日・北松戸駅が常設駅に

さて、前回の55周年記念例会には、親睦、国際
委員をはじめ各会員のご協力により和やかななか
に盛大に執り行うことができました。誠にありが
とうございます。
当日は支援しております松戸市立松戸高校の合
唱団に合唱をしていただきましたが、県大会の入
賞など成果も出ておりますので、今年度も引き続
き支援してまいります。
翌日は土、屋会員のご配慮により天和ロータリー
メンバーと養老渓谷にいってまいりました。紅葉
は今一つでしたが温泉に入って親睦を深めまし
た。

− ３ −

台湾からは今回の東北大震災にも多額の義捐を
いただいております。両国の友好を深めるために
も来年３月17日に行われる天和ロータリークラブ
の５周年には、大勢のご参加をお願いいたします。
いろんな方と知り合う機会を得られるというこ
ともロータリーの効用だと思います。
諏訪でお会いした名古屋西ロータリークラブよ
り、その時の写真を送っていただきました。
森田
（雅）
会員

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①先週の「松戸RC創立55
周年記念例会」には、多
数の会員ならびにご夫人
のご参加をいただきまし
て、誠にありがとうござ
いました。
②本日例会終了後、クラブ協議会がございます。
該当する役員の方はご出席願います。
③来週(11/23)の例会は、祝日のため休会です。
ご注意願います。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①地区より「地区クラブ研修セミナーのご案内」
が届いております。
12月10日(土)、登録開始12:00より、13:00〜
16:30、千葉市商工会議所ホールにて開催さr
れます。
②ガバナー事務所より地区大会のお礼状が届い
ております。
③財団室よりロータリー財団東日本震災復興基
金への寄付締切が12月末日から翌年6月30日
まで延長されることが決まりました。
④「ハイライトよねやま」がガバナー事務所よ
りメールにて届きました。
⑤国際大会推進委員会より千葉ナイトのご案内
が届きました。
2012年5月5日(土)、19:00〜21:00、バンコク
市内中心部ホテルにて開催されます。
３．他クラブ会報・その他
会報が柏東RCより届いております。
４

例会変更の連絡
特にありません。

５

その他
特にありません。

橋口会員

常盤会長・佐川様

会員52名
出席44名
仮欠 8名

島村
松葉

善行君
則明君

義務会員43名
義務会員37名
義務会員 6名

免除会員 9名
免除会員 7名
免除会員 2名

大川 吉美君
中田智次郎君

松田
飛田

茂一君
勤君

本日出席率
88.0％
先々週出席率修正 79.59％→84.0％

台北天和ロータリークラブ様／創立55周年記念例
会にて来日メンバー会長以下６名より。
常盤映彦君／55周年記念例会にご協力を戴き盛会
に終える事が出来ました。天和ロータリークラブ
の皆様も喜んでお帰りになりました。３月の５周
年に訪問の予定です。宜しくお願いします。
織田信幸君／入会記念の品有難く頂戴いたしまし
た。満９年！新たな気持ちでチャレンジです。
小林 登君／結婚記念日のお祝いとして耳かきを
いただきました。女房のひざまくらで耳かきをし
てもらおうと思っています。
君／11月８日藤ヶ谷カントリークラブに
て第107回十日会ゴルフコンペ…。皆様のおかげ
で優勝！頂きました。次年度５月には、５クラブ
対抗戦がございますので…必ず皆様と勝ちたいと
思います！準備の程、宜しくお願いします。あり
がとうございました。十日会幹事
ニコニコBOX

当日￥35,000

累計￥ 470,000

財

当日￥ 3,800

累計￥ 63,839

団BOX

文責／橋口
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