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野田商工会議所は昭和 27 年に設立され、本年創立 70 周年を迎えることができました。これはひと
えに、歴代役員、議員の皆様のご努力はもとより、会員企業並びに関係各位のご支援、ご協力の賜物と
厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症によるサプライチェーンへの影響は世界経済を停滞させ、ロシアに
よるウクライナ侵攻は、食糧不足、エネルギー問題を引き起こし、世界に大きな不安を与えております。
我が国においても、コロナ禍に於ける医療体制の逼迫、強大化する自然災害の増加、少子高齢化による
生産人口の減少など様々な問題が山積しております。

我が野田市は、かつて東葛地域の商都として大いに賑わっておりましたが、近年では近隣市の都市化、
交通網の整備による発展などにより、周りに取り残された感があります。

一方で野田市は、都心から 30 キロ圏内にありながらこれだけ多くの自然を有し、歴史的価値のある
名勝が数多く点在し、さらに開発可能な土地が多く残されており、将来の「夢」を見ることができる素
晴らしい環境にあります。

野田市駅前の再開発、本町通りや愛宕通りの空き店舗などを活用した商店街の活性化、そして愛宕駅
前の整備など、野田にはこれから始まる「夢」がいっぱいあります。さらに東京直結鉄道が実現すれば、
新しい駅ができ、新しい街が生まれ、新しい賑わいが生まれ、その「夢」はさらに大きく膨らみます。

私たちは、将来に向かって大きく目を見開いて、新しい「夢」をみて、それを実現させなければなり
ません。我々野田商工会議所は、皆さんと力を合わせて、野田らしい、素敵な街の「夢」を実現させた
いと思います。

野田商工会議所は創立 70 周年を機にさらに皆さんと力を合わせて、地域の活性化のためのお力にな
りたいと考えております。そして会員企業をはじめ多くの事業者の皆様のご期待に沿えるよう尽力して
まいります。皆様方の一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

結びに会員企業並びに関係各位のご繁栄、ご多幸を心より祈念し、挨拶とさせていただきます。

野田商工会議所 70周年によせて

野田商工会議所

会頭　茂木 佐平治
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野田商工会議所が創立 70 周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
貴所は、昭和 27 年の創立以来、野田市の総合経済団体として地域産業の育成・振興に大きな役割を

果たしてこられました。これもひとえに、歴代会頭をはじめ、役員・議員・会員並びに事務局の皆様方
の御尽力の賜物であり、深く敬意を表します。

さて、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店のみならず多くの業界が非常に苦しい
状況にあると認識しております。県としましても、県内の事業者を支援するため、県独自の支援制度を
構築するなど、資金面、さらには事業面において必要な施策を講じているところです。

一方で、テレワークや Web 会議といった新たなビジネス手法が大きく前進いたしました。こうした
動きを一過性のものとせずに、県全体としてのデジタル化の推進、さらには生産性の向上に活かしてま
いります。

千葉県は、都市的なイメージがある一方、東京の隣にありながら、豊かな自然や歴史的資源など、多
くの魅力があります。

その中でも、利根川、江戸川、利根運河と、市の周囲すべてが河川に囲まれ、桜やつつじの名所でも
ある清水公園があるなど、自然環境に恵まれ、落ち着いた街並みが形成されている野田市において、地
域活性化に取り組み、千葉の未来を切り開いていくためにも、貴所の皆様の御活躍が期待されるところ
です。

地域の未来を担う中小企業に、多彩できめ細やかな支援を行うにあたり、引き続き、貴所の御支援と
御協力を賜りますようお願いいたします。

結びに、この記念すべき 70 周年を契機に、茂木会頭を中心にさらに一丸となり、皆様の事業活動の
拠点である野田市が、より豊かで活力ある地域となりますよう、なお一層の御活躍を御祈念申し上げ、
お祝いの言葉といたします。

野田商工会議所 70周年によせて

千葉県知事　熊谷 俊人
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このたび、野田商工会議所が創立 70 周年を迎えられますことを、心よりお祝い申し上げます。
野田商工会議所は、昭和 27 年 11 月の創立以来、70 年という長きにわたり、時代や地域のニーズを

踏まえた様々な事業を展開してこられました。また、商工業の最大の経営資源である人材の育成にも努
められ、地域経済やまちの活性化に多大なご功績を残されております。これもひとえに、会頭をはじめ、
歴代の役員及び会員の皆様方のご尽力の賜物であると敬意を表するとともに、本市の発展、並びに本市
商工業の発展、振興にご貢献をいただいておりますことに深く感謝を申し上げます。

貴所が中心となります東京直結鉄道建設・誘致促進連絡協議会では、長年にわたる官民一体での地下
鉄８号線建設促進運動や、市内工業団地の企業経営者・責任者の皆様からのご意見、ご要望を伺う機会
を設けていただくなど、市政運営を多方面からご支援いただき、厚く御礼申し上げます。

いまだに終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中小企業におきましても、
テレワークやオンラインによる会議、商談など、新たなビジネス手法の導入を迫られるとともに、少子
高齢化による事業継承や人材確保の課題、さらには、IoT や AI に代表される技術革新が進むなど、時
代はまさに大きな転換期を迎えております。

令和という新しい時代となった今、持続的かつ力強く発展していくためにも、本市の地域経済をお支
えいただいている野田商工会議所の役割はますます重要になるものと考えております。

本市としましては、「まちづくりはひとづくり」であるとの考えのもと、市民一人一人が、野田市と
いう郷土に誇りを持つとともに、人と人とのつながりを大切にし、常に思いやりの心を持って接するこ
とのできるしっかりとした人間力を身につけ、「元気で明るい家庭を築ける野田市」の実現に向けて市
政運営を進めてまいります。

今後も、市民生活の向上と地域経済発展のため、野田商工会議所の皆様方の力強い結束のもと、ご理
解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

結びに、野田商工会議所の今後益々のご発展と会員の皆様方のご健勝、ご活躍を心よりご祈念申し上
げ、お祝いの言葉といたします。

野田商工会議所 70周年によせて

野田市長　鈴木　有
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野田商工会議所が創立 70 周年を迎えられましたことを、心からお祝い申しあげます。
野田商工会議所は、昭和 27 年の創立以来、常に地域のリーダーとして、商工業の振興や地域経済社

会の発展に大きく貢献してこられました。これも偏に、歴代および現在の役員、議員、会員、青年部、
女性会、そして職員の皆様の弛まぬご尽力の賜物と存じ、深く敬意を表します。

さて、長引くコロナ禍や資源価格高騰、円安、ウクライナ侵攻など、複合的な要因による物価高騰が
国民生活および中小企業経営に大きな影響を与えています。他方、中小企業経営を取り巻く諸課題への
対応は、見方を変えれば、「デフレマインド」や「コロナマインド」から脱却し、「成長マインド」を取
り戻す好機でもあります。長年にわたる停滞から変革への大転換期を迎えている今こそ、企業経営者も

「安定」から「成長」志向へと切り替えることが求められており、そのためには、企業も、商工会議所も、
こうした大きな環境変化に対応し、覚悟をもって自己変革に挑戦していかなければなりません。

こうした中、野田商工会議所では、コロナ対応を含む経営相談や創業、事業承継支援など、会員企業
に寄り添った対応はもちろん、市と連携して毎年開催している「野田市産業祭」について、コロナの影
響を受けて中止するのではなく、オンラインを導入し「バーチャル産業祭」として継続して開催されて
おられます。さらに「NODA 産 FOOD テイクアウト」や「バーチャル工場見学会」などの事業と連
携させることで、イベントの魅力向上に繋げておられます。まさに商工会議所自身の自己変革を実践す
る取り組みであり、誠に心強い限りです。今後も、商工会議所が地域の中核となり、地域の一層の発展
に向けて大きな役割を果たされますことを期待しております。

日本商工会議所は今年で創立 100 周年を迎えました。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、
未来に向けて新たな歩みを進めていく決意を胸に、新しい時代を皆様とともに切り拓いてまいりたいと
思います。

野田商工会議所におかれましては、創立70周年を新たな出発点として茂木会頭の力強いリーダーシッ
プのもと、より一層結束を深められ、積極的な活動の展開により、コロナ禍からの復興、そしてさらに
豊かで活力ある地域が創造されますことを衷心よりご期待申しあげます。

野田商工会議所 70周年によせて

日本商工会議所

会頭　三村 明夫
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野田商工会議所が創立 70 周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。

貴商工会議所は、1952 年 11 月の創立以来、幾多の苦難を乗り越えて地域経済の振興発展に多大な

る貢献をなされ、ここにめでたく 70 周年を迎えられました。これも、ひとえに茂木会頭をはじめ歴代

会頭並びに役員、議員、会員並びに事務局の皆様方が一丸となってご尽力いただいた賜物であり、心よ

り敬意を表する次第でございます。

さて、千葉県の北西部に位置する野田市は、三方を利根川、江戸川、利根運河に囲まれ、その水運を

活かし古くから醤油醸造業を中心に大いに発展を遂げてきました。「野田市の醸造関連遺産」は近代化

産業遺産に認定されていますが、他にも山崎貝塚、旧花野井家住宅、髙梨氏庭園、野田市市民会館など

国指定を含め多くの文化財も点在しています。一方、戦後市内に 6 つの工業団地が造成され、多くの

優れた企業が進出しております。また最近では首都圏から東日本エリアへのアクセスに優れていること

から、物流施設も建設されております。

こうした優れた立地を活かし、貴商工会議所は地域総合経済団体としてこれまで地域振興、経営指導、

中心市街地の活性化、金融等幅広い分野に亘り商工業の発展に寄与されてこられました。

今なお続くコロナ禍や、ロシアによるウクライナ侵攻、原材料の高騰など、私共を取り巻く環境は、

かつてない程厳しい状況にさらされております。このような中で、今後とも貴商工会議所が更なる指導

力を発揮され、地域経済の発展のため、より一層ご貢献されますことをご期待申し上げます。

最後になりましたが、野田商工会議所の益々のご発展と、会頭をはじめ役員、会員、職員の皆様のご

繁栄を心よりお祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

野田商工会議所 70周年によせて

千葉県商工会議所連合会

会長　佐久間 英利
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司　会　　野田商工会議所創立 70 周年を迎え
るにあたり、記念座談会を開催させて
いただくことといたしました。本日は
お忙しい中、鈴木野田市長にもご参加
いただきました。今回は、野田市の今
後の「夢」について語っていただきた
いと考えておりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

　　　　　それでは早速ですが、まずは会頭、

市長にお伺いしたいと思います。昭和、
平成、令和という激動の時代の中で、
お二人とも幼少期から野田を見てこら
れたと思いますが、街の移り変わりを
どのようにご覧になっていらっしゃい
ますか。

会　頭　　昔「一番街」に「こどもや」という
おもちゃ屋があって、親に連れて行っ
てもらうのが何よりも楽しみでした。

野田商工会議所創立 70周年記念座談会

創立 70周年記念座談会

「夢」に向って、「夢」に向って、進む！進む！

出席者
　野田市長　　　　　　　　　　鈴木　　有
　野田商工会議所会頭　　　　　茂木佐平治
　野田商工会議所女性会会長　　荒巻　幸子
　野田商工会議所青年部会長　　金谷　静恵
司　会
　創立 70周年記念事業実行委員長
　野田商工会議所副会頭　　　　山下　博之

日 時　2022年８月 23日（火）　10時
会 場　野田商工会議所　応接室
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そういう店が軒を連ね「銀座通り」や
「共楽館通り」は実に多くの人たちの
往来がありました。でも、午後 4 時
になると現在の中央分署に建っていた
望楼が「ぼぉぉぉぉぉっ～」と低い音
で鳴るの。

金　谷　　望楼って、今の防災無線みたいなも
のですか？

会　頭　　いや、メロディーの代わりに「ぼーっ」
と音が鳴るだけだったけれど、そろそ
ろ帰らなくてはならない、という寂し
いイメージがありましたね。しかし、
何だか全体的にゆったりとしたイメー
ジがありました。

司　会　　市長が子ども時代の野田の印象はど
うでしょうか。

市　長　　会頭は自分よりも少し先輩なのです
が、だいたい時間的には重なっていま
すね。ちょうど高度成長期が始まった
ころで、大人たちは働くのに一生懸命
だった。だから親と一緒に遊んだ、と
いう記憶がなかった。しかし、その代
わり「子どもの社会」というものがあ
り、大きい子が小さい子の面倒を見な
がらいろいろな遊びを楽しんだ。そし
て、それを近所の大人たちがちゃんと
見守ってくれていた。だから悪いこと
をすれば、地域の大人たちに叱られた
し、逆に良いことは褒めてもらった。
社会全体で子どもを育てていたという

気がします。

司　会　　ところでお二人は昔から野田っ子と
の こ と で す が、 先 日、 野 田 市 の
Facebook に大正時代の本町通りを行
く「人車鉄道」の写真が掲載されてい
るのを見ました。町の中の醸造家さん
と川沿いの荷物を積み下ろしする河岸
までレールで結ばれていて、それを人
が押すトロッコに荷を載せて運んだも
ので、もちろんお二人がお生まれにな
る前の施設でしたが、実際にご覧に
なったことはもちろん…

市長　会頭　もちろんない！（笑）
会　頭　　でも、馬車が走っていたのは見たか

な？自宅前の道を馬車が走っていて、
馬が糞を道路にしていてね、後から来
た馬車がまたそれを踏んでいくと乾燥
して草鞋のようになる…それは覚えて
いる（笑）

創立 70周年記念座談会

鈴木市長

茂木会頭

醤油樽を河岸まで運んだ人車鉄道
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司　会　　「野田の歴史的原風景」のようなお
話ですね。さてここで、荒巻会長にお
聞きしたいのですが、今感じていらっ
しゃる野田の住みやすさや商店街を含
めた移り変わりは、昔と今ではどのよ
うに感じ取られていらっしゃいますか。

荒　巻　　野田は自然災害が少なくて、とても
安心安全を実感しております。緑が多
くて住みやすいのですが、商店は対面
式のお店が減り残念です。車社会にな
りスーパーや大型店の出店により商店
街に寂しさを感じています。昔は皆さ
ん、お豆腐屋さんへ行くのにお鍋とか
器を持ってね。

会　頭　　「ぷぅ～ぷぅ～」とラッパを鳴らし
て自転車で豆腐売りが来ていたでしょ
う。器を持っていくと、豆腐を入れた
後にからしをベターっと塗ってくれて
ね。余談だけれど、豆腐にからしを塗っ
て食べるのは野田以外で聞いたことが
ないそうです。今でもあるのかな。

金　谷　　私も豆腐にからしを付けて食べるの
は初めて聞きました。

司　会　　金谷さんは幼少期は足立区と伺いま
したが、野田と比べてみてどうでしょう。

金　谷　　自分の小さい頃は自宅近くに公園が
あり遊具もいっぱいありましたが、今
は子どもが公園で遊んでいる姿を殆ど
見なくなったように思います。特に、
SNSやYouTubeでコミュニケーショ
ンを取るのが当たり前になってきてい
るので、家族で食事に行っているのに
携帯をさわっている姿を見ると不安に
感じます。

会　頭　　本当にねぇ、ファミレスでも家族で
行っているのに、全員下を向いてスマ
ホいじってる。

金　谷　　しかし、人とコミュニケーションを
取るのが苦手な子もオンラインでは何
でも話せる友達ができたという話も聞
くと、良い面もあるのかなと…。

　　　　　野田市の生活のしやすさですが、
15 ～ 16 年前に引っ越して来た当時
は街灯が少なく懐中電灯を持って散歩
していました。

市　長　　今は前より大分明るいでしょ。
金　谷　　今住んでいる川間地区は街灯を LED

に積極的に取り替えられているので、
おかげさまですごく明るいですよ。

市　長　　ところで街灯の設置には難しいこと
もあるのですよ。農業地帯だと照明の
関係で発育に影響が出てしまい、場所
によっては取り付けが難しい個所もあ
るのです。その場合は、地区の方々に相
談しながら場所を決めたりしています。

司　会　　ところで、新型コロナウイルス感染
症により、生活様式、商売環境までも
が変わってしまいました。その中で、
それぞれ皆様はどのような対策を講じ
ましたか。また、印象に残ることがあ
ればお願いいたします。

市　長　　３年前に新型コロナウイルス感染症
が確認され、当初は少し経てば終息す
るだろうと思っていました。ところが
次々にウイルスが変異し感染が拡大す

女性会　荒巻会長

創立 70周年記念座談会
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るなど終息は先が見えず、多くの会社
や商店などは、誰もが予想のつかない
大変な事態となりました。市民の生活、
商売に携わっている方、そして特にマ
スコミでクローズアップされた飲食店
などに対しては、市としてなすべきこ
とをすぐ対応させていただきました。
国では一人 10 万円の給付金配布など
の施策もやっていましたが、市では一
番初めには個人事業主、商店、会社な
どを中心に対応させていただきまし
た。また、児童への支援や、コロナ禍
で家庭からごみの排出量が増えること
を想定し、71,000 世帯に対して 10
枚入りのごみ袋を無償配布しました。
また水が増えることも勘案して昨年は
２か月分、今年は４か月分の水道基本
利用料金の免除など、あらゆる面から
コロナ対策を行っています。

司　会　　また市長は、コロナ禍の初期の段階
からすぐに医師会と連携して対策を
取ってきた印象がありますが。

市　長　　医師会の皆さんには、いち早いワク
チンの接種をお願いしたのは言うまで
もありません。本当にご協力いただき
感謝しております。

会　頭　　野田市はコロナ対応を最初から非常
に迅速に行っていただき、感謝申し上
げます。他の自治体の話を聞いても
中々対策事業が進まない中で、医師会
と連携しながら本当に対応が早かっ
た。そのような中でも野田市の多くの
企業が大変な思いをしているわけで、
特に小さな商店とか飲食店はもう大打
撃で、最初の頃はお客さんがゼロ。本
当に大変な思いをされた。そういった
中で、給付金や補助金があり随分助
かっている人が多いと思いますが、一
番怖いのが精神的な部分ですよね。も
うみんな、やる気が無くなってしまっ

たりする。でも、ずっと意気消沈して
何もしないでいると、経済も回らなく
なってくる。だから出来る限り、積極
的な経済活動を行っていきたい。その
ためにも会議所はいろいろなお手伝い
を行っていきたいと考えています。

金　谷　　そうですね、私としては最近新規感
染者数は減っているわけではないので
すが、当初に比べ感染症対策に対して
慣れてきた感があり、生活の窮屈さに
よるストレスは大分減っていると思い
ます。また、野田商工会議所青年部で
は感染対策をとりながら活動を続けて
きたので、パソコンが苦手の人たちも
オンライン会議などができるようにな
りました。

荒　巻　　女性会は新型コロナウイルスの感染
拡大が始まったころ、マスクが品薄に
なっていると聞き、野田市関宿商工会
女性部と一緒に「スマイルマスクプロ
ジェクト」を立ち上げて、市民の皆さ
んのご協力もいただきながら、2,000
枚以上のマスクを集めることが出来ま
した。集まったマスクは野田市役所と
野田市社会福祉協議会を通じ、必要と
される方々に届けていただきました。

創立 70周年記念座談会

青年部　金谷会長
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また、大きな規模の事業はオンライン
で参加を求められるので、私たちも「い
まさら聞けないスマホの使い方教室」
を開催して、LINE を通じて会員相互
のコミュニケーションを図るように頑
張り、知識も身に付けてきました。そ
して「バーチャル産業祭」にも参加し
て会の PR をするなど、少しずつです
が時代にあった活動も始めています。
コロナ禍の運動不足とストレス解消に
ストレッチ講習会、グラウンドゴルフ、
バーベキューなど、多少制約があって
も、やはり楽しみがなくてはいけない
のではないかと考え、「元気で 100 年」
心豊かな日々を目指してこれからの事
業を行って参りたいと思います。

会　頭　　「元気で 100 年」いいですね。
司　会　　それでは、いよいよ今回の座談会の

テーマである「夢」について語ってい
ただきたいと思います。まず、市長に
お伺いしたいのですが、「元気で明る
い家庭を築ける野田市」をスローガン
に掲げていらっしゃいますけれど、強
く思われているのは、どのようなこと
なのでしょうか。

市　長　　はい、やはり家庭に笑いがないと「元
気で明るい家庭」が築けません。まず
は笑顔のある家庭をつくっていこうと
いうことです。そして、街づくりは人
づくりでもあることから、将来の街づ
くりを担う子どもたちをしっかりとし
た形で育てていかなければなりませ
ん。少し具体的なこととなりますが、
毎年 10 月と 11 月に市内の全小中学
校を回って、児童生徒たちと話をして
いるのですが、例えば何を望んでいる
のか、何を考えているのか、というこ
とは直接子どもたちに聴いてみないと
分かりません。また、児童生徒から手
紙をもらえれば後日でもちゃんと読ん

で返事を書きますよ、というような取
り組みもやっています。そして、それ
こそ子どもたちからストレートな意見
が寄せられます。子どもたちからの意
見で印象深いのは先ほどもありました
が、防犯灯であったり、横断歩道、信
号設置ですね。また、一番多い意見は
何でもできる遊び場が欲しい、という
もので、これは市内全域から出される
意見です。僕らの育ったころは、どこ
へ行っても空き地があった。しかし、
今の子どもたちは遊び場に制約がつけ
られてしまい遊びたくても好きな所で
遊べない。今度、清水公園に大きなこ
ども館としての機能を持たせた児童セ
ンター（のだしこども館）を開館します。

司　会　　続いて会頭に街の発展についてお伺
いします。コロナ感染の影響がまだま
だ厳しい状況が続く中、商業の活性化
のために今後は何が必要か、またどの
ようなお考えをお持ちなのかをぜひお
聞かせください。

会　頭　　街の発展の話になるとどうしても鉄
道の話とリンクしてきますが、一旦そ
れは置いておきます。まず直近の話と
して野田市駅前が更地になっています
が、多くの人たちがここに何ができる

創立 70周年記念座談会
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のか期待をしています。駅前の中央の
ところに駅前広場と公園ができる予定
になっていますが、実はその駅前広場
と公園の左右の土地については、現在
検討中でまだ具体的には決まっていま
せん。商工会議所も積極的にその計画
の立案に参画していきたいと考えてお
ります。大きな商業施設をポンと置い
て、というような駅前が一般的には多
いですけれども、私はそういうスタイ
ルは考えていません。第一に住民の利
便性や人の賑わいまた自然との融合と
いったことが、大きなテーマになって
駅前が整備されるといいなと思いま
す。例えば、野田市駅前からキッコー
マン本社の脇を通って本町通りに出
て、その本町通りを北に行くと愛宕通
り、その先を右に曲がると愛宕駅があ
る。そこに大きな人の流れが出来るよ
うになって欲しいなと思っています。
現在空き地、空き店舗の活用について
若い人たちが積極的に検討していると
ころですが、既存の建物を個性あふれ
る魅力あるお店として再生していくと
いう構想ですけれど、ぜひそれを積極
的にやっていただきたい。その様な魅
力ある店舗を増やして、大きな人の流
れを作っていけたらいいなと夢見てい
ます。

司　会　　今のお話で博多の街を思い出しまし
た。博多駅と天神と中州は三角形でぐ
るっと回っているというところで街づ
くりをしているのを、野田市駅と本町
通りと愛宕駅と、野田も三角形で同じ
だなと思いました。

　　　　　さて、荒巻さんは街づくりに関して
いかがでしょうか。

荒　巻　　私たちは、野田で頑張っているアー
ティストやミュージシャンの若者を応
援する、そういったイベントや企画が

出来るような仕掛けとか、会頭がおっ
しゃった駅前広場で盆踊り大会やコン
サートの出来る場にして、市民みんな
が参加して楽しめれば良いと思いまし
た。また、キッコーマンさんが排水処
理の浄化過程で発生する発酵肥料を利
用して育てたお花を「のだしこども館」
で子どもたちと一緒に植える事業も考
えております。

司　会　　花を植える事業、良いですね。また、
駅前広場でアーティストやミュージ
シャンのパフォーマンスは、本当に面
白いと感じました。

市　長　　実は、それらの企画については、コ
ロナ前に梅郷駅前でできるようにして
みようという話になっていましたが、
その時は感染の拡大で延期となりまし
た。野田市駅前でももちろん実施を考
えていました。ほかにもまだ構想中の
話もあるので荒巻会長がおっしゃった
形でいろいろとイベントをやりたいと
思います。

司　会　 それでは、金谷さんはいかがでしょ
うか。

金　谷　　青年部として野田市を盛り上げてい
きたい気持ちは常にあります。昨年は
市役所の方をお招きして「ミニ風（かぜ）
会議」という例会をつくり、野田市駅
前と高架下の有効活用などを討論しな
がらまとめて政策提言させていただき
ました。野田市を盛り上げていくには
一人や二人が思っていても何もできな
いので、今年は会員の拡大、同士の拡
大も図りたいと思います。また、今コ
ロナ禍なのでなかなか思っていること
が出来ない現実はありますが、地域の
事業にも出来る限り参加をして野田商
工会議所、野田商工会議所青年部を市
民の皆さんにより広く PR していかなけ
ればと思います。中でも、青年部の主

創立 70周年記念座談会
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幹事業であります「東京直結鉄道建設・
誘致促進事業」を長年継続しておりま
す。東京直結鉄道は野田の未来に絶対
に欠かせないものだと信じています。

司　会　　今、金谷さんから鉄道誘致について
お話がありました。鉄道誘致について
商工会議所としても 35 年間にわたっ
て誘致運動を続けております。この実
現について、皆さんのお考えをお聞か
せください。

会　頭　　鉄道誘致について。その経緯を簡単
にお話しいたしますと実に長い誘致運
動を進めています。その間、運輸政策
審議会から何度も答申を出されて直近
では 2016 年に交通政策審議会の答申
198 号で、押上から野田市までの地
名が明記されました。現在野田市は、
東京に近接しているにもかかわらず直
結する鉄道がなくて、直結鉄道は野田
市民の悲願です。毎年関係市町、関係
商工会議所・商工会と力を合わせて署
名運動や誘致運動を全力で展開してい
るところです。

司　会　　鉄道誘致について、市長のお考えは
いかがですか。

市　長　　今、会頭からお話があったように
35 年の長きにわたり、この鉄道誘致

の運動を青年部の皆さんたちにも本当
に一生懸命になって進めていただいて
いるところです。これまでに国から答
申を２回いただきましたが、その中で
採算性についても課題になっていま
す。そのため街づくりのあり方を 5
市 1 町でつくる期成同盟会でもどの
ように進めていくか、茨城県側への延
伸も考えながら進めています。特に野
田市の場合は、東武野田線がひとつし
かないわけで、TX が開通したことで
東京まで 1 時間弱で行ける状況とな
りましたが、やはり街の発展を考えた
場合、直結鉄道は必要ですね。

司　会　　荒巻さん、いかがですか。
荒　巻　　野田市が活性化するためには、地下

鉄 8 号線の誘致が不可欠だと思いま
す。公共交通機関が整備されれば、人
が動くようになるし、野田市へ移り住
み、子育てしやすい便利な環境が整い、
東京への通勤、通学も便利になり、野
田市は活性化すると思います。８号線
のレールが敷けるのは野田に住んで生
活をしている私たちです。意識を高め、
夢が現実になり、子ども、孫たちにプ
レゼントができる活動をしていきたい
と思います。

司　会　　金谷さん、いかがでしょうか。
金　谷　　東京直結鉄道が野田市に延伸されれ

ば、やはり人が動くようになるし、経
済の発展と生活のしやすさはグンと良
くなると信じています。私は接客業を
しているので、お客さんから「鉄道は
通るの？」という感じで聞かれますが、

「必ず通ると思って活動しているよ」
と伝えています。

司　会　　ありがとうございました。では最後
になりますが、野田商工会議所の未来
に向けて茂木会頭からひと言お願いし
ます。

山下実行委員長

創立 70周年記念座談会
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会　頭　　本日は皆さんから、野田の未来を見
据えたいろいろな夢を語っていただき
ました。ただ、これを夢物語で終わら
せてはいけないと思います。実際にそ
れを行動に移し、どうやって実現する
かをみんなで真剣に考えていかないと
いけない。「夢」を単なる夢で終わら
せない。「夢」に向かって少しずつ前

に進む。それが我々に課せられた大き
な課題だと思います。是非皆さんと一
緒に素晴らしい「夢」を実現させてい
きましょう！

座談会中は新型コロナウイルス感染症対策のためアクリル板を設置しマスクを着用しています。

野田商工会議所からの風景

創立 70周年記念座談会
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野田商工会議所が取り組んでいる

東京直結鉄道（都市高速鉄道東京８号線）
の誘致運動

東京圏（東京都心部を中心とする概ね半径 50kmの範囲）の都市鉄道については、1956年（昭
和 31年）の都市交通審議会答申第１号を嚆矢に過去 10回の答申に基づき整備が進められてきた。
直近では、2016年（平成 28年）４月、交通政策審議会より第 198号が答申された。
（その後 2021年（令和３年）７月第 371号答申あり）

○当所が誘致運動を展開する東京直結鉄道（東京８号線）にかかる３回の答申
・1985年（昭和 60年）７月：運輸政策審議会答申第７号（豊洲～亀有～武蔵野線方面）
・2000年（平成 12年）１月：運輸政策審議会答申第 18号（豊洲～亀有～野田市）
　　　　　　　　　　　    Ａ２路線「目標年次（2015 年）までに整備着手することが適当であ

る路線」
・2016年（平成 28年）４月：交通政策審議会答申第 198号（押上～野田市）

《誘致運動の概要》
野田市は、東京に近接（30km圏内）しているものの都心へ直結する鉄道がなく、東武野田線（東
武アーバンパークライン）で、柏駅・流山おおたかの森駅または春日部駅・大宮駅などを経由して都
心へアクセスしている。
1985年（昭和 60年）の答申第７号に前後して、東京直結鉄道誘致への機運が高まり、野田市を
含む隣接関係する埼玉県東南部地域、茨城県西南部地域の行政や商工団体が中心となり、誘致運動の
組織を立ち上げ、運動がスタートした。
その組織の一つ「東京直結鉄道建設・誘致促進連絡協議会」は 1986 年（昭和 61年）に設立し、
現在、千葉・埼玉・茨城３県より 13商工会議所・商工会が参加しており、設立後、これまで 30有
余年にわたり、この地域にとっての東京直結鉄道の必要性や重要性を市民にアピールしてきた。
関係行政で組織する「地下鉄８号線建設促進並びに誘致期成同盟会」とともに、国土交通省や千葉・
埼玉・茨城の各県知事に対する要望活動は、毎年欠かさず、精力的に行っている。
要望活動のほか、多くの市民に理解と関心を持っていただくために、

「東京直結鉄道建設・誘致促進大会（連絡協議会傘下の商工会議所青年
部・商工会青年部が主管）も毎年開催し、イメージキャラクター「OTTO
くん」（オットくん）とともに周知 PR に努めている。地道な草の根運
動から多くの地域住民の賛同を得ながら、地域と一体となって活動して
いる。
国土交通省が審議会に諮問するタイミングでは、地域の様々な団体と
も協調して「東京直結鉄道を実現する会」を発足し、自治会や街頭・駅
頭での署名活動に大々的に取り組んできた。
第 18 号答申前の 1998 年（平成 10 年）11 月には 15 万６千人、

鉄道誘致運動
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第 198号答申前の 2015年（平成 27年）12月には、
17万３千人の署名が集まり、地域住民の関心の高ま
り、熱意、期待が感じられた。集まった署名はいずれ
も国土交通大臣をはじめ、３県知事へ直接持参し要望
している。
野田商工会議所単体でも、かねてより東京直結鉄道
推進委員会（現 2030鉄道実現委員会）を設置し、様々

な活動を展開している。
「野田市に直結鉄道が来たら」をイメージした小学生による「ぬり絵」や「標語」のコンクールでは、
優勝作品を野田市のバスにラッピングし PR活動にひと役買っている。また、市内各所に誘致 PRの
看板も設置している。
一方、期成同盟会では、これまでに事業化検討
調査（リニューアル調査含む）など数回実施して
いる。調査では、様々な観点から東京直結鉄道の
実現可能性を探っていき、都市鉄道利便増進事業
費補助の適用を想定した検討、既存駅での結節、
つくばエクスプレスとの交差など、様々なケース
を検討しており、事業採算性は確保されるとの結
果も得られている。2022 年現在も、「高速鉄道
東京８号線（八潮－野田市間）整備検討調査委員会」において３ヶ年をかけ、答申第 198号で指摘
されている「事業性確保に必要な需要の創出に繋がる沿線開発の取組等」「事業主体を含めた事業計画」
策定に向けて調査が進められている。

《今後の活動》
第 198号答申では、東京８号線は、「都心部とのアクセス利便性の向上を期待する」と位置付けら
れた一方で、「事業性には課題がある」とされ、沿線開発の取り組みを進め、事業主体・事業計画に
ついて検討するよう指摘されている。
答申に盛り込まれた「意義」と「課題」をとらえ、民間・行政一体となって「課題」解決に向けた
活動を迅速に展開していくことが必要である。
審議会答申前後以外では、市民の関心が低くなる傾向があり、促進大会などを通じた周知 PRや国、
県などへの働きかけを絶やさず活動を推進する。
東京直結鉄道という「夢」の実現に向け、あわてず、あせらず、あきらめず、運動を継続していく。

・東京８号線を意識した「鉄道沿線まちづくり」の推進
　（想定される路線沿線のまちづくり計画の推進）
・東京８号線の延伸（八潮－野田市）における課題の整理に係る情報共有、意見交換
・早期事業化に向けた整備主体、整備財源等の調査、研究
・実施計画、沿線開発計画の見直し、策定
・東京直結鉄道「実現」まで誘致促進運動の継続

鉄道誘致運動
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八代会頭

髙梨 兵左衛門
（自）平成13年11月１日
（至）令和元年10月31日

六代会頭

坂倉 良助
（自）平成２年11月５日
（至）平成５年３月12日

五代会頭

茂木 佐平治
（自）昭和60年６月１日
（至）平成２年６月５日

七代会頭

茂木 克己
（自）平成５年５月27日
（至）平成13年10月31日

三代会頭

戸辺 織太郎
（自）昭和42年４月７日
（至）昭和51年７月14日

二代会頭

茂木 林蔵
（自）昭和33年５月29日
（至）昭和42年４月７日

四代会頭

土田 正道
（自）昭和51年８月20日
（至）昭和60年５月31日

初代会頭

中野 栄三郎
（自）昭和27年11月25日
（至）昭和33年５月29日

歴代会頭紹介

歴歴
会会
代代
頭頭
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2013年（平成25年）

東葛工業人交流会・中小ものづくり企業・医療機

器製販企業マッチング会� （2013年１月）

　１月23日（木）、24日（金）医科器械会館にお
いて中小ものものづくり企業・医療機器製販企業
の展示会・商談会を開催。市内からは３社が出展
した。

野田市商店街連合会　売り出し大抽選会を開催

� （2013年２月）

　野田市商店街連合会では２月17日（日）欅の
ホール１階エントランスを会場に、日頃ご愛顧い
ただいているお客様へ感謝を込めて売り出し大抽
選会を開催した。

第５期社長塾を開講� （2013年５月～）

　第１回目は塾長の髙梨会頭に「実践マーケティ
ングミニ講座」と題して講義いただいた。

突風災害相談窓口を設置� （2013年９月）

　９月２日（月）竜巻が岩名付近から目吹方面へ
通過した。事業所の被害も多く被害状況の把握に
努め突風災害相談窓口を設置した。

ザ・プライス野田店オープン� （2013年12月）

　『イトーヨーカドー野田店』が撤退してから10
年を経て、12月４日（水）ディスカウントストア
『ザ・プライス野田店』が東武野田線愛宕駅から
徒歩２分の同立地にオープンし、多くの市民の生
活を支えている。

2014年（平成26年）

商店街マップの作成� （2014年１月）

　　　　　　　　　　　�　地域商業活性化事業補
助金を活用して、防災情
報を取り込んだ商店街
マップを作成。

10年のあゆみ

野田商工会議所10年のあゆみ野田商工会議所10年のあゆみ
60周年以降▶2013年（平成25年）〜 2022年（令和４年）
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野田まちゼミの会が発足� （2014年２月）

　停滞する商店街の活性化対策事業として、野田
まちゼミの会（会長 前田稔氏）が発足。２月には
33店が参加し、多くの受講申し込みが寄せられ
た。急遽受講者枠を広げるお店がでるなど第１回
得する街のゼミナール（まちゼミ）は盛況のうち
に終了した。

海外視察研修～ベトナム～� （2014年３月）

　海外視察研修を実施。総勢12名が参加し、野
田市のスミテック㈱ベトナム工場をはじめ、新興
著しいベトナムの経済状況について視察、研修し
た。

消費税率が８％に引き上げ� （2014年４月）

　４月より消費税率が８％に引き上げられた。駆
け込み需要の反動により消費の冷え込みが見られ
たため、当所では昨年に続き消費税転嫁対策フォ
ローアップセミナーを４回にわたり開催した。

マル経日商表彰� （2014年９月）

　野田商工会議所マル経資金（小規模事業者経営
改善資金貸付）の2013年度の推薦実績に対し日
本商工会議所から４度目となる表彰を受けた。

第４回東葛工業人交流会を開催�（2014年９月）

　第４回東葛工業人交流会をザ・クレストホテル
柏にて開催。98名の方が参加し、大手企業による
ニーズ発表や管内企業による事例発表があり、積
極的な情報交換が行われた。

2015年（平成27年）

まちなか寄席を開催� （2015年１月～）

　空き店舗対策として１月から３月にかけて８回
にわたりまちなか寄席を開催。
　日本浪曲協会前会長であり、野田市在住の澤孝

10年のあゆみ
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子氏をはじめ、市内において落語を普及している
関係者の協力をいただき開催した。

海外視察研修～シンガポール～�（2015年２月）

　２月10日（火）から14日（土）までの５日間に
キッコーマンシンガポール工場やシンガポール日
本商工会議所等を見学した。

経営革新等支援機関認定� （2015年４月）

　野田商工会議所は中小企業支援に関する専門的
知識や実務経験が一定レベル以上にある団体とし
て、経営革新等支援機関として国の認定を受け
た。小規模事業者や中小企業等の経営革新計画を
中心に、継続的に支援をしていく。

野田商工会議所青年部創立30周年

� （2015年６月）

　1985年に発足した野田商工会議所青年部は
30周年を迎え、記念イベントとして、イオンノア
店屋上特設会場において音楽イベントを実施し
た。

プレミアム付商品券の発行� （2015年７月）

　消費の喚起を目的にプレミアム付商品券が発行
された。発売当初は売れ行きが鈍かったものの、
30パーセントのプレミアが浸透したため追加販
売には多くの方が殺到した。

消費税転嫁対策（フォローアップ）セミナー

� （2015年７月～）

　７月、９月、10月の３回にわたり消費税転嫁対
策及び経営力強化のためのセミナーを開催。講義
終了後は税理士による個別相談会も実施した。

10年のあゆみ
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日本銀行との意見交換会を実施�（2015年９月）

　９月25日（金）野田商工会議所会議室にて日本
銀行との意見交換会が行われ、金融経済情勢や業
界の状況、雇用情勢について話し合いが行われ
た。

東京直結鉄道誘致運動－答申に向けて署名活動を

実施－� （2015年11月～）

　東京直結鉄道誘致運動は交通政策審議会の答申
を控え『東京直結鉄道を実現する会』を発足。11
月から12月にかけて大々的に署名活動を実施し
た結果、172,952筆の署名が集まった。

AEDを用いた応急手当講習会を開催

� （2015年11月）

　野田市消防本部協力のもと心肺蘇生法・AED
操作講習会を開催。
　人体模型を用いて、救命対象者発見から機器使
用まで一連の流れを学んだ。

2016年（平成28年）

第55回野田市珠算競技大会を開催

� （2016年３月）

　競技部門は小学生以下の部、中学生以上の部の
２部門で総勢63名の選手が参加し、そろばんの
腕を競いあった。

東京直結鉄道誘致運動－交通政策審議会『意義と

課題』－� （2016年４月）

　４月の答申では「都市部とのアクセス利便性の
向上を期待」する意義があり、東京８号線の押上
～野田市までの延伸という形で盛り込まれた。さ
らには東京の都市機能のバックアップ等の観点か
ら茨城県西南部方面への延伸についても触れ、事
業性についての課題として、沿線開発の取組み、
事業主体・事業計画の検討が指摘されている。こ
れを受け『2030鉄道実現委員会』を新たに設置
し、課題に取り組んでいる。

10年のあゆみ
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『商連スクエア・フリースペース元気』オープン

� （2016年10月）

　10月１日（土）のオープン日には、こけら落と
しイベントとして「雲雀ハーモニカクラブ」「遊＆
愛21バンド」の２団体により歌謡曲やポップス
などの演奏会を開催した。

市長と工業団地との懇談会� （2016年11月）

　鈴木市長と野田工業団地協同組合、中里工業団
地会、北部企業連絡協議会、南部工場連絡協議会
との懇談会を各工業団地において実施した。
　工業団地からの要望に対して市より回答を得る
機会にもなっている。

第６回キッズタウン� （2016年11月）

　小学生を対象とする職業体験イベント第６回
キッズタウンを11月６日（日）イオンノア店の駐
車場において開催した。好天に恵まれ、20の職業
体験ブースに約500名の子どもたちが参加し、
様々な職業体験を行った。

2017年（平成29年）

フォークリフト運転技能講習� （2017年５月）

　さわやかワーク野田にて晴天の下、フォークリ
フト運転技能講習を開催した。

岩村田本町商店街視察研修� （2017年６月）

�６月８日（木）、９日（金）先進商店街のまちづく
り視察研修として、長野県佐久市にある『岩村田
本町商店街』を視察した。

10年のあゆみ
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第68回野田夏まつり躍り七夕を開催

� （2017年８月）

　イメージキャラクター野田の「のんちゃん」を
はじめ、近隣のゆるキャラが大集合。

　こどもおどりパレードやザリガニ釣りなど、
様々なイベントで盛り上がった。

新入会員交流会� （2017年９月）

　９月15日（金）新入会員交流会を開催した。14
事業所16名が参加し、新入会員相互の交流を深
めるとともに、当所会員のメリット、各種サービ
スの紹介、経営相談等の概要を知っていただく機
会となった。
　参加各企業の自社PRや名刺交換を通して異業
種の交流を深めた。

第45回野田市産業祭� （2017年10月）

　野田市産業祭は45周年を迎え、人気の工場見
学に「グリコピアCHIBA」コースが新たに加わっ
た。

　工場見学会のほか90を超える出展ブースが軒
を連ね、ステージdeショー、スタンプラリー抽
選会、福引抽選会など様々なイベントを催した。

　10月14日（土）、15日（日）の２日間にわたり
多くの来場者で賑わった。

2018年（平成30年）

東京直結鉄道誘致運動� （2018年）

　連絡協議会（商工団体：髙梨会頭が会長）と期
成同盟会（市・町）合同の要望活動では、昨年実
施できなかった石井国土交通大臣への要望を実施
し、髙梨会頭より８号線の必要性について、直接
大臣に説明した。

10年のあゆみ
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　2030鉄道実現委員会では鉄道誘致推進に
「OTTOくん」（オットくん）うちわを作成し、野
田夏まつり躍り七夕や野田市産業祭、NODA産
フードフェスタにてPR活動を行った。

　野田商工会議所青年部が中心となり継続してい
る東京直結鉄道建設・誘致促進大会の千葉ブロッ
ク大会を実施し、10月13日（土）野田市産業祭
特設ステージにて式典、イベントを開催した。

　2017年度に設置された「都市高速鉄道東京８
号線整備検討調査委員会」にも積極的に参加し、
調査の過程で行われたヒアリングも野田商工会議
所関係者が中心となり意見を提出した。

新入社員セミナーを開催� （2018年４月）

　新入社員セミナーは昨今の人手不足から採用が
進んでいることが伺え、セミナー受講生も28名
と多くの参加を得て、熱気と活気のあるセミナー
となった。

野田商工会議所女性会創立30周年

� （2018年４月）

　記念事業では市内小学生から絵を募集し、優秀
作品を掲載した「生物の多様性・自然再生カレン
ダー」を制作した。４月20日（金）には記念式典、
祝賀会を盛大に開催し、さらなる飛躍に向け新た
なスタートを切った。

髙梨兵左衛門会頭「旭日小綬章」受章

� （2018年５月）

　髙梨兵左衛門会頭が多年にわたる産業振興に寄
与された功績により、平成30年春の叙勲におい
て「旭日小綬章」受章の栄に浴された。５月10日
（木）伝達式及び皇居での拝謁があり、８月18日

10年のあゆみ
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（土）には「旭日小綬章 受章を祝う会」を開催した。
150名を超える参加者より祝福の言葉が贈られ
た。

接遇ビジネスマナー研修会を開催

� （2018年６月）

　ビジネスマナーやコミュニケーションなどのビ
ジネススキルを習得し、業績アップに繋がる研修
会を開催した。

小学生で日商簿記３級に合格する快挙

� （2018年６月）

　社会人や大学生の受験者が多い中、当時小学５
年生の男の子が日商簿記３級に合格する快挙を成
し遂げ、野田商工会議所における最年少合格者と
なった。

生産性向上訓練講座を開催� （2018年７月）

　工業部会では７月４日（水）、11日（水）ポリテ
クセンター千葉と連携し、生産性向上訓練講座

「生産現場の問題解決」を開催した。13名の参加
者が他社の「段取り作業」「検査作業」「ライン作業」
の事例映像より、問題発見から解決、結果までの
プロセスについて学んだ。

野田地域創業スクールを開講�（2018年10月～）

　継続実施している野田地域創業スクールは10
月20日（土）から11月にかけ、５日間のコース
に13名の受講生が参加。１月にはフォローアッ
プ講習も行った。

第５回NODA産FOODフェスタ

� （2018年11月）

　野田の食材を利用して野田市をにぎわいのある
街にするイベント第５回NODA産FOODフェ
スタが11月18日（日）に清水公園花ファンタジ
ア駐車場にて開催された。約40店舗を超える飲
食ブースが軒を連ね、野田産の食材を使ったナン
バーワン「フード＆スイーツ」を投票にて決定。
特設ステージでは音楽イベントも催された。

10年のあゆみ
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2019年（平成31年）

別館おもてなしトイレの完成� （2019年３月）

　野田商工会議所別館１階トイレの拡幅、改修工
事を行った。利用者のほか一般の方、商店街訪問
の方、観光の方など誰でも利用できる「おもてな
しトイレ」を整備した。年度末の総会時には披露
式を行い内外に周知した。これまでの約３倍の広
さに改修。入り口ドアは自動ドアとし、衛生面に
も配慮した。

　千葉県観光地トイレ整備スピードアップ事業補
助金を活用し、玄関にも案内看板を設置するなど
通年利用可能な観光公衆トイレとして利用されて
いる。

平成から令和へ� （2019年５月）

　平成から令和へと時が移り大きな変化の年とな
る。

合同企業面接会を開催� （2019年７月）

　野田市との共催で２年目となる「合同企業面接
会」を７月10日（水）に開催。数年にわたり深刻
な人手不足が続いており、計画的採用も考えてい
る企業も含め31社が参加した。来訪面接者91名
の中から、採用に至るケースもあった。

健康経営の推進－受動喫煙防止対策－

� （2019年７月）

　改正健康増進法が成立した背景もあり、野田商
工会館（欅のホール５階）に２ヶ所設置していた
喫煙所を「光庭」に移設し、受動喫煙防止対策を
行った。

10年のあゆみ
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第30回野田みこしパレードを盛大に開催

� （2019年７月）

　雨蛙や獅子、樽など他市ではお目にかかれない
ユニークなみこしが多く共演。第27回をもって
惜しまれつつ引退した「女みこし」が30周年を記
念しこの日限りで復活した。

　野田みこしパレードPRキャラクター「やんわ
りまえだ君」の30周年記念オリジナルピンバッ
チやスリムタオルを販売した。

消費税率が10％に引き上げ� （2019年10月）

　安定的な財源を確保し、社会保障制度を次世代
に引き継ぐためとして、消費税が10％に引き上
げられた。

外国人おもてなしマップ（中央エリア版）を作成

� （2019年11月）

　県の提案型補助金を活用し、外国人おもてなし
マップ（中央エリア版）を作成。公募により一般
市民、外国人も編集スタッフに加わり、8,000部
を市内外約80ヶ所に設置、配布した。

野田商工会議所第27期がスタート

� （2019年11月）

　３年に一度の役員・議員の改選期となり、６期
18年務められた髙梨兵左衛門氏が会頭を退任さ
れた。
　11月１日（金）第135回臨時議員総会を開催
し、茂木佐平治氏（野田ガス㈱）が会頭に就任、新
体制のもと第27期がスタートした。

台風災害への応援� （2019年）

　15号をはじめ19、21号と次々とやってきた
台風により、県内でも東部、南部地域に大きな被
害が出た。管内でも若干の被害があり、これを受
け状況調査を行い個別相談に応じた。
被災地域への応援として会員の皆様に義援金を呼
び掛けるとともに、野田商工会議所主催の各種会
議やイベントの際、募金箱を設置した。お寄せい
ただいた義援金を千葉県商工会議所連合会を通じ
て千葉県災害対策本部に送った。
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職業体験イベント第１回野田キッズまちゼミ

� （2019年12月）

　野田まちゼミの会では青年部事業を引き継ぐ形
で、職業体験イベント第１回野田キッズまちゼミ
を開催。14事業所の体験に200名を超える小学
生が参加し、来場者は600名を超え家族で楽しむ
姿が見られた。

2020年（令和２年）

新春経済講演会� （2020年１月）

　１月10日（金）欅のホール３階にて講師に軽部
謙介氏をお招きし、新春経済講演会「2020年日
本経済の展望」を開催した。来場者208名。

第17回お見合いパーティー　３組のカップルが

誕生� （2020年２月）

　第17回お見合いパーティーを２月８日（土）
『ラクゾー野田店』及び『中華料理 正楽園』にて開

催。レクリエーションとして初めてスポーツ（ボ
ウリング）を取り入れ大いに盛り上がった。男性
15名、女性９名の方が参加し３組のカップルが
誕生した。

新型コロナウイルス感染症対策及び要望の実現

� （2020年４月～）

　事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策
では野田商工会議所から国、県、市に対し支援の
要望を行った。実現した要望は次のとおり。
・�飲食店への支援でスタートした「新型コロナウ
イルス対策協力金」（10万円支給）の幅広い業
種への対象拡大。（野田市）
・�マル経資金（コロナ対応型）利用者への支援金
10万円の支給。（野田市）
・�企業従業員へのPCR検査実施の柔軟な対応。
（野田市）
・�経営相談窓口特別強化事業（急増相談に対応す
るための補助事業）。（日本商工会議所）
・�経営相談体制強化事業（急増相談に対応するた
めの補助事業）。（日本商工会議所）

事務所内にアクリル板設置事務所内にアクリル板設置

特別相談ブース設置特別相談ブース設置

10年のあゆみ
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スマイルマスクプロジェクト野田

� （2020年５月～）

　野田商工会議所女性会ではマスク不足が深刻化
していた2020年５月から７月「スマイルマスク
プロジェクト野田」を野田市関宿商工会女性部と
の共同で実施し、市役所など「マスク回収ポスト」
を設置。政府からの支給マスクや余剰マスクを市
民の皆様から寄付を募り市内医療機関等に寄贈し
た。
　多くの市民の温かい気持ちで「マスク回収ポス
ト」はいっぱいになり、2,152枚ものマスクが集
まった。

GoToEatキャンペーン千葉�（2020年10月～）

　国のコロナ対策事業の一つ「GoToEatキャン
ペーン」において、プレミアム付き食事券（額面
12,500円、販売額10,000円）の販売業務を受託
し紙クーポンを販売した。

第48回野田市産業祭－バーチャル産業祭－

� （2020年10月）

　野田市産業祭は野田市文化センター駐車場をメ
イン会場として例年開催している。第48回はコ
ロナ禍により現地での開催は断念したものの
「バーチャル産業祭」として、インターネットを活
用した手法で実施した。67企業、団体の出展者
が、Webサイトにおいて動画を用いた企業PRを
行った。イベントではYouTube�LIVE配信での
パフォーマンスや市内中学生によるバーチャル音
楽祭、スタンプラリーなど、工夫を凝らした内容
で開催した。

会員親睦ゴルフ大会を開催� （2020年11月）

　11月４日（水）紫カントリークラブにて新型コ
ロナ対策への協力チャリティーコンペとして「会
員親睦ゴルフ大会」を開催。チャリティー募金額
145,000円を11月18日（水）茂木会頭より野田
市へ寄付した。
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2021年（令和３年）

東京直結鉄道誘致運動� （2021年）

　東京直結鉄道誘致運動の要望活動は毎年途切れ
ることなく続けている。今年度も参加者を縮小し
た中で、国土交通省、千葉・埼玉・茨城県各知事
に対し、重要性、必要性を説明。千葉県知事要望
では長年副知事の対応だったが、茂木会頭より熊
谷知事に直接要望書を手渡し訴えた。

　野田商工会議所青年部では工夫を凝らしPR周
知活動に努めた。
　野田市 U-15代表バスケットボールチームへ
「OTTOくん」（オットくん）ユニフォームを提供。

　誘致運動をモチーフにした「イルミネーション」
を野田市駅前に設置し市民に向けてPRした。

　３県合同の東京直結鉄道建設・誘致促進大会実
行委員会ではオンラインを活用し「鉄道絵画展」
を実施した。

店舗演出空間の作り方セミナーを開催

� （2021年１月）

　新型コロナウイルスが拡大している今だからこ
そできること、そして考えるきっかけとして店舗
演出空間の作り方セミナーを開催した。

野田商工会館の空調設備入替え工事を実施

� （2021年10月～）

　老朽化により懸案であった野田商工会館（欅の
ホール５Ｆ）の空調設備の入替え工事を10月か
ら11月にかけて実施した。

永年勤続商工従業員表彰� （2021年12月）

　12月２日（木）野田商工会議所大会議室にて永
年勤続商工従業員表彰を行った。被表彰者は20
事業所83名。
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2022年（令和４年）

健康経営優良法人認定� （2022年３月）

　野田商工会議所は職場の健康づくりに取り組む
団体として「健康経営優良法人」に認定された。

「環境・エネルギー問題」作文・絵画コンクール

を開催� （2022年３月）

　野田商工会議所女性会では子どもの環境学習の
一助になればとの思いから、市内小学生を対象に
「環境・エネルギー問題」作文・絵画コンクール
及び展示会を興風会館地下１階ギャラリーにて実
施した。応募があった絵画1,696作品、作文744
作品の中から、優秀作品として絵画82点、作文
34点を展示した。開催期間５日間の来場者は
341人。

永田和子元副会頭「旭日双光章」受章

� （2022年４月）

　元副会頭である永田和子氏が令和４年春の叙勲
において「旭日双光章」を受章された。

野田まちなかわく沸くプロジェクトの会発足

� （2022年４月）

　現状の空き店舗の状況と原因を探り、その問題
についてまち全体で協力体制をつくるため野田ま
ちなかわく沸くプロジェクトの会が発足した。

野田商工会議所パソコン教室開講

� （2022年７月）

　７月11日（月）欅のホール５階に野田商工会議
所パソコン教室が新規開校。
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野田商工会議所創立70周年記念講演会

� （2022年10月）

　10月15日（土）野田ガスホールにて講師に内
山久雄氏（東京理科大学理学部土木工学科 名誉
教授）をお招きし、野田商工会議所創立70周年
記念講演会「令和の野田のまちづくり～東京直結
鉄道の実現を見据えて～」を開催した。

野田商工会議所第28期がスタート

� （2022年11月）

　11月１日（火）東武バンケットホール ビジネ
スホテル野田にて第142回臨時議員総会を開催
し第28期がスタートした。

野田商工会議所創立70周年記念式典及び祝賀会

� （2022年11月）

　第142回臨時議員総会後、野田商工会議所創立
70周年記念式典及び祝賀会を開催した。

　野田商工会議所では様々なキャラクターたちが
活躍しています！

OTTOくん（オットくん）
　「東京直結鉄道８号線」イメージキャラクター。
鉄道誘致運動をさらにアピールするために、様々
な誘致運動、イベントで活躍しています。
※OTTOはイタリア語で「８」を意味しています。

やんわりまえだ君
　「野田みこしパレード」イメージキャラクター。
両手を挙げた姿はみこしを先導する人が担ぎ手に
進み方を促す姿によく似ており、その掛け声を野
田では「やんわり（ゆっくり）前だ」ということか
ら名付けられました。

野田の「のんちゃん」
「野田夏まつり躍り七夕」イメージキャラクター。
お祭りを盛り上げてくれるキャラクターとして、
一般公募の中から選ばれました。えだまめ、コウ
ノトリ、しょうゆ色の流れ星に乗ったおどりが好
きな女の子です。

10年のあゆみ



「夢」題字揮亳　　会頭　茂木  佐平治

野田商工会議所70周年によせて ‥‥‥‥1

創立70周年記念座談会 ‥‥‥‥‥‥‥‥6

鉄道誘致運動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

歴代会頭紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16

10年のあゆみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17

創立70周年記念事業実行委員会組織図 ‥32

編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

目　次

野田商工会議所創立 70周年記念誌

発行日　2022 年 11 月１日
編　集　創立 70周年記念事業実行委員会
発　行　野田商工会議所
　　　　千葉県野田市中野台 168-1
　　　　www.nodacci.or. jp
印　刷　株式会社  ナカオサ

32

編 集 後 記
野田商工会議所は昭和 27 年 11 月に設立され、お蔭様で本年創立 70 周年を迎えました。
記念事業の一環としてここに記念誌を発刊するに至りました。発刊にあたり、座談会にご出席い
ただきました野田市長鈴木有様はじめ関係者の皆様方のご協力に厚く御礼を申し上げます。
編集にあたりましては極力正確を期するよう努めました。編集者の力不足の点もあろうかと思い
ますが、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
この記念誌がこれまでの事業活動の記録として、また今後の地域発展、会員企業繁栄の資料とし
て活用されましたら幸いです。
今後とも当所の事業運営につきましてご支援・ご協力を戴きますようお願い申し上げ、編集後記
とさせていただきます。
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