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千葉銀行創立と戦後の再建整備

章

※1

戦時下、政府は年間の貯蓄目標額を設定し、金融統制会 および都
道府県を通じて各金融機関に目標額の割り当てを行うなど国民貯蓄増

創立から 20周年まで

1943 1962

〈昭和18年〉

戦時下の経営

強運動を推進した。当行も、国策に寄与するため、
「各店預金1割増強
運動」
「貯蓄総攻撃運動」など独自の増強運動を展開し、預金獲得に努

〈昭和37年〉

1

千葉銀行の創立と戦時下の経営

創立時の行章
合併・営業譲渡前の各銀行の業容 （単位：千円・店）
銀行名
千葉合同銀行
（1942年12月末）

小見川農商銀行
（1942年12月末）

第九十八銀行
（1942年12月末）

千葉貯蓄銀行
（1943年9月末）

野田商誘銀行
（1944年5月末）

店舗数

後の 1945（昭和20）年9月末に 9億3,775万円へと、全国平均を大きく

民貯蓄の増強と資金の配分が使命。当行を含
む地方銀行は、全国金融統制会傘下の地方銀
行統制会に所属した。

預金・貸出金・国債の推移
（億円）

問題は資金の運用であった。これは、従来の融資先であった一般商

10

預金

工業、平和産業が戦争のため衰退したうえ、資金量などの制約で軍需

千葉県では、県内に本店を置く銀行が千葉合同、小見川農商、第

産業への資金供給に参加できない地方銀行共通の悩みでもあった。こ

九十八、野田商誘、千葉貯蓄、東金の 6行という体制が 1931（昭和6）

のため、吸収した資金の大部分を国債の購入に充てるしかなく、地方

年以降10年以上続いた。その後戦局が拡大し、42年5月に金融事業整

銀行は国債の消化機関的性格を強めていった。当行も積極的に国債に

備令が施行されると、
「一県一行主義」の銀行合同が一段と進んだ。千

応募した結果、45年9月末の保有国債は、創立時から 2年半で 5倍以

葉県でも千葉合同、小見川農商、第九十八の 3行が新銀行を設立する

上となり、これは預金増加額の 56％に相当した。

預金

貸出金

140,661

35,746

60

5,819

1,723

2

85,703

21,227

22

41,323

3,480

10

千葉合同銀行は、発足以降、県内銀行の統合を進めていた経緯もあ

深刻化し、これを補うため女子行員の新規採用が頻繁に行われた。創

32,194

8,334

2

り、この合併に積極的に対処した。これは、合併を逡巡し、やむを得ず

立時の女子行員は、出征者などを除く実働人員全体の 3割強であった

国策に従った他の 5行とは対照をなすものであった。なお、3行合併直

が、45年初頭には 5割強へと上昇し、日常業務における女子行員の貢

前の 43年2月に、東金銀行は千葉合同銀行に営業譲渡された。

献度は極めて高かった。

ことを決定し、12月30日に合併契約書の調印が行われた。

とおりちょう

そして 43年3月29日、千葉市 通 町 の第九十八銀行本店において創

金融統制会…1942年に発足した、日本

めた。この結果、当行の預金残高は、創立時の 2億4,702万円が終戦直
上回る増加を示した。

一県一行体制の確立

※1

銀行を頂点とする戦時下の金融統制体系。国

8

貸出金
国債

6

4

2

戦局の拡大につれて、男子行員の応召・徴用で人員不足がしだいに

0

1943/3 43/6 43/9 44/3 44/9 45/3 45/9
（年/月末）

45年に入ると、米軍の本土空襲が激しくなった。千葉県でも市川市、

立総会が開催され、千葉銀行の創立が承認、可決された。初代頭取に

銚子市、千葉市などが空襲を受けて大きな被害を受けた。特に 7月7日

は千葉合同銀行頭取の古荘四郎彦が就任し、3月31日から営業を開始

の千葉市大空襲により、当行本店は新館および付属建物を焼失したが、

した。創立時の当行の規模は、資本金1,000万円、店舗70 か店、行員

残った旧本館で翌日から営業を継続した。また、2月の東京大空襲で

725名、預金2億4,702万円、貸出金5,159万円であった。

東京支店も全焼した。

モンペ姿の女子行員
（1945年1月）

その後当行は、44年3月31日に千葉貯蓄銀行を合併し、同年6月1
古荘頭取

日には、県内において最後まで非合併銀行として残った野田商誘銀行
の営業を譲り受け、県内に本店を置く唯一の銀行となった。ここに千
葉県における一県一行体制が確立された。

合併創立当時の千葉銀行には、横須賀支店
（神奈
川県）
、大宮支店・上尾出張所
（埼玉県）
、潮来支店・
江戸崎支店
（茨城県）
と、五つの県外店舗があった。
「一県一行主義」は県内の銀行を一つに合同すると
ともに、県外の店舗の整理も求めるものであり、当
行のこれらの店舗も 1944
（昭和19）
年8月までに整

三行合併の成立
（朝日新聞 1943.1.5）

14

千葉銀行創立直前の第九十八銀行本店勤務者

横須賀支店：19
（大正8）
年南総銀行により設置。上
総銀行
（商号変更）
を経て、
31年千葉合同銀行
（合併）
。
大宮支店・上尾出張所：日出銀行により設置
（時期
不詳）
。成田銀行
（合併）
、総武銀行
（商号変更）
を経
て、28年千葉合同銀行
（商号変更）
。
潮来支店 ：01
（明治34）
年佐原興業銀行牛堀支店

理され、県外支店は一つもなくなった。具体的には、

として設置。移転に伴い潮来支店への名称変更を経

横須賀支店は横浜興信銀行
（現・横浜銀行）
に、埼玉

て、29年千葉合同銀行
（合併）
。

県の 2店舗は埼玉銀行
（現・埼玉りそな銀行）
に、茨城
千葉銀行創立総会通知

column3

今はなき県外支店

県の 2店舗は常陽銀行にそれぞれ営業譲渡された。

江戸崎支店 ：14年三協銀行により設置。28年千
葉合同銀行
（合併）
。

各店の来歴は次のとおりであった。
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1943（昭和18）–1962（昭和37）

2

戦後経済の混乱と復興

締結された。朝鮮戦争は、わが国の国際社
会への復帰に追い風の役割を果たした。
政府は、経済政策の目標を、特需の支え

悪性インフレとドッジ・ライン

がある間に速やかに経済を自立することに
おいた。その結果、国民の消費購買力、石炭・

1945
（昭和20）
年8月、わが国はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争

鉄鋼・電力・海運など基幹産業の設備投資

は終結した。亡くなった日本人は軍人・民間人合わせて300万人を超え、

が急増した。民間設備投資は講和独立後の

終戦時の経済活動、とりわけ工業生産は全面停止に近い状況となった。

国際競争力を高める原動力となり、わが国

戦時中の巨額な軍事費支出による潜在的な価格高騰圧力は、戦後の
経済混乱とともに激しいインフレーションとなって顕在化した。預貯

経済は「復興」から「成長」へと歩みを進め
ることとなった。

金の引き出しが相次ぎ、日銀券の発行高は急増した。46年2月、預金

サンフランシスコ講和会議
（1951年9月）

封鎖と新円発行を中心とする金融非常措置が実施されたが、これは一
時的な効果しかなく、その後インフレは再び騰勢を強めていった。
連合国軍総司令部（GHQ）の指導の下で推進されたのが、日本の民

インフレ防止の緊急令
（朝日新聞 1946.2.17）

戦後金融制度の整備

主化、非軍事化であった。経済の復興に向けては、46年12月に石炭・

戦後の金融機関の整備は、まず特別戦時金融機関や外地銀行の閉鎖

鉄鋼中心の傾斜生産方式が導入され、復興金融金庫等を通して集中的

から始まった。1948（昭和23）年4月には証券取引法が改正され、金融

に資金配分が行われた。

機関は国債、地方債、政府保証債以外の証券業務の取扱いを禁止され

GHQ は 48年12月、戦後日本の脆弱な経済体質を是正し、インフレ

た。日本勧業銀行（現・みずほ銀行）、日本興業銀行（現・みずほ銀行）、

を収束するため「経済安定9原則」を発表した。翌年3月には、GHQ 顧

北海道拓殖銀行（現・北洋銀行、三井住友信託銀行）は、50年4月の特

問としてデトロイト銀行頭取ジョセフ・ドッジが来日、同9原則を具

殊銀行制度の廃止により銀行法に基づく普通銀行となり、各種金融機

体化するため、緊縮財政と 1ドル360円の固定相場制を柱とする「ドッ

関の機能が普通銀行に同質化した。

ジ・ライン」を強力に推進した。これによって戦後のインフレもよう
やく収束段階に入った。

しかし、朝鮮特需ブーム以降基幹産業の設備資金需要が高まり、長
期資金を円滑に供給する必要が生じ、再度、銀行の専業化・分業化へ
の回帰が図られた。まず、政府系金融機関として 50年12月日本輸出
銀行、51年4月日本開発銀行が設立された。52年6月には長期信用銀

単一為替レート決定
（毎日新聞 1949.4.24）

行法が公布され、日本興業銀行が普通銀行から長期信用銀行に転換、
さらに日本長期信用銀行（現・新生銀行）、日本不動産銀行（日本債券信
用銀行を経て、現・あおぞら銀行）が設立された。専業信託会社は、48
年7月銀行業務の兼営を認められて信託銀行となり、長期金融機関と
しての性格を強めていった。これら長期資金を供給する銀行と、短期

日本輸出銀行本店
（『日本輸出入銀行
十年のあゆみ』より）

金融中心の普通銀行との長短分離制度の大枠ができあがっていった。
ドッジ・ライン実施
（ドッジ顧問と会談する池田蔵相ら 1949年）

一方、中小企業への金融円滑化を図る目的で、51年6月相互銀行法、
※2

信用金庫法が公布された。公布当時74社を数えた金銭無尽会社 は、

朝鮮戦争特需から経済自立へ
1950（昭和25）年6月、朝鮮戦争が勃発した。戦場に近いわが国では、

朝鮮動乱勃発
（毎日新聞 1950.6.26）

16

3年後に 68行（ほかに新設3行）が相互銀行となり、43年3月に設立さ
れた千葉合同無尽は 51年10月に千葉相互銀行（現・京葉銀行）となっ
た。また、全国で 653 あった信用協同組合のなかから 561 の信用金庫
※3

米軍などによる物資買い付けや役務調達の特需が発生した。緊縮政策

が誕生、県内では12の信用金庫 が発足した（53年6月時点）。さらに、

で累増していた滞貨は一掃、生産も急速に回復し、日本経済はにわか

50年6月住宅金融公庫、53年4月農林漁業金融公庫、同年8月中小企

に活況を取り戻した。東西冷戦が強まるなかで、連合国は対日講和問

業金融公庫が設立され、ここに至って中小企業等に対する政府系金融

題の促進を図り、51年9月サンフランシスコにおいて対日講和条約が

機関の体制が確立した。

※2

無尽会社…無尽講または頼母子講を起

源とする相互金融制度である「無尽」を業とす
る会社。
「無尽」は「講」に加入した各人がお互
いに掛け金を出し合い、それを抽選または入
札で受領者を決め、これを繰り返して全員が
金銭などを受領する仕組み。
※3

12の信用金庫
（1953年6月時点）
…千葉、

銚子、市川、船橋、木更津、佐原、旭
（以上51
年10月）
、館山、松戸、両総
（以上51年12月）
、
成田（52年1月）、夷隅（53年6月）。カッコ内
は移行年月。夷隅信金は 54年10月に銚子信
金に合併された。
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一県一行主義の緩和

戦後復興期の経営と業績

当時の普通銀行は、少数の都市銀行と原則一県一行に集約された地

1950年代設立の地方銀行
銀行名

3

設立年月日

本店所在地

方銀行からなっていたが、中小企業金融がしだいに逼迫の度を強める

経営の再建整備と増資

東北銀行

1950年10月7日 岩手県盛岡市

大阪銀行

1950年11月24日 大阪市西区

につれ、一県一行主義に対する批判が強まった。これを受けて1949（昭

1951年1月25日 大阪府岸和田市

和24）年11月池田勇人大蔵大臣は、「従来の一県一行主義に固執する

1946（昭和21）年8月の金融機関経理応急措置法により、当行は資

ことなく、適当と認めるものは営業を許可する方針である」と表明し

産・負債を新・旧勘定に分離して、戦時補償打ち切りの影響を受けな

た。この政策転換により、50年東北銀行（岩手県盛岡市）、52年千葉興

い現金、国債、地方債、第一封鎖預金などを新勘定、その他を旧勘定

業銀行など全国に 12 の新銀行が設立された。54年6月小笠原三九郎

とした。そして、同年10月制定の金融機関再建整備法により、旧勘定

泉州銀行
北海道銀行

1951年3月5日

札幌市

池田銀行

1951年9月1日

大阪府池田市

東京都民銀行 1951年12月12日 東京都中央区
千葉興業銀行 1952年1月18日 千葉県千葉市
武蔵野銀行

1952年3月6日

埼玉県大宮市

関東銀行

1952年9月15日 茨城県土浦市

大蔵大臣は当初の目的は達成したとして、以後の新銀行設立は認めな

の債権債務の切り捨てなどの最終処理を行った結果、48年3月末に確

河内銀行

1952年11月24日 大阪府布施市

筑邦銀行

1952年12月1日 福岡県久留米市

い旨を表明した。この新銀行設立の停止をもって、戦後の金融機関整

定損1億5,747万円を計上した。これには、資本金の 90％減資資金や、

富山銀行

1954年1月19日 富山県高岡市

備は一段落した。

切り捨てることを許された第二封鎖預金の一部を充当した。こうして

注 :1.大阪銀行は当初、
大阪不動銀行と称したが、
1957年12月に改称した
2.富山銀行は当初、
富山産業銀行と称したが、
1967年8月に改称した
3.河内銀行は1965年5月、住友銀行に合併
された

当行は 48年4月1日、新旧勘定を合併し再出発した。

農水産業中心の千葉県経済
農水産県である当県でも、戦後の物資・食糧不足は深刻で、県民は

その後当行は、有価証券その他の資産の処分・回収に鋭意努力を重
ね、封鎖預金切り捨てにより損失をこうむった預金者・株主に対し、
切り捨て額に利息相当額を加えて利益分配を行った。

耐乏生活を余儀なくされた。農業生産は 1945（昭和20）年の大凶作の

一方、減資で 138万円となった資本金の増資計画が進められ、48年

あと、麦類は 46年を底に、また米、いも類も 47年を底に増加に転じ、

6月、資本金を8,000万円にすることを決定し募集を開始した。結果は、

50年には概ね戦前水準を回復した。この年までに農産物の取引の統制

株主および県民の理解と役職員の努力により予定額を大きく上回った

は、野菜・甘藷・馬鈴薯・雑穀などで解除されていった。

ため、新資本金を 1億4,000万円に変更し、同年10月に増資を完了し

漁業では、全国屈指の水産県であった当県も、戦災に加えて漁場の
制限等もあり、戦後しばらく漁獲高の著しい減少をみた。漁業家は経

新旧勘定分離
（朝日新聞 1946.8.13）

た。その後も自己資本充実のため増資を行い、51年9月に資本金は 3
億5,000万円となった。

営規模の零細性から資金繰りに苦しみ、最も復興の遅れる分野となっ
たが、漁業手形つなぎ融資、県預託融資などが整備され、53年にはほ
ぼ戦前をしのぐまでに回復した。
工業は、県経済に占めるウエイトが小さかったが、農村工業振興策
として澱粉加工、雑穀加工、食料品工業などが奨励された。

人事施策の整備
応召・徴用などによる休職者の多くが復職し、新規採用も増加した
結果、戦時中の極端な男子行員不足は徐々に是正された。1953（昭和

復員時の復職辞令

当県の産業別就業人口は、農業生産がほぼ戦前水準を回復した 50
買い出し列車が停車した八日市場駅
（1945年11月 朝日新聞社提供）

年に、農水産業が 63.2％を占めており、製造業は 9.2％にすぎなかっ
た。また、同年の製造業の製品出荷額のうち、食料品製造業が 56.5％
を占めており、戦後しばらくは農水産業とその関連の食料品製造業を
中心とした経済構造となっていた。

column4

清風会の誕生
1949
（昭和24）
年8月15日、当行の定年退職者な
どで組織された「清風会」が発足した。「千葉銀行と

会として「ひまわりコリーグススクエア」を組織し、毎
年1回交流会を開催している。

連絡を密接にしてその発展に寄与するとともに、会
員相互の親睦を図り、その社会的活動に協力する」
ことを目的とした。毎年2回の定時総会が開かれる
ほか、随時地域貢献活動を行い、ときには親睦会や
団体旅行なども実施して、旧交を温めている。なお、
2013
（平成25）
年3月末現在の会員数は 1 , 753名
で、そのうち女性は 221名となっている。
また、当行は古くから取引先の要請に応え、多くの
人材を派遣してきた。90年7月に出向者・転籍者の

18

清風会親睦旅行
（1963年 身延山久遠寺）
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28）年3月末の行員数は1,389名となり、男女比率は概ね7:3となった。
48年1月の本部機構の改定に際し人事部が新設され、人事関係の業

当時の新田寮

※4

こども銀行…学校における教育活動の

一環として行われる貯蓄活動。学校長の指導
を受けてつくる一種の貯蓄組合。こども銀行
に集まった金銭は、児童・生徒の個人名義ま
たは代表者名義で金融機関に預金された。

店舗の整備

務の一元化がなされた。戦後のこの時期は人員の補充が優先され、行

終戦から 1949（昭和24）年までの店舗行政は、預金吸収を目的とし

員の教育は二の次とせざるを得ないのが実情であった。新規採用者の

て特別出張所や代理店などの簡易店舗の設置が促され、当行では長洲・

教育は配属された営業店の所属長にゆだねられ、新入行員集合研修が

稲毛など 5 つの特別出張所を新設した。49年9月、出張所・代理店整

初めて行われたのは 53年3月であった。事務講習も同様に 54年2月が

理の方針が打ち出され、店舗行政は大きく転換した。当行は 50年中に

最初であった。

8出張所を廃止、翌年18出張所を支店に昇格させた。

職員の福利厚生については、50年9月に千葉銀行健康保険組合が設

隣接県として経済的なつながりが深い都内への店舗進出は、優先的

立され、職員とその家族に対する医療給付を開始した。また、保養所

な課題であった。そこで、金町、新小岩、小岩、久松町、秋葉原、王子

として静岡県熱海市に千銀荘、単身寮として東京都中野区に中野寮、

に相次いで店舗を新設し、設置済みの東京支店（現・東京営業部）を含

千葉市に新田寮を開設した。

めて 7 か店の店舗網を整えた。

預金増強運動の推進

業績の進展と創立10周年

1946
（昭和21）
年11月、衆議院に通貨安定対策本部が設置され、貯

このような戦後の激動期にあって、当行は預金の増強と資金の適

蓄増強策として「救国貯蓄運動」
「経済自立促進特別貯蓄運動」などが全

正な運用に努めた結果、業績は順調に拡大した。預金は、終戦直後の

※4

国的に展開された。また、全国の小・中・高等学校には「こども銀行」

1945（昭和20）年9月末の 9億3 , 700万円から 53年3月末には 189億

が普及していった。当行は、これらの運動に呼応し、各店の預金増加

円になり、貸出金は、45年9月末の 1億6 , 700万円から 53年3月末に

率に応じて賞金を支給するなどして、全店的な預金増強運動を強力に

は 169億円となった。

推進した。

53年3月、当行は創立10周年を迎えた。同年7月には本店の増改築

この時期はまた、国民の貯蓄意欲を高めるため、くじ付きの「福徳

工事が完成し、創立10周年増改築落成祝賀会が開催された。記念事業

定期預金」や「割増金付定期預金」
「復興定期預金」などの新種預金が取

として本店屋上に電光ニュースを設置、また県民の社会福祉と厚生事

り扱われた。福徳定期預金は、無利息であったが、1口ごとにミシン、

業に寄与するため、千葉県福祉財団を創設した。

紳士服などの景品や割増金が当たる抽選券が付き、物資不足の折から

久松町支店

預金・貸出金の推移
（億円）

200

預金
貸出金
150

100

50

0

人気を呼んだ。割増金付定期預金は、各銀行が独自の企画で取り扱っ

1946/3 46/8 48/3 49/3 50/3 51/3 52/3 53/3
（年/月末）

注：1946年8月のみ打ち切り決算で10日時点

たもので、当行では 49年1月、1口1,000円、期間1年の無利息である
が、抽選で特等10万円、末等でも 35円が当たる空くじなしの「宝定期
預金」という名称で発売した。この宝定期預金は、娯楽の少なかった
時代に有名芸能人が出演する抽選会が人気を集め、預金増強の主力商
宝定期預金抽選会風景

品となった。この宝定期預金は、64年6月の第77回をもって廃止した
が、募集額累計は 935億円に達した。

10周年記念貯蓄運動推進中の当行宣伝カー

増改築成った本店

20
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4

高度経済成長の時代

高度経済成長下の金融動向
この時期の金融の枠組みは金利規制を中心とした各種規制が、投資・

技術革新投資と消費社会の到来

輸出関連部門に資金を効率的に配分するうえで重要な機能を果たし
た。これらの規制により、長期になるほど金利が高くなる体系のもと

日本経済は 1950年代後半に自立・発展の時期に入り、めざましい

で、金融機関はもっぱら短期の資金調達に依存しているにもかかわら

成長を遂げた。「神武景気」
（1956〈昭和31〉～57年）、「岩戸景気」
（59

ず、金利リスクをあまり考えることなく長期設備資金貸出を増やすこ

～61年）と言われる好況期は、堅調な内需を背景とした技術革新への

とができた。金融機関は堅固な経営基盤を得て、金融制度は安定した

設備投資が景気の牽引役を果たした。火力発電所、鉄鋼、石油化学、そ

ものとなっていった。

して自動車・家電等の耐久消費財など幅広い分野で設備投資が増大し、
「投資が投資を呼ぶ」状況が出現した。

旺盛な資金需要を賄うため、法人企業部門では銀行借入への依存が
著しく高い状態が続いたが、これはオーバーボローイングと呼ばれた。

高度成長は、国民の所得水準の向上とともに、
「消費社会」と呼ばれ

高度成長が実現していく過程では、企業の期待収益率は貸出実効金利

る豊かな社会の到来をみた。その象徴が、急速に家庭に普及した白黒

に比べて十分に高かったため、企業は積極的な設備投資に踏み切るこ

テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫、すなわち「三種の神器」と呼ばれた

とが可能であった。

耐久消費財であった。これが乗用車（カー）、クーラー、カラーテレビ
の「新三種の神器（3C）」へと引き継がれていく。

また、民間金融部門では恒常的に与信超過の状態にあり、その資金
不足を主として日本銀行借入に依存する状態が続いたが、これはオー

国民の消費意欲が長期にわたって続いた背景には、急速な工業化の

バーローンと呼ばれた。金融機関が恒常的資金不足にあったのは、企

なかで農村部から都市部へ労働力の移動が進み、所得が平準化してい

業のオーバーボローイングが激化し、そのメインバンクへ資金需要が

くという好循環があった。もっとも、高度成長期には大企業と中小企

集中したこと、銀行にとっては与信超過を続けることは収益上も有利

業の間の生産性格差が大きく開き、その二重構造が問題とされた。ま

であったこと、などの事情があった。

た、製造業に比べて非製造業の生産性向上が鈍いため、とかくサービ

民間金融部門においても、恒常的資金不足状態の都市銀行と、資金

ス価格は押し上げられる傾向にあり、卸売物価が安定するなかで消費

余剰状態にある地方銀行・相互銀行などに二分される状態が続き、資

者物価が上昇するというひずみが生じた。

金偏在と呼ばれた。地方銀行ではこうした状態を打開するために、東
京、大阪など資金需要が集中している地域での資金運用に注力するよ

開放経済体制への移行
1959（昭和34）年、戦後初めて対米
貿易が黒字を記録し、海外からは為替
管理・輸入制限の撤廃を求める動きが
強まった。開放経済体制移行に対する

部門別資金過不足

（単位 : 億円）

1960年
民間部門

1961年

1962年

1963年

1964年

△ 1,948

△ 6,416

597

△ 1,565

2,808

△ 15,724

△ 23,308

△ 18,474

△ 20,512

△ 23,967

（個人）

13,776

16,892

19,071

18,947

26,775

公共部門

709

1,509

△ 2,324

△ 3,334

△ 6,631

（法人企業）

国内の不安は強かったが、政府は 60

（中央政府）

年に「貿易為替自由化計画大綱」を策

海外部門

（その他）

2,314

4,660

3,123

2,736

946

△ 1,605

△ 3,151

△ 5,447

△ 6,070

△ 7,577

△ 516

3,537

175

2,805

1,728

定、63年には関税と貿易に関する一般

資料：
『日本銀行百年史』より 注 : △は資金不足を示す。

協定（GATT）11条国、64年には国際

主要金融機関別資金尻の推移

通貨基金（IMF）8条国へ移行した。64

IMF 東京総会
（1964年9月9日 読売新聞社提供）

うになった。

年末

都市銀行

（単位 : 億円）

地方銀行

信託銀行

（銀行勘定を含む）

相互銀行

信用金庫

農林中央金庫

年4月には経済協力開発機構（OECD）

1960 年

8,094

△ 1,039

△ 966

△ 157

△ 103

△ 93

に加盟するなど、わが国は先進国の仲

1961 年

15,181

△ 561

△ 1,122

△ 272

△ 160

△ 174

1962 年

17,628

△ 1,472

△ 1,591

△ 326

△ 278

△ 582

1963 年

18,815

△ 1,161

△ 1,321

△ 332

△ 328

△ 796

1964 年

24,422

△ 1,675

△ 1,964

△ 736

△ 617

△ 1,995

1965 年

24,955

△ 2,153

△ 2,002

△ 505

△ 401

△ 958

間入りを果たした。

資料：現代日本産業発達史研究会『現代日本産業発達史 銀行』より
注 : 資金尻 =
（コールマネー＋借用金）
−コールローン。△は資金余剰
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5

工業県へと変貌する千葉県

東京電力千葉火力発電所建設時の 1954（昭和29）年、最初の補償金
総額1億7 , 000万円が蘇我漁業協同組合（受給人員374人）に支払われ
たが、当時としては非常に高額であった。京葉工業地帯造成のために

京葉工業地帯の誕生

支払われた漁業補償金は、63年末までに 260億円余りに達し、この膨
大な補償金をめぐって金融機関の預金獲得競争は熾烈を極めた。

京葉工業地帯の形成は、1950
（昭和25）
年、川崎製鉄
（現・JFE スチー
ル）
が千葉市今井町地先の元日立航空機工場跡地に進出決定
（稼働は53
年）
したことに始まる。次いで 53年、東京電力が川崎製鉄南側に 60万
川崎製鉄千葉製鉄所操業開始
（1953年）

kw の火力発電所の立地を決定した（59年完成）。こうして、首都東京

内陸工業団地の形成
臨海部の工業化が進む過程で、県は 1958（昭和33）年、内陸地帯に

に近く、遠浅の海面埋め立てにより土地造成が容易な京葉臨海地帯は、

661 ha の工場用地を造成する方針を打ち出した。この段階では臨海部

高度成長を支える基礎資材の供給基地として、広く優位性が認められ

重化学工業の関連産業を導入・育成する方針であったが、60年になって

ることとなった。

その5倍の広さ、3,300haの工業用地の開発を進める計画が策定された。

56年、
「千葉県産業振興3 か年計画」が策定され、東京湾岸

工業用地の開発は、千葉県開発公社と市町村が設立する開発協会な

3,305ha の埋め立て構想が打ち出された。しかし、その後も

どが共同で行うこととされた。計画期間の 4年目にあたる 63年末時点

企業の進出希望が相次いだことから従来の計画を発展的に解

で 390社の企業が進出を決定し、その面積は 962 ha に達するなど出

消、60年に京葉臨海工業地帯造成計画が策定され、東葛飾郡

足は好調であった。しかし、開発造成は、東葛・葛南・千葉地区に集中

浦安町（現・浦安市）から君津郡富津町（現・富津市）に至る 1

した。これらの地区は京浜工業地帯に近く、臨海工業地帯の後背地と

万1,240ha の造成が行われることとなった。

して工業立地の優位性が認められたためで、進出企業は主として機械・

市原地区は、59年に旭硝子が進出したのをはじめ、63年ま
でに昭和電工、古河電気工業、出光興産、丸善石油（現・コス

金属・化学・鉄骨・コンクリートなど依然として重化学工業関連が中
心であった。

モ石油）、三井造船などの大企業が操業を開始した。また、木

この時期、当県への工場誘致推進を支えたものとして天然ガスの存

更津地区には八幡製鐵（現・新日鐵住金）、船橋・市川両市に

在があげられる。その埋蔵量は全体で約2 , 000億㎥と推測され、新潟

は久保田鉄工（現・クボタ）、昭和産業、日本冷蔵（現・ニチレ

県に次いで全国第2位と言われた。この豊富な天然ガスの存在が、特

イ）、三菱石油（現・JX 日鉱日石エネルギー）、日新製鋼などが

に産出量の多かった茂原地区への東洋高圧工業（現・三井化学）の進出

立地し、63年末に進出企業は 242社に達した。

海面埋立補償交渉妥結
（毎日新聞 1954.10.7）

（57年）など、内陸化学工業の立地・発展をもたらした。

天然ガスのガスホルダー

千葉港には進出企業の専用埠頭が設けられ、工業港として
港勢が伸長し、65年の貨物取扱量は全国で十指に入るまでに
京葉工業地帯造成計画略図
（1963年 千葉県
『京葉臨海工業地帯』より）

なった。

臨海部をはじめとした工業化の進展により、当県の製造業の製品出

開発資金と漁業補償
当時の地方自治体の限られた財政力と資金調達力のもとで、巨額な
土地造成資金を調達するため、
「千葉方式」と称せられる開発方式が考
案された。その概要は、①県は公有水面埋立法による埋立権を取得し
て漁業補償と埋め立て工事を実施する、②進出企業に造成土地の分譲

荷額は、1950
（昭和25）
年245億円、60年2,099億円、65年7,171億円
千葉県の製造業製品出荷額・出荷品の推移
（%）

100

その他
繊維

80

を予約して埋め立て事業の進捗に応じて必要な事業資金を土地分譲代

60

金の前納金として納入させる、③地域開発に伴う教育施設、保健衛生

40

施設、道路など後背地の公共施設の整備については進出企業も分担す

20

る、というもので、地元の費用負担を低位にとどめたことが大規模開

0

発の早期実施を可能とした。

24

工業生産の増加

電気機器
金属製品
化学
石油石炭製品
鉄鋼
食料品

1955年
870億円

1965年
7,171億円

1975年
5兆5,778億円

1985年
11兆1,075億円

1990年
12兆1,871億円

資料：
『千葉県統計年鑑』各年版より
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と増加、50年から 65年に至る 15年間で 29倍となり、全国の伸び 12
倍を大きく上回った。県別順位も 50年の 26位から 65年には 11位と
なった。この出荷額の増加はその後も続き、75年には全国6位となり、
全国有数の工業県としての地位が確立されていった。

経営刷新と再建
お お く ぼ

1958（昭和 33）年 5 月、後任の頭取として日本銀行監事大 久保

たさぶろう

太三郎が就任した。大久保頭取は経営方針の大綱として、①サービス

鉱工業生産を業種別に見ると、51年に食料品製造業が 56.5％を占め

精神と意欲の向上、②明朗で清潔な職場の建設、③綱紀の粛正、の三

ていたが、65年にはそのウエイトは 18.8％にまで低下、代わって鉄鋼

つを示した。具体的な業務運営については、預金増強、不良債権の回

業25.2％、機械器具製造業12.4％、化学工業7.3％が大きく躍進した。

収整理、貸出の良化、人事管理の改善、店舗の整備の 5点を挙げ、当行
経営の刷新整備を進めた。
預金の増強は当行再建の絶対的条件であり、その趨勢が信用回復の

6

高度成長期の経営と業績

大久保頭取

目安でもあった。このため、「頭取定期預金」
（創立15周年記念定期預
金）を核に、役職員一体となって預金増強に努めた。その結果、58年8
月末の 312億円を底として、同年12月末には 346億円と低迷前の水

不正融資事件の発生

準にまで回復した。
不良債権の回収整理については、58年6月に専任担当者を配し、東

当行は昭和30年代に二つの大きな困難に直面した。その一つは、

京支店に融資分室を設置して、その促進を図った。59年9月には担保

1958（昭和33）年に表面化した不正融資事件（いわゆる「レインボー事

不動産整理の一助として総武土地（現・総武）を設立した。また、審査

件」）であった。

要員の育成や貸出先信用調査の技術水準を高めることを目的に、60年

事件発生前の数年間、当行は東京エリアへ集中的に出店するととも
に、都内の新興企業やレジャー産業などへの貸出を増加させていた。

5月から事業審査講習会、61年6月から信用調査実務研修会を開始し
たほか、62年5月には審査部に信用調査課を設置した。

背景には、千葉県の産業構造が第一次産業から第二次産業へ移行する
過渡期にあたり、農業・漁業向けが中心だった当行の県内向け貸出が
伸び悩んでいたことがあった。また、千葉県への進出企業は都銀・長
信銀がメインの大企業が多かったため、当行は新興企業や小売業、興
業会社などへの貸出に向かわざるを得なかった。これらの融資は不良
債権となるものも多く、その典型例が「レインボー」であった。
同社は銀座のレストランなどを経営する会社であったが、古荘頭取
の指示の下ルールを無視した不明朗な融資が積み上げられた。最終的
には 12億円近い資金を貸し込み、結果としてその多くが不良債権と
なった。
58年3月の同社社長逮捕を受けてこの事件は広く一般に知れること
となった。同年4月には国会でも「千葉銀行問題」として取り上げられ、

新体制のスタート
（1958年11月 預金増強表彰式にて）

頭取定期預金のチラシ

古荘が参考人として召喚された。召喚と相前後して古荘は頭取を辞任、
さらに 5月の株主総会ではほぼ全役員が退任する事態となった。
※5

決算承認銀行…1953年発刊の大蔵省通

達により、銀行は経常収支率（経常収入に対す
る経常支出の割合）を 78 % 以内に抑えるよう
要請され、これを超過する場合は決算につい
て当局の承認を要することとされていた。当
行は 54 年度決算からこの比率が基準値を上
回っていたが、レインボー事件が起きた 58年
度決算ではピークの 89 % となり、この頃から
決算承認銀行となっていた。

26

この事件の影響とみられる預金流出は当時の総預金残高の 5％にあ

労働争議の発生

たる 20億円にのぼり、56年3月末に地方銀行65行中11位であった預

この時期のもう一つの困難は、銀行史上まれにみる労働争議であっ

金量順位は 58年9月末には 21位まで低下した。また、当時の総貸出金

た。不正融資による業績不振もあって、当行は 1954（昭和29）年以降

約288億円に対し 2割近くが不稼働債権となり、日本銀行に融資枠を

賃上げを控えていたが、60年8月、
「給与体系改定案」を発表した。こ

※5

設定したほか、大蔵省から決算承認銀行 に指定されるなど、当行は

の案は、従業員組合の要求額を上回る一人当たり 3,180円の賃上げ回

雌伏の時代に突入した。

答であったが、ベースアップを 3年半（7期）で段階的に行い、しかも 2
年後の業績により再検討するというものであった。一括賃上げを要求

労働争議
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する組合との交渉は難航し、主張は平行線をたどって妥結に至らず、
9月10日、組合はストライキ権を確立、13日からは指名ストに入った。
その後、時限スト・全日ストと争議は長期化した。
この争議による影響は全県に及び、県内には早期解決を望む声が高
地方労働委員会…労働者と使用者間で

※6

起きた紛争を解決するための公正・中立な行
政機関であり、各都道府県に設けられた。

※6

創立20周年と総預金1,000億円達成
1963（昭和38）年3月、当行は創立20周年を迎えた。これを機に大
久保頭取は経営再建を果たしたとして退任し、大久保と同時期（58年

まった。10月27日から地方労働委員会会長 の仲介による労使頂上

5月）に日本銀行人事部長から当行に招聘され、当時副頭取となってい

会談が夜を徹して続けられ、ついに 11月4日、スト突入以来53日ぶり

た岩城長保が頭取に就任した。全役職員の再建努力によって預金の低

に解決した。

迷から脱却した当行は、61年3月末に預金500億円を達成し、続いて

い わ き ながやす

63年9月末に 1,000億円の大台を突破した。

岩城頭取

事務の近代化
事務に関しては、創立当初「暫定事務の大綱」が制定されたが、同じ
事務でも営業店によって異なるケースがあり、統一した事務取扱基準
の制定が望まれた。そこで、1955（昭和30）年、事務取扱基準「計算編」
「為替編」
「出納編」の 3編を制定し、63年までに 7編の基準を逐次制定
した。
事務の機械化では、58年12月に普通預金会計機を 4 か店に導入、
59年2月からユニットシステム（テラーを中心とする小単位で受付・
出納事務を完結する方式）が開始された。60年2月からは普通預金会

創立20周年のチラシ

計機の機種を切り替え、全店に導入していった。このほか当座預金会
制定当時の事務取扱基準

預金・貸出金の推移
（億円）

1,200
1,000

預金
貸出金

800
600

に設置され、事務の正確化・迅速化・合理化が図られた。

個人預金増強と融資の推進
個人預金増強のため、1958（昭和33）年「千銀リレー定期預金」
（自
動継続定期預金）、59年「千銀積立定期預金」、61年「千銀住宅積金」
「期

61年6月発刊の 7号でいったん途絶えてしまった。
その後、62年夏に編集委員会がつくられ、1年余りのブランクを
て、ひと月の欠号もなく現在に至っている。

などを積極的に活用したこと、また京葉工業地帯への進出企業や関連
1954 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
（年 3 月末）

た。月刊であったものの、専任の担当者がいなかったこともあり、

で集めた預金は県内への貸出金として還元する」とした「千葉県振興

企業のさまざまな資金需要に対し、県の制度融資や信用保証協会保証

200

1960
（昭和35）
年1月、行内報「ちばぎん」が創刊された。創刊
号は、当時の社内報としては珍しいカラーの表紙で豪華なものだっ

経て 10月に復刊、専任担当者
（現在は広報 CSR 部が所管）
を置い

一方、融資は 60年以降、年20％前後で増加した。これは、県内中小

column5

行内報の創刊

日指定預金」などの新種預金を相次いで発売した。62年4月には「県内
定期預金」の募集を開始し、予想以上の反響を得た。

400

0

計機、電動計算機、硬貨計算機、複写機など各種の事務機械が営業店

2012
（平成24）
年2月、創刊以来52年を経て 600号が発刊さ
れた「ちばぎん」だが、
「リレーエッセイ」や 3歳
（創刊時は 2歳）
の
誕生日を迎えた職員の子どもの写真を掲載するコーナーなど、創
刊時から引き継がれているものもある。

取引先などとの融資取引拡大の努力が功を奏したためであった。
業種別貸出残高シェア（63年9月末）で見ても、鉄鋼・金属・機械・化
学などが全体の約33％（51年3月末16％）を占め、こ
れまで千葉県の主要産業であった食料品製造業は約

「ちばぎん」600号

10％（同20％）となり、京葉工業地帯の発展による県
の産業構造の変化に伴い、貸出内容も大きく変化した。
千葉県振興定期預金証書
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