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業容拡大と新本店落成

高度成長期は、開放経済体制の進行に伴い、金融分野においても効
※2

率化が図られた。1968（昭和43）年6月にはいわゆる「金融二法」 が

20周年から30周年

1963 1972

〈昭和38年〉

金融効率化の動き

公布、施行され、中小金融機関を中心として金融機関の合併・転換が

※2

金融二法…「金融機関の合併及び転換に

関する法律」および「中小企業金融制度の整備
改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一
部を改正する法律」
。

進展した。また、同年に銀行の「統一経理基準」が定められ、各銀行の

〈昭和47年〉

1

高度成長の持続

収益の実態が公表利益に反映されるようになった。
70年からは、大蔵省通達により定められていた銀行の株式配当が、
財務内容に応じて一定の範囲内（原則10％）で自主的に決定できるこ

世界第2位の経済大国に

ととなった。また同年、店舗の配置転換に対する弾力的運用方針が大
蔵省通達で示された。

「オリンピック景気」
（1962〈昭和37〉～64年）のあとの「昭和40年
不況」は構造的不況と言われ長期化の様相がみられた。しかし、数次
にわたる公定歩合の引下げに加え、ドッジ・ライン以来初めて長期国
※1

債の発行 に踏み切る積極的な財政政策もあって、景気は回復に転じ

2

千葉県の変貌 ─ 都市化の波

金融二法成立
（日本経済新聞 1968.5.15）

57 か月に及ぶ「いざなぎ景気」
（66～70年）が現出した。

その結果、景気が下降すると国際収支は黒字に転じ、景気は短期間で

人口増加率は 69
（昭和44）
年のピーク時には前年比5 . 4％に達した。こ
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回復局面を迎えるという循環が続いた。

れにより全県人口は、55年220万人から 68年に 300万人、74年には
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400万人に達した。
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輸出・輸入の推移
（百万米ドル）
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ちの千葉県住宅供給公社）が全国に先駆けて開発した、京成電鉄沿線

200
（各年10月1日）

資料：
『千葉県統計年鑑』より

の八千代台団地を嚆矢とする。以後、日本住宅公団により常盤平
（松戸
大宮台・小倉台・千城台
（以上千葉市）
、勝田台
（八千代市）
などの団地が

200
6

造成された。官民の事業体による宅地造成面積は、61年から 70年の間

4

に8,059haに及んだ。65年には、臨海部および内陸部にいわゆるニュー

100

2
1956 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73（年）

資料：日本銀行『経済統計年報』より

タウン開発構想が持ち上がり、海浜ニュータウン
（千葉市）
、千葉ニュー

0

タウン
（印西市ほか）
、成田ニュータウンとして具体化していった。
1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
（年）

資料：日本銀行『経済統計年報』より

30

の性格を強めていった。住宅団地の造成は、54年に千葉県住宅協会
（の

市）
、高根台
（船橋市）
など、県住宅供給公社により江戸川台
（流山市）
、

8

0

流入人口の急増により、東京に近接する地域はベッドタウンとして

75

実質 GNP の伸び率の推移

74

債」が発行された。

400

72

に基づいて、国会承認のもと初めて「特例国

県全体で社会増が年間5万人から 12万人と自然増を大きく上回り、

73

還の計画を国会に提出しなければならない」

幅な赤字となり、財政・金融両面から厳しい引締め政策がとられた。

450

70

措置「公債を発行する場合においては、その償

半からは、東京に近接する地域を中心に人口増加が顕著となった。

（万人）

71

かった。65年度は景気対策のため同法の特例

すなわち、好況下で内需が急増すると輸入が増加して、国際収支が大

労働力の流入が本格化し、増加率が高まっていった。特に 1960年代後

69

おり、長期国債の新規発行は行われていな

高度成長の時代は「国際収支の天井」に悩まされた時期でもあった。

千葉県の人口の推移

68

の財源としなければならない」と規定されて

県内人口は、京葉工業地帯の産業集積、内陸工業団地の開発に伴う

～73年）まで続いた。

67

出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、そ

資本主義国第2位となり、この高度成長の時代は列島改造ブーム（71

65

1947年制定の「財政法」により「国の歳

66

※1

ベッドタウンとしての発展

19
63

東京オリンピック開会式
（1964年10月10日）

64

68年には、わが国の国民総生産（GNP）が西独を抜いて米国に次ぐ

京成八千代台駅周辺
（1957年ごろ）
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1963（昭和38）–1972（昭和47）

交通網の整備

きた。こうした貸出市場の変化をとらえ、当行は地域開発資金や進出
企業向け融資を推進する一方、地元重視の貸出政策をとり、中小企業

急速なベッドタウン化に伴い、東京と当県を結ぶ交通網は充実して

ローンや商業振興資金などを創設し、地元企業に対する資金供給に努

いった。鉄道網の整備では、国鉄（現・JR東日本）が総武本線・成田線（千

めた。この結果、融資残高は 73年3月末6,159億円に達し、20周年か

葉－成田間）、房総西線（現・内房線）および房総東線（現・外房線）の電

ら 30周年の 10年間で 9.3倍となった。

化・複線化、総武線（東京－津田沼間）および常磐線（上野－松戸間）の
複々線化など在来線の整備を進める一方、新線として 1978（昭和53）
京葉線、
千葉みなとー西船橋間が開業
（1986年3月 澤本吉則氏提供）

年に武蔵野線（新松戸－西船橋間）を開業した。69年には、営団地下鉄
東西線が西船橋まで開通した。その後も、京葉線の開業、都営地下鉄
新宿線の延伸、北総開発鉄道の開業などが相次いでいく。
高速道路網も、60年の京葉道路（小松川－船橋間）の開通を皮切り

個人取引の増強
個人所得の増加・消費拡大を背景として、1960（昭和35）年頃から
銀行は、それまでの法人取引に加え、個人取引増強に取り組むことが
営業基盤拡大の必須要件となってきた。

に、72年東関東自動車道（成田まで）、79年千葉東金道路、80年京葉

当行は、個人預金増強のため、各種の新種預金を開発したが、そのな

道路（千葉市浜野町まで）、82年首都高速湾岸線がそれぞれ開通・延伸

かで、その後の個人取引増強に大きく貢献したのは、72年8月に解禁

した。また、鴨川有料道路（67年）や市川松戸有料道路（68年）など、各

され、当行でも 10月に取扱いを開始した総合口座であった。総合口座

地の有料道路も次々と開通した。一般国道や県道、市町村道の舗装化

は普通預金・定期預金および定期預金を担保とする当座貸越取引を一

も進められ、73年には舗装化率は 98％に達した。

冊の通帳に組み合わせた当時画期的な取引であった。

東関東自動車道
（1987年に潮来まで開通 澤本吉則氏提供）

消費者ローンについては、60年代半ば以降になると住宅需要の急増
を背景に、住宅ローンが大幅な伸びを示した。当行は 67年10月、生命

3

営業力の強化と躍進する業容

保険付住宅ローンの取扱いを開始、71年2月住宅相談所を開設するな

ちばぎん総合口座ポスター

ど、商品・体制を整えていった。
一方、機能サービスでは、預金口座を個人の家計口座として利用して

預金量の増大と融資の拡大

預金・貸出金の推移
（億円）

拡充し、63年7月の NHK 受信料自動振替を皮切りに、公共料金、クレ

1963（昭和38）年の預金1 , 000億円達成以降、当行の預金量はさら

ジット利用代金、新聞購読料などへと、その範囲を拡大させていった。

に拡大し、66年12月2,000億円、69年3月3,000億円、71年9月5,000

個人消費が拡大するなかで登場したクレジットカード業務も、個人

億円と相次ぎ大台を突破して、73年3月末の創立30周年には 8,500億

取引基盤強化のうえで大きな役割を果たした。当行は 64年4月の日本

5,000

円に達した。20周年から 30周年の 10年間に 9.9倍、平均年率25.7％

クレジットビューロー（現・ジェーシービー）をはじめ、ダイヤモンド

4,000

の増加であった。

クレジット、日本信販（両社は現・三菱ＵＦＪニコス）などと提携し、商

9,000

8,000
7,000

預金
貸出金

6,000

3,000

この原動力は、千葉県経済の発展と県人口の急増、県民所得水準の

2,000

0

住宅相談所

品購入代金の口座振替の取扱いを拡大した。

向上という恵まれた営業環境にあったことはもちろんのこと、その地

1,000
1965 66

67

68

69

70

71 72 73
（年3月末）

の利をフルに生かした諸施策の展開と、全行を挙げて預金増強に取り
組んだ役職員の努力にあったと言える。
なかでも、預金増強のうえで当行が最も注力したのが、漁業補償金、

漁業補償金の獲得活動のため設けられた当行連
絡所
（1968年 現・袖ケ浦市）

32

もらう動きが活発化した。給与振込などに加えて口座振替サービスを

外国為替業務・公金業務の充実
1963（昭和38）年4月、当行は外国為替業務の取扱いを開始した。当

土地代金の獲得活動であった。京葉工業地帯造成のために支払われた

初は、海外銀行店舗と直接コルレスを結べない乙種外国為替銀行で

漁業補償金は 72年までに 956億円に達し、また、ニュータウンや内陸

あったが、72年3月にコルレス契約締結を認可され、東京銀行のほか

工業団地造成、新空港建設に伴い多額の土地代金が支払われた。この

外国銀行5行とコルレス契約を結び、取扱い業務を拡大した。さらに

膨大な漁業補償金・土地代金をめぐって金融機関の預金獲得競争は熾

同年10月には、コルレス先として邦銀5行、外銀20行の追加承認を受

烈を極めたが、当行はこの競争にあたって、多くの人員を集中的に投

けた。これにより外為取扱高は、71年度1億4,100万ドルから 73年度

入し、地元の強みを発揮して大きな成果をあげた。

には 3億4,500万ドルへと大幅に増加した。

県内の経済活動の高揚とともに、資金需要もますます盛んになって

外国為替業務取扱店の標示プレート

公金業務については、創立当初から千葉県金庫や多くの市金庫を引

第1部

第2章

業容拡大と新本店落成

33

1963（昭和38）–1972（昭和47）

き受けるなど力を注いできたが、県の開発が活発化して投入される資
金量も大幅に増加し、地元銀行として県財政へのより積極的な協力が

4

事務合理化への取組み

求められるようになってきた。
63年の地方自治法改正により指定金融機関制度が導入され、当行は
64年4月、千葉県指定金融機関となった。また、受託金融機関が一つ

コンピュータ導入と合理化の推進

に絞られたことから、各市町村に積極的に働きかけ、指定金融機関の

当行のコンピュータ導入は 1965（昭和40）年の IBM 社製の採用を

受託に努めた。この結果、73年3月現在、指定金融機関制度を実施し

嚆矢とし、翌年9月には適用業務の拡大によって日本電気社製に機種

た 43市町村のうち、千葉市など 35 の市町村の指定金融機関を受託し

を変更した。これにより営業店の事務は大きく改善し、人手に依存し

た。

ていた各種の統計・計算業務が機械化され、営業店への資料還元も容
易に行われるようになった。

店舗網の拡充

都銀の県内進出状況
（店）

20

15

コンピュータで集中処理した業務は、普通預金・定期預金利息計算
事務、自動振替処理、総勘定元帳集計、給与計算、月次決算、計数分析

人口増加の著しい県北西部を中心に都市銀行・信託銀行などの進出

など多方面にわたり、従来営業店で行っていたこれらの繁雑な事務が

が相次いだ。1970年度からの 3年間に都銀だけでも 41 か店が出店、

オフライン処理され、合理化に大きく貢献した。特に普通預金の日々

73（昭和48）年3月末現在、県内の都銀店舗数は 74 か店となった。

の利息算出事務を集中処理したことによって、営業店の事務負担は大

このような状況のなかで住宅団地や新興開発地域を中心に積極的に

幅に軽減されることになった。

県内店舗網の拡充に努めた。63年10月には、日本初の公団団地内支

10

店として高根台支店を開設した。その後も豊四季（柏市）、常盤平（松戸
市）、習志野台（船橋市）などの団地内店舗のほか、住民サービス拡充の

5

0

コンピュータ室

1963 64

65

66

69

70

71 72
（年度）

オンラインシステムの稼働

ため移動出張所を 6地区に開設した。これにより、63年度以降10年間

当行のシステムオンライン化は1973
（昭和48）
年の新本店完成を待って

の新設店舗は 35 か店、73年3月末の店舗数は 101 か店（うち県内91

実施する予定であったが、
事務量の増大などにより早急な実施を迫られた。

か店、4移動出張所含む）となった。

しかし、旧本店では容量の小さいコンピュータしか収容できず、やむなく

また、行員の増加や事務機器の導入で執務スペースが手狭になって
きたほか、ロビーやカウンターを改善する必要性が生じてきたことか

喫緊となっていた普通預金業務と為替業務から先行実施することとした。
実施にあたっては日本電信電話公社
（現・NTT）
委託方式を採用した。

ら、店舗の建て替え・移転・増改築を実施した。その数は、63年度以降

71年1月、旧本店新館3階をオンラインセンターに改造して、ここに

10年間で 54 か店にのぼった。

富士通社製のオンライン用コンピュータを設置し、委託先と協力して

県外店では、67年11月に大阪支店を開設、都内店は配置転換や統廃合

準備を進めた。71年10月、まず為替オンラインがスタートした。普通

により店舗網の再編を進めた。68年10月には、日本橋三越前に完成した

預金オンラインは72年1月、京成駅前・小金原・八千代の3か店でスター

9階建ての「ちばぎんビル」に、東京支店
（現・東京営業部）
が新築移転した。

トし、74年1月に全店オンライン化を完了した。

オンライン端末機
（京成駅前支店）

通信・輸送体制の整備
1965（昭和40）年当時、当行の本支店間における書類送達はほとん
ど郵便を利用し、現金輸送も主として営業店の随時直接輸送に頼り、
本部による現金輸送車の定期的な運行は週3回程度であった。このよ
移動出張所

うな輸送体制を改善強化するため、66年11月にメールカー制度が発
足した。当初は県内8路線でのスタートであったが、72年4月には 16
路線に拡大した。メールカー制度のねらいの一つは、手形交換事務の

わが国初の公団団地内店舗
高根台支店の営業室

34

合理化にあった。交換取立可能地域を拡大し、手形代金取立事務を軽
減する一方、資金回収を早めて顧客サービスの向上を図るもので、67

メールカー制度導入
（1966年11月）
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1963（昭和38）–1972（昭和47）

年2月に全店行内交換制度が実施された。もう一つのねらいは、内国
為替の取扱いが増大したことに伴い、それらの事務を本部で集中処理
し合理化を図ることにあった。68年3月には行内交換振込、69年7月
には総合振込の集中処理が実施された。
為替通信の合理化としてはテレタイプ網の整備があった。62年7月
に本店－東京支店間でテレタイプ通信が開始され、その後逐次整備を
進め、71年10月に本部を含め設置店は 37 か店となった。その他の店
舗は、テレファックスか電話で設置店と結ばれ、テレタイプ網を構成
テレタイプ

し、為替オンライン移行前の行内の電信為替はこれによった。

利益金の推移
（億円）
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（年3月期）

5

経営基盤の強化と経営体制の整備
～古荘元頭取の死去～

増資と株式の上場
当行は、1951（昭和26）年に資本金を 3億5,000万円としてから、10
年以上にわたって増資を行わなかった。しかし、60年以降の業績の伸

1967（昭和42）年10月24日、当行初代頭取古荘四郎彦が、享年
83歳で死去した。同年11月2日、友納武人千葉県知事が葬儀委員
長、岩城頭取（いずれも当時）が副委員長となり、自宅で葬儀が執
り行われた。

展は著しく、預金の大幅な増加と店舗設置の活発化により、預金に対
する自己資本比率の低下、また自己資本に対する営業用不動産比率の
上昇が目立った。このため、自己資本の充実が急務となり、63年4月、
12年ぶりに増資して資本金を 7億円とした。その後も 64年、66年、
68年、70年と増資し、72年10月に資本金は 100億円となった。
上場公告

人事施策の充実
1960（昭和35）年に労働争議を経験した当行は、その後人の和を重
視した人事管理と労使関係の安定に力を注いだ。争議の一因となった

この間、上場によるイメージアップと資本調達の便を考慮し、70年

職能給体系への移行については、労使双方による賃金専門委員会を設

10月に東京証券取引所第二部への上場を果たした。さらに翌年8月に

置し、定期的な会議をもって調整を重ねたうえで 65年4月から実施に

は第一部に指定替えとなった。

踏み切った。併せて新たな人事考課制度も導入した。これは職能給の
基本となる職能等級の格付けとその運用を明確化するとともに、各自

財務内容の改善

店頭の一部上場告知ポスター

の努力目標を公開し納得性の高い制度を目指したものであった。
研修のあり方にも検討を加え、
各職能に応じた新たな研修を開始した。

業容拡大に伴い、利益も順調な伸びを示した。1972（昭和47）年度

具体的には、管理職候補の中堅行員のうちから選抜して管理能力の基

の当期純利益は約48億円と、62年度の 13倍に達した。この間、当行

本となる指導・統率力を育成する中堅行員研修、女性リーダーを育成

は総合予算制や原価計算を実施し、営業店別の経営効率の向上、コス

する女子中堅行員研修を実施した。また、66年1月には、視聴覚設備、

トの削減を図るとともに、収益管理の定着と原価意識の徹底を図った。

機械研修室および 40人の宿泊施設をもつ研修所を千葉市稲毛区稲丘

また、償却・引当金・準備金の繰り入れを手厚く行い、経営体質の改善

町に開設した（現研修センターとは別施設）。

と競争力強化のため内部留保の充実に努めた。こうした財務内容の改

福利厚生にも力を注ぎ、休暇制度では、65年7月から月1回交代制

善によって、67年5月の大蔵省検査の結果、10年にわたった決算承認

による週休2日制を、71年6月からは連続休暇制度（年1回5営業日連

銀行の指定を解かれた。

続）を実施した。住宅施策については、単身寮の充実、集合社宅の建設、

研修所
（1973年撮影）

職員の持ち家の促進に重点をおいた。このほか、那須銀嶺荘、鵜原海
浜荘などの保養所の開設、行友会によるレクリエーション活動、グルー
プ保険、職員持株会の創設などを行った。
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1963（昭和38）–1972（昭和47）

6

バンクフラワーの制定と新本店の完成

開始した。
73年3月、当行は創立30周年を迎えた。これに際して、取引先・株主・
地域社会への感謝の意を表し、今後の発展と経営体質の強化を図るた

PR 活動の積極化とバンクフラワー制定
預金獲得競争が激しくなるにつれ、一般の顧客に向けた PR 活動の
意義が認識されるようになった。当行は 1964（昭和39）年1月、業務
推進部に広報課を新設して積極的な PR 活動に着手した。その活動は、
全店統一ディスプレイ、重点商品のポスター、営業案内などのパンフ
1964年制定

1978年改定

ひまわりマーク制定

レット類、手帳、カレンダー、新聞・雑誌広告、映画にまで及んだ。また、
商品・サービスの売り込みだけでなく、企業イメージの浸透も図った。
64年2月には、躍進する当行の姿を強く印象づけ、イメージアップ

め、記念事業を展開した。これと前後して、業容の一層の拡大を図り、
創立30周年を意義あるものとするため、目標8,000億円の預金獲得運
動が実施された。顧客紹介運動など全行挙げての積極的な活動が成果
をあげ、目標を達成した。
創立30周年における当行の規模は、資本金100億円、店舗101 か店
（4移動出張所含む）、行員3,225名、預金8,503億円、貸出金6,159億
円となった。
創立30周年記念式典は、新本店落成祝賀式を兼ねて 3月3日、4日の
両日に分けて、新装なった本店大ホールで開催された。

を図るシンボルとして、
「ひまわり」をバンクフラワーとした。これは、
通帳や名刺のデザイン、マスコット貯金箱「ひまわりちゃん」などさま
ざまに用いられた。

ひまわりちゃんの貯金箱

地域社会への奉仕活動
当行は、各種の社会奉仕活動を実践してきた。1964（昭和39）年以
来、千葉県赤十字血液センターに集団献血を行ってきたことも、その
一つである。この協力により、たびたび日本赤十字社から感謝状を受
けている。また、創立25周年事業として、68年に胃集団検診車「ひま

新本店落成祝賀会

創立30周年記念式典

わり号」を千葉県対がん協会に寄贈した。66年には「小さな親切」運動
の千葉銀行支部を結成し、台風・地震などの被災地や歳末助け合い運
動への寄付、社会福祉施設への車イス寄贈などの活動を行ってきてお
り、現在も続いている。

当行本店の正面アーチに向かって右側
（営業部棟寄

新本店の建設と創立30周年
千葉市中央1丁目（現在の「千葉中央ツインビル1号館」の建つ場所）
にあった当行本店は、1925（大正14）年建築の旧第九十八銀行本店を
引き継いだもので、数次の増改築が行われてきた。しかし、業容の拡
建設中の新本店

大で狭隘化し、顧客サービスや事務合理化・機械化を図るうえで支障
をきたすようになってきたことから、新本店の建設が検討されるに
至った。そして 68（昭和43）年、5年後の当行創立30周年に合わせて、
千葉市千葉港に新築移転を決定した。

column6

本店定礎碑の中身
り）
に、
「定礎昭和四十七年十一月」と記されたほぼ三

タイムカプセルを開けるのは、本店を建て替える
ときだろうか。

角形の定礎碑が建っているのをご存じだろうか。この
定礎がユニークなのは、その下にタイムカプセルを埋
めたことであった。
その中身は、①銘板、②銘文、③全役職員署名、④
営業報告書、⑤職員名簿、⑥行内報
「ちばぎん」
、⑦
「調
査レポート」
、⑧当日の新聞5紙、⑨新本店平面図で、
鉛の箱に収められて眠っている。銘板には当時の岩城
頭取の筆で、
「事業永遠の発展を期し、永世不朽の礎
石を鎮定する」と記されている。

タイムカプセルの中身

新本店建設地は、国道16号線（現・国道357号線）に面する一画で、
隣接地には千葉市役所が 70年に移転されたのをはじめ、新しい千葉
完成した新本店

市の中心地として発展が期待された地区であった。工事は 71年3月か
ら始まり、約2年の工期を経て 73年2月に竣工、3月12日から営業を
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