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リレンマ（三重苦）」に直面した。これに対し政府は、73年12月「石油
需給適正化法」を施行したほか、財政・金融両面から需要抑制策を実
施した。その結果、74年度の実質成長率は▲0 . 2％と戦後初めてマイ
ナスとなった。さらに 78年末のイランの政情不安を契機として、世界
的石油需給の逼迫から第2次石油ショックが発生した。
石油価格の大幅上昇により、それまで高度成長を支えてきた鉄鋼、

30周年から40周年

1973 1982

〈昭和48年〉

非鉄金属、石油化学などの素材型産業は深刻な構造不況に陥った。こ
れに伴い産業の高付加価値化が進展、半導体、自動車、家電などの内

〈昭和57年〉

低成長時代の到来

1

外需要の伸びが高い加工組立型産業が国際競争力を高め、それが結果
的に外需の伸びを誘引することとなった。低成長経済が定着していく
なかで、企業は高度成長期のような量的拡大が望めなくなったことか

変動相場制移行と石油ショック

ら、経営の効率化・減量化を進めるとともに、財務面では大企業を中
心に自己金融力を高めていった。

わが国が輸出増大により国際収支の黒字が定着する一方で、米国は

低成長経済への移行とともに、企業や国・地方公共団体の資金需要

し、その後も米国の国際収支の赤字が続き、ドル不安がさらに深刻化

に大きな変化が生じた。企業部門では設備投資の抑制から資金不足幅

したため、73年2月に世界各国通貨は変動相場制へと移行した。

が縮小し、銀行借入需要も大きく減退した。反面、政府部門は成長率

100

機関が引き受ける国債が急増したことにより売却制限が緩和され、
年には国債の公募入札方式が導入され、流通市場の実勢は新発国債の

乱物価とも言われた異常なインフレ、不況、国際収支の悪化という「ト

発行条件にも反映されるようになった。このような国債流通市場の形

0

成は、79年の譲渡性預金（CD）創設に始まる金利自由化を促進させる
石油ショック当時の物価上昇率
（%）
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さらに国内外の資金の円滑な流出入を確保する観点からも、内外金

（円）
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消費者物価
前年比
前月比

融取引の自由化は不可欠なものとなり、「外国為替及び外国貿易管理
法」の改正（80年）によって対外取引は原則自由化された。
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このように、
「二つのコクサイ化（国債大量発行と国際化）」がもたら
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した金融自由化の流れは押し止めることのできないものとなった。
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金融行政もこの流れに沿い、82年の「銀行法」全面改正により、高度成
長時代のいわゆる護送船団方式から、銀行の自己責任や健全性に重き
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※「日本銀行百年史」より
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をおいた行政へ転換を図ることとなった。
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大きな契機となった。

円：ドル相場の推移

卸売物価
前年比
前月比
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次石油ショック）。アラブからの原油輸入依存度が高かった日本は、狂
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1977（昭和52）年以降、既発国債の流通市場が形成されていった。78
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ラブ産油国は原油価格の引上げと石油供給量の削減を実施した（第1
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87

石油ショック時のトイレットペーパー・パニック

うち特例国債
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こうしたなかで 73年10月、第4次中東戦争の勃発をきっかけに、ア

残高

を余儀なくされ、この大半を銀行が引き受ける構造となった。
従来、金融機関は保有国債の市中売却が禁じられていたが、金融

フ会員権などに至るまで価格高騰が広がった。
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が発生し、折からの列島改造ブームのもとで不動産、株式、絵画、ゴル

の低下に伴い税収が落ち込んだため資金不足が拡大、大量の国債発行

（兆円）
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国内では、国際収支の大幅黒字と金融緩和とが相まって過剰流動性

中長期国債発行残高の推移
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ニクソン・ショック
（毎日新聞 1971.8.16
（夕刊）
）

新設など一連のドル防衛策を打ち出した（ニクソン・ショック）。しか
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このためニクソン大統領は同年8月、金・ドル兌換停止と、輸入課徴金

金融構造の変化と「二つのコクサイ化」
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1971（昭和46）年、国際収支が赤字に転落し、ドルの信認が急落した。
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銀行法の改正
（日本経済新聞 1981.5.25）

※月中平均対米ドル相場「日本銀行百年史」より
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1973（昭和48）–1982（昭和57）

住みよい自立都市を模索する千葉県
第1次石油ショック後、わが国の経済成長率が大幅に鈍化するなか

を歴任した。

総預金残高の推移

当行は次のステップとして預金2兆円達成を目指した。県内店では、
主に給与振込・公共料金の自動振替・キャッシュカードを中心に拡販

で、当県への人口流入もペースダウンした。1977（昭和52）年に策定

して家計預金の吸収を図り、それを定期預金として固定化するなど、

された第三次全国総合開発計画（三全総）において、大都市への人口と

一層個人層に比重を移した営業活動を展開した。これにより預金量は

産業の集中を抑制し、地方の生活基盤を整備してこれを振興する計画

年間2,000億円前後のペースで増加した。

方式として「定住構想」が打ち出された。当県においても、人口流入の
緩和を前提とした、住みよい自立都市を目指す流れが強まった。
この時期は、日本経済が安定成長への軟着陸を模索した時期であり、

（兆円）

4

3

2

一方、県外店では、企業が借入圧縮に努め、取引銀行の整理に向かっ
ていた。しかし、当行取引先の多くは、千葉県の将来性に着目して取

1

引維持の動きをみせており、当行は大・中堅企業を対象に積極的に貸

当県でも人口急増に伴う各種のアンバランスを是正する、いわば調整

出対応を行った。これに伴って、県外店の預金残高は、法人を中心に

期としてとらえることができよう。

1,000億円台から 4,000億円台（79年3月）へと大幅に増加した。

0

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
（3月末）

これらの結果、当行は、79年6月に総預金2兆円を達成し、全国地方
銀行中の資金量順位が第2位となった。この業容拡大を支えたのは地

2

預金量拡大への取組み

元千葉県の著しい発展に加えて、①70年代前半からの採用増により
拡充した 4,000人規模の人員体制、②当局の店舗抑制方針下にありな
がらも、徐々に新築・移転改装を行って整備された店舗網、③77年2

１兆円運動の展開
当行が創立30周年を迎えた 1973
（昭和48）
年は、変動相場制への移
行、第1次石油ショックなどを機に高度成長が終焉し、低成長経済へと

月に移行完了した第2次オンラインなどであった。
その後も、店舗行政の緩和に伴う県内店舗網の拡充による預金吸収
や、県外店貸出残高の伸長に伴う歩留り預金の増加などにより、当行
が創立40周年を迎えた 83年3月に総預金残高3兆円を達成した。

転換した時期にあった。当行はこうした厳しい経済状況のなかで、新た
な目標として「預金1兆円運動」を展開した。この結果、法人預金は景況
不振を映して伸び悩んだものの、個人定期預金が堅調に増加し、75年9
月末には総預金残高1兆838億円を実現、地銀6番目となる 1兆円銀行
の仲間入りを果たした。
個人預金堅調の背景には、不況期にあっても県内の土地取引が比較
的活発であったこと、就業人口の転入増が続き県内所得が漸増してい

～大久保相談役（元頭取）の死去～
1974（昭和49）年10月10日、当行第2代頭取大久保太三郎（当
時相談役）が、享年75歳で死去した。同年10月19日、岩城頭取（当
時）が葬儀委員長となり、本店大ホールにて銀行葬を執り行った。
各界から 1,500人の弔問をいただいた。

大久保相談役の銀行葬

たことなどがあげられた。当行は、こうした資金を着実に吸収し、急激
に拡大する地方公共団体の資金需要に対し、十分応えうる体力を培う
ことができたのであった。
1兆円達成運動のポスター

この時期は、岩城頭取の在任が 10年を超えていたこともあり、後継

総預金２兆円を目指して

県内・県外貸出残高の推移
（兆円）

1.5

県外・県内法人取引の強化

県内
県外

預金量が順調に拡大するなかで、その運用先として資金需要の旺盛

1.0

な都内企業向け貸出に注力するため、1977（昭和52）年9月に東京支

日本銀行理事大阪支店長から 1975（昭和50）年5月に当行副頭取と

店（千代田区丸の内）、82年10月に新宿支店を設置し、日本橋支店と

なった緒方太郎が、76年4月第4代頭取に就任した。なお、緒方頭取は

合わせた都心3 か店体制とした。大・中堅企業向け貸出を中心に法人

79年から 91年まで千葉県商工会議所連合会会長および千葉県経済同

取引を積極的に推進した結果、75年頃に約2,000億円であった県外店

友会代表幹事、86年から 87年まで全国地方銀行協会会長などの公職

貸出残高は、83年3月末には 1兆円近くまで伸長した。

おがたたろう

42

融資基盤の拡充

人事をめぐる派閥争いが起きているとの記事が週刊誌などに掲載さ
れ、これを題材とした小説まで出版された。

緒方頭取

3
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1973（昭和48）–1982（昭和57）

反面、県内企業向け貸出の伸びが弱含みであったため、都内営業で

当者「ローンレディ」を新たに配置し、窓口受付体制の強化を図った。

得た資金・情報の流れをしっかりと捕捉し、これを県内営業に有効に

こうして当行の住宅ローン残高は、77年度に 1,000億円を突破し、87

活用していくため、78年に業務渉外部、81年に融資企画部を設置し、

年3月には 3,000億円を超えて総貸出の約1割を占める水準となった。

県内での融資取引を中心とする企画・推進面の強化を図った。また、
81年2月からは、多数の県内店に法人専任担当者を配置し、法人への
融資セールスを主体とした法人取引推進を担わせ、成果をあげた。
商品面でも、事業者向けの新商品を多数開発した。中小企業ローン、
商工ローン、工業団地進出企業ローン、賃貸マンションローン、ワイ
ド事業ローンなどであった。これら商品ラインアップにより、きめ細
かく資金需要に対応できる体制を整えた。こうして、県内貸出残高は
堅調に推移し、83年3月末には約1兆2,000億円となった。

消費者ローン・住宅ローン残高の推移
（億円）

4,000

消費者ローン
うち住宅ローン
3,000

2,000

住宅・公共資金需要への対応

ローンレディ

ローンセンター 千葉駅前支店2階に開設
（1979年5月）

一方、税収の落ち込みにより 75年度は 5兆円にものぼる大量の国債
が発行され、当行も国債引受シンジケート団を通じ相応の国債を保有

千葉県の人口増加率は昭和30年代から年間2～4％と、全国平均を大

することとなった。地元の県・市町村においても、税収不足およびイン

幅に上回った。昭和50年代後半以降は年率1％台に落ち着いたものの、

フラ整備のための地方債発行が相次いだため、県内シンジケート団の

昭和50年代の 10年間で約100万人の増加となった。また、県内の住宅

中核となって積極的に対応した。こうして、公共団体等への投融資残高

着工戸数は、同期間で年平均約6万戸と高い水準で推移した。これら県

は、74年度に1,000億円を超えたのち、80年度には4,000億円に達した。

内の旺盛な住宅資金需要に応えるため、1974（昭和49）年に融資第二
部（消費者ローン課、住宅金融公庫課）を設置したが、78年5月にはこ

1,000

0

れをローン業務部と改称し、住宅融資に関する企画・推進・管理体制を
1977 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
（3月末）

強化した。また、営業店には 80年10月より、ローン専任の女性窓口担

4

事務の厳正化・効率化と総合オンラインの完成

事務改善への取組み
東京支店の変遷

column7

1974（昭和49）年5月に従来の事務部を、企画部門の事務企画部と

東京支店
（現・東京営業部）
ほど移転を繰り返した支店は、当行でも珍しいだろう。

現業部門の事務集中部に分割し、企画機能の強化と集中処理体制の整

1944
（昭和19）
年9月に東京都神田区鎌倉町
（現・千代田区内神田）
に新設
（①）
され

備を図った。80年2月には、営業店事務全体のレベルアップを図る観

た東京支店だったが、木造だったこともあり45年2月25日の東京大空襲で全焼した。し

点から、事務処理能力向上のための具体的な目標を設定し、達成度に

かし、金庫は焼けず重要物は残ったため、日本橋区本石町
（現・中央区日本橋本石町）
の
東京手形交換所内に仮営業所を設け
（②）
、27日から平常どおり営業することができた。

より評価する「オール A 運動」を導入した。この運動は、その後営業

その後、同年7月には麹町区丸ノ内
（現・千代田区丸の内）
の東京銀行集会所に移転
（③）
、

店の事務厳正化・効率化の推進に中心的な役割を果たしていくことと

同年10月には日本橋区室町
（現・中央区日本橋室町）
3丁目の日本貯蓄銀行
（現・りそな
銀行）
室町支店の 1室を借りて営業を継続した
（④）
。

日本橋ちばぎんビル

68年、日本橋室町1丁目に
「日本橋ちばぎんビル」
を新築し、東京支店を移転した
（⑤）
。

なった。82年4月には、従来の事務管理者制度を見直し、副支店長・出
張所長に事務管理を掌握させる事務統括者制度を導入した。
一方、事務規定についても、全面的に改定することとし、80年4月

77年9月には都心拠点増設の方針から、東京支店を日本橋支店に名称変更し、丸の内に

に事務規定改定委員会を設置した。改定作業は 3年間を費やして行わ

（新）
東京支店を設置した
（⑥）
。96
（平成8）
年11月に、今度は東京支店を日本橋支店に
統合して東京営業部に名称変更、日本橋ちばぎんビルに戻した
（⑦）
。

れ、83年3月には総則編から業務別各編までを網羅した新しい「事務

日本橋ちばぎんビルを隣地と併せて再開発することとなり、東京営業部は 2010年

完成した新事務基準

基準」が完成した。

10月、隣の街区の「室町東三井ビルディング」に仮移転した
（⑧）
。14年2月に建て替え
後の「室町ちばぎん三井ビルディング」に本移転した
（⑨）
。
室町ちばぎん三井ビル
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1973（昭和48）–1982（昭和57）

QC サークル運動の展開
行員が現場サイドから自主的に事務改善に取り組む活動として
「QC サークル運動」を 1979（昭和54）年に地方銀行で初めて導入し、

第4回 QCサークル運動全行大会
（1983年2月）

CIF
（Customer Information File）
の採用により顧客管理が格段に向
上し、事務の効率化、営業推進の両面で大きな改善が図られたことで
ある。新端末機への切り替えは79年2月に開始し、80年4月に完了した。
その間、79年5月に次期システム更新に向けてオンライン準備室を

若手行員を中心とした活動を 11年間にわたって展開した。各サーク

設置し、83年3月には従来の処理科目に加えて、仮受金、仮払金、損益

ルで取り上げたテーマは、当初は一算互明率の向上、端末機操作のミ

勘定等の諸科目のオンライン化を実現した。これにより主計業務が大

ス率縮減、口座相違の防止などの事務改善に関するものが中心であっ

幅に改善されるとともに、融資取引・為替取引などが拡充され、全科

たが、後年には営業推進や顧客サービス分野などに広がった。その後、

目オンラインシステムがスタートした。また、当システムの構築にお

行内全体に QC 手法が十分定着したことから、90（平成2）年に従来の

いては、DIPS の増設とソフト開発を行い、システムの容量を従来の

「提案制度」と併合して「新提案制度 NOW」に引き継いだ。

ほぼ 6倍に拡大、急増する業務量（特に自動振替事務）に耐えられるも
のとした。

営業店事務の機械化・集中化
※1

CD……現金自動支払機。
Cash Dispenser の略。
ATM…現金自動預け払い機。
Automated Teller Machineの略。

行員を介さず顧客自身がキャッシュカードや
通帳を使って、金融サービスを受ける機械で
あるが、CD は原則支払のみ、ATM は支払・
預入などができる。

営業店事務分野の機械化については、顧客サービスの向上と事務
人員の省力化を図るという観点から積極的に推進した。そのうち、顧
客の利便性向上に大きく貢献したものとして、窓口における預金の
入出金事務の機械化があった。1973（昭和48）年10月、千葉駅前支店
へ CD
ATM

※1

※1

を設置したことを端緒に、80年3月からは預入機能の付いた

を全店に配置した。これに加えて、ATM の休日稼働、ATM

への振込機能の付加などにより、預金・為替窓口の省力化を大幅に進
めた。

コンピュータ室
（1980年当時）

業容の拡大に伴う事務量の急激な増加に対しては、事務の集中化を
積極的に進めた。特に、人手を要する営業店の後方事務を本部や事務
センターに集中して処理する仕組みづくりは、機械化の進展とともに、

5

経営基盤の充実と創立40周年

営業店事務体制の抜本的改革につながった。73年4月に事務部内に特
約センター、為替事務センターを設置し、同年10月に自動振替、為替
集中、手形交換、手形集中の各課を設置するなど、本部に集中できる
事務を極力吸い上げていった。
ATM 設置

自己資本の充実
預金量1兆円を目前にした 1974（昭和49）年10月、2年ぶりに 50億
円の株主割当増資を行い、資本金を 150億円とした。その後も 77年

オンラインシステムの導入と拡張

10月と 82年4月に、株主割当・公募・無償交付をセットにした増資を
行い、資本金を 255億円とした。

第1次オンラインシステムは 1974（昭和49）年1月に全店展開を完
了したが、その移行作業を始めたばかりの 71年8月、早くも対象を預
金全科目、融資などに拡大した第2次オンラインシステムの開発を電
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人事施策の展開

（人）

600

電公社（現・NTT）に委託し、早期の完成を目指した。72年5月には第

人員体制については、コンピュータの導入や事務合理化に伴い事務

2次オンラインのホストコンピュータとして、国内メーカー3社と電電

人員の削減に努める一方、店舗数増加や業務分野の拡大に伴って営業

公社が共同開発した「DIPS（Dendenkosha Information Processing

人員を増強した。その結果、行員数は 1973（昭和48）年3月末の 3,225

System）」の導入を決定、74年3月に新本店の電算棟に設置した。

名から 82年3月末に 5,059名（うち男子2,694名、女子2,365名）と大

その後、76年5月に第1次オンラインから第2次オンラインへの移
第2次オンラインシステムのテープカッ
ト
（1976年5月）

新卒採用人員の推移

行に着手し、77年2月に移行を完了した。このなかで特筆すべき点は、

きく増加した。
人事・給与面では、厚生年金基金の導入を契機に 76年10月に大幅

第1部

女性

男性

500
400
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0
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1973（昭和48）–1982（昭和57）

な職制・給与規定の改定を行った。また、83年4月には定年を 60歳ま

積極的に展開した。同年12月には同会にメッセ委員会を設置し、幕張

で延長するなど、時代の要請に沿った制度対応を行った。これにより

メッセ建設促進活動を推進した。東京湾横断道路は 89（平成元）年5月

55歳達齢の前後で職員を「行員」と「専任行員」とに区分した。

に着工、幕張メッセは 87年12月着工となり、活動がそれぞれ実を結
んだ。さらに 85年7月からは、首都圏中央連絡自動車道建設促進活動

福利厚生の拡充

を開始し、91年11月の「首都圏中央連絡自動車道建設促進県民会議」
設立の推進役を務めた。

福利厚生施設では、職員の増加に応じて社宅・独身寮の整備を行
うとともに、県内外に利用目的に応じた施設を設置した。1978（昭和
53）年7月館山市に「銀洋荘」を、82年12月に福島県猪苗代町に健康保
険組合による「磐梯山荘」を開設した。73年7月に 30周年記念事業の
（旧）
ちばぎんクラブ

創立40周年とCI
1983（昭和58）年3月に創立40周年を迎えるに

一環で、千葉市千葉寺町に職員向け飲食・娯楽施設「ちばぎんクラブ」

あたり、記念事業の一環として導入されたのが CI

を、79年12月には、職員の交歓の場として国鉄（現・JR 東日本）千葉

（コーポレート・アイデンティティー）システムであ

駅前のビル内に「新千葉倶楽部」を開設した。

る。キャッシュカード・通帳・証書などの顧客向け

福利厚生制度については、職員の財産形成に関する諸制度を導入す

アイテムから店舗・看板まで、
「ひまわり」のデザイ

るとともに、職員の持ち家促進のため職員住宅融資制度の拡充を行っ

ンで統一された。このデザインは現在に至るまで継

た。また、退職後の手当として、77年1月に千葉銀行厚生年金基金を

続して使用している。

設立した。
創立40周年記念式典
（1983年3月6日 本店大ホール）

経済団体活動を通じた地域貢献
1940（昭和15）年に千葉商工会議所が発足して以来、当行の頭取・
会長などは長年にわたり会頭を務め、千葉市内商工業の発展のみなら
ず、地域全体の振興に力を注いできた。
73年7月に設立された千葉県経済同友会は、当行の頭取・会長など
が代表幹事を歴任し、事務局も設立当初から一貫して当行が引き受け
てきた。同会は、千葉県の発展を支援する活動を展開し、東京湾横断
日本コンベンションセンター
（幕張メッセの運営会
社）
創立総会
（1986年4月）

道路の建設促進、幕張新都心構想を含む千葉新産業三角構想など県内
プロジェクトの推進に大きな役割を果たした。
特に、東京湾横断道路に関しては、82年6月の「東京湾横断道路建
設促進県民会議」設立のリーダー役となり、関係各所への陳情などを

東京湾横断道路建設着工
（1989年5月）
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CIシステムを適用した通帳、ノベルティ、リーフレット類

首都圏中央連絡自動車道建設促進県民大会
（1991年11月）
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