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（幕張ベイタウン自治会連合会） 

幕張ベイタウン自治会連合会平成 27年度第 9回定例会合議事録 

 

司会 遠山会長（Pt5） 

書記 沼澤（Pt6） 

 

１．開催日時    平成 28年 2月 14 日（日） 19：00～20:45 

２．場 所     幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム） 

３．出席者     36名 

４．議 題      

（１）各種催しものの協力依頼について 

① 幕張海浜公園（上岡所長） 

A 庭のお手入れ教室：3月 5日 13:00～16:00 於：パークセンター 

・参加費＠1000 円 四ツ目垣  講師：上岡所長 

B 幕張マルシェ＆セントパトリックスデー：3月 13日 10:00～16:00  

 ・在日米軍軍楽隊の行進 など 

D 防災そなえパークの日：3月 21 日 12:30～15:30  於：Ｂブロック自由広場 

 ・ＡＥＤ講習、起震車による震度体験、水消火器による消火体験など 

E 盆栽祭り：3月 11日～13 日 10:00～11:30： 20名。13:30～15:00 ：20名  

於：見浜園 

・参加費＠3000 円  桜など 

F 谷津干潟 冬のありがとうキャンペーン 3月 31日まで 

② ゾゾパーク ホンダ フットボール エリア（ホンダエスティーロ（株） 

・美浜区若葉 3-2-17 (JA共済施設の隣) 

・サッカー１面、フットサル 6面、テニスコート、ゴルフ練習場、クラブハウス 

会議室（80名）、 駐車場（120 台） 

・オープニングイベント 3 月 12日 10:00～19:00（9:30開場） 入場無料 

・ピッチ照明については、光が漏れないように照明灯カバーを検討している。 

・音響については、21 時以降デジタル音が出ないようにする。 

・セキュリティ会社：共和警備保障株式会社 

・問い合わせ先  043-215-7444 

・自治会連合会には、オープニングイベントへの参加依頼があった。 

・自治会連合会からは、路上駐車は、交通障害になるので止めていただく旨要望した。 

③ リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2016 ちば （松川さん） 

・がん征圧・患者支援チャリティ活動として、年一度 24 時間（二日間）のイベントを

開催している。 
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・2014年時点で世界 20カ国、2014 年度は国内 43箇所で開催された。 

・千葉県内では、過去 6 回八千代で開催してきたが、今回、千葉市で開催予定であり、

10月 8・9日に幕張海浜公園で開催すべく協議中。 

・24 時間の夜通しイベント、ルミナリエセレモニー（LED使用）、コンサート（21 時以

降は、音は出さない）などが企画されている。 

・自治会連合会には、実行委員（ＷＢＧ内のソニー生命会議室で月 1 回会合）への参加

や、事前準備、受付などの当日手伝いのみでも可能なので協力をお願いする。また、当

日のイベント参加をお願いする。連絡先 松川さん 090-4539-2358 

・寄付（日本対がん協会を通じて使用される）をお願いする。 

・会社内、店舗内用には、募金箱も用意したので設置をお願いする。 

・パンフレットは、次回用意するので各街区で掲示をお願いする。 

④ ＴＶ-ＣＭ撮影（デジタルスクエア 大濱さん） 

・2月 19 日店舗営業終了後、駐車スペースの準備 於：プロムナード 

・2月 20 日 8:00～19:00（撮影日）、2月 21 日 8:00～19:00（予備日） 

・プロムナード入口はバス通りに影響するので注意してほしい。 

・商店街前 「貸切」の記載を、「駐車不可スペース」と変更してほしい 

・店舗への営業妨害にならないように配慮してほしい 

⑤ ジャパンジャムビーチとエレクトリック ズービーチ（アドロック 内藤さん） 

・ジャパンジャムビーチ 5 月 3～5 日  開演 11:30 

・エレクトリックズービーチ 5月 7日 13:00～21:00 

・昨年からの改善として、①ステージスピーカーに頼らないで、リレースピーカーを導

入したこと。②ステージＡの音響で昨年迷惑をかけたので、リハーサルで音響測定をマ

ンション高層階・屋上で実施すること。③現地スタッフとの情報共有。④環境美化とし

て、施工ゴミも含めて一斉清掃をすること などが説明された。 

・問い合わせ先は、4月にお知らせする。 

・自治会連合会からは、特に音響は、ビーチテラス、マリンフォートに影響するので 

打合せをしてほしいことと、駅前から会場までの導線の美化にも配慮してほしい旨要望

した。 

 ・サマーソニックの概要については、4月の会合で報告する。 

 なお、自治会連合会からは、サマーソニックに関しても駅から会場までの導線の美

化に配慮してほしい旨要望した。 

⑥ レッドブル・エアレース 千葉 2016 

・2015年開催の御礼と 2016 年開催に向けた協力依頼 

・2016年度 実施予定日  6月 4日(土)（予選）、 6 月 5 日(日)（決勝） 

・海上にパイロンを設置しコース取をする 

・施工スケジュールは、現在調整中で、4月以降の会合で決定事項を説明する 
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・問い合わせ先 ローソンチケット 0570-684-015（10:00～20:00 オペレータ対応） 

・キックオフパーティが、1 月 27日に行われた。 

・高い位置を飛ぶテスト飛行時に、かなり騒音が出ている。特に磯辺地区がかなりうる

さいという話があるので配慮を要望した。 

・美浜大橋の利用については、現在、警察と相談中。 

・昨年入場時に来場者持参のペットボトルが没収され、また、飲料の場内販売価格が高

いということにクレームが出ていたので、消防庁と協議中。 

 

（２） 連合会ホームページ（ＨＰ）の開始について 

・ＨＰ運営について、 記事掲載やＰＲは、広報委員会を窓口とするので、依頼は、事

務局、木村さんに連絡すること 

 

（３） コピー機の使用に関する注意（百瀬さん） 

・紙詰りが二件発生し、ゼロックスが対応したが、管理者に連絡していない事例。管理

者に連絡したが連絡が取れなかった事例があった。 

・使用基準には、手順として、①管理者 ②ゼロックスの優先順位で連絡することにな

っているが、管理者には事後連絡も可とすることを確認した。 

・他の事項についての手順操作も含めて、使用基準に沿ってコピー機の利用をお願いす

る。 

・丁寧に書いただけで使用基準自体に変更はないので正誤表は作成しない。 

 

（４） 各委員会報告 

① 防災委員会 2月 6 日 28名 

A．普通救命講習 3月 12日 於：打瀬中武道場  

・30名予定で募集（ＨＰで紹介）し、受講者には、修了証を交付する。 

多数のご参加をお待ちしております! 

B．避難所運営委員会研修会 2月 11日 於：旧磯辺第二小体育館 40名出席 

・美浜区からの案内が遅かったが、3 番街、12 番街、17 番街、ブエナテラーサ、公園

東の街からの参加があった。 

② 交通委員会 

・バスダイヤの改正要望を精査し、３月１９日の交通委員会の中でＪＲ駅長との意見交

換を予定しており、委員会（2月 20 日）で意見交換会に向けた集約をするので、要望や

意見を出してほしい。 

・新駅（イオンモール横）について新たな設置に向けての運動が始まったようだが、以

前に交通委員会で委員の意見を聞いたところ、快速の減数と停車駅の増加は、乗車時間

が長くなることにつながるので委員会としては異論があった。新駅とダイヤの関係の構
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想も駅長に聞いてみたい。 

・10 番街の迷惑駐車への警告ビラの表現問題については、過去に、ベイタウン側から西

警察署に対して、時間規制（Ｈ21 年）や適用除外区域のある駐車禁止（Ｈ22 年）を要

望した経緯はあるが、西警察はこのような時間を区切るとか適用除外の区域があるよう

な駐車禁止規制の要望は受け入れられないとして実現されていない。このための各街区

での自営手段として、長時間駐車については警告ビラの貼り紙をすすめている。今後、

状況によっては自治会連合会や交通委員会の名前での警告ビラ使用もありうる。このよ

うな事態の時にはこちらに連絡をいただきたい。 

③ 防犯委員会 

・街路灯の点検については、ＬＥＤ化後も継続する 

・ベイタウン内の公園における安全確保について管理者と協議を開始した。 

④ イベント委員会 

・第 19回ベイタウン祭り（5月 21 日）の企画応募は、現在一件。 

 

（５） 地域運営委員会 

A．自転車の安全な乗り方教室 2月 20日(土)・27日(土) 14:00～16:00 コア講習室 

・西警察署の講習と、ベイタウン内の乗り方の説明があるので、参加をお願いする 

 

（６） ベイタウン協議会 

ベイタウンごみ問題委員会 

① ゴミ空気輸送システム 

・背景として、ゴミ空気輸送システムの適切な維持管理を進めることと、平成 28 年 4

月より管轄を千葉県企業庁から千葉市に移行することを踏まえて、各街区との間で管理

区分など維持管理の責任分担を再確認したい千葉市側の意向がある。 

・（千葉市廃棄物対策課長 安田さん）ベイタウン協議会と千葉市が協調して、管理組

合理事長等の参加を呼びかけ、説明会を実施することとなった。 

・（千葉市廃棄物施設課長 瀬川さん(4月以降千葉市によるシステム管理の窓口)） 

3 月 6 日(日) 13：00～15：00 於：幕張ベイタウン地域連携センター（コア隣り） 

問い合わせ先 043-245-5653 

＊内容：管理区分と財産区分、定期点検、など（欠席者は、別途連絡） 

② 使用済小型家電のリサイクル 

・クリーンセンターで回収することになっているが、回収場所を打瀬公民館に変更する。 

・4月 1日 「ベイタウンだより」に啓発資料を差込み案内する。 

・廃棄物対策課としては、各戸への案内はしないが、別紙の右下にある「使用済小型家

電のリサイクルについて」の部分を配布する。自治会連合会としては、ＨＰにアップし

周知する。 
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         （別紙：201602_廃棄物空気輸送システム利用地区のゴミの出し方） 

 

（７） その他 

① ベイタウン商店街振興組合 

A．朝市及び大抽選会 2月 20 日 8:00～16:00 抽選は、店舗のスタンプラリー形式。 

B．スポーツフェスタ(自治会と商店街主催) 3 月 6 日(日) （従来、第一土曜実施を

変更した） 

・各戸宛案内を配布する  

 ・会場の都合もあり、テニスのみ 3月 5 日(土)に開催する。 

C．イルミネーション（プロムナード～バレンタイン通り）は、2月 15日以降に撤去 

② 菜の花クラブ 

・花いっぱい市民活動助成として H28年度の助成を希望される団体はどうぞと千葉市よ

り案内が来ております。 

助成事業の概要①手作り花壇②まちかど花いっぱい運動③街なかオープンガーデン作

戦これらは活動場所とか花苗配布数量等に違いがあります。配布は春 5月と秋 10 月の

2 回です。申請締め切りは平成 28年 3 月 4日(金)必着 

詳細は千葉市のホームページ「花いっぱい」で検索していただければ判明します。 

  菜の花クラブの 2丁目花壇は上記の①手作り花壇になります 

 

  ③ スポーツ振興会 

・ソフトボール大会は 4月 23 日(土)開催。募集案内は３月中ごろ各街区掲示。（申込：

3 月末締切） 

     

（８） 共有・相談事項 

A．4番街で、高齢者対応の一環として、管理組合でマンションＥＬＶに手摺りの設置 

を検討している。見積もりは、手摺り 1本 7万、ＥＬＶ3機の設置料込みで 45万（１ 

機 2 本で 63 万）となっている。また、ＥＬＶ内への手摺り設置はメーカーしか工事

ができないと聞いている。他街区の設置状況を知りたい。 

・転落防止の観点から、階段に手摺りを設置検討している街区は複数あった。 

・他街区でも持ち帰って管理組合と状況を把握しておいてほしい。 

B．ベイタウン内（打瀬中近郊、コア近郊）で、ネズミの発生が見られている。 

昔、エコパーク近辺で見られていた時期があった。対策は、ゴミ対応と異臭ハーブ 

が考えられるが、ベイタウン商店街でも検討議題となっており、商店街の動向も見 

乍ら市側への相談も検討することとした。 

・過去の対応事例で、殺鼠剤を散布した結果、犬、猫などのペット類が泡を吹いて 

倒れたということも起きており、対策は慎重に検討する。 

http://baytown.chiba.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/faa6ec325f61cf0e447597555c891ceb.pdf
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・自治会連合会としては、ネズミは、街区全体の問題でもあり、加えて磯辺地区と 

も協調しながら対応することも必要と考えている。 

 

（９） 次回日程 

・2016年 3月 13日（日）19:00～21:00  

於）幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム） 

 

以上 

 


