（千葉市第４７地区町内会自治会連絡協議会）

幕張ベイタウン自治会連合会平成 27 年度第 11 回定例会合議事録
司会 遠山会長
書記
１．開催日時
２．場 所
３．出席者

沼澤（Pt6）

平成 28 年 4 月 10 日（日） 19：00～20:：10
幕張ベイタウン地域連携センター（旧子どもルーム）
36 名

４．議 題
（１） 各種催しものの協力依頼について
① 第 38 回千葉市花火大会（千葉開府 890 年記念）
（松浦実行委員長、 橋本さん（千葉市集客観光課））
・8 月 6 日（土） 19:30～20:30

於：幕張海浜公園

・日本一の長さを誇る人工海浜の観光イベントとして実施する。
・打ち上げ数 15000 発、観覧者数 約 30 万人（会場内 12 万人、うち特別観覧席 22000 人）
・自由観覧席は、従来のエリアに加え、イオンモール近辺にも新設する。
・千葉市が、迷惑駐車防止用のコーンとバーの貸し出しに際し、5 月に調査票を持ってくるこ
とになった。昨年各街区が申請し集計したものを 5 月の定例会で確認して申請する。コーンと
バーは各街区で設置する。
また、駐車禁止の看板は、千葉市側で設置する。
・過去に、花火大会がポートタワーで開催された際には、二重駐車や駐車場出口への迷惑
駐車で問題となっていた。また、実施場所が海浜幕張ということも知られてきており、迷惑駐
車は増えることが予想される。コーンの設置は効果があると、交通委員会からも推奨された。
② 2020DAY （エンパイアステートジャパン：進藤さん）
・5 月 18 日（水） 14：30～16：30
当日）

（搬入は前日、設営は開催日 9：30～13：30、撤去は

於：B ブロック

・主催：adidasJapan

対象は、adidas グループ社員約 650 名の運動会（社内イベント）

・安全対策（運営スタッフの設置）、ゴミ管理（ゴミステーション設置）、騒音対応（スピーカー
方向の配慮と音量調整）、及び芝生養生（千葉県土木事務所と協議）を行う。
・公園利用者への事前告知は、指定管理者を通じて伝達する方向で調整中。各街区への
掲示物の依頼の予定はない。
・自治会連合会から、ガード下の保育園への事前共有を要請した。
・当日の連絡先 090‐3306‐0461（関さん：エンパイアステートジャパン）
③ 幕張海浜公園（山崎所長・楠田副所長）
A．茶道教室：4 月 18 日(月)～12 月 5 日（月）、月曜開催（日程要確認）
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・13：00～15：00

於：見浜園

・全 16 回講座で、受講料計 32000 円（8000 円ずつ分納）
B．やさしいヨガ教室：4 月 20 日(水)～7 月 27 日(水) (全 7 回）
・13：30～15：00 の午後クラスに空きあり

於：パークセンター会議室

・参加費＠1000 円（各回）、定員 15 名
C．見浜園茶の湯：4 月 29 日（金）・30 日（土）
・9：30～16：00 於：見浜園
D．ＧＷも幕張海浜公園であそぼう！：5 月 4 日（水）・5 日（木）
・10:00～15：00 於：大芝生広場の帽子のパーゴラ
Ｅ．鯉のぼり：4 月下旬から飾る
（２） 第 19 回ベイタウンまつり（5 月 21 日(土) 10:00～16:00）

（イベント委員会から）

・2016 年度の予算は、781,987 円。前回報告の時点で、ゴミ処理の外注化費用を予想で、
150,000 円の予算金額としたが、その後、見積金額が 110,000 円と固定したので、差額分を予
備費に加算した。
・イベント委員会から各街区に依頼した役割分担表に、名前を入れてメール送付のお願いを
確認した。
（３） 各委員会報告
①交通委員会
・JR 海浜幕張駅長との意見交換会を 3 月 19 日に実施したので、現在その要望をまとめて
いる。
・自転車運転に関する掲示物があるので、各街区で掲示をお願いする。内容は、危険行為１４
項目と自転車安全利用五則からなっている。道路交通法改正により、危険行為を繰り返す運転
者には、自転車運転者講習が義務化されており、受講命令に違反した場合、5 万円以下の罰
金が科される。また、自転車の危険行為で自動車免許が免停になる場合もあるので徹底をお
願いする。
・ベイタウンまつり（5 月 21 日）の 13：00～13:30 で、西警察署から自転車運転に関する講話が
行われる。
・ベイタウンまつりの手伝い（交通規制）の作業の流れを作成したので関係する街区と人は内容
確認をお願いする。
・4 月 16 日 10:00 から、17 番街集会室で交通委員会を開催する。
②防災委員会
・災害対応として、各街区の防災委員から自治会長宛に話があるので、各街区で避難行動要
支援者の名簿の入手をお願いする。名簿は各街区で管理をお願いする。
（参考） 美浜区役所地域振興課

043‐270-3124
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・名簿の入手に際し、名簿情報管理責任者研修を受けることになる。
・Web の防災委員会サイトに「 幕張ベイタウン大規模震災時の各番街対応マニュアル作成の
手引き」を掲載している。これを参考にして各街区でも、災害時の緊急対応マニュアル作成の
検討をお願いする。
・千葉市の避難所開設訓練を 9 月 4 日（日）に実施する。各避難所（学校等）には、防災委員会
事務局から連絡する。また、災害備蓄品、設備資材については、千葉市から各避難所運営委
員会委員長宛に送られてくる。訓練に際しては、各街区からの参加お願いを改めて連絡する。
③エコパークを作る会
・「生き物のにぎわい・つながり図鑑」を 4000 部作成し、３小学校の児童に配布する事業計画を
進めている。2017 年の春に完成するので、各街区にも一冊配布することも考えている。この事
業に、高原環境財団からの助成金の交付申請を行うべく準備を進めている。
④打瀬地区スポーツ振興会
・千葉市に提出した平成 27 年度の予算収支報告と活動結果が報告された。収入合計で、
356,000 円に対し、実績累計で、364,935 円。下半期の活動の中で、美打小の体育館工事が開
催種目によっては影響を受けた。
・日本女子ソフトボールリーグが、4 月 16 日（土）・17 日（日）で開幕する。於：QVC マリンフィー
ルド
⑤幕張ベイタウン商店街振興組合
・4 月 16 日（土）朝市を開催するので各戸宛チラシを配布した。
⑥民生・児童委員協議会
・5 月中旬から 6 月にかけて、高齢者の実態調査を行う。内容は、健康・介護状態、家族状況、
同居状況としている。また、今年度より、調査対象が、65 歳以上から 75 歳以上に引き上げられ
た。
（４） 区連協議会について
・総会 5 月 15 日（土）10：00～ 於：美浜区役所
・当日の受付、28 年度の監事を依頼したので該当者は、協力をお願いする。また、各街区にも
参加依頼をするので出席をお願いする。
・千葉市には、49 の地区連絡協議会があり、美浜区には 8 の地区連絡協議会がある。幕張ベイ
タウンは、それに属する第 47 地区町内自治会連絡協議会となっている。
（５） 自治会連合会総会
・6 月 12 日（日） 14：00～ 於：幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム）
（６） ベイタウン協議会
・千葉市が、ごみ空気輸送システムの説明会を 3 月 6 日（日）、各街区の管理組合の理事長を対
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象として実施した。このシステムの維持管理のための会合が作られるので、改めて話がある。
・5 番街の配管状態を調査したところ、共同溝との接続は 8 番街側で、約 100m と長い配管にな
っていた。また、この距離に加えて、アップダウン、カーブもあり、堅いものは詰まる可能性があ
ると思われる。住民の方々には、このことを承知の上で使用していただきたいし、また、この問
題には、是非興味を持っていただきたい。
・各街区の配管は、竣工図に記載されている可能性があり、作った業者は、施工図を持っている
はずである。
（７） 共有・相談事項
・東の街から出された、メッセのイベントに際した震動が発生している件については、3 月初旬に
メッセ側に調査依頼を行った。所有は千葉県、管理はメッセとなっており、調査には時間を要す
る可能性が高い。大阪ドームのケースでは、震度 4 が計測され、制震装置の設置や、地盤にス
リットを入れることも検討されたが見送られている。
・ドローンデモンストレーション飛行の実施について、3 丁目公園からミラマールに飛行予定であ
るが、日程が 4 月 11 日に変更された。飛行時間の変更については。当初の 11：00～12：00 予
定から、10：40～11：00 に予告がないまま変更されていたので、この点については抗議する。
・4 月以降、自治会のメンバーが変更になる時期なので、自治会連合会 百瀬宛に既定の書式
で届出を行っていただきたい。今回は、1 番街、4 番街、12 番街、21 番街が新メンバーとなった。
（８）次回日程
・平成 28 年 5 月 8 日（日）19:00～21:00
於）幕張ベイタウン地域連携センター（旧子どもルーム）
以上
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