（千葉市第 47 地区町内自治会連絡協議会）

幕張ベイタウン自治会連合会

平成 2７年度第 4 回定例会合議事録
司会
書記

１．開催日時
２．場

所

３．出席者

遠山会長
沼澤（Pt６）

平成 27 年 9 月 13 日（日） 19：00～20：30
幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム）
名前は末尾に記載

４．各種催しものの協力依頼、報告事項
（１）幕張海浜公園（上岡さん）
①ＢＢＱ企画についての報告
・酔っ払い対策については、土日は３回/日のパトロールを実施した。
・臭い対策については、大型扇風機二機を稼動した。
・企画に対しては概ね好評であった。
②ベイタウン朝市 幕張シェアまるしぇ
・9 月 26 日 9：00～15：00 於）Ｂブロックの花時計周辺
・規模：60～70 店舗
③スポーツフェスタ
・10 月 3 日 9：30～12：30 於）Ｂブロックの花時計周辺
・参加費：大人 300 円・中学生以下 200 円
④オータムフェア
・10 月 11 日・12 日 10：30～15：00 於）Ｂブロックの帽子のパーゴラ
・参加費：200 円より
⑤アースデイちば
・10 月 17 日 10：30～16：00 於）Ｂブロックの花時計周辺
・食と環境をテーマとして、オーガニック食品と太陽光発電などをフォーカスする
・会場は、前回まで海側のみを会場としたが、エリアを拡大して開催する
⑥ドッグランイベント
・10 月 24 日・25 日 10：00～16：00 於）Ｂブロックの大芝生広場特設会場
・参加費：500 円/頭
⑦教室・イベントとして、青空ヨガ、パパ向けべビー体験教室、フラワーアレンジメントを開催する。
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⑧アイルランドの催事について（ＩＮＪ：ハワードさん）
a．セント・パトリックス・デー 2016 年 3 月 13 日（日）
・アイルランド独立 100 周年のお祝いをする幕張の様子を世界に放映する。
・ＮＰＯ法人 IＮＪ（アイリッシュネットワークジャパン）は、ボランティアを募集しているので
みなさんのご協力をお願いする。
・座間のアーミーバンド（約 20 名）行進のコースは、従来、駅から公園迄であったが、2015 年度は、
ベイタウンまで拡大し、プロムナードも含めて行進する話が出ている。他の条件も含めて、連合会
側で打合せをしており、前向きに検討している。これに際した、交通規制の手続きは上岡所長にお
願いする。
b．キックオフパーティ

9 月 27 日 12：00～15：00 於）ホテルグリーンタワー幕張

・参加費：＠3000 円
・立食形式（参加人数把握のため、事前申込していただくと助かる）
・MiMi による楽器ハンマーダルシマーの生演奏（MiMi：犬神家の一族のテーマ曲で有名）
ｃ．アイルランド料理教室を予定している
・11 月（日程未定） 於）打瀬公民館
（２）幕張新都心・パークファンタジア実行委員会の報告（中さん）
・8 月中に事業報告をする予定であったが、誤植があり訂正作業中。改めて報告する
・6000～7000 人/日の参加があったが、期間中は無事故。
（救急搬送が一件あったが、別の場所で飲んだ
酔っ払いであり、企画とは無関係）
・スピーカーサイズが県に申請したもの（40ｃｍ×60ｃｍ×4 台）とは異なり、当日櫓を組む大型スピ
ーカーであった。当日は、音量調整はしたものの 7 日午後には大音量で迷惑をかけたのでお詫びする。
特に、ＣＰ、東の街、西の街には、7 月 31 日～8 月 9 日の間の騒音に対するお詫び文書を出す予定で
ある。
・連合会側から、ＢＴ、ＣＰ、東の街、西の街の騒音対応には特に注意を要請した。
・ウォーターラン（8 月 1 日・2 日）を実施したが、2016 年度は幕張ではなく、東京で開催となる。
芝生の保護の面から、現状の開催場所を危惧している意見が出ているが、来年度は共催しない
・イルミネーションは、指定業者と協議して 2016 年度も開催したい意向を伺っている。
（３）ハロウィンパーティ 2015（サキヤマさん）
・10 月 18 日 10：00～16：00 公園ＤＥエリア 参加予定者数：3000 名
・ハロウィン仮装してランニング＆ウォーキング
・音楽イベントが、マリンスタジアム並びのＣＤエリアの屋外ステージで予定され、近隣に迷惑がかか
ることを想定して、スピーカー音量を調整する。
・10 月 17 日・18 日は設営・撤去で交通に迷惑をかけるので予めご了承いただきたい。
・事務局 Tel

044-221-0364（平日 10：00～17：00） 会期中は、現地に転送する。
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・ＢＴ、ＭＦは音に注意し、気になることがあった場合は、事務局に電話して欲しい。
・連合会として、先日のマリンフェスタの例もあるので、ＢＴの高層階で音量テストを行い音を絞るこ
とを要請した。
・公園側からは、場所の明記（ＤＥエリア）、コースの明記、問合せ先の明記、会場住所の修正（住所が
公園事務所は誤りであり、千葉土木で確認していただきたい）、及びゴミの清掃・回収について、要請
があった。
・ゴミについては、自販機の上に放置する例もあったので、回収は、清掃・清掃業者に有料で依頼する
ことが、確認された。
（４）バブルラン （説明者不在）
・9 月 26 日・27 日 於）公園特設会場 泡の中を走ることができる企画
・参加予定者数 28000 人（参考：前年度参加者数）
・企画実施については、連合会として了解する予定である。
・連絡先は、現地事務所を確認する。
ドゥ・クリエ―ション 那須裕司

携帯 080-3765-2564（９月１５日連絡メールより追加記載）

・音の問題については少ないと予想されるが、ゴミの問題は注意する旨連絡する。
・今後の開催場所については、不明。
（同エリアは、2019 年にサッカー場になる予定）
（５）防災に関する名簿提供事業についての現況報告
（千葉市防災対策課：須崎さん、美浜区地域振興課：伊藤さん）
・防災に関する名簿提供事業を 2014 年度から行っており、区役所窓口には相談を受ける用意がある
・現況報告
①提供団体一覧より
・名簿提供の実態（2015 年 8 月末）としては、自治会、自主防災組織、管理組合を団体として、
千葉市が 1562 団体中 125 団体、美浜区は 232 団体中 26 団体（537 名）
・千葉市に登録した団体は管理組合のある組織であれば、名簿を開示するので各街区で災害時の安否
確認等の対応に使用することを考えてほしい。
・ベイタウン現況としては、現在ファビウスを入れると 41 団体（賃貸：9 団体）ある。32 団体中
自治会は 29 団体で組織されており、千葉市に登録されている団体は 24 団体。このうち 7 団体が名簿
提供を受けている。
・民生委員からも、2014 年度中に説明したが、6/31 団体という状態なので、連合会からも協力をお願
いするので管理組合と相談していただきたい。
②目的は、高齢者・障害者に避難連絡を伝え、避難を支援することである。
③4 月に条例変更した改訂事項
・重度障害者の項目に、呼吸器機能障害者（一級）と小腸機能障害者（一級）を追加した
④名簿情報提供申請書
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・自前の組織があり、団体として管理する場合に名簿を渡す
・個人情報を含むので美浜区としては、名簿の範囲を決めて、責任者を決めて、協定を定め、研修を
行う。
⑤名簿の内容
・名簿に掲載することを承諾しない（＝掲載することによる連絡・支援を求めない）方は、名簿から
除く。
・名前、生年月日、住所、支援情報
・名簿情報の内容は、民生委員と同じであるが、自治会には、開示不可情報は含まれないものが渡さ
れる。
（６）サマーソニックのクレーム対応
・連合会は受け皿となっていないので、サマーソニックの事務局にダイレクトに入れていただきたい。
５．議事
（１）連合会のホームページ
・9 月 9 日 テストベンチができており、10 月中の公開を目安に業者と調整中
（２）新コピー機（ゼロックス）
・コア準備室内に設置した
・各街区にコピーカードを用意したので、窓口担当（百瀬さん）から受け取ること
・用紙は持参すること
・枚数制限 白黒：無制限 カラー：1000 枚/年迄（自動で制御される）
<カード毎の制限にしているので解除することで、カードの再利用は可能になる）
・有料化は運用状況を見て検討する
・印刷コスト（参考） 白黒 3～4 円/枚 カラー 24 円/枚
・機能

穴あけ、中綴じ、ホチキス留め サイズはＡ３まで、ＵＳＢからインポート可

・窓口担当：百瀬さん
・用途例）総会の資料作成など
（３）各委員会報告
①交通委員会
・花火大会に際した迷惑駐車の問題については、今後も注視を続ける。2016 年度開催にも活かしていくの
で協力をお願いする。連絡方法としては、メールを利用していただき、アドレスは、連絡メール時アドレ
ス宛にお願いする。
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・点字ブロック（歪み、破損）については、二ヶ月前に補修を行い、その後は、交通委員でチェックして
いる。発見事項などがあった場合は、交通委員か中央美浜土木事務所に連絡してほしい。土木事務所にも
早めに対応できる職員がいる。
②防犯委員会
・美浜区安全会議（８月）の委員会でレビューしたが辛らつな意見もあった。他の件については、検討を
行い必要に応じて各街区に検討をお願いしている。連合会の費用でできる範囲で対応は行う。
③防災委員会
・避難所運営・開設訓練が、8 月 30 日に約 100 名の参加のもと実施された。
・防災無線の通信テストも実施され、通話状況も概ね良好であった。
・避難所開設には、市から避難所毎に 2 名の直近要員を配備することになっていたが、市側の参加が振る
わなかった。
・備蓄品については、避難所毎に、市側が勝手に決めたが、住民の意見も聞いて欲しい。リストは防災委
員も把握したい旨要望した。
・訓練の通知の仕方に、市側の不備があったので対応して欲しい。また、訓練目的も明確に記載してほし
いことを要望した。
・避難所毎の市側参加者数が 3 名のところ 1 名だったり、備蓄品の把握もしていない方もおり、市側の課
題があった。
・基本的な考え方としては、食品は各自で確保し、避難所に期待はしないと考えてほしい。災害時にエレ
ベーターの休止により、マンション高層階に登れない高齢者、居住者が対象と考えるのでライフライン途
絶のケースが避難所のターゲットは考えていない。
・建物のダメージがあるが、ガラス破片の飛散、散乱を除いて被害は起きないと考えるので、家具の倒壊
防止に最善を尽くして対応をお願いする。
（参考）
避難所と避難場所の違い
「避難場所」は、大きな公園や緑地などで屋外のスペースが多く災害時の安全を確保する場所であり、一
時的な避難場所であるため、飲料水や食料などの備蓄はされていない。
「避難所」は災害で住む家を失った人の一時的な生活をする場所にで、食料や水の備蓄やトイレなどがあ
る。
④グリーンサム（2015 年度レポート）
・2001 年から年一回、街路樹観察を実施してきたが、海側～メッセ大通りのエリアと京葉線側エリアとは
大きく違い京葉線側は良好である。
・状態が厳しい場所は、バレンタイン通りＭＦ側は、劣化が激しく殺伐とした状況になっている。
・ベイタウンには、植桝が 1118 箇所あり、1088 に街路樹が植えている。付番した街路樹は、2011 年以前
分で、現在メンテナンスはしていないが、街路樹観察が行き届いた地域となっている。街路樹が見窄らし
い姿にはなっているが環境保護にご協力をお願いする。
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（４）ベイタウン協議会
①ベイタウン商店街振興組合
・敬老会を 9 月 23 日に予定している。今年度は、177 名が参加予定である。
（75 歳以上の対象者約 600 名
中 177 名：前年比 20 名増加）
・委員会（9 月 13 日）報告
a．スポーツ振興として、マラソン大会

12 月 6 日 於）ＤＥＦブロック

・小 1～3、小 4～６、中、成人、シニアの層別で実施する
b．こども円卓会議 9 月 5 日 ベイタウンでクリーン作戦をやるので協力して欲しい
c．景観委員会 9 月 5 日
・親子デザイン教室

主に小 3、小 4 で約 40 人が参加し、ベイタウンの将来を描いた。

・道路照明のＬＥＤ化による頭部変更は、千葉市の交渉窓口と話し合い中である。できる限り今の
かたちに近いものをやっていただくよう進めており、決まったら連絡する。
（５）その他
①海辺の活性化検討について
・幕張から稲毛にいたる海岸線を良くする検討が行われている。
②幕張新都心賑わい向上について
・千葉市幕張新都心室（テクノガーデン内）と、歩道を使った催し物はできるかどうかを開催可非も含め
て協議している。千葉市の条例改正もあり、柔軟に検討する。
例）祭りのように歩道上の販売など
③美浜区民フェスティバルへの寄付について
・10 月 4 日 稲毛海浜公園内で開催を予定しており、駐輪場の管理で一部の方に役割をお願いしている。
・今回より、補助金がなくなったので、連合会として寄付をすることにしたのでご理解とご了承をいただ
きたい。額としては一住戸当り 10 円で合計 65000 円程度となる。
（６)その他共有・相談事項
・ペットのおしっこ、糞の後始末について、自治会同士の横の連絡を連合会として動けたらありがたい。
クリーン作戦の事例であるが、ペットの糞をビニール袋に入れて植込みに廃棄すると、乾燥しないので余
計に困ることが起きていたり、エレベーター内のおしっこ悪臭で困るケースも起きている。
以上
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