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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 10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 3月 13 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     38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） 

＊4月 1日付人事異動による後任者山崎さん（現．東京臨海広域防災公園 そなエリア

東京センター長） 

A．ゆる体操教室：4月 12日(火)～12月 13日(火)（全 15 回）10：00～11：30  

於：パークセンター会議室 

・参加費＠1000 円（各回）、定員 15名 

B．夜の癒しの茶道教室：4月 13 日(水)～7月 20日(水)（全 8回）18：00～20：30  

於：見浜園 

・参加費＠2000 円（各回）、定員 15名 

C．ヨガ教室：4月 20日(水)～7月 27日(水) (全 7回） 

 10：00～11：30と 13：30～15：00 のどちらか。 於：パークセンター会議室 

・参加費＠1000 円（各回）、定員 15名 

    D．防災そなえパークの日：3月 21 日(休日)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 

 ・無料配布：甘酒（100食）、球根苗（200人）（チューリップやムスカリ） 

E．花植え隊募集説明会：3月 23 日(水) 10:00～12：00 於：パークセンター 

・当日申込者は、印鑑・登録料（ボランティア保険料 300～650 円）を用意 

F．春の茶会：3月 26日(土) 13：00～15：00 於：見浜園 

 ・参加費＠1500円（入園料・茶会代込） 

 ・琴奏者 朝香麻美子・山崎紗綾  お茶 菊池宗孝 

G．まるしぇ＆セントパトリックスデー 3月 13 日（当日実施） 

 ・次回まるしぇは、6月に予定 

② 幕張新都心室（千葉市、桜井さん） 

  ＊4月 1 日付、組織改定で、新都心課に格上げとなる。（MTG-CD棟 3 階） 

  A．ドローンデモンストレーション飛行の実施について（案） 別紙 

http://baytown.chiba.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/889a897920176df1d9bf8255510b6d2e.pdf
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・背景としては、2016年 1月に千葉市が国家戦略特区の政令で指定された。その取り

組みのうち、「先端技術を活用したドローンによる宅配サービス・セキュリティ」の

実現に向けたデモンストレーション飛行の実施計画が紹介された。（協力：野波健蔵

千葉大学特別教授） 

    ・対象候補地：ミラマール、打瀬 3丁目公園 

  ・実施予定時期：デモ飛行は、4月 11 日（月）の週の前半平日（11日又は、12 日）。 

予行演習は、3月末～4月初旬。（4月 20～22 日メッセで国際ドローン展が予定され

ており、その前に実施したい。）なお、今回はカメラを搭載しない。 

    ・今後、実証実験が進められるが、配送は、ベランダルートではなく、主に屋上ルート

と思うが、これらも含めて検討が進められる。 

    ・今回は、ドローンの強みの垂直移動の検討であり、以前話があった、市川・船橋エリ

アは、水平移動の検討の際の候補と思われる。水平移動には、海上保安庁、国土交通

省、宅配業者、通販業者とも意見交換中である。 

    ・今後、各街区で掲示物を依頼することになるが、A4縦書きの書式で作成を依頼した。 

 

（２） 区連協理事会（3月 4日） 

① 総会（5月 15日(日) 10：00～ 於：美浜区役所）に各街区からの出席を依頼する。

地区連には、受付、監事の役割を各 1名の協力依頼があるので、改めて皆さんに協力依

頼を連絡する。 

② 千葉市から、各街区宛に次期自治会役員の変更届、補助金振込先銀行口座に関する書類

提出の依頼があるので対応をお願いする。これに付随して、名簿（室番、氏名、連絡先）

の提出を求められるが、提出できない場合は、「記載が難しい」旨を各街区で区役所側

に連絡をしてほしい。 

＊自治会として会員名簿を管理会社に求めても、個人情報保護法の観点から入手するこ

とはできないので、各街区で区役所側と相談してください。 

 

（３）第 19 回ベイタウンまつり（5月 21 日(土) 10:00～16:00 雨天順延） 

      於：プロムナード、バレンタイン通り、イベント広場、フードエリア 

    ・開催判断は、当日 7:00に行う 

    ・車輌通行止め（8:00～17:30） 

    ・予算が暫定である理由は、ゴミ箱の設置、回収・運搬を外部委託する予定であり、そ

の委託業者が未定で見積金額が不明なため。 

    ・今年度の主な変更点は、①企画の一般募集（フリマ・模擬店・野外イベント以外）、

②フリーマーケットの抽選方法の変更（抽選会：4月 9 日、と説明会：4 月 13日を別

日程で実施する）、③外部業者の導入、の三点。 

    ・フリーマーケット（170区画）、模擬店（30 区画）の募集概要 
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     a.受付期間：4月 3日 7：00～4月 6日中 

     b.応募資格：ベイタウン居住者 

     c.応募方法：自治会連合会ＨＰから、Web申込 

     d.問い合わせ先（メール）：event@baytown.jp  宛 

     e.出店料 2000円ただし、自治会連合会加盟街区は 1000円(フリマ)3000円(模擬店) 

     f.店舗が、店舗前で希望する場合は、事前割当をする 

     g.自治会連合会会員への優遇措置を希望する団体は 3/31までに希望内容をイベント

委員会宛メールで申し込む。 

・イベント開催に当っての役割を各街区自治会役員に協力を依頼する（一石さんから

送付予定：黄色表記部分は、各街区交通委員に依頼する）。提出は、4月 8日まで（宛

先：event@baytown.jp  ）その後調整を 4 月 13日迄に完了する。 

 

（４） 各委員会報告 

  ①防災委員会（3月 12日 21名） 

A． 普通救命講習（3月 12 日 於：打瀬中武道場）が 20名の参加で実施された。  

・20名以上が参加すると普及公社が出張での開催が可能。受講者には修了証が交付さ

れる。修了証にはその旨記載がありますが、心肺蘇生の方法が変更されるので、3 年

くらいの定期的な受講を薦めています。 

・自治会連合会のＨＰを通して、3組の応募があった。 

B． 避難行動要支援者の名簿管理 

か・街区によっては、名簿を入手し、名簿情報管理責任者研修を受けているところも

あるので、各街区でも検討をお願いする。 

C． ハンドブック「東京防災」（140 円）を 80冊購入しており、今回の防災委員会へ参

加した各街区の防災委員に配布した。内容は、災害時の初期対応が記載されており、

都内では各戸に配布された。また、希望する防災委員は ML を通してご連絡下さい。 

②交通委員会 

A． JR 海浜幕張駅長との意見交換会 

・3月 19 日 10：15～11：45   交通委員会以外の方も参加可能 

・要望のための情報収集と精査を行っている。例としては、イベントが多い駅であ 

るので、先行したホームドア設置、トイレ数の増設、改札付近の乗降客分別用ロー 

プ、武蔵野線の増便、など。 

    B．5・8・10番街交差点の信号設置 

・11月の定例会で報告し対応を相談させていただいたが、平成 27 年度に設置でき

ると聞いていたが、設置は、平成 28 年度になる。当初西警察から速やかに示すよ

うにといわれていた地下工事の実施主体確保課題と支持体の円柱・角柱の判断に

時間を要し、設置は平成 28 年度になる。 

mailto:event@baytown.jp
mailto:event@baytown.jp
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    C．空港行き高速バスの停留所の屋根と壁 

・京成バス側が試掘した結果、地下に埋設の電線はあるが、設置が可能な状態と判

断され、実施の方向にあるが、時期は未定。 

③ 防犯委員会 

・街路灯のＬＥＤ化後も照明の球切れの点検を継続している。 

・県立公園内の枝打ちは、見通しの良い状態が保たれている。一方、ベイタウン内公

園の枝打ち状態については、4月下旬に美浜公園緑地事務所と目線合わせを行う。 

  ④ 広報委員会 

・ホームページにスポーツ大会（ソフトボールの部）の案内を掲載している。特別委員 

会の方も掲載希望があれば、メールで申込みをお願いする。 

  ⑤ イベント委員会 

・イベント用のスタッフベストは、メッシュが入っており暑さについては改善しており、

各委員会でも使用可としている。 

  ⑥ エコパークを作る会 

・（仮称）ＪＦＡナショナルフットボールセンターの建設の一環とも見えるが、県が次

年度の事業計画に海辺の松林の整備事業として一千万円の予算を付けているとの話を

聞いた。自治会連合会、ベイタウン協議会としても、具体的に話が来たら協議に参加す

る意向があるので、もし、自治会連合会に連絡が来たら、エコパークを作る会にも連絡

します。 

  ⑦ 民生・児童委員協議会 

・認知症を考える会（3月 31 日 14：00～）を社会福祉協議会、障害者委員会とも協

力して開催する。各街区には、掲示物依頼するので、協力をお願いする。 

 

（５） 幕張ベイタウン地域運営委員会・幕張ベイタウン協議会 

① 幕張ベイタウン地域運営委員会 

・自転車の安全な乗り方教室（2月 20日(土)・27日(土)) には、両日で 50名の参加

で実施された。年配の参加者が多かったが、今後、ベイタウンまつりのイベント会場

でも開催を検討している。自転車は軽車両であり、罰金も含めた罰則があるので、ル

ールに則った運転をお願いする。 

・子どもまち歩き（1月 30日(土)）の実施については、日経で新聞報道が行われた。 

② 幕張ベイタウン協議会 

A．景観委員会 

・ゴミ空気輸送システムの説明会（3月 6 日(日)）には、約 50名の参加者で実施された。 

平成 28年 4 月より管轄が、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

区との間で情報共有が行われた。各街区管理組合から資料等の伝達が行われるので、

自治会連合会としても、協力を依頼する。 
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・美浜打瀬小授業参観「親子デザインワークショップ」が 2月 20 日(土)に実施された。 

幕張新都心中心地区は、景観法による景観形成推進地区の指定を受けているが、ベイ

タウン内は、道路、公共施設を除外し、民間であることと、公共空間であることから、

その維持管理、建て直しの際には、規制の可能性もあるので見極めながら進める。 

     

（６） 共有・相談事項 

①街区の高齢化対策（Pt2） 

・65歳以上が 60名以上居住しており、街区内でも多いほうと認識している。空室にケア

マネージャー常駐させることで、介護用ナースステーションとして使用することも検討し

ているが、他街区で検討しているところがあれば伺いたい。 

→特に検討している街区はなかった。 

・現状では、手摺り、バリアフリーは考えられる。 

・ボランティアではなく、ビジネスとして成立していくのであれば、補助も含めて千葉市

側に共有しておいたほうがよい。 

・CPW は、一人暮らしの要介護、要支援者のリストを申告制で作成している。 

・美浜区地域振興課くらし安心室（043-270-3124）では、避難行動要支援者のリストを保

有しており、所定の手続きで入手は可能である。民生のリストが区役所に共有されてお

り、その中で要支援の意向確認を得たもののみが提供される。 

②ゴミ空気輸送システムの金属製蓋の修理 

・ベイタウン内では、ＪＦＥ、日揮、他３業者となっており、各社純正の部品となってい

るため相見積もりは難しい。今回修繕を依頼したが、見積金額は 30万（ＪＦＥ）であった。 

・今現在は自治会連合会としては、この件で調整は難しい。 

 

（７）次回日程 

・2016年 4月 10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） 

 

                                     計 38名 

                   以上 


