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（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 12回定例会合議事録 

 

司会 遠山会長 

書記 沼 澤 

 

１．開催日時    平成 28年 5月 8日（日） 19:00～21:00 

２．場 所     幕張ベイタウン地域連携センター（旧子どもルーム） 

３．出席者     35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（山崎所長） 

A． ドッグラン：5月 21日～5月 22日 10:30～16:00 500円/一頭 

於：花時計のある大きな芝生公園 

・企画：無料ペットケア、いぬ親会、20ｍタイムアタック大会、お悩み相談所 

・必須事項：犬鑑札、狂犬病予防接種済証・混合ワクチン接種済書 

B． 幕張まるしぇ：6月 5日 

C． 谷津干潟の日：5月 4～5日、11～12日 （4日間に拡大開催） 

D．高木剪定についてのお知らせ 

・本年 2月に剪定作業を実施したが、通勤・通学路には派手な印象を受けるとの

ご意見をいただいている。一方で、公園内の樹木が大型化してきたため街灯を

遮り暗くて怖いというご意見や、4月 29日の強風による第三者事故（枯枝落下）

の報告（東京都の資料）もある。5月に、Ｃブロックの楠木も含め公園管理運営

士が作業する予定であるが、枝葉を極力残すように配慮しながら作業を進める

のでご理解をいただきたい。 

②第 12回幕張チャリティ・フリーマーケット（神田外国語大学 白井さん・小林さん） 

・5月 29日 10:00～15:00  於：神田外国語大学（幕張） 

・2015年度の売上金から、アジア自立支援、東日本大震災復興、及び、ネパール

地震復興に寄付を行った。また、本年度は、売上金の一部を熊本地方地震復興

に寄付を予定している。 

・企画：チャリティオークション、チャリティ屋台村、国際フェスタ CHIBA、 

ボランティアフェア（民族衣装）など 

・ベイタウンまつりには、神田外大からも人的な協力をいただいているので、連

合会としても協力をお願いする。 

③ZOZOPARK HONDA FOOTBALL  AREA 
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A.フリーパーク 

 ･6月以降の週末（8:00～10:00）に、ピッチの無料開放をするので、ベイタウン

居住の親子のコミュニティ作りにお役立ていただきたい。日時の詳細は、ホー

ム ページで告知する。    http://honda-sports-land.com/zozopark/ 

 B.5月 21日に催物（start todayの大会）を実施するが、ＢＧＭ等の音量には配慮

するので、ご理解をいただきたい。 

 C. 熊本地震復興支援フットサル全国大会 

  ･7月 2日～3日 （予選は 5月～7月 別会場） 

        ･当日は、国内、海外の有名選手が数名参加し、チャリティマッチも予定している。 

④レッドブルエアレース 千葉 2016（篠塚さん） 

・予選：6月 4日 10：00～17：00、決勝：6月 5日 13：00～16：00 

於：県立幕張海浜公園 

       ・テストフライト（慣熟飛行）を 6月 1日～3 日に予定しているが、騒音となるエンジ

ン音が、上空の待機エリアとなる磯辺・高浜地区にも配慮し、できる限り短期間で終

了するように検討する。 

・器材搬入のため、5 月 15 日以降に交通規制が生じ、レース当日には、浜側を立入制

限エリアとする。 

・パブリックビューイングをＤＥブロックに設置する。890 名前後を上限として、抽選

で招待する。申込は、5月 1日～15日ローソンインターネットチケットで受付ける。 

当選者には、5月 21日 15：00 にメールで連絡する。会場内では、千葉フードフェス

ティバルも開催される。 

・学校関係には、３小学校、打瀬中、磯辺高と打合せを行う予定。 

・海岸線のブエナテラーサ、マリンフォートで騒音の苦情発生が心配されるが、必要

に応じて連絡してほしい。 

・連絡先 6月 1日～5日 9：00～17：00 043-307-2655 

・気象条件で、風速 10ｍ/s 以上、有視界飛行が不能な場合は、開催可否を検討するこ

とになる。 

・美浜大橋の利用については、県警と相談中であり、反対車線も含めて交通規制の対

象と考えている。歩道上の人の滞留については、紗のかかった幕も検討されている。 

駐車禁止については、県警と千葉市道路建設課とも協議中。 

・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

が高いとうことにクレームが出ていたが、今年は、消防庁と協議し、600ml1 本まで

は持込み可とし、場内にも水・お茶のキッチンカーを設置する。 

・飛行路をわかりやすくするスモークオイルは、人体には無害で、環境にも配慮して

いる。    

  ⑤千葉市新都心課（桜井さん） 

http://honda-sports-land.com/zozopark/
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    ・4月 1日付組織改定により新都心室から新都心課に格上げとなった。特区推進班

の担当課長秋葉さんが今後、連合会の担当となる。（MTG-CD棟 3階） 

    ・ドローン宅配実験（4月 11日）については、無事終了し、ご理解・ご協力に感

謝する。 

    ・通勤・通学者の公園内の駐輪問題については千葉市側が、駐輪台数を調査中で

あり、駅前駐輪場の収容台数を勘案し是正に向けて調整中である。 

 

（２）幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大会実行委員会） 

   ・8月 6日(土)実施に際し、迷惑駐車対策として、コーン・コーンバー、貼紙、看板な

どの設置、及び巡回を実施する。ベイタウン内は、駐車禁止となっていないのでこの

ような措置が必要となるので、各街区でコーン、バー、貼紙、ガムテープの必要数を

申込むこと。期限 6月 30日  ＦＡＸ申請（申込用紙 配布済）。 

  ・過去に、ポートタワーで開催したが、迷惑駐車の問題は、二重駐車、駐車場出口前

の駐車があったと聞いている。今後、この花火大会が広くしられることで観覧者数が

増え、更に問題が出ると考えられるので千葉市側と相談しながら進めていく。 

・当日のトラブル発生時の連絡先は、後日共有する。 

 

（３）自治会連合会定期総会 

   ・6月 12日(日) 14：00～16：00  於：幕張ベイタウン連携センター（旧子どもル

ーム） 

   ・当日の出欠を指定のポストに提出をお願いする。尚、欠席の場合は、委任状の提出

もお願いする。期限 6月 5日。 

   ・幕張ベイタウンの自治会総会会則を配布したので確認をお願いする。また、各街区

では、役員の改選時期となっているので、会則の主旨・活動も含めて後任者に引継

ぎをお願いする。 

・総会報告用の平成 28年度の予算では、備品代で前年度と差異が生じている。これは、

平成 27年度にホームページの立上げに要した費用分が、平成 28年度予算には計上

していないためであり、繰越金の差額に反映している。他の費目には大きな変更は

生じていない。 

・総会には、各街区で複数名出席できるが、行使できる議決権は、各街区あたり一名

分を付与する。 

・千葉市には、49の地区町内連絡協議会があり、登録順に番号雅付与されている。美

浜区には、8の地区町内連絡協議会があり、ベイタウン自治会連合会（通称）は、第

47地区町内連絡協議会（打瀬中学校区）となる。 

  ・第１回定例会を同日、総会後に開催する。 
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（４）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に行なって、順延の場合はベイタウン内は貼紙で周知し、ホ

ームぺージ上でも告知する。 

・役割分担表を配布したが、名前の入っていない街区は記入しメールで送付をお願い

する。また、役割者は協力をお願いする。 

・車輌通行止め 8:00～17:30  

・防災関連グッズの展示販売（フードエリア） 

・生活お助け隊として時計コンシュルジュ、革製品のメンテナンス、ハウスクリーニ

ング受付、不用品の引き取り（一部買取）を企画した。尚、不用品・故障品の引受

けは２ｔトラックが一杯になったら終了。 

・フリーマーケットは、184区画に対し、300件の応募があった。決定後、キャンセル

もあり、追加募集を行った。 

  ・本部テントは、バレンタイン通り・プロムナードの交差点付近に設置する。 

 

（５）各委員会報告 

  ①防災委員会（5 月 7日 34名） 

・九都県市合同防災訓練の日程に合せて、千葉市では 9月 4日(日曜日）避難所開設訓

練を実施する。打瀬小を重点先とする予定であり、次回の委員会（6月 4日）で詳細

を検討する。 

また、千葉市防災対策課、美浜区地域振興課、各学校の校長・教頭にご参加いただ

き防災委員会と合同の避難所運営委員会の開催を予定しており、7 月 23日(土曜日)

の午前で日程を調整中。 

・本年度の活動方針として、以下二項目を検討した。①各街区で避難行動要支援者の

名簿の入手・管理。②各街区の災害用備品をアンケートでチェック。 

・ベイタウン内の津波時の避難場所は打瀬中（三階建て以上の建築物）、避難所は、美

浜小のアリーナとなっており、避難所は行政からの救援物資配送先になる。 

（参考）避難所と避難場所の違い 

「避難場所」は身の安全を守るための一時的なものであるため、飲料水や食料などの

備蓄及び配給はされていない。 

「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で、食料や水の備蓄

やトイレなど資機材の備蓄がある。 

  ②交通委員会 

・JR海浜幕張駅長との意見交換会での説明を精査した。 
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   ＊イベント開催時に駅のホームが満杯となり危険なためホームドアの設置 

＊イベント時、駅のトイレが満杯になるので、駅外の公衆トイレの案内 

＊新駅についてはあまり情報なかった。 

 （委員会の意見としては、昨年度は通勤時間への影響が出ることから反対の意

見が多かったが、今年は賛成者が多い状況となっている。） 

  ・高速バス停（みはま病院裏）に京成バスが、屋根と防風壁を設置した。 

  ・海浜交通バスの海浜病院から海浜幕張駅行き路線が、JR総武線・新検見川駅まで延

伸されたので、総武線への乗り継ぎに利用できる。「海浜打瀬小」停留所から新検見

川駅まで乗り換えなしで pasmoや Suicaカードで＠216円約 20分です。 

  ③防犯委員会 

・公園とベイタウン内の枝打ち状態の確認については、4月下旬に美浜公園緑地事務所

と目線合わせをする予定であったが、キャンセルとなった。委員会としては推移を

見守っていく。 

・花火大会時のパトロールで状況確認を行う。 

④広報委員会 

・千葉市観光協会から、自治会連合会ホームぺージのサイト掲載の依頼があったので

受諾した。 

⑤エコパークを作る会 

・「生き物のにぎわい・つながり図鑑」を作成する事業計画で助成金の申請をすることになっ

た。当初、３小学校の児童に配布する予定に加え、緑化に関わる団体にも配布すること

にした。 

   ⑥菜の花クラブ 

  ・5月 14日に花苗をベイタウン内に植える。 

   ⑦打瀬地区スポーツ振興会 

   ・「平成 27年度の収支報告 

⑧打瀬地区青少年育成会 

・5月 28日に夜間パトロールを実施する。参加者ンの多くは女性なので、男性の参加

協力をお願いする。集合は 20：00 打小アリーナ前集合。 

・夜間パトロールは 4月以降サマータイム 21：00～22：00。 

3月までは、20：00～21：00。 

⑨幕張ベイタウン女子部 

・先日の 5歳児の行方不明発生に際しては、ベイタウンニュースのフェースブックを

通じて情報共有していただき、ご協力いただいたことについて、本人に代わり謝意

をお伝えする。事象の発生は、8：00頃で、その後昼ごろに発見された。 

・連合会としては、防犯の観点から何かあれば情報共有する体制を取っていくので、

協力をお願いする。 
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（６）区連協総会について 

   ・5月 15日 10：00～ 於：美浜区役所 

   ・自治会連合会として、要望を出すので各街区で要望があれば、メール連絡をしてい

ただきたい。期限：今月中。 

 

（７）印刷機の使用について 

・カードの置忘れが数件、トナーの置換え時の連絡不備が起きているので注意をお願

いする。また、電源の入切は所定の手順で行ってほしい。 

・コピーカードを又貸ししているケースがあるので、この機会に各街区のカードの所

在の確認をしていただき、管理の徹底をお願いする。 

・カラー印刷については、カード別に枚数制限をしているが、制限数を超えても解除

は可能なので都度申し出てほしい。 

 

（８）ベイタウン協議会 

①幕張ベイタウン地域運営委員会 

・総会 5月 15 日(日) 

・花壇作りコンテスト（千葉県花き振興協議会）がある。商店街としては例年のペラ

ンターへの花植えの時期とは若干ずれるが参加する予定。各街区で希望があれば応

募してほしい。 

       時期 7月～8月 

     申込み先 千葉市園芸協会 043-228-7111 

     期限 2016年 5月中 

  ②幕張ベイタウン協議会総会 7月 16日 

 

（９）共有・相談事項・その他 

・5月 3日～5日のイベント中の音と震動については、ステージが 3箇所設置されてい

たが、音量を抑えてもベイタウン寄りのステージから、海風で流れてきていた。 

 今後、同様のケースがあったら、iPhoneの無料アプリでノイズメーターや震動測定

も可能なアプリもあるので、問題があったら連絡してほしい。 

・メッセの震動について前回の定例会で共有事項となったが、その後、メッセ側から

事実確認を進めるためにアンケート調査を実施する旨回答があった。マリンフォー

ト、セントラルパーク、ビーチテラス、ブエナテラーサなどが調査対象と考えてい

る。 
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・美浜区役所地域振興課の管理職名簿と案内図を共有するので、活用いただきたい。 

 

（10）自治会連合会からお知らせ 

  ①備品の貸出し調整 

・街区で実施されるイベントが、8月下旬から 9月中旬に集中するが、要望が重複した

場合は、下記日時にジャンケンにより決定する。 

・6月 19日(日) 18:00～ 於：センター 

・カキ氷機（1台）、綿菓子機（2台）、ポプコーン機（2台）、丸テーブル（29セット）  

・使用料は、1000円/台 

 

  ②物品購入補助 

・各街区でＢＢＱ用の備品を購入する際には、二台分まで（10000円以内×2台）の補

助を行っている。領収書のみの提出を求めるが、物品は、各街区で管理することと

する。 

 

（11）次回日程 

   ・6月 12日(日) 自治会連合会定期総会後   

          於：幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム） 

       ＊自治会連合会定期総会 6月 12日 14：00～16：00 

          於：幕張ベイタウン連携センター（旧子どもルーム） 

 

                                    (以上) 


