
 ２０１２年９月第３週号 

第２３７４回 
平成２４年９月２１日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

 

ロータリーソング 『手に手つないで』 

四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

 

１．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

 

■お客様紹介                  

・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／千葉市長 熊谷 俊人様 

・新千葉ＲＣ／森島 弘道様 

 

■入会式                    

吉田 隆之会員(千葉信用金庫寒川支店長) 

     （紹介者：水野謙一・野城友三・塩谷邦昭 会員） 

皆様、こんにちは。 

今、少し緊張して

おりますが、青年会

議所、法人会、ライオ

ンズクラブ等経験がご

ざいます。基本的に

は奉仕の精神、公平

さなど共通したものが

あると思います。こう

いう機会に人間的にも成長したいなと思っております。

今後とも皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上

げます。 

 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長     

皆様こんにちは。熊谷市長、本日は有難うございます。

新千葉ＲＣ・森島様、ようこそお出で下さいました。吉田

会員、ご入会おめでとうございます。今後とも宜しくお願

い致します。 

 

１１日にロータリー情報研究会が開催されました。職業奉 

仕についてテーブルごとに討議、意見交換があり、大変

勉強になりました。参加出来なかった会員さんも大勢い

らっしゃいましたが、次回は是非ご参加いただき、ロータ

リーをもっと詳しく知ってほしいなと思いました。 

 

■米山功労者・メジャードナー記念品・感謝状伝達                    

 

 

 太田和夫会員 

    (第１９回) 

 

 

 

 

 

■委員会報告                            

親睦活動委員会より 

◆１０月１２日(金)職場訪問日帰り親睦旅行について 

(担当：永安重治会員) 

フジテレビ～ＡＬＳＯＫ本社へ訪問します。フジテレビ

見学については、見学者名簿が必要とのことですので、

早目のご返答をお願い致します。 

 

◆第３分区Ｂ合同ゴルフ大会開催について 

(担当：石井真一会員) 

 時⇒  平成２４年１１月１２日(月) 

 場所⇒ 富士ＯＧＭゴルフクラブ市原コース 

 奮ってご参加下さいますようお願い致します。 

 

国際奉仕委員会より(寺澤一良委員長) 

７月１日に渡米したＲ国際親善奨学生の岡田さんが９

月１日から所定の学校へ入学し、頑張っているというメー

ルが届きました。 

 

■幹事報告           杉本峰康幹事  

◆次週(２８日)の例会は、２７日(木)に千葉港ＲＣ移動訪

問夜例会へ変更となっております。 

点鐘⇒午後６時３０分 会場⇒京成ホテル ミラマーレ 

◆9/11 ロータリー情報研究会の費用の剰余金が出てい

       

国際ロータリー第２７９０地区 
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て、拠出割合で返金されるとのことです。 

 

■ニコニコボックス報告                    

 

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

熊谷市長、ようこそおいで下さいました。有難うござい

ます。本日の卓話、楽しみにしております。 

鮫島会員、お帰りなさい！会員一同心待ちにしており

ました。ゴルフの名playerの復活で、クラブにも活気が戻

ってきました。またよろしくお願い致します。 

★伊藤 和夫会員 

伊藤家二男の友彦夫婦に第２子で長男・健翔(けんと)

が８月２０日に誕生しました。健康に翔くよう願っておりま

す。 

そして、私の手作りの“おだかけ天日干し米”が出来

上がりました。皆さん、ご賞味下さい。 

★鮫島 永一会員 

体調を崩して休んでおりましたが、やっと体調が戻っ

て参りましたので、これからまた出席していこうと思ってい

ます。宜しくお願い致します。クラブよりお見舞いを戴き、

有難うございました。 

 

 

■出席報告 (会員数４０名)                    

 

出席者 29 欠席者数 11 ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2  修正出席率 84.21％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

≪巾着田の曼珠沙華≫ ２０１２年１０月２日撮 

 ・・・本日の卓話・・・ 

 

演題⇒  『千葉市政の方向性 

      ～海を活かした街づくり～』 

卓話者⇒ 千葉市長 熊谷 俊人様 

 

みなさん、こんにちは。今回で

千葉南ロータリークラブでお話し

をさせていただくのは３回目になり

ます。こうした機会をいただき光栄

に思います。 

 今日は海に関する政策につい

て､お話ししたいと思います。千葉

市に来た時にまず思ったのは、も

ったいないということでした。私は

神戸にも長く住んでいましたので、これだけ海があるの

に市民が憩う場所がないというのはもったいないと思い

ました。 

 千葉市は４２ｋｍにわたって東京湾に面し、日本一の長

さ（4.3ｋｍ）を誇る人口海岸としていなげの浜、検見川の

浜、幕張の浜を持つ都市です。いなげの浜は海水浴客

数では県内で 4～5 番目に位置しています｡ 

もっと海辺が活用されてもいいと思うのですが､なぜ活

用されていないかと考えると､だいたいが県の公園にな

っていて手が出せないとか､企業が持っている岸壁であ

るとか､千葉市に港湾権がないとか､いろいろ複雑な事情

があることがわかってきました｡市の公園であったとしても､

公園であると公園の利用しかできなくなってしまうといっ

た制約もあります｡ 

検見川浜と稲毛海岸は、市が管理していますが、幕

張、千葉港は県が管理しており､これらを一体的に管理

しようとすると片づけなければならない様々な課題があり

ます｡そこで､県と協議しながら、海岸線の有効活用を図

り、海を活かした街づくりで「港町ちば」を目指していま

す。 

 平成２７年度には中央港旅客船桟橋が供用開始しま

す。この地区は、従前、小規模な工場や倉庫が集積す

る地区でしたが、京葉線からの千葉都心玄関口であるこ

とから、商業を中心とした地区へ土地利用転換を行うた

め、平成５年度より土地区画整理事業を実施しました。 

千葉みなと駅から至近に海がある優れた立地特性を

活かし、賑わいのあるウォーターフロント空間創出のため、

港湾緑地や旅客船桟橋の整備を進めています。１本目

の桟橋が２７年度、２本目が３０年度の予定です。桟橋が

できると千葉港に一般の方が使える港が初めて始めて

できるわけです。桟橋から南房総館山に行くもよし､伊豆

や横浜に行くもよし､浦安や羽田に行くことも考えられま

す｡ 

千葉県には富津とか君津とか木更津といった津という

名が付く地名が多くあるように、元々海上交通で栄えた

特性があるわけで､もっともっと海で移動する文化を拡げ

ていいのではないかと考えています｡ 

今は船も速いので､南房総に行くのに船で行き､帰り

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3４,000 円 累計 310,000 円 

金の箱  0 円 累計 1,955 円 

千葉ＲＣ 月 10/22 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/16・23・30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/23 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 10/10・24 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/18・25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



は電車で帰ってくるとか､羽田にジェットボートで行くとか､

千葉を起点とした海上交通をもっと発展させてもいいの

ではないかと考えています｡船で行けるようになれば、み

んなが港を利用するようになります。 

そのためにまず、２７年度にできる 1本目の桟橋とその

周りをどう整備すれば良いかということを悩んでいます｡

みなさんのご意見もいただきたいと思います｡ 

整備事業では千葉らしい港湾のデザインがあるので

はないかと思っています。横浜のヨーロッパ風のおしゃ

れなデザインにするのか､工場が多くある特性を活かし

た産業と調和した風情にするとか、千葉は磯臭いイメー

ジがあるので和風の和モダンなデザインにするとか､いろ

いろな考え方があります。詳細な設計に入る前にデザイ

ンやコンセプトをしっかり考えることが大切です｡県は

淡々と設計しようとしていたので､今､ちょっと待ってくれと

お願いしています｡ちゃんと議論しないとまずいと｡     

ホテル事業である有名なリゾート会社の社長とつてが

あり、デザインやコンセプトの提案を依頼しました。でき

れば地元の方々､特にロータリークラブのみなさんに、こ

んなデザインやコンセプトがある､とかご意見をいただけ

ればありがたいです。 

検見川浜には都心に近いヨットハーバーがあり、素晴

らしい所です｡しかし､ハーバーは漁協との協定でエンジ

ン付きの大きなヨットは入れず､一番小さなヨットしか入れ

ないため、使い勝手が悪いということがあります｡漁協に

制約を緩和できないか話していますが、昭和５０年代の

協定で、今の漁協の方も経緯がわからなくなっているぐ

らいで、ゼロベースで見直ししましょうということになって

います｡民間に場所を提供して､民間活力を利用すること

で考えています｡ 

また､植樹が密集して道路側から海が見えないため、

試しにハーバーの前だけ木を間引き、ハーバーが見え

る､海が感じられる環境作りをしました。それからいろいろ

な反響がありました｡ 

幕張新都心における海辺活用というのもあります。幕

張はせっかく海に面していながら、散策するような環境

整備は全くできていません。幕張海浜公園は昼間も人

がいないですし､夜は歩くのも怖いくらいです。ここをま

ず何とかしなければいけません｡県の管轄なのでここ数

年、県に言い続けていましたら､ようやく県も何とかしなけ

ればならないという気になりました｡ところが行政の縦割り

の悪さで､県は公園としての活用という視点しかなく､商

業的な視点でシーサイドレストランを作るとか､公園に限

定しない考えができなかったので､民間に調査事業を委

託しました｡ 

２３年度に幕張副都心の持つ魅力を高めるための県

市の共同調査事業として、地域資源の活用方法や発展

可能性などについて調査・検討を行いました。幕張海浜

公園 DE ブロック民間活力導入検討調査も行いました。

今年度は、幕張新都心魅力向上のための社会実験とし

て、賑わいの創出、回遊性の向上を図るため、駅前広場、

公園、余裕のある歩道などを活かした魅力あるイベント、

飲食店等店舗、装飾等を念頭においた社会実験を実施

します。イオンが幕張に出店しますが、砂浜が全く利用

されていないのはもったいない、海の家などいっぱい出

してほしいというご意見でした。 

この他、幕張新都心のベイタウンと海側の幕張海浜公

園を結ぶ歩道橋シーサードデッキが４月に開通し、幕張

ビーチ花火フェスタを８月に開催するなど海を活かした

街づくりに努めています。 

最後に海に近い千葉市役所についてお話ししたいと

思います。築４０年となり、一部耐震性能を満たしておら

ず､いざという時の災害時拠点となれません｡私が市庁舎

に入った時に驚いたのは､こんな古い建物の中で､フリー

フロアもなく､空調も旧式で､業務効率の悪い環境で仕事

をしている､ということでした｡コストをなるべくかけずに市

民の役に立てる庁舎はどうあるべきかを考えていかなけ

ればなりません｡耐震補強するか､建て替えるか､賃貸す

るか､など民間に委託して検討しています｡今年度中に

結論を出して､議会にお諮りして決めていきたいと考えて

います｡ 

仮に建て替えるということになれば､大きな事業となり

ますので､千葉みなと一帯の環境も考え合わせることに

なります｡千葉市の人口が３０万人の時に建てた庁舎で､

現在､１００万人規模になって､職員の３分の１しか市庁舎

に入れずに､周辺に年６億円で間借りしています｡３０年

間借りすれば１８０億円になりますので､それで建て替え

できることになります｡地震があった時に､崩壊の危険が

あると感じ､また､災害時拠点になれば市民の賛同も得ら

れると考えて､建て替えの提案をしたところ､議会の意見

もあり､外部による調査をした上で､議会に諮るという手順

で現在進めています｡どういう結果になるかわかりません

が､建て替えることになれば皆さんからどういう機能が必

要だとか､是非ご意見を頂戴したいと思います｡よろしく

お願いします｡ 

ご静聴ありがとうございました｡(文責 松崎 章夫会員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

第２３７５回例会 

≪千葉港ＲＣ訪問夜例会≫ 

日時⇒ 平成２４年９月２７日(木) 点鐘１８：３０ 

会場⇒ 京成ホテルミラマーレ 

 

第２３７６回例会 

日時⇒ 平成２４年１０月５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『自己紹介』 

   卓話者⇒ 末吉 永久会員 

 


