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日頃のドライビングをチェック！
BMW ドライバートレーニング講習会
2 月 4 日（ 日 ） メ ッ セ 駐 車 場 を 会 場 と し て
BMW 社主催のベイタウン住民向け安全運転講習
会が開催された。
開催の案内をベイタウンニュース 12 月号に掲載
したところ、36 名の参加枠は申し込み開始後 2 〜
3 時間で一杯となり、キャンセル待ちが多数出た
という。本誌記者 2 人も 30 分間ダイヤルし続け
て参加枠を確保。参加した 36 名は、キャンセル者
なしはもちろん、時間前に全員そろうという車好
きばかりだった。
今年は BMW ジャパン社の設立 25 周年である
と同時に幕張への本社移転も 15 周年の年にあた
る。BMW ジャパン
■ 3 グループ、12 名ずつに分かれて行われた実技では、最初からいきなり水を
社 で は、 幕 張 新 都
まいたコースでスピン制御の練習を行い、架空の崖に転落する参加者が続出した。
心活性化プロジェ
普段はまず体験できない極限状態でのアクセルワークやハンドリングの機能が確
認できたのだが、それにしてもびっくりしたのはインストラクターによる一通り
クトの一環として、
の説明が終わるとすぐに、
「はい！それでは順番にやってみましょう」と全員に
車との共存社会を
やってみてもらうところだ！
見つめていく継続
的な社会貢献イベ
ントをと企画し、今
回の安全運転講習
会のテスト開催と
■スムースドライビングでは、ハンドリン
なった。
グ、ブレーキング、コーナリングを意識し
ながら周回コースを練習した。
同じコースを五味インストラクターの横に
乗って、目の覚めるようなドライビングを
体験した後、つい力んでコーナーを攻めて
いたら、
「ムキにならなくていいですよ！」
とあっさり言われてしまった。

■ドライビング
ポジションの
チェック

■ブレーキ制御では、思いっきり加速して
つっこんで行き、ぬれたコース上でフルブ
レーキングし、ABS の効きを体験した後、
佐藤インストラクターの横に乗っての ABS
無しのフルブレーキング＋障害物回避も体
験できた。

■驚いたことに今回の講師陣は一度は自動
車雑誌などで見かけたことがある豪華な
面々だった。
日本自動車ジャーナリスト協会副会長の菰
田潔さんと同理事の萩原秀輝さん、かつて
（!?) 女子大生レーサーとして話題となった
佐藤久美さん、そして元 F3 レーサーの五
味康隆さんの 4 人が分かりやすく、丁寧に
指導してくれた。

今回の講習会の目的は、実際に体験してもらい、
自分自身の運転レベルを知り、足りない点を補う
契機とすることにもあるが、根本的には安全に車
の運転を楽しむことにその目的があるという。
その甲斐あってか、普段の生活の中で丁寧なハ

最後に全員修了証をもらって無事終了。

ンドリングやブレーキングを心がけるようになっ
た。それにしても 20 数年も運転していてずいぶん
基本的なことも知らなかったことが分かり、それ
だけでも参加した意義があった気がした。
次の機会にはサーキットで開催されるプログラ
ムに参加したいと気持ちは盛り上がっている。
「五
味インストラクター待っていなさい！」
【取材・文：金 撮影：板東 構成：佐藤】

ベイタウンの交通問題の課題と今後の対応策
－ベイタウン交通問題に関するアンケート結果まとまる－

ベイタウン自治会連合会交通委員会では、
昨年 12 月、ベイタウンの交通環境改善のた
めの基礎データ集めとして、ベイタウン全域
で交通問題に関するアンケートを実施しまし
た。アンケートの結果がまとまりましたので
ご報告致します。
【ベイタウン自治会連合会交通委員会】

てきたことから、改めて、路上駐車問題に対
する住民の意向を確認しておく必要があると
考えました。このアンケート調査は、こうし
た背景の下、実施されました。

危険にさらす。
(5) バスなど公共交通の運行の妨げになって
いる。
・車両の行き違いができない場所がある。
・京成バス、平和交通のバスは全て低床式
になっているが、駐車車両のために歩
道にアクセスできないことがあり、お
年寄り、お子さん連れに十分なメリッ
トがない。
(6) 走行車両のスピードがかなり速い。
(7) 本アンケート調査結果を踏まえると、安
全・快適な交通環境を実現するためには、
交通規制の導入を含めた総合的な対策を
行う必要がある。
２. 今後の取組み予定
(1) アンケート結果の活用
このアンケートの結果のほか、昨年、多く
の方々の協力を得て行った駐車実態調査の結
果（集計・分析中）やこれから行う物流事業
者等からのヒアリング結果を活用し、より安
全で快適な交通環境実現のための対策案を作
成していきます。
(2) スケジュール
４月末までに対策案を作成します。また、
５月末までに対策案を添えて警察・企業庁・
千葉市等に必要な要請を行います。一方、皆
さんから要望の強かった警察による取り締ま
りの強化については、案の完成を待たず、近々
千葉西警察に申し入れを行います。
ご意見等がありましたら、お住まいの街区
の自治会、管理組合、管理者（公団・公社）
等を通じお寄せくださるようお願い致しま
す。

◆アンケート結果◆（総回答数：560）
質問１．ベイタウンの交通環境をどう思いま
すか。
◆アンケート実施の背景◆
a. なんらかの対応が必要
93.2 %
ベイタウンは街開きから 13 年経過し、計 b. 現在のままで良い
4.7%
画されている最後の分譲街区であるブエナテ c. その他
2.2%
ラーサ、ビーチテラスも 3 月には入居が始ま 質問２．駐車の新たなルールを導入すること
ります。利用目的が決まっていない土地は別 をどう思いますか。
としてベイタウンもほぼ完成に近づいている a. 基本的に駐車禁止にする
40.0 %
と言って良いでしょう。
b. 一定の条件を設けて駐車禁止にする
ベイタウンのコンセプトに共感し、多くの
44.9%
皆さんがこの地に居を構え、多くの店主さん c. 現在のままで良い
10.7%
がこだわりの店舗を構えるすばらしい街にな d. その他
4.4%
りました。ほとんどの皆さんがこの街に満足 質問３．速度制限についてどう思いますか。
していることと思います。
（現在：ベイタウン内 60km 、ベイタウン内
ただし、街開き以来問題になってきたこと メッセ大通り 40km）
があります。路上駐車を中心としたベイタウ a. 現在のままで良い
11.5%
ンの交通環境です。交差点や、バス停付近へ b. 法的な速度制限を今より厳しくする
の駐車、道路を車庫代わりに長時間駐車をす
83.9%
る車など、文字通り道路に車が溢れています。 c. その他
4.5%
横断歩道付近では歩行者、特に子供達やお年 質問４．交通ルールを守るために必要なこと
寄りなどの交通弱者を危険に晒しています。 は何ですか。（複数回答可）
乗用車やバスの行き違いができない道路があ a. 自治会連合会などが広報等を通じて、交通
ります。打瀬消防署にあるはしご車は、バス ルールを守るように訴える
42.9 %
より大型のため、ベイタウンのいくつかの交 b. 来訪者にもわかりやすいように街路に看板
差点では曲がることができません。一部の道 を設置しアピールする
54.5 %
路では、車体を固定するアウトリガーを伸ば c. 警察による取り締まりを厳しくする
すことができないため、はしご車の活動自体
71.8 %
ができません。
d. その他
4.8%
また、子供が犯罪に巻き込まれる可能性が このほか、多くの方が選択肢以外に詳細なご 【参考：ベイタウン内駐車実態調査について】
高い環境の一つに、路上駐車が多い場所が挙 意見をお書き下さいました。
昨年 10 月 21 日（土）と 27 日（金）に、
げられていることにも注目をしなくてはなり
多くの皆さんのお力をお借りして、ベイタウ
ません。
◆現状認識と今後の予定◆
ン全域で駐車実態調査を行いました。6:00、
各自治会、連合会だけではなく、多くの皆 自治会連合会交通委員会の現状認識と今後の 10:00、14:00、18:00、22:00 にどの道路に
さんが、この現状をなんとかできないかと活 予定は以下の通りです。
何台の車両が駐停車しているかを把握するも
動をしてきました。歴史を紐解くとパティオ １．現状認識
ので、全域での実施は初めてです。このデー
ス 1 番街から 6 番街の入居が始まった頃か
ベイタウンの交通環境は以下の状況にある タは、今後新しいルールを検討する上で貴重
ら議論され、違法駐車車両への警告書の挟み と考えます。
な基礎資料になると思います。
込みなどモラルに訴えることを中心とした活 (1) 交差点付近や逆向きの駐車、道路を車庫
お力をお貸し頂いた皆様にはあらためてお
動がなされております。しかし、こうした活
代わりに使う青空駐車、居住者や来街者 礼を申し上げます。
動にも関わらず、無秩序、非常識な駐車は増
以外の者による駐車規制が緩いことを悪
え、事故件数も増加傾向にあり、モラルに訴
用した駐車など、無秩序・非常識な駐車
える方法だけでは安全、快適な交通環境の実
が増えている。
現が困難であることが明らかになりつつあり (2) こうした状況は、大きな事故を誘発する
ます。これまでの方法に加え、規制の導入、
可能性がある。
道路の改築など、総合的な対策をとる必要が (3) 一部の方の行為であるにもかかわらず、
出てきています。
モラルの低い街であるとの印象を与え、
また、３年前にも今回と同様のアンケート
街の価値が低下する。
調査を行っておりますが、その後、大規模な (4) はしご車など消防車の活動の妨げになる
マンションが数棟建ち、多くの方々が越され
状況は資産のみならず、私たちの家族を

幕張海浜公園の海側エリア
をご存知ですか？
ベイタウンの海の庭ともいえる近さの、幕
張海浜公園の海側エリア。ここで、県民参加
の公園づくりに参加した利用者有志が「でき
ることからはじめよう」とさまざまなアイ
ディアを元に、ボランティア活動を続けてい
ます。昨年９月から
NPO 法人幕張海浜
公園を育てる会とし
て、公園の日常利用
を豊かにするための
社会実験「幕張海浜
公園まつり」や、子
どもたちの自由な
遊びを支えるプレーパーク「まっ白い広場」
、
幕張の浜や松林のクリーンアップなどを継続
しています。
これまでの活動をとおして、たくさんのベ
イタウン住民の方々や公園に訪れた人々のい
ろいろな思いや声に出会ってきましたが、こ
の海と浜と松林のあるひろびろとしたすばら
しい環境をもつ公園のことを、さらに多くの
人々に知ってもらい、いっしょに公園を楽し
く豊かな場所にしていきたいと思っていま
す。そして、この公園の活かし方について、
ベイタウン住民や利用者といっしょに考えて
いきたいと思っています。
ところで、千葉県は、昨年１２月からこの
公園の「整備研究会」を立 ち上げ、幕張新都

心活性化のために、民間事業者を主体とした
整備と管理運営の検討をはじめました。育て
る会では、この研究会に公園利用者の立場か
ら意向を伝えていきたいと考えています。研
究会は一般の傍聴が可能ですので、ぜひ傍聴
してみなさんのご意見を お聞かせ下さい。
■次回第３回研究会は、
3/16（金）午後６時〜午後８時
場所：幕張テクノガーデン D 棟（15 階）
企業庁会議室
研究会事務局：千葉県商工労働部経済政
策課 tel.043(223)2733
※配布資料等は、育てる会 HP よりダウン
ロードできます http://sodaterukai.
com/society1.pdf【「NPO 法人幕張海浜
公園を育てる会」那須智子】

昨年秋に大好評だった”
WANCO-IN Lesson !!”（ワンコインレッスン）が再びやってきます！
今回は、3 月 18 日（日）スタートの 4 回コース（4/8、5/13、6/10）で、ワンちゃんと一緒
の屋外レッスンと、飼い主さんのためになるセミナーを 2 回ずつセットにして行います。
ドッグライフカウンセラーが行う当レッスンは、飼い主さんと楽しく遊びながら犬たちの社会化
を促し、家庭における基本的なしつけとマナーを身に着け、愛犬と充実した楽しい生活を送るた
めのお手伝いをします。参加費 4 回コースで 2,000 円。私たちと一緒に愛犬と楽しく学びません
か？（事前登録制・先着順） tel.090-4420-7823 ウタセ・プーパー・スクーパーズ 石田
メール utasepooperscoopers@yahoo.co.jp ◆詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.geocities.jp/utasepooperscoopers/
★ウタセプーパースクーパーズはベイタウンの住民有志が人と犬とが楽しく共に暮らせる
街づくりをめざして、放置されたウンチ拾いをはじめとした環境美化活動や、ワンちゃんと飼い主
の教育など様々な活動を行っているボランティアグループです。

3 月のコア
寺子屋手芸教室
おひなさま
時間：午後 1:00 〜
（土）
場所：ベイタウン・コア 和室
持ってくるもの：のり、ハサミ
参加費：50 円（材料費）
見本をコアの掲示板に展示してあります。
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わくわく おはなし会
時間：10：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
（土）
入場無料
えほんやかみしばい、たのしいゲームなどよういし
ておまちしています。

3/17

寺子屋工作ランド（ウィークエンドふれあい
広場協賛事業）
ブーメランと竹（紙）トンボ
（土）
時間：9：30 〜
場所：ベイタウン・コア 工芸室
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持ってくるもの：小刀、工作用具
参加費：50 円（材料費）
見本をコアの掲示板に展示してあります。

第 49 回ファツイオリの会
時間：9:30 〜 11:45
場所：ベイタウン・コア 音楽ホール
（日）
今回は、後半の 11：00 〜 11：45 はアメリカ在
住のピアニスト中村天平さんのミニリサイタル
を予定しています。中村さんは大阪芸術大学でクラッシックを学
び、アメリカで作曲とジャズを学ばれ、演奏活動をされています。
http://www.tempei.com
今回はバイタリティ−溢れる自作の数曲の演奏をお楽しみいただき
ます。入場無料です。沢山の方に聞いて頂きたいので、是非お誘い
合わせの上、お出かけ下さい。
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前半の 9：30 〜 10：50 演奏希望を受け付けています。
申 し 込 み 締 切 日： ３ 月 １ ８ 日 ( 日 ） 連 絡 先 : 阿 曽 tel&fax：
211-0273 E-mail：kakuhito@mue.biglobe.ne.jp

ベイタウンでボヤ騒ぎ

少年カメラマン和田君の事件ファイルより

1 月 29 日 5 時 30 分ごろ 21 番街に消防車
が集まりました。原因は、ダストシューター
から煙が出ていたからです。6 時前には、バ
レンタイン通りは、消防車のサイレンの色で
まっ赤でした。でも道に車がたくさん止めて
あって消防車も入りづらそうでした。
6 時には、消防隊が 21 番街の中に入って
いました。中は消防士さんたちがたくさんい
て煙臭かったです。そして、6 時 30 分ごろ、
21 番街のダストシューターは立ち入り禁止
になりました。
こういう突然の時のために路上駐車は、し
ないようにしましょう。
【写真、文とも和田廉士（小 6）】

「ちば DC 房総発見伝」
ディレクターはベイタウナー
千葉県と JR、NTT などが共同で行ってい
る大型観光キャンペーン「ちばデスティネ
ーション 房総発見伝」（ちば DC 2/1 〜
4/30）のディレクターを公園東の街在住の
下田さんが担当している。下田さんは大手広
告会社のデザイナー。これまでベイタウン・
コアのイベントなどで多くのポスターやプロ
グラムをボランティアで作ってきていた。
今回のキャンペーンは千葉県の堂本知事も
積極的に力をいれる事業。すでに大々的に
TV やポスターなどで広報がされているが、
その大半を下田さんが統括している。大きな
ものは日本テレビなどでも放映される CM か
ら小さな「のぼり」の類まで下田さんが手が
けているそうだ。もっともディレクターとは
言っても机の上で案を考えるだけではない、
「時間がないなか作成するのは大変ですね。
自ら動いてカンプ用の撮影やデモテープを作
っています」。
ちば DC のカイドブック、のぼりなどは海
浜幕張駅にもあり、テレビ CM は下記 URL
でも見られる。
http://www.pref.chiba.jp/stream/dc_cm.
html
また、撮影時に下田さんの撮った写真とコメ
ントがこちらの URL に掲載されている。
http://www.promochiba.jp/cm.html

