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　本紙 11 月号で、ゴミ空気輸送システム
についての続報を掲載した。要約すると、
県企業庁が各番街理事会に対して当該シス
テム維持の赤字問題を説明し、継続のため
に１戸当たり月 1,000 円程度の住民負担を
願えないか？と投げ掛け、住民側は幕張ベ
イタウン協議会が中心となって「事業責任
はないのか？」「地代で充当すべきでない
か？」「経費削減努力はしているのか？」と
いった論点をまとめて「質問書」として企
業庁に投げかけた、というもの。
　その回答が昨年 12 月 12 日にあった。県
企業庁・千葉市の回答では、事業責任につ
いては一切答えず、「オフィス街の不利用
等、事業想定が狂って維持できないので、『ゴ
ミをいつでも捨てられる』という便利さを
享受している受益者に負担して欲しい」と
いうものだった（内容は長文だが、本質
的にはこう言っていると記者には読めた）。
協議会はこの回答に対しさらに問題を指摘
し、責任を問う「再質問書」を用意し、そ
の回答を待って議論しようとしている。そ
のような段階でこの記事を書くべきか悩ん
だ。しかし、今回の結論はその他の「街灯
や道路の敷石等の高品位な街づくり」維持
の課題に影響する可能性があり、油断して
いるとなし崩しで事が進んでしまう危険性
を感じた。このため、住民の皆さん自身に
再認識してもらう意味でも、敢えて一石を
投じたい。
　まず、「受益者負担」というが、本当に我々
住民は「利益」を得ているのだろうか？我々
は、近隣地区に比べると明らかに割高な購
入費用と、毎月支払う地代により、家を含
めたこの環境を手に入れたはずであり、こ
れは「想定内の権利」ではないか？購入時
に「21 世紀の財産となる都市型住宅」「先進・
快適」という謳い文句は耳にしたが、その
分追加料金を払うことになる、とは一切聞
いていない。また千葉市は「特定地域の利
便性のために多額の税金投与は難しい」と
言うが、住民一人当たりの収入（税収）と
支出、という目で見た場合でも、他地区と
比べて著しい不均衡となっているのだろう
か？同じ論法で街灯も、街路も、電柱のな
い街並みも「受益者である我々が負担する
か、それがいやなら標準仕様であきらめて」
となるのだろうか？
　また、ここ一連のやり取りを見ていると、
企業庁は事業責任を取る気があるようには
とても見えない。どこでも同じだとは思う
が、例えば私の勤める会社では「現場主義」
という原則があり、誰が事業を始めたとし
ても、その責任は最後の担当部門の人間が
負うことになっている。人事異動の度に責
任者不在となるようでは、対外的に事業の

責任を取れず、企業としての信用をなくし、
ビジネスが継続できなくなるからだ。潰れ
てしまっては元も子もないが、一度始めた
サービスは、必要とする人がいる限り、例
え赤字でもやり続けるのが原則だ。
　企業庁の担当の方々にはそのような認識
はないのだろうか？自分の責任として、何
がなんでもやり切ろう、解決しようという
気概はないのだろうか？もしあるのなら、
「地代が一般会計に入るのでこの事業には
充当できなくなる」などとお役人のよう
なこと（失礼！）を言っていないで、どう
すればそれを活用できるのか、法律面を含
めてあらゆる手を尽くすべきなのではない
か？ベイタウン住民は理性的で比較的豊か
な人が多いから、許容してもらえるだろう、
と高を括っていないだろうか？言葉は悪い
が、時間切れの逃げきりを狙っているので
はないだろうか？企業庁は今年度解散する
にしても、千葉県という行政単位はほぼ永
久に残るだろうから、たとえ時間がかかっ
ても、この問題を住民に投げずに、自らの
手で解決して欲しい。
　一方、この問題に対する現在のベイタウ
ン協議会のアプローチだが、極めて紳士的

に、理詰めで動いているように見える。行
政に問題を投げ付けるだけのいわゆる「陳
情型の住民活動」でなく、住民自身も汗を
かき、資金作りも含めて、行政と一緒に前
向きに、新しい形で解決したいという姿勢
は良く分かる。しかし、今の進め方でこの
問題は解決できるのだろうか？平成 19 年
の「幕張新都心住宅地区の管理・運営のあ
り方に関する研究会」発足以来 6 年の長
きに渡って続けてきた住民と行政との関係
を無視して、一方的に各街区管理組合向け
の説明会を開催したのは企業庁である。こ
の無責任さに対する「怒り」をストレート
にぶつけるべきなのではないか？マスコミ
に訴え、社会問題化させる、集団訴訟を起
こす、など考えられないか？先ずは住民が
怒っている、許せないということをもっと
直接的な態度で示すべきなのではないか？
11 月号の街頭インタビューでは、一部「許
せない」という人もいたが、「便利さのため
にはお金を払ってでも継続して欲しい」と
いう大人の反応も多かった。しかし、改め
て問いたい。あなたはこの問題に、怒りを
感じませんか？　【板東】

※ 協議会および円卓会議の活動詳細につい
ては、協議会のホームページ（http://www.
bt-machi.com/）参照。

　1 月 19 日 ( 土 )、ベイタウンコアにおい
て、ベイタウンマネジメント円卓会議主催
で、円卓会議のこの１年の活動成果を住民
の皆さんに報告するシンポジウムが開催さ
れ、100 名を超える関係者が集った。
　ベイタウンマネジメント円卓会議副代表
の伊藤さんによる挨拶に始まり、事務局の
辻さんから取り組み報告が行われ、続いて
８月に実施された住民アンケート結果につ
いて、アンケート作成／回収／分析に多い
に協力してくれた千葉大学大学院工学部工
学研究科建築・都市科学専攻中山研究室を
代表して小林君からの発表があった。さら
に、ベイタウン地区の４小中学校の子ども
たちの代表による発表があ
り、小中学生の考える夢の
街のポスターの紹介（緑ゆ
たかな街、笑顔のあふれる
街、ふるさとと呼べる街、
など、この街に対する思い
がいっぱい！）、小中学生自
身による円卓会議の成果と
して、これから取り組みた
い活動（クリーン大作戦、
あいさつ運動、自慢大会の
発展形など）の紹介などが
行われた。発表の最後の「自

分たちも頑張るので、大人たちも頑張って
下さい」には、会場の大人たちは大爆笑。
記者も思わず、「はい」と言ってしまってい
た。
　さらに、コーヒーブレイクをはさんで参
加者による意見交換、意見発表が行われ、
コーディネーターである NPO 千葉まちづく
りサポートセンターの栗原副代表によるま
とめの後、円卓会議の遠山代表による「ベ
イタウンを誰かに任せるのではなく、みん
なが参加して意見を出し、協議会や円卓会
議が中心になってまちのマネジメントを進
めて行きましょう」との言葉で締め括られ
た。

ゴミ空気輸送システム問題（続々報）
	 ベイタウンニュースからの「一石」

まちづくりシンポジウム開催



イオンモール開発計画図

豊砂地区
　豊砂地区には、「イオンモール幕張新都
心」がオープンすることが決定していま
す。イオンモールは、複数の店舗を有する
ショッピングモールです。ショッピングセ
ンターとしての機能に加え、エンターテイ
メントやコミュニティーの機能も備えてい
ます。最大の売りは、職業体験ができる親
子カフェパーク「Kandu　Kafe（カンドゥー
カフェ）」。3 歳から 15 歳の子どもと保護
者を対象としたカフェで、日本では第一号
店となります。医師や看護師、自動車の開
発など様々な職業をロールプレイで体験で
き、疑似通貨の収入を得たり、カフェ内の
銀行に預金することもでき、体験用のユニ
フォームや機材も用意されています。
　他にも、注目を集める店舗は多数。ペッ
トのためのホテルや病院、女性にはうれし
いエステや温泉施設、マルチシアターやシ
ネマ、カメラや楽器の体験教室もあります。
気になるオープン時期ですが、現時点では、
2013 年下期を予定しています。駐車場は
約 7,300 台分のスペースがあります。
　「イオンモール幕張新都心」がオープン
予定の豊砂地区は、幕張新都心拡大地区の
一部です。美浜区豊砂及び、浜田 2 丁目に
またがる区域で、広さは約 62 ヘクタール。
今から遡ること約 40 年前、公有水面埋立
によって生まれました。平成元年以降、企
業庁が道路等公共施設を順次整備。バブル
崩壊後はしばらく空地のままとなっていま
したが、平成 12 年にコストコホールセー
ルジャパン幕張がオープン。平成 22 年に

入り、企業庁と千葉市が「幕張新都心まち
づくり及び土地利用促進に関する検討会」
を立ち上げ、土地利用事業者を募集しまし
た。数か月後、約 19 ヘクタール分の土地
の事業予定者にイオングループが決定しま
した。他に、医療保人社団葵会グループの
バイオシステム株式会社がコストコの隣の
ブロックを購入し、現在「東京ベイ先端医
療クリニック（仮称）」の建設工事が進めら
れています。
　豊砂地区開発が進む中で、新駅設置案が
浮上しています。ただし、企業庁側とＪＲ
東日本の協議により、建設費を進出企業が
全額負担する「請願駅」として事業を進め
ることになっており、現時点で設置は確定
していません。

若葉住宅地区
　以前のベイタウンニュースでも取り上げ
ましたが、若葉住宅地区は住宅 4000 戸、
居住人口 1 万人を想定し
た街づくりが行われてい
ます。現在行われている
インフラ整備は今年度末
までの完了を目指してお
り、道路は舗装工事に取
りかかっているところで
す。地区中央に広がる公
園部分には、今年度中に
植栽が整備される計画で
す。道路、公園などの公
共施設は、整備終了後千
葉市へ引き継がれます。

千葉市から土地が供給開始されれば、道路
や中央の公園等は一般の人が使用可能にな
ります。土地売却開始は平成 25 年度中を
予定しており、開発事業者を企業庁が募集
します（写真参照）。

企業庁解体後の地区開発
　企業庁は今年度末で幕張新都心を含む土
地造成事業に一定の区切りをつけます。平
成 25 年度から 3 年間は清算期間として企
業庁は残り、平成 28 年度からは後継組織
が引き継ぐことになります。後継組織につ
いては具体的には決まっていません。若葉
住宅地区をこの 3 年間で全て売却するかも
未定です。

開発地区とベイタウン
　「イオンモール幕張新都心」がオープン
し、若葉住宅地区にあらたな街が完成すれ
ば、ベイタウン周辺の環境は一変します。
人の出入り、音、交通事情等、予想できなかっ
た事態が起こり得ます。しかし、両地区の
開発は幕張新都心を活気づけ、ベイタウン
という街の資産価値をあげることにもつな
がります。私たちベイタウンの住民も期待
と関心を持って開発を見守りたいものです
ね。

ベイタウン近郊の気になる開発計画
	 豊砂地区と若葉住宅地区

　　コストコ周辺に広がる広大な空き地、豊砂地区そして京葉線を挟んでベイタウンの反対側に
広がる若葉住宅地区。現在インフラ工事が行われている両地区の開発状況を企業庁と開発事業者
に取材しました。　【城本】

A棟　大人のためのライフスタイ
ルモール
憩やスローライフを感じるオシャ
レな環境で心を満たす大人のため
のライフスタイル提案と様々な楽
しみ方を提供するモールを計画
B棟　ペットのためのライフスタ
イルモール
日本最大級の規模とコンテンツ・
情報提供機能が集結したペット関
連施設を計画
C棟　スパ＆ビューティーゾーン
温泉・サウナ、エステなど、美と
健康をテーマとした、温浴施設を
計画
D棟　キッズ・ファミリーのため
のライフスタイルモール
親子で楽しく学べるテーマパーク
を始め、キッズを中心とした３世
代ファミリーのための、衣食住を
含めたキッズ＆エデュテインメン
トゾーンを計画
E棟　スポーツのためのライフス
タイルモール
日本最大級の規模とコンテンツ・
情報提供機能が集結した総合ス
ポーツ＆サイクルゾーン、家電ゾー
ンを計画

C棟 スパ＆ビューティー
 ゾーン

B棟 ペットのための
 ライフスタイルモール

A棟 大人のための
 ライフスタイルモール

D棟 キッズ・ファミリーのための
 ライフスタイルモール

E棟 スポーツのための
 ライフスタイルモール

コストコ

メッセ駐車場

メッセ大通り

JR京葉線 至海浜幕張→←至新習志野



　2月のコア・イベント
2 月 16日（土）わくわくおはなし会　2月の常設おはなし会

わくわくおはなし会　2月の常設おはなし会
日時：2月 16日　　第3土曜日　　10：30から
場所：ベイタウン・コア講習室

今月もわくわくするお話を用意しておまちしています。
年齢制限はありません。絵本の好きな大人も子どももせひきてね！
予約は不要です。読み手も募集中、見学大歓迎
ブログ更新中・見てね＊＊http://waku.makusta.jp/ ＊＊
お問合せ先：井上　（043-211-0188　wak2@yahoogroups.jp）

2 月 23日（土）寺子屋工作ランド

「紙コマ」をつくろう
日時：2月 23日　　第4土曜日　　9：30〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
持ってくるもの：はさみ、木工ボンド、クレヨン
参加費：50円（保険料）

　いつもと変わらず、今年も最初の連休に
青少年育成委員会の「もちつき大会」がコ
アで開かれました。コアの中庭に臼や杵を
並べておもちつき。1000 人もの子どもた
ちが集まり、大人達に手伝ってもらいなが
らがんばってもちつきを楽しみました。み
なさんも行きましたか。
　でも今年はいつもとちょっと違ったこと
もありましたよ。まずもちつきの日がいつ
もの日曜日とちがって土曜日になったこ
と。そしてなんだか今年は学校の先生の姿
が多かったなあ、と思った人はいませんか。
実はこの２つのことには深い関係があるん
ですよ。
　育成委員会は毎年もちつきは成人式のあ
る連休の２日目の日曜日にすると決めてい
ました。もちつきは準備が大変です。臼や
杵というもちつきの道具を用意したりする
のも大変ですが、おもちになるお米を洗っ
たり、あったかい豚汁の準備も大変です。
そのためにもちつきの日を日曜日にしてお
くと、前の日の土曜日はお休みなのでゆっ
くり準備ができたのです。
　ところが街の人にはちょうどいいこの日
も学校の先生にはちょっと大変でした。実
は先生達はもちつきのお手伝いは「お仕事」
ではないんです。学校の活動ではないです
からね。でもみんなが楽しみにしている街
のもちつき大会です。お仕事ではないけれ
どみんなと一緒にもちつきができたらいい

な、それなら日曜日ではなくて土曜日だっ
たらお手伝いできるんだけどと思っていま
した。
　そこで校長先生が思い切って育成委員会
の人に「日曜日ではなくて土曜日にすれば
先生が沢山お手伝いできるんですが」とお
願いしてみたそうです。
　すると育成委員会の人はすぐに相談し
て、それなら今年は土曜日にしてみましょ
う、と言ってくれました。準備は大変だけ

れど先生が沢山来てくれるならその方がい
いね、とみんなで決めたそうです。
　おかげで今年は若い先生が沢山参加して
くれて、もちつきがいつもよりもっと楽し
い行事になりました。もちろんこれからも
もちつきは土曜日にすることになるそうで
す。
　なんでもお話しして相談してみるって大
事なことですね。　【松村守康】

　生涯で大きな支出となる住宅ロー
ンはどこも同じではありません。長
期固定返済の場合、1000 万円を超え
る節約ケースも。これまで海浜幕張
エリアで 13 回もの相談会の実績を持
つ「ノア・ホーム・コンサルティン
グ（株）」では、専門アドバイザーが
多様な住宅ローンを中立公平な立場
から評価し、適切にアドバイス。相

談会は法人ならではのノウハウと信用、責任に基づき実施するので、約
8 割以上の方が【ローンの見直し・借換えを行い無駄な支出が押さえら
れました】と大好評です。

金利1%低下で5年間短縮 !
なんと！

住宅ローン
無料 個別相談会開催

第
14
回

いずれかの条件に当てはまる方
借り換えをお奨めします

ノア・ホーム・コンサルティング（株）

★現在 1.4%以上の金利
★金利上昇が気になる方
★返済期間残 15年以上
★月額返済を減らしたい方
★残高 1000万円以上
★段階金利が気になる方

300回以上
の実績！ ☎03(3861)8631 平日の10時～20時受付

ノア・ホーム・コンサルティング 検索

約720万円の節約 !
※借入額3,000万円、返済期間32年、
借換え費用差し引き後の場合

参加ご希望の方は必ずご予約下さい
千葉市幕張勤労市民プラザ

海浜
幕張駅

幕張総合高校

幕張ベイタウン

京葉線　→至千葉方面

幕張勤労
市民プラザ

要予約

2/24 13：00～21：00( 日 )
3/ 2 17：00～21：00( 土 )
3/ 3 13：00～21：00( 日 )

2/23 13：00～21：00( 土 )

第 112回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

第112回ファツィオリの会
日時：2月 24日（日）9：30〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用ご
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
最新の情報はhttp://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：2月 17日（日）
申込先：TEL＆ FAX	275-3163（笠原）

新年もちつき大会が今年はちょっと変わりました



　東京生まれ、千葉育ちの A さんは短大卒
業後、幼稚園の先生になる夢を叶えるため
専門学校に入り直し、幼稚園の先生と保育
士の資格を同時に取得した。幼稚園は学校
教育施設に分類されるため「幼稚園教諭」
免許、保育園は児童福祉施設に分類される
ため「保育士」免許になる。2 つの免許を
同時に取得するため、専門学校での 2 年間
は実習に次ぐ実習の連続でハードな日々を
送ったそうだ。幼児教育にかかわりたいと
考えている人には、将来の選択肢を広げる
ためにも、大変だが両方の資格を取ってお
くことをおすすめするとのこと。
　幼稚園教諭時代は一人で 40 人の子ども
の担任をしながら、発表会・運動会・作品
展などのさまざまな行事に日々追われてい
た。結婚してからは往復 2 時間半の通勤時
間に加え、大量の持ち帰り仕事と家事の両
立が難しくなり、出産を機に退職する。
　ベイタウンに住むようになり、子育ても
一段落して再び保育の仕事をしたいと思っ
た時、資格を持っていることが役に立った。
保育園は子育て経験を積んだ有資格の経験
者を歓迎するのだ。13 年間の子育て期間

は知らず知らずのうちに保育士として働く
ための準備期間となったようだ。保育園に
子どもを預けて働くお母さんたちの苦労や
気持ちなど、独身の時にはわからなかった
ことが理解できるようになり、子どもの小
さな体調の変化にも気づくようになってい
た。保育園には保育士だけでなく栄養（調
理）師、看護師、事務員などさまざまな役
割の人がいるが、独身の若い先生が多い幼
稚園に比べ保育士の年齢層にも幅があると
感じた。
　保育士になるには子どもが好きなことは
大前提だが、父兄とはもちろん、スタッフ
間でもコミュニケーションがきちんととれ
ることが重要だ。子どもに限らず「人が好
き」という人が向いていると思う。子ども
の命を預かっている責任感を常に持ち続け
ることも重要で、ものごとに臨機応変に対
応できる能力も必要だ。
　毎朝子どもたちの登園を笑顔で迎えてあ
げるため、常に心も体も健康でいるための
体調管理が欠かせない。気持ちにムラが
あったり、感情がすぐ顔に表れたりするの
も望ましくない。

　保育士は、一人ひとり心や身体の成長が
異なる 0 歳から 6 歳までの子どもたちに対
し、それぞれの発達レベルに応じた保育を
行っている。つまり子どもたち一人ひとり
を理解した細やかなサポートが必要だ。そ
のためには資格取得のための知識だけでな
く、様々な年代層の子どもたちと生活を共
にしながら成長の過程のお手伝いをするた
めの幅広い視野が必要になる。子どもたち
の小さな成長を共に感じ喜ぶため、ものご
とに感動する素直な心や、子どもの良いと
ころ、やる気を引き出すため、他人の良い
ところを見つける目を持つことも大事だ。
保育の仕事に関係するものに限らず、さま
ざまな分野のアルバイトやボランティアな
どを体験して、広い世界を見ておくことが
望ましいと思う。今、将来の夢は「幼稚園
か保育士」と考えている学生さんも、もう
一度復帰しようかと考えている主婦の人に
も、子もたちの成長の過程に寄り添って共
に歩むことができる保育士の仕事は素晴ら
しいと胸を張って言える。
　「子どものお手本になるくらい完璧な人
でなくていいと思います。子どもと一緒に
つまずきながら成長していける仕事だと思
うし、失敗や挫折を経験している人ほど、
これから育つ子どもたちに優しさを伝えて
いけるのではとないかと日々感じていま
す。『みんながこれから歩む人生っていろい
ろあるけれど、本当に楽しいよ』というメッ
セージも伝えていけたらと思っています」

ベイタウン　働く女性の仕事6　「保育士」
　自転車の前後に子どもを乗せ、歌いながら登園している出勤前のお父さん。子どもを預けた後、
慌ただしく駅に急ぐスーツ姿のお母さん。そしていつも笑顔で子どもたちの登園を迎えている保
育園の先生たち。毎朝通りかかる保育園の前で見かける風景だ。今月は子育てが一段落してから
保育士として再び働き始めたAさんのお話。　【金】




