
２０１０年３月第２週号 

第２２５９回 
平成２２年３月１２日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

 

＊ロータリーソング  『我等の生業』 

＊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 

 ・本日のゲストスピーカー／ 

  千葉市企画調整局 企画課長  原 誠司様 

  船橋東ＲＣ／ 相澤 友夫様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

三寒四温とは、今の気候の事をいうのだと思いますが、

関東地方は越後と比べて何時も天気が良いと思って、５

０年前に私は新潟から上京して参りました。 

また、千葉県は東京以上に温暖な気候だと思ってい

ますが、ここ数日はそれを裏切るような毎日でございまし

た。 

 今日の会長報告は、前回と同じように、地区役員も後

数ヶ月で終わりとなるので、連絡事項も少なめになってき

たかと思っておりましたら、例会日に近付きますと、見透

かす様に報告事項が次々とまいります。 

３/７（日）、国際ソロプチミスト千葉・第３４回チャリティ

ディナーショーに参加させて頂きました。 

当クラブ主催の「里山の集い」にいつもご参加下さる

女性方が、女性パワーを最大限に発揮し、会を盛り上げ

ておられました。 

次週１９日の例会は定款により休会です。２６日の例

会は花見移動例会です。桜が咲いているかどうかはお

天気次第でしょうが、万が一、開花していなくても「花より

団子」という諺もあるように楽しい一日を過ごせたらと思

います。 

 今日の重要なテーマですが、親交クラブの東仁川ロー

タリークラブを４月１６日に訪問する件です。 

 

親交クラブ結縁３３周年行事で、当クラブから訪問する 

為には、年度変わりの月なので会員の方が、ウィークデ

ーを二日間掛けるのは厳しいということから、李さんに金

曜日出発で、２泊３日のスケジュールで再検討頂きまし

た。 

李さんから、再度ご丁寧な書信を頂き、朝の便に乗れ

なくとも良いように記念行事を夕方に変更頂き、１日目は

記念行事、２日目には第３６９０地区の地区大会に参加

させて頂くことになりました。 

滅多に参加できない、第３６９０地区の地区大会にも

参加出きるというチャンスに恵まれましたので、３年後の

当クラブの創立５０周年には、東仁川ロータリークラブの

皆さんに、大勢で千葉に来て花を添えて頂く事を見据え

て、今回は当クラブから多数の参加をお願い致します。 

最後になりますが、先月の１２日のバレンタインデーに

女性会員から男性会員にチョコレートを頂戴しました。 

本日お返しをということで、会長・幹事・吉田Ｒ財団地区

委員・植松親睦委員長と斉藤国際奉仕委員長が、親交

クラブ訪問の件で打合せをしている時に気付きましたの

で、５人で返礼をした事をご報告致します。 

つきましては、他の男性会員の方には、お返しというこ

とでニコニコボックスに入れて頂けましたら幸甚に思いま

す。 

以上、挨拶を終わります。有難うございました。 

 

≪感謝状伝達≫ 

＜Ｇ.Ｓ.Ｅチーム来訪時協力企業＞ 

 東京電力㈱千葉火力発電所 所長 中沢 治久会員 
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≪退会のご挨拶≫ 

栢木 伊久二会員 

長い間か短い間か分かりませ

んでしたが、公私共にお世話に

なりまして本当に有難うございま

した。ロータリアンとして貢献出

来たかなと考えておりましたら特

に浮かばなかったのですが、そ

ういえば、クリスマス例会の時にサンタさんをさせていた

だき、会場を走り回らせて頂いたのを思い出しました。４

月から東京本社へ行くことになりました。後任を必ずロー

タリアンとして登録をさせていただきますので、今後とも

是非宜しくお願い致します。 

川口 哲也会員  

 ７月に入会させて頂きましたので、

９ヶ月間という短い間ではございまし

たが、４月で異動となり退会させて頂

くことになりました。ここにきて漸くロ

ータリーソングを何とか歌えるように

なってきましたし、親睦委員会の活

動では、栢木さんと同じようにサンタ

クロースをやらせて頂きました。 

退会は非常に残念ですが、この短い間にも皆様方に

は、大変親しくして頂き、一からご指導頂きましたことに

感謝申し上げます。駆け出しにもなりませんが、ロータリ

アンとして千葉南ＲＣからスタートさせていただきました。

これから、どこかでチャンスがありましたら、またロータリ

ークラブに入れて頂きたいと思いますが、千葉南ＲＣの

一員であったことに恥じないような行動をして参りたいと

思っております。 

当社の大和証券㈱も千葉へ出店させて頂き、早や５０

年近くになります。ようやく地域の一員としてお認めいた

だいたのかなと思うと同時にこれからも地域の一員として

の役割も果たして行かなければと思っております。許可

して頂けるようであれば、後任者も引き続きお世話になり

たいと思っておりますので宜しくお願い致します。短い間

ではございましたが、本当に有難うございました。 

 

≪委員会報告≫ 

親睦委員会より (植松 省自委員長) 

＜花見移動例会＞の再度のご案内 

３月２６日(金) 集合⇒ 千葉駅ＮＴＴ前 ０９：００  

蘇我駅千葉銀行前 ０９：１５ 

定員数にまだゆとりがありますので、事務局までお申

し込み下さい。 

国際奉仕委員会より (斎藤 昌雄委員長) 

＜東仁川ＲＣとの結縁３３周年記念例会について＞ 

日程 ４月１６日(金)～１８日(日) ２泊３日 

当初予定していた飛行機は満席、ホテルも満杯という

状態でしたが、東仁川ＲＣ・李東秀さんのご配慮により、

１６日の記念例会をこちらの都合に合わせて頂けること

になりました。１７日は、第３６９０地区の地区大会へ参加

します。李東秀さんは、ＲＩ会長代理のエイド補佐を務め

られるとのこと、又、東仁川ＲＣ会員の大多数の方が地

区大会での役目を受け持つとのことです。 

是非、ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆金親 博榮会員 

本日は、千葉市原企画課長様、ようこそお越し下さい

ました。ウィスコンシン州へのＧ.Ｓ.Ｅ出発まで、あと４３日

となりました。千葉県や千葉市のＰＲもしてまいります。日

本一の若い市長の写真も入れて卓話の準備中です。 

☆栢木 伊久二会員 

４月１日で本社異動となります。長い間(短い間)お世

話になり、有難うございました。 

☆塩谷 邦昭会員 

ちばぎん総合研究所の月刊誌「マネジメントスクエア」

３月号に私の記事が載りました。(P１３『わたしの主張』) 

☆出井 清会員 

先日、息子２人の母校である市原東海大望洋高校野

球部が春の甲子園初出場に当たり、小額の寄付をして

きました。何とか、初出場、初勝利を願っています。 

☆植松 省自会員 

３月２６日の「花見移動例会」に多くの皆様が、ご出席

して下さいますようお願い申し上げます。 

 

≪出席報告 (会員数４３名)≫ 

 

出席者数２５ 欠席者数１７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ２ 修正出席率７６．１９％ 

 

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 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『千葉市の新基本計画』 

卓話者… 千葉市企画調整局 

      企画課長  原 誠司様 

 

本日はこのような素晴らしい席にお

招き頂き、千葉市の策定している新た

な基本計画についてお話させて頂き

機会を設けて頂き、有難うございます。 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 8,000 円 累計 633,314 円 

金の箱  1,200 円 累計 26,665 円 

千葉ＲＣ 月 3/29・4/5 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/30・4/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 4/21 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 4/8 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



１．本市の計画行政について 

市政の基本理念や基本目標を掲げた基本構想、１５

年間の中長期的な都市づくりの方向性を示した基本計

画、５年間の具体的実施事業を定めた実施計画の三層

の計画体系により、総合的かつ計画的に市政を推進。 

基本構想 

基本理念⇒ 人間尊重・市民生活優先 

基本目標⇒ 人と町 いきいきと幸せに輝く都市 

目標年度⇒ ２１世紀を展望 

ちば・ビジョン２１ (基本計画) 

基本構想に基づき、街づくりの方向性を示す。 

計画期間⇒ 平成１３年～２７年（１５年間）を今回見直

す。 

５か年計画 (実施計画) 

第２次５か年計画を進めている。期間は、平成１８年～

２２年の５年間。 

２．新基本計画の策定 

人口減少社会の到来：当初、平成２７年に千葉市の

人口が１００万人に増加していくだろうと考えられていた

が、今は増加はしていくが、１００万人には満たず２７年

以降、人口が減少するだろうという推計が出ている。これ

は、千葉市に限られたことではなく、日本の人口が減少

社会に突入しており、減り始めている。これまでのような

街づくりをしていたのでは、千葉市は持たなくなる。 

少子・高齢社会の進展：推計していた以上にどんどん

少子・高歳化が進んでいくという推計が出ている。若い

世代が減少し、６５歳以上の高齢者が増えていく。定年

退職された方々にも今後、街づくりに参加していただき

たいと考えている。 

集約型都市構造への転換：今までは人口の増加に伴

い、街を広げていく社会だったが、今後は減少に伴い、

もっとスリム化してコンパクトな街づくりをしていかなけれ

ばならない。理想ではあるが、公共施設や医療などの福

祉施設、商業施設、住宅ができるだけ近いところにあれ

ば、歩いて生活が出来る。 

地球温暖化の進行：このまま石油を使い続けていけ

ば環境が破壊されてしまうし、石油自体も枯渇してしまう。

石油に依存した生活から脱却して行かなければならな

い。出来るだけ、緑を保全して増やして行く。太陽光、太

陽熱など自然エネルギーを利用する。ゴミを出来るだけ

ださないようなことを進めていく。 

分権型システムへの移行：国で行っていた仕事を出

来るだけ住民に近い自治体である市や区などの地域の

皆様に活動をお願いしていくシステムへ持って行かない

と成り立たない。市の財源が非常に苦しい状況。今まで

のような右肩上がりを前提とした街づくり、お金を投資し

たら何でも出来たという時代。これからは、限られたお金

を賢く使っていかなければならない。あれもこれもという

形からあれかこれかといった主査選択して順位付けをし、

一番良いものにお金を投資していく時代がやってくるの

で、新たな基本計画を策定する。 

■策定の視点 

・状況変化に的確に対応できること 

・多様な主体(市民、企業、ＮＰＯ等)が参画・共有できる

こと。 

・区の特性を活かすこと。 

■主な日程(予定) 

平成２１年     １０月 新基本計画策定本部設置 

１１～１２月 タウンミーティング 

平成２２年  １～ ５月 市民ワークショップ 

            ８月 計画原案作成 

審議会 

平成２３年      ４月 パブリックコメント手続き 

            ６月 計画策定 

３．千葉市の歴史と現状 

●臨海部の埋立 

・昭和２５年 川崎製鉄(現ＪＦＥスチール)誘致 

・昭和２９年 東京電力誘致 

・昭和４４年～平成７年 公有水面埋立（３３．８Ｋ㎡、市域

の約 8/１、美浜区全域と中央区の一部） 

●高度経済成長に伴う人口急増への対応 

・１０年間で約２倍、約３２万人が増加 

(332,188 人 S40.10.1⇒ 659,356 人 S50.10.1 国勢調査人口) 

・郊外(大宮台団地、小倉台団地、千城台団地、花見川団

地など)臨海部(幸町、高洲、真砂、磯部など)に大規模住

宅地が開発 

・急速なインフラの整備(道路、下水道、学校、保育所、公

民館など) 

千葉市は、急速に増えたため、歪みが出てきている。老

朽化に伴い、維持管理が今後の大きな課題。 

●業務核都市の指定(東京都心部の一極集中から多核多

圏域型へ) 

・平成３年 全国で第１号の業務核都市に指定 

・幕張新都心、千葉都心地区の整備推進 

●政令指定都市への移行 

・平成４年 全国で第１２番目の政令指定都市に移行 

・６行政区を設置し、地域の均衝ある発展を志向 

・都市基盤整備のさらなる推進 

指定都市として整備を推進した結果、概ね大都市平均

レベルまで到達。 

 東京に近く房総半島の要に位置する好立地条件にあ

る。海辺、豊かな緑があり温暖気候で大変住みやすい。 

千葉市の恵まれた諸環境を生かしながら新たな夢を描く

ことを目指す。 

 

 

第２２６０回例会 

<花見移動例会> 

日  時⇒ 平成２２年３月２６日(金) 

         千葉駅ＮＴＴ前    ０９：００ 

         蘇我駅千葉銀行前  ０９：１５ 

場  所⇒ いすみ鉄道・ゆったりんこ号（貸切列車） 

第２２６１回例会 

日  時⇒  平成２２年４月２日(金)点鐘 12：30 

演  題⇒  『千葉市に於ける犯罪情勢について』 

卓話者⇒  千葉県警  

          千葉市警察部長 池田 雅一良様 


