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２０２０-２１年度 

第２７３７回 
２０２１年５月２１日（金）点鐘１２時３０分 （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 

 千葉市新庁舎整備課 課長 布施 恵一郎様 

        〃      課長補佐 久保田 宗穂様 

◇水野会員のご友人 佐藤 達志様 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長 

皆様、こんにちは。 

本日はお忙しい中、またコロ

ナ禍の中を千葉市新庁舎整備

課の布施課長様、久保田課長

補佐様にお越しいただいており

ます。有難うございます。 

私は、今度の誕生日が来たら

５８歳なんですが、旧庁舎がた

ぶん５２年でしたでしょうか、通っ

ていた幸町第二小が旧庁舎に近かったものですから、

市役所見学ということで、まだ新しい市役所庁舎を見学

した記憶がございます。そんな少年がこんなおじさんに

なってしまったくらい、今の庁舎は頑張ってくれたなぁと

思って、そのへんの話も聞けるかなと思いまして、たいへ

ん楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 

５月１５日（土）、千葉ロータリークラブの７０周年記念

例会に、私と水野会員の２人で千葉クラブの子クラブとし

て出席して参りました。本来であれば大々的に開催する

計画があったということですが、このコロナ禍ということで

縮小せざるを得なかったということですが、お食事は美

味しくいただきまして、楽しい時間を過ごすことができま

した。 

記念卓話には元マラソンランナー、メダリストの有森裕

子さんのお話をたっぷり聞くことができまして、テレビで

色々なお話をされている方ですので、お話しが上手で、

心を打たれる話をいただいて、途中彼女もウルウルして

いたところもあったのですが、私もちょっと目頭が、自分

自身の高校時代の頃とかを思い出して、ウルウルしてし

まいました。  

また、月曜日には、地区大会記念ゴルフ大会に千葉

南クラブを代表しまして私と松尾会員で参加して参りまし

た。私は誤球が出たりして、賞を貰うことができませんで

したが、松尾会員は見事９位に入賞しました。松尾会員

が活躍してくださったので、面目はあったかと思います。 

◆次年度の地区予算（案）承認の是非について     

大塚裕正会長エレクトより、説明があり、承認が得られ

ました。 

◆委員会報告                        

親睦活動委員会より （今井太志委員長） 

６月１８日（金）の例会は、移動懇親例会です。会場は、

Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏです。貸切バスで移動します。 

会員になっていただきたい方をご招待したいと思いま

す。 

◆幹事報告          岡田 敦志副幹事 

次週の例会で「新しい例会のかたち」と題してお話を

させていただきます。万が一、緊急時代宣言が発令され

た場合、リモートでも例会が出来るようにしたいと考えて

おります。 

◆出席報告 (会員数４７名)              

 

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。 

千葉ＲＣ 月 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/8・6/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/22・6/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 
 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/17 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 

出席者数 

３０名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

３名 

５/７ 修正出席率 

休会のため次回にて 



◆ニコニコボックス報告              

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

今年は、湿気も多く天候不順の日が続き、５月らしい

日が少ないような気がします。梅雨入りも間近なようで、

皆様におかれましては、くれぐれもお身体にお気をつけ

下さい。 

さて、千葉市新庁舎整備課 課長 布施様、課長補

佐 久保田様、ようこそお越し下さいました。 

新しい庁舎が出来上がるのを今から楽しみにしている

ところです。本日の卓話、宜しくお願い致します。 

≪加藤 隆章会員≫ 

結婚祝いのお祝いをいただきました。有難うございま

した。 

≪斎藤 昌雄会員≫ 

佐藤達志様、ようこそお越し下さいました。千葉南クラ

ブはとても良いクラブです。ぜひ、ご入会いただければと

思います。 

≪松尾 博之会員≫ 

5/17の地区大会記念ゴルフ大会にて９位になりました。

有難うございます。廻会長よりお褒めの言葉をいただき

ましたが、廻会長より上位となってしまってごめんなさ

い・・・。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

本日の卓話 
演  題⇒ 「新庁舎整備の概要」 

卓話者⇒ 千葉市新庁舎整備課  

課長 布施 恵一郎様 

 

本日はお忙しい中、またコ

ロナ禍の中を貴重なお時間

をいただき、有難うございま

す。現在千葉市では、令和５

年の早い時期に利用開始を

目指して新庁舎整備工事を

進めております。 

以下概要をお話しします。 

 

（以下、スライドを見ながらご説明いただきました。） 

防災や老朽化対策などの理由から、現在地に新庁舎

を建設し、本庁舎、中央コミュニティセンター、ポートサイ

ドタワーの３カ所に分散していた機能を新庁舎にまとめ

る。供用開始後も既存庁舎の解体などを行い２５年１月

の完了を予定する。 新庁舎の建設地は現本庁舎の一

部と駐車場などに活用している敷地。庁舎と駐車場を解

体して新庁舎の建設工事を開始している。 

◆来庁者の多い機能 

来庁者の多い執務室、市民センター、議会フロアを低

層棟に配置。それ以外の執務室等は、高層棟に配置。 

◆市民情報の発信・交流を促す機能 

庁舎の玄関となる２層吹抜けの「市民ヴォイド」には、

情報ステーション、イベントスペース、食堂を近接配置。 

◆議会機能 

「市民に開かれた議会」を身近に感じられるよう、国道

３５７号、千葉都市モノレール、臨港プロムナードから視

認しやすい低層棟の上部に配置。 

本会議場や傍聴席など市民利用部分を議会フロアの

６階に集約し、市民が利用しやすく、議会運営のしやす

い配置とした。 

◆非常時に業務継続性の高いフロア構成 

非常時に災害対策の中心を担う危機管理センターを、

浸水深以上のフロアであり、かつ地上階からアクセスし

やすい３階に配置。 

また、３～５階に配置される危機管理センター、市長

室関連諸室、総務局には強い連携が求められることから、

３つのフロアの執務室を直接結ぶ階段を設置し、迅速な

連携が可能なフロア構成とした。 

◆市民に開かれた空間の整備 

市民に開かれたシティホールの表玄関として、低層棟

１・２階に明るく開放的なロビーと大階段で構成される、

吹抜け空間「市民ヴォイド」を整備。閉庁時も利用可能な

空間としている。 

◆地震等災害に強い庁舎 

被災直後から業務できるよう、基礎免震構造の採用に

より、家具等の転倒を防止するとともに、執務室の天井を

システム天井とすることにより、落下物による二次災害を

防止する計画とした。 

電気、ガス、上下水道が途絶した場合でも災害対応

等の業務が継続できるよう、非常用発電、雨水や井水利

用、災害用汚水槽を設置した。 

高潮時の浸水対策として、主要な設備機器を設置す

る機械室や通信機器主装置を設置する防災センター、

電話交換機室を２階以上（最大浸水レベル以上）に配

置。 

◆多様な来庁者にとって使いやすい施設計画 

庁内のサインは色別で窓口を表記するなど、大きな文

字とピクトサインで表記する。主要案内サインには英語

表記など多言語表記とする。 

多機能トイレは、だれでも気兼ねなく利用できるよう、

人の目を気にすることのない廊下から奥まった位置に配

置。また、車椅子・オストメイト対応に加え、フィッティング

ボードやベビーチェアなど充実した設備を設置するとと

もに市民ヴォイド（１・２階）と議会エリア（５・６階）に面した

多機能トイレについては、大型ベッドを配置するための

十分な広さを確保。すべてのトイレには車椅子でも利用

可能な広めブース（手洗い器付き）を設置。 

乳幼児や子ども連れの来庁者への配慮として１・２階

の「市民ヴォイド」に面した女子トイレ付近に授乳室を配

置。 

執務室の一部を車椅子対応のローカウンターにした。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7，000円 累計 275，000円 

金の箱  413 円 累計 19，134円 



≪外観パース≫ ↓   

低層棟と高層棟に分かれている。 

 

≪内観パース≫ ↓ 

 

千葉市議会場  スクリーンを設置 

 

赤い所は傍聴席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 低層棟と高層棟になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪内観パース≫   ↓ 

千葉市議会本会議場       スクリーンを設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 赤い場所は傍聴席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市ホームページより抜粋転載させていただきました。 

 

 

＝市政１００周年を迎えた千葉市の新庁舎の完成・ 

お披露目を楽しみにしています。＝ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

第２７３８回例会 

日 時⇒ ２０２１年５月２８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「新しい例会のかたち」 

       大塚 裕正会長エレクト 

       岡田 敦志副幹事 

第２７３９回例会 

日 時⇒ ２０２１年６月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「９０歳を迎えて」  吉田 裕成会員 

 

 

      ≪会報担当：畑江 大介≫ 


