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木更津市中心市街地活性化協議会第５回総会 

会議録 

日 時：令和元年５月２２日(水) １４：００～１５：００ 

場 所：木更津市役所駅前庁舎 防災室・会議室 

 

出席委員（敬称略） 

 

団体名 役 職 氏 名 備考 

木更津商工会議所 会頭 鈴木 克己  

木更津商工会議所 事務局長 鶴岡 英樹 代理出席 

木更津市富士見通り商店街振興組合 理事長 吉田 弘  

木更津東部商店街振興組合 副理事長 奈良本 浩規  

木更津一番街商店街振興組合 理事長 國吉 俊夫  

南町区睦会 会長 髙木 厚行  

大和町親交会 会長 山田 恒夫 欠席 

東日本旅客鉄道株式会社 木更津駅副駅長 佐藤 幸夫 代理出席 

日東交通株式会社 代表取締役社長 小宮 一則  

小湊鐵道株式会社 企画担当部長 宮﨑 隆一 代理出席 

千葉県タクシー協会 南房支部 支部長 奥瀬 亮彦  

木更津市観光協会 会長 野口 義信  

イオンモール木更津 ゼネラルマネージャー 古川 明 欠席 

君津信用組合 本店 本店長 白石 一弘  

京葉銀行 木更津支店 支店長 牛川 秀明  

館山信用金庫 木更津支店 支店長 田村 知己 欠席 

千葉銀行 木更津支店 支店長 中嶋 敏彰  

千葉興業銀行 木更津支店 支店長 熱田 稔  

千葉信用金庫 木更津支店 支店長 苅込 孝司 欠席 

かずさ青年会議所 理事長 江﨑 勝博  

日本大学   教授 北野 幸樹  

木更津市 副市長 田中 幸子  

木更津市 企画部長 山口 芳一  

木更津市 経済部次長 佐伯 浩一 代理出席 

木更津市 都市整備部長 渡部 史朗  
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配布資料 

 ・木更津市中心市街地活性化協議会第５回総会 会議次第 

 ・木更津市中心市街地活性化協議会委員名簿 

 ・木更津市中心市街地活性化協議会第５回総会出席者名簿 

 ・木更津市中心市街地活性化協議会第５回総会席次表 

 ・資料１ 木更津市中心市街地活性化協議会規約改正(案） 

 ・資料２ 平成３０年度 事業報告・収支決算 

 ・資料３ 令和元年度 事業計画（案）・収支予算（案） 

・木更津市中心市街地活性化基本計画（素案概要版） 

  ・木更津市コンパクトなまちづくり推進連絡調整会議設置規約 

  ・木更津市コンパクトなまちづくり推進連絡調整会議中心市街地活性化幹事会  

安心・安全なまちづくり部会 参考資料 

・木更津市コンパクトなまちづくり推進連絡調整会議中心市街地活性化幹事会 

 きれいなまちづくり部会 参考資料  

  ・電子地域通貨「アクアコイン」パンフレット 

  ・市公式アプリ「らづナビ」パンフレット 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

北野会長よりあいさつ 

 

３ 議  事 

（１）木更津市中心市街地活性化協議会規約の改正（案）について 

会長 

事務局から、木更津市中心市街地活性化協議会規約の改正（案）について、説明をお願

いする。 

事務局 

資料に基づき説明。 

会長 

質問や意見があれば、ご発言をお願いする。 

國吉委員 

別表のみの改正でも規約の改正となるのか。 

事務局 

 別表も規約の一部となるため、規約の改正となる。 

会長 

木更津市中心市街地活性化協議会規約の改正について承認いただけるか。 

全委員 

異議なし。 
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会長 

それでは、規約の改正については、原案の通り承認する。 

 事務局 

  規約の改正について承認されたことから、改正後の委員名簿を配付させていただく。 

 

《名簿の配付》 

 事務局 

  新たに就任された委員の紹介をする。 

  ・君津信用組合 本店長  

・館山信用金庫 木更津支店長  

・千葉銀行 木更津支店長  

・千葉興業銀行 木更津支店長  

・千葉信用金庫 木更津支店長  

   

（２）平成３０年度事業報告及び収支決算について 

会長 

事務局から、平成３０年度事業報告及び収支決算について、説明をお願いする。 

事務局 

資料に基づき説明。 

会長 

続いて、監事委員を代表して、野口委員に監査報告をお願いする。 

野口委員 

令和元年５月１３日監査を実施し、適正であった旨報告する。 

会長 

質問や意見があれば、ご発言をお願いする。 

全委員 

（発言なし） 

会長 

平成３０年度事業報告及び収支決算について承認いただけるか。 

全委員 

異議なし。 

会長 

それでは、平成３０年度事業報告及び収支決算については、原案の通り承認する。 

 

（３）令和元年度事業計画（案）及び予算（案）について 

会長 

事務局から、令和元年度事業計画（案）及び予算（案）について、説明をお願いする。 
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事務局 

資料に基づき説明。 

会長 

質問や意見があれば、ご発言をお願いする。 

全委員 

（発言なし） 

会長 

令和元年度事業計画（案）及び予算（案）について承認いただけるか。 

全委員 

異議なし。 

会長 

それでは、令和元年度事業計画及び予算については、原案の通り承認する。 

 

（４）木更津市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

会長 

事務局から、木更津市中心市街地活性化基本計画（素案）について、説明をお願いする。 

事務局 

木更津市中心市街地活性化基本計画（素案概要版）に基づき説明。 

会長 

質問や意見があれば、ご発言をお願いする。 

國吉委員 

中の島大橋改修事業とはどのような事業内容になるのか。 

事務局 

耐震工事、老朽化に伴う改修工事となる。 

渡部委員 

 担当部より補足させていただくと、中の島大橋改修事業は長寿命化計画に基づく改修を

実施する。 

内容としては、橋梁の塗装の塗り替えや、柵の改修を予定している。 

國吉委員 

中の島大橋を上るのは大変だが、エレベーターの設置などの対策は検討していないのか。 

事務局 

 橋へ上るための対策について、検討しているという話は担当課より聞いていない。 

國吉委員 

 鳥居崎海浜公園の整備事業について、頌徳碑前は整備しないのか。 

渡部委員 

 鳥居崎海浜公園の整備事業については、Ｐａｒｋ－ＰＦＩを活用した事業となるため頌

徳碑前の整備は含まれていない。 

國吉委員 

以前、都市整備部で頌徳碑前に、レンガや砂利などを敷くなど美観向上の整備を実施し

ていただいたが、そのような整備は継続して実施しないのか。 

渡部委員 

頌徳碑前の整備については、部内で検討させていただく。 
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 会長 

  現在計画に掲載している事業は、実施している事業の羅列に見える。 

本当に中心市街地の活性化につながる事業のみ掲載するよう精査していただきたい。 

髙木委員 

元号については今後訂正するのか。 

事務局 

元号については、今年度計画を策定するにあたり訂正をさせていただく。 

國吉委員 

民間事業者が中心市街地の活性化を図るための事業を実施する際に、銀行の融資は必要

となる。 

金融機関との連携をとる事業等はないのか。 

事務局 

今後は、金融機関との連携を強化していき、民間事業者が行う事業のうち計画に掲載出

来る事業は掲載していきたい。 

また、その際、国の補助金等が活用できるかも確認していく。 

佐藤代理委員 

今までは、中心市街地に住む人や遊びに来る人の事を考えてきたが、中心市街地に働き

にきている人のことも考えなくてはいけない。 

千葉駅では月に２回程度、ＪＲ、行政、銀行など働きに来ている人達で、駅前の清掃等

を実施する「千葉駅前オフィス町内会」を組織していた。 

木更津市も働きに来ている人達に、中心市街地の清掃活動等に参加していただくことで、

まちへの“愛着”を持って頂けるのではないか。 

事務局 

きれいなまちづくり部会において、検討させて頂く。 

会長 

住民や来街者などが、自らの意思で参画する事業は中心市街地の活性化には必要である。 

今後、そのような事業実施を検討していただきたい。 

國吉委員 

駅前の清掃及び美観保守を実施している、木更津駅前広場管理協議会活動はなぜ入って

いないのか。 

事務局 

現段階では、まだ把握していない事業がある。 

今後も、計画に掲載する必要がある事業を確認し掲載していく。 

渡部委員 

  木更津駅前広場管理協議会活動については、計画に掲載するよう事務局と調整する。 

会長 

本日の委員からの意見を受け、事務局は素案の更新をしていただきたい。 

それでは、本日の議事は、このあたりで終了とする。 

 

４ その他 

事務局 

木更津市コンパクトなまちづくり推進連絡調整会議の取組みについて資料に基づき説明。 

地域電子通貨「アクアコイン」及び「らづナビ」についての説明。 

５ 閉 会 

次回の開催時期は７月を予定している。 


