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平成２３年度第１回役員会会議録
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市役所４階議会全員協議会室
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齋藤（丈）委員、飯田委員、森田委員、高桑委員、小野委員、松枝委員、小林委

員、蓬田委員、菊池（尚）委員ｕ長沢委員、中野委員、川西委員、斎藤（直）委

員（計１９名）

平野経営企画部長、菊池経営企画部次長、山田経営企画部参事、
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２平成２３年度事業計画(案)、収入支出予算書(案)及び年間活動スケジュール
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事務局
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卜

配付資料

開会
一

事務局： それでは時間となりましたので、ただいまから平成２３年度逗子市池子接収地返還

促進市民協議会第１回役員会を開催させていただきます。

本日は現時点で１７名の委員の出席をいただいております｡これにより本会議には半

数以上の委員が出席されておりますので、規則第10条第２項により会議は成立して

おりますので、ただいまより協議会を開催させていただきます。

綏 まず、４月１日付けで職員の異動がありましたので、紹介させていただきます。

（基地対策謀係長高橋自己紹介）

次に、本日の資料の確認をさせていただきます。

本日、席上に配付いたしました資料は、会議次第、役員名簿及び参考図書「米軍基

地の現場から」です。

事前に皆様に送付いたしました資料は、

・平成22年度事業報告

・平成２２年度収入支出決算書（写）

・平成23年度事業計画（案）

・平成２３年度収入支出予算書（案）

・平成23年度市民協年間活動スケジュール（案）

・市民協顧問就任承諾議員一覧（平成23年４月１日現在）

￣
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以上ですが、配付洩れはございませんでしょうか。

（確認）

「

事務局：それでは、岡本会長、会議の進行をお願いいたします。

会長：これより逗子市池子接収地返還促進市民協議会の今年度の第１回役員会を開催させ

ていただきます。

本協議会は、市民の総力を結集して池子接収地の全面返還を基本としつつ、当面一

部返還と跡地利用としての国営公園の誘致を目指し、事業活動を展開していくことと

しております。皆様方のお力添えをいただきながら、協議会の目的に全力を尽くす所

存でおりますので､皆様方のご指導ご鞭捷を賜りますようよろしくお願いいたします。

本日は､第１回役員会として皆様方に平成22年度事業報告及び収入支出決算と、平

成２３年度事業計画及び収入支出予算等についてご審議いただくわけですが、今年度

の活動につきましてご決定していただくことになりますので､忌憧のないご意見をお

伺いしたいと思います。

それでは時間の関係もございますので、早速会議に入りますが、円滑なる議事運営

が出来ますよう皆様方のご協力をお願い申し上げます。

、．
妃

会長：会議の前に、お諮りをしたいと思います。本協議会の会議に現在傍聴の希望はあり

ませんが、傍聴の希望があった場合は、許可することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、傍聴の希望者がありましたら許可することといたします。

議題１

会長：それでは、議題１「平成22年度事業報告及び収入支出決算について」を議題といた

します。

事務局から説明をお願いします。

薇
－－－

事務局：それでは、平成22年度の主な活動について説明いたします。

活動内容につきましては、お手元の２２年度事業報告をご覧いただきたいと思いま

す.２２年度事業につきましては、そちらに記載されているとおりでございます。ご協

力いただきました役員の皆様に感謝申し上げます〈
続きまして、平成２２年度収入支出決算書についてご説明いたします。決算書をご

参照ください。収入の部につきましては、科目ごとに説明いたします。

科目１市補助金72万円は、予算現額どおり収入済となっております。

科目２繰越金の７７円は、前年度からの繰越となっております。

科目３雑収入は、預金利子収入１０２円の収入となっております。予算現額９２３円

に対し、８２１円の収入減となっております。

￣
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以上により、収入済額は７２万１７９円となっております。

次に支出の部についてご説明いたします。

科目ｌ事務費につきましては、予算現額１１万５千円、支出済額８万８千７２２円、

不用額２万６千278円となっています。内訳につきましては、（１）需用費１消耗品費

として支出済額３万８６０円、２印刷製本費として支出済額1万２千862円となって

おります。（２）役務費の支出済額４万５千円は会議通知および会議録発送等の郵送料

です。

科目２事業費は、予算現額60万円、支出済額１５万３千177円、不用額44万６千

823円となっています。内訳につきましては、（１）報償費、および（２）旅費は未執行

となっております。（３）需用費につきましては、予算現額２３万円、支出済額10万４

千107円､不用額が１２万５千８９３円となっています｡需用費の内訳につきましては、

消耗品費６万４千351円は、ハイキングのガイド謝礼の経費、役員の皆様の参考図書

の購入代を支出しています｡印刷製本費は未執行となっています｡食糧費３万９千756

円はハイキングの参加者昼食代等の経費を支出しています。（４）委託料につきまして

は未執行となっています。（５）使用料及び賃借料につきましては、要請活動の際のバ

ス借り上げ料等として予算現額15万円、支出済額４万９千070円、不用額10万930

円となっています。

科目３の予備費につきましては、未執行となっています。

以上により、支出済額の合計は予算現額７２万１千円、支出済額24万’千８９９円

となります。

以上、収入済額７２万１７９円から支出済額２４万１千８９９円の差引残高は４７万８千

280円となりますが、このうち、４７万８千円を市に返納することといたしました。

よって収入済額72万179円から支出済額24万’千899円の差引残高47万８千280

円から返納金額47万８千円を差し引いた残高280円が､翌年度の繰越額となります。

以上で説明を終わります。

ｒ、
、■.

『
会長：ただいま事務局から報告がありましたが、質疑に入る前に監事の報告を行いますｑ

川西監事、お願いいたします。

川西監事：監査報告をいたします。

本協議会の平成２２年度収入支出決算について、会則第８条第４項に基づき、去る５

月１３日に市役所会議室において監査を行い、事務局立会いのうえ、帳簿、伝票、通

帳など関係書類を厳正に審査した結果､会計処理は適正に行われていたことをご報告

いたします。

平成23年５月２６日監事川西英子

会長：ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。何かご質問ありましたら、お願いいたします。
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会長：質問、ご意見等がなければ、本件の承認についてお諮りいたします。

議題ｌ「平成22年度事業報告及び収入支出決算について」承認することにご異議ご

ざいませんか．

（異議なしの声）

ご異議ないものと認め、原案どおり承認することに決定いたしました。

議題』

会長：続きまして、議題２「平成２３年度事業計画（案)、収入支出予算（案）及び年間活

動スケジュール（案）について」を議題といたします。

事務局から説明をお願いします。

事務局：平成23年度事業計画(案)及び収入支出予算(案)をご説明いたします。

お手元の平成23年度事業計画（案）をご覧ください。

平成23年度事業計画(案)につきましては、朗読をさせていただきます。 、５

平成23年度事業計画（案）

市、市議会、本協議会の三者が一体となり、全市民一丸となった返還運動を展開し、国

営自然公園の誘致等の運動を展開していく。

１事業方針

・池子接収地の全面返還を基本としつつ、当面、市と連携し約40haの土地の共同使用

の早期具体化とともに、－部返還を目指す。

・跡地利用としての国営公園の誘致を目指す。

・旧軍港市転換法の逗子市適用を関係機関へ強く求めていく。

・市民へのＰＲ活動を推進する。

２推進方法

（１）会議の開催

役員会等を開催し、市、市議会と共に本協議会として返還に向けた運動を広めてい

くための方法や活動について協議をしていく。

（２）要請、陳情

事業方針達成のため、政府関係機関及び国会に対して要請、陳情を行う。

（３）ＰＲ活動

本市の基地問題についての現状やこれまでの経緯並びに本協議会の活動について、

市民に広く周知し、特に若年層の関心を喚起するため、学校関係や市民に対してＰＲ

活動を行う。

（４）顧問の招聰

県内選出国会議員を顧問として招聰する。

（５）研修会の開催

今後の活動の参考に資するため、返還運動に関連する知識について、講師を招いて

、
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随時研修会を実施する。

続きまして、平成23年度収入支出予算(案)について説明いたします。

お手元の収入支出予算書（案）をご覧下さい。

予算案の作成にあたりましては､去る５月１３日に開催いたしました第１回事業推進

委員会において、各委員から意見をいただき作成したものです。

それでは､収入からご説明いたします｡科目１市補助金(1)市補助金につきましては、

昨年と同額の72万円を計上しました｡科目２繰越金(1)前年度繰越金につきましては、

決算でご説明いたしました280円を計上いたしました｡科目３雑収入につきましては、

預金利子として７２０円を計上しました。収入の合計額は、昨年度と同額の７２万’千

円となります。

次に支出についてご説明します。科目ｌ事務費につきましては、(1)需用費、１消耗

品は、事務用品購入代等として５万円を、２印刷製本費は封筒印刷経費として２万円

をそれぞれ計上し、昨年度と同額の合計７万円といたしました。(2)役務費につきま

しては、会議開催通知等の郵便料が主なもので、昨年度と同額の４万５千円を計上い

たしました。

科目２事業費(1)報償費につきましては、研修会講師謝礼、ＰＲ事業出演者謝礼とし

て昨年度と同額の10万円を計上いたしました。(2)旅費につきましては、委員研修、

要請活動等の旅費として昨年度と同額の２万円を計上しました。(3)需用費１消耗品

につきましては､ハイキング、ミニ運動会等の際の消耗品代として昨年度と同額の１０

万円を計上いたしました。２印刷製本費につきましては、ＰＲ事業の際のチラシ等の印

刷費として昨年度と同額の３万円を計上いたしました。３食糧費はハイキング参加者

の昼食代などの経費として昨年度と同額の10万円を計上いたしました｡(4)委託料は、

PR事業の際の委託費として昨年度と同額の１０万円を計上いたしました。(5)使用料及

び賃借料につきましては、顧問招聰、陳情活動の際のパス借上料、イベントの施設使

用料として昨年度と同額の１５万円を計上いたしました。科目３の予備費につきまし

ては、昨年度と同額の６千円を計上いたしました。支出の合計は、昨年度と同額の７２

万１千円となります。

最後に、本年度の年間活動スケジュール案につきまして、ご説明いたします。お手

元の年間活動スケジュール（案）をご覧ください。スケジュール(案)は、去る５月１３

日に事業推進委員会を開催し、各委員から意見をいただき、作成いたしました。

以上で説明を終わります。

s鰊

經

会長かそれでは、質疑に入ります。何かご質問ありましたら、お願いいたします。

長沢委員：まず、年間スケジュールのなかで、運動会というのはどこでやるのか、もし米軍住

宅の西側グラウンドならば、ここ２年、開催されていないので、どのような形で行う

のかということを伺いたい。もうひとつは、今の質問に対する回答の後で、提起させ

ていただきたい件がございます。
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会長：事務局

事務局：スケジュールについては事務局の案ですので、運動会の進め方についてはここで皆

様でお決めいただければと思いますが、これまで過去２回、米側にお願いしてなかな

か実施できなかった経緯がありますが、場所としましてはやはり１年目と同じ形で、

米側に対して協力を求めて、400ｍトラックでの開催とすることを考えております。

ただ、いろいろと難しい面もあり、昨年も大分強力にお願いにあがりましたが、これ

までと同じように400ｍトラックで行うということであれば、事務局としましてはv

今年度も米側に対して働きかけをしていきたいと思っております。

会長：長沢委員

長沢委員：ハイキングについても同様でよろしいでしょうか。 ､
．ロ

会長：事務局

事務局：ハイキングにつきましても、住宅地内のハイキングということで、米側にはお願い

をしていきたいと思っております。

会長：長沢委員

長沢委員：提起についてなんですが、３３人の常任委員の中で、過半数の出席で会議が成立す

るわけですが、１年間参加しているなかで、昨年度は、役員会が２回と臨時役員会が

２回､計４回ありました。４回のうち、全く出席をされていない方が、２人いらっしゃ

いました。また、空席となっている団体もあります。常任委員を３３名と決めている

けれども、市民協として、こういう状態でいいのかということを、今年１年かけて論

議していただきたいと考えています。

急で申し訳ないのですが、本日、資料を用意してきましたので、お配りしたい。会則

の改定について考えてもらいたいと思います。特に今日にということではありません

が。

、
一一

▲
戸

会長：菊池委員

菊池（俊）委員：今の議題は、今年度の事業計画と、収入支出予算、活動スケジュール等につ

いてだと思うのですが、そうでない議題に関しては別途やっていただきたいと思いま

すが。

会長：今は今年度の事業計画と、収入支出予算、活動スケジュールが議題となっていますの
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で、今のお話しはそこから少し外れると思いますので、今でなくてもいいようでした

ら、この資料については後の配付ということでよろしいでしょうか。

長沢委員：では配付は後にお願いするということで。

会長：事務局

事務局：事務局といたしましては、長沢委員のご提案をどのような形で受けるか、今後検討す

る必要があろうかと思います。各委員さんのご意見をお伺いしながら、この提案の扱

いにつきましては、配付方も含め、お時間をいただきたい。後日配付するとか何らか

の結論を出すことは、検討してからにしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

'い、 長沢委員：それでしたらば、別途の枠で結構なのですが、わたしの主張だけは言わせていただ

いてもよろしいでしょうか。

会長：口頭でこの資料を読むということでしょうか。

長沢委員：菊池委員が言われたように、今の議題ではなく、その他の部分で。

長：では、その他の部分でご発言いただくということでよろしいですね。

ほかにご意見はございますか。

中野委員

会

中野委員：平成２３年度の事業計画案についてですが、事業方針に池子米軍住宅の追加建設反

対についての記載がないのですが、追加建設反対はなくなったのでしょうか。これは

どういうことなのでしょうか。
『

会長：事務局

事務局：案としては、ここにお出ししているとおりでございます。現在市の方では、共同使用

を求め､さらにその先で返還を求めていくという状況がございます｡市民協としても、

市と連携して返還を求めていく、ということになりますので、現状を踏まえた上で、

こうした事業方針を提案させていただきました。

会長：中野委員

中野委員：市民協の大きな目的は池子基地の返還ですが、他子基地の全面返還ということで、

基地を返還してもらいたいということがこの会の当初の目的で、今回の追加建設の問
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題に対する市長の対応は、その経緯は皆さんご存知のとおりですが可基地機能は問題

にせず土地だけを返還してもらえばいいという考え方で､本来のこの協議会の目的と

は質を異にしていると思えます。みなさんはいかがでしょうか。

会長：今のはご意見ということで、みなさんに諮ってもらいたいということでしょうか。

中野委員：そうです。わたくしはそのように考えますが、役員のみなさんがどのようにお考え

なのか、この協議会に出席されている委員さんの、この協議会に対する考え方という

ことになると思います。

会 長：後で、議案として賛否を問いますよね。今は意見として述べてもらい、みなさんに参

考にしてもらうことにしていただきたい。

小林委員
■

諭；
小林委員：今のは事業計画案についての意見ですから、この場で取り上げることでよろしいの

ではないでしょうか。

会長：それでは、みなさんに、ご意見をお伺いしたいということですか。

中野委員：はい、ご意見をお伺いしたいということです。

会長：菊池委員

菊池（俊）委員：今、議案が出ていて、それに対してみなさんがどういう意見を持つか、そし

てそれに対して事務局が答える場であって、フリーディスカッションをする場ではな

いんですよね。そのあたりの進め方がどうも理解されていないようですけれども。こ

の議案について、みなさんが自由に意見を語る場ではない。､賛否を問うのであれば、

それでもいいと思いますが、これまではそういう進め方をしてきていない。

、

小林委員：賛否は問うと思いますが。

(複数名発言あり）

こ
す

菊池.(俊）委員：意見がある方は、ここで手を上げて発言すればいい。

長:いろいろなご意見が出ておりますが､議案の賛否の中で網羅されるということで､個々

のご意見については参考に聞くということで申し上げたつもりですが。

ほかになにか。斉藤委員。

会
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斉藤（直）委員：わたくしも、これは事業計画案なので、あくまでたたき台ということで、こ

れにプラスアルファが加わるのは非常に有意義なことだと思います。気になるのが昨

年度の予算を４７万８千円も返納してしまっているという状況です。なのに、今回ま

た、昨年度と同じ形の事業案が出てきているので、これではまた、予算を使い切れな

いとか、市民協全体の活性化にもつながらないとかいう状況を招きかねないと思いま

す。こういうときに、案をそのまま承認するということではなくて、プラスアルファ

の意見もたくさん出てくるような議事運営をお願いしたい。それから具体的にはミニ

運動会については、どういった形で詰めるのかということがあると思うのですが、候

補地として、池子の中がよく見える久木小中学校の共同グラウンドもいれてほしい。

多くの市民の方に、他子の中がよく見える場所にお集まりいただく形で、市民協とし

てイベントを行うことができないか。また、研修会については、昨年度は返納してし

まっているので、年１回ではなく、複数回実施という形で計画できないか、この２点

について、提案したいです。

Fmm、
■

会長：まず１点目、返納金が多いということについて、事務局から説明をお願いします。

事務局：確かに返納金が多くなっております。ミニ運動会ができなかったことがひとつ。もう

１点、研修会につきましては、市の方で１度、研修会を実施しました。そこに市民協

のみなさんもご出席いただいたということもあり、市民協として実施する機会が持て

なかったということがあり、事務局として反省しております。返納金については以上

です。

会長：引き続き運動会について、事務局から。

事務局:運動会につきましては､今ご提案をいただきました｡みなさまがよろしければ､また、

いろいろな方法を考えて進めていきたいと考えております。それから、研修会につき

ましても、複数回というご意見をいただきましたので、研修会の在り方、内容等につ

きましても、みなさまのご意見を聞きながら、しっかりと検討していきたいと思って

おります。

『

会長：松永委員

松永委員：全面返還というのが目的ではありますが、その前のステップとして共同使用と理解

していまして、そのためにも、久木の共同グラウンドではなくて、中でやりたい。そ

のためには、逗子市民主体というのもありますけれども、米軍や家族の方々にも企画

に加わっていただいて、一緒にできるようなプログラムを作って、ぜひ、やりたいと

思います｡このような形で意見がまとまれば､体協としてもぜひとも進めていきたい。

会長：いろいろな意見については、議案として賛否を問うので、あくまでも参考意見として
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ご理解いただいたということで、進めさせていただきます。

ほかにご意見はございますか。

長沢委員：事業計画案の中で、今まで市民協としては４つのステップを踏んで全面返還を目指

すという合意のもとで進めてきたわけです。たまたま一昨年度くらいから状況が変わ

りまして、共同使用ということが出てきたわけですが、あくまでもこの市民協及び市

として、池子は全面返還ということで変わらないということを確認させていただいて

もよろしいでしょうか。みなさんに、ということですけれども。

会長：事務局

事務局：こちらの案には、事業方針の－番上に、「池子接収地の全面返還を基本としつつ」と

いうことで、提案させていただいております。

、
菊池（尚）委員：事務局に対して今の件ですが、全面返還という大前提があって、ステップを

踏んでやっていく、そのためにいろいろと資料なども用意してやってきている。10

年以上前からずっとこの議論があって苦労して作ってきている文章で、いきなり全面

返還は難しいので、ひとつずつステップを踏んでやっていこうと平行してやっていこ

うというのがこの協議会の合意事項と理解していますし、事務局の方もそのような過

去の経過を踏まえたご説明をお願いします。

会長：事務局

事務局：少し古い話からですが、返還運動につきましては、一部返還あるいは全面返還という

のは出ておりましたが、何年か前に全面返還というのがひとつの大きな柱になりまし

た。ただ全面返還は現実的に難しい局面がある、ということで、一部返還を積み重ね

て全面返還につなげようということで、市も市民協もその方針で４つのステップで

やってきております。ただここにきて共同使用の話が出て、少し状況が変わってきて

おります。共同使用を踏まえ、それを－部返還につなげ、さらに全面返還につなげて

いくということで、市民協ではその方針のもとでやっていくということでございます。

ですので、改めて申し上げますが、市民協としては全面返還を掲げております。

、

会長：中野委員 ､

中野委員：先ほど申し上げたんですが、今の発言の中の、全面返還の旗は降りていないという

こと、それは非常に言い逃れに聞こえてしまう。現実に追加建設という問題を国側か

ら突きつけられているというのが現実だと思います。それを受け入れて、代わりに土

地を手に入れるというのが本当の返還なんでしょうか。そのことをこの協議会でも議
論しなければいけないと思うのですが。
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長：ただいま意見が出ましたが、これに対して委員のみなさんの方でも意見がございまし

たら。

会

菊池（俊）委員：わたしはPTA連絡協議会会長として出席していますが、ＰＴＡで保護者の方々

に池子の問題と言っても分からないわけです。わたしはここで生まれ育ってますので、

自分の考えもありますが、最近移り住んできて、子どもたちを学校へ通わせてる人た

ちにとって、今、何をして欲しいかというと、Ｙナンバーの車が危ないからなんとか

して欲しいとか、目の前に陸上競技場があったり、野球やサッカーを日米の交流親善

でやってるチームがあるけれど、ゲートがあって、車でも入れないし、パスを見せな

きゃいけない。目の前にあるのに、市の施設じゃない。あれを早く使えるようにして

くださいよと。そのためにはなにか協定があるんだったら、それをどんどん受け入れ

て、使えるようにしたらいいんじゃないか。キャンプ場でキャンプしている人たちも

いる。あれが、みんなが使えるようになったらいい。なんとかして使えるようになら

ないんですか、という声を代弁してわたしは今日来てる。そこで追加建設云々と言わ

れても、どうでもいいですというのが、今PTAの方々の意見です。ですから、わたし

は前向きな議論をしていただきたいと思いますし、また、個人の考えとして、追加建

設、追加建設と言ってる限りは、全く何も進まないし、２～３０年前に戻ってしまう。

個人の思いは構わないけれど、会として活動するのであれば、－部返還の積み重ねで

やってもらう。全面返還にこだわって何も返還されなかった責任を誰も取ってない。

かつてからそう言ってる方がなんの責任も取らず、昔に戻すということをここで言う

のは、わたしはおかしいと思う。市民委員さんにも責任を持って発言をして欲しい。

綿
■

(複数名発言あり）

会長：中野委員

『

中野委員：現実的にそういう意見の方も多いと思います。過去に池子というところがどういう

状況にあって、軍との関係など、どういう歴史があったかということをご存知ない方

だと思います。それこそ正に、菊池委員が逗子に生まれ育っているということであれ

ば、そういうことを一から説明なさるべきだと思います。それを知らないから、目の

前にあることだけを自分たちの損得だけの感情で、こうあって欲しいという意見にな

らざるを得ないんだと思います。もともと、全面返還への思いというのは、平和を望

む逗子市民の大多数の崇高な思いから始まっています。そのことまでちゃんと言及し

て、池子問題を知らない市民の人に、きちんとお話ししていただきたいと思います。

それが市民協の委員としてのわたしたちの役目だと、わたくしは思います。

会長：菊池委員
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～－－

菊池（尚）委員：中野委員がおっしゃることはごもつともで、市民に他子のことを正確に理解

してもらう、説明していくというのは、この市民協の大事な仕事のひとつです。それ

が研修会なり、－歩進めてオープンにやるなり、パンフレットを配るなりで、市民に

理解を求めるのが今までやってきたことだし、これからも進めていかなければいけな

いことです。住宅については、わたしは菊池（俊）委員とは違う代表ですけれども、

２０数年間やってきた年代で､昨年の市長選挙でそれを踏まえた投票が行われて、市長

は市民の信託を得たという結論を出されています。わたしも現市長に投票しました。

それで、一定の市民の考えが出たという理解で、ここにも来ています。確かに、住宅

はそこにあって、全面返還のためにはいつかはなくなって欲しいというのは大事なこ

とですけれども、個人として言わせてもらいますが、３０年近く、ずっとこの問題を賛

成・反対とやってきて、決して100％賛成することはないですし、住宅がなくなるに

越したことはないという思いに変わりはありませんが、反対・賛成だけで市を二分し

て、ずっとやってきて正直もうこりごりです。そこへ共同使用という新しい切り口が

見られて､ここで一部返還を繰り返して､という方へ行くわけですが､その最初の取っ

掛かりとして、返還への糸口を掴めたというのが、非常に大事なことだと思います。

ぜひ、現実的な問題を大事にし、少しでも共同使用を広げ、返還につなげていくのが

大きな主旨だと思いますので、住宅容認については、このように意見として申し上げ

させてていただければと思います。

３Ｊ

会長：長沢委員

長沢委員：まず池子というのがどういうところかということが出発点であると、池子の森とい

Ⅷうことで出発点があると思います。事業方針の２つ目の跡地利用としての国営公園の

誘致を目指すということなんですが、そのためにはどうしなければならないかという

ことで、４段階でやるとしても、開発をさせないで４段階でやって全面返還だという

ことでやってきたわけです。ですから中野委員が言われたように、横浜側の住宅の増

設ということについては相容れないものだと思いますし、それとある意味バーターで

４０ｈａの共同使用という形になっていますが､実際これは共同使用というのは返還では

ないわけですよね。現実的だと言うけれども、今のところあまり現実的なものでもな

い。そういうところも含めて、この１年、賛成・反対ではなく、それぞれの思いを踏

まえながら、市民協としての義務を推進していく。来年どうなるかというのは、それ

で出るだろうと。賛否を問うのではなく、みなさんの合意がとれれば一番よいかと思

う。個人的には全面返還の旗をここで降ろしてはいけない。基本としつつというのが

良くない。全面返還だと言ってもらいたい。

、̄

会長：中野委員

中野委員：先ほどの菊池委員のご意見も確かに、この３０年間賛成・反対で市民にとっては不

幸なことだったとつくづく思います。けれども、国に対してはなすすべがないのかと
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言うとそういうことではなく（今、状況が大変変わっていて、住宅そのものが本当に

必要なのかどうかということをきちんと詰めて、国、あるいは米軍の方にしっかりと

なぜ７００戸なのか、なぜ４００戸なのか、森を壊してまでやらなくてはいけないのか、

そういったことは、この会としても全然やってきていない､市長も自らやっていない。

そして、さきほどの菊池委員のご意見では、市長は市民に諮ったと言っていますけれ

ども、あれは市長選であって、市政全般について市民に問うたわけで、池子だけを問

うことはできるわけです。

会長：同じ方の発言が続いていますので、まだ発言されていない方で、どうでしょうか。

小林委員

小林委員：事業方針の共同使用については、追加建設を容認する代替というように受け止めら

れるように感じたのですが、そんなことはないことになってるんでしょうけれども、

一部返還と言いますが、結局、住宅あるいは基地が増強されることによって、全面返

還は遠のくという状況はあると思うので､住宅が増えることによっての､交通問題等、

市民の不安材料が増えるということ、それを了承してまで共同使用、これで土地が使

えるなら使いたいと思いますが、－部返還や全部返還は遠のく方向にあるのではない

かという懸念は持ちながら、進めていくということを、みなさん承知しておかなけれ

ばいけないのかなと思います。

鬮鈩
■￣

会長：ほかにご意見ありませんか。なければ、本件についてお諮りしたいと思いますが、原

案のとおり決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。

菊池（尚）委員：すみません、採決の前にもうひとつ。年間スケジュール案について、ここで

採決となっているんですけれど、これは相手次第でもどんどん動いていってしまう

じゃないですか。役員会で承認をとってしまうと、後の作業が非常にやりづらいので

はないんでしょうか。こういう風にやっていこうということに変わりはないんですけ

れども〈承認というのは少し違うのではないでしょうか｡事業計画案と予算の承認で、

スケジュールについては参考資料とするべきではないかと思うのですが。

鰊

会長：事務局

⑤

事務局：スケジュールについては、相手があることですし、変わる可能性は大いにあると思っ

ています。昨年度まではそうしたことも踏まえた上でご承認いただいて、米側との状

況、ハイキングにつきましては、講師の選定やみなさんのご都合で、時期を調整しな

がら行っております。そういう意味では、先ほど参考ということでお話しがありまし

たが、このスケジュールはあくまでも１年間の流れとして、これでフィックスするも

のではなく、ただ、年間をとおしてこのような流れで進めていきたいということで、

ご承知いただければと思います。

逗子市池子接収地返還促進市民協識会

平成２３年度第１回役員会

13/1７

３ｓ



会長：斉藤委員

斉藤（直）委員：ひとつ質問なのですが、事業計画案の中のＰＲ活動という項目が、研修会の

開催とは別にあるのですが、これに関しては、具体的にどの予算を使ってどのような

形で行うのかが、漠然としててよく分からない。若年層の関心の喚起とありますが、

先ほど菊池委員の方からのお話しのように若い保護者さんたちが弱い部分であると

したら、ここは力を入れていくことが重要だと思うので、歴史をきちんと伝えていく

というPRは必要になってくるのではないかと思うのですが､そういうことも含めて、

ここの項目の具体的な説明をいただきたい。

会長：事務局

事務局：収入支出予算書をご覧いただきたいと思います｡ＰＲ事業として独立した項目がないの

ですが、事務費には事務局がＰＲ活動を行うときに必要な消耗品費、事業費中の報償

費はＰＲ事業出演者へ謝礼として支出する予算となっております。また、ハイキング

のＰＲ事業の消耗品費、冊子やパンフレットを作るための印刷製本費、また、イベン

トの実施など、協議会だけでは実施が難しいものについての委託料、また会場等の借

上げが必要な場合の使用料及び賃借料等がございます。そういったところに必要な予

算が確保されているということで、見ていただければよろしいかと思います。

詞.
・戸

会長：斉藤委員

斉藤（直）委員：そうしますと、このスケジュール案というのは参考資料ということだったん

ですけれども、この中にはそういった項目というのは入っていないので、何らかの形

で意識していないと、どこでどういう形でＰＲ活動ができるかというのが共通の認識

として、成り立ちにくいのかなと思います。スケジュール案はひとつの参考だとして

も、どこかに誰がいつ検討するとか、何か具体的なものが入っているとありがたいな

と、この流れのなかでは、市民協としてぜひやらなければならないことだと思います

ので、ひとつ提案させてください。，

、

会長：事務局

Ｐ

事務局：ご提案ということで、今後、参考にし、検討していきたいと思います。昨年度までの

ことをお話しさせていただきますと、そのポイントポイントで、たとえば、研修会も

ＰＲになるわけです。あるいはミニ運動会やハイキングなどは、なるべく事前に役員会

一を開いて、みなさんにお諮りをして決めているつもりですが、斉藤委員さんが言われ

たようにもう少し具体的な目に見える形で進めて欲しいということで、そうした点に

も気をつけながら、スケジュールを詰めていきたいと思います。
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会長：ほかにご意見ありませんでしょうか。

中野委員

中野委員:今の関連で､跡地利用としての国営公園とか､旧軍港市転換法の適用についてとか、

毎年のように題目としてはあがっているかと思います。具体的にどのように進めてい

くのか。もう少し具体的に、例えば、今年は国営公園の誘致について、どの部分をど

の地域と協力してやっていくとか、どこまで考えているのかについてお伺いしたい。

会長：事務局

事務局：市民協単体で、国営公園の話というのはなかなか難しい。これは市として、国県を通

じて要望としてあげております。また、三浦半島の広域の公園構想もございます。こ

のあたりにつきましては、逗子市の池子を入れて欲しいという要望もありますが、米

軍施設との関係で難しい面もございます。それが現状ですが、目に見えない部分で動

いている部分もございますので、できるかぎりご説明していきたいと思っています。

それから旧軍港市転換法の適用についてですが、昨年度は国会のスケジュールの関係

や市の状況等で行けなかったのですが、今年度は状況を見ながら、各国会議員を回り

たいと考えております。

繧

の
□

長：他にご意見はございませんか。それでは本件についてお諮りいたします。原案のとお

り決定したいと思いますが、ご異議はございませんでしょうか。

会

(意義なしの声）

長：意義ないものと認め、議題２「平成２３年度事業計画（案)、収入支出予算（案）及び

年間活動スケジュール（案）について」は以上のとおり決定いたしました。

会

「

議題３

長：続きまして議題３「その他」に移りたいと思います。

事務局からお願いいたします。

会

ロ
」

事務局：事務局から、皆さまにご報告させていただきたい件がございます。

本日､事務局から｢米軍基地の現場から」という書籍をお配りさせていただきました。

昨年度、市民協の研修会の開催ができなかったからということでもないのですが、こ

ちらは神奈川新聞、沖縄タイムズ、長崎新聞という三社のそれぞれのシリーズ記事を

－冊の本にまとめたものです。基地問題に関する書籍については様々なものが出版さ

れておりますが、今回は、新しく出版されたもの、神奈川新聞が入っており逗子市の
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ことについても書かれているということで、こちらの書籍を配付することにいたしま

した。いろいろなご意見があろうかと思いますが、ひとつの参考としていただければ

と思います。

長：事務局からの報告について、何かご意見等ございましたらお願いいたします。ありま

せんか。それではほかになにかございますか。

長沢委員

会

長沢委員：それでは、会則を改正していただきたいということで、提起をします。「第５条常

任委員３３人以内」となっていますが、過去１年間役員会に全く出席のない団体もあ

り、現在空席の団体もあるので、構成団体について整理する必要があるということ、

整理をして減員した席には市民委員を充てる。ずっと出席のない団体や空席になって

いる団体の代わりに、意欲のある市民を充てる。「第６条、会長は逗子市議会議長を

もって充てる」を、常任委員の互選により定めるに変更する、組織の主旨から言って

会長が逗子市議会議長と決まっているのはおかしい、副会長は互選となっているけれ

ども会長は充てるということで､常任委員には含まれない、３３人に含まれないと考え

られる。「第６条に市議会議員は常任委員を受けることはできない」を追加する。市

議会議員は市議会で活動してもらい、本協議会は市民で構成するべきだと思います。

団体の代表が市議会議員だった場合は、その団体は別の人を本協議会に出せばいい。

詞
づ

会長：これについては事務局の方で検討するということで。ただ、充て職の議長がここにい

るのはおかしいというご意見がありました。私は８年ほど前にも一度議長をやりまし

た。そのときも同様の話がありましたが、議長がここにいないと、例えば市民協の予

算について､どうしてそういう予算になるのかという話になる。そういう意味で、議

長がいる方がよいということになっている経緯がある。そのような部分も含めて、今

後判断することになると思います。ほかに、なにか。菊池委員

、̄

菊池（俊）委員：１年間この協議会で活動してきてよく分かったのは、ここで発言される方と

いうのはこれまで反対運動をしてきた人なんですよ。私から見るととても責任感が感

じられない。全面返還とか、追加建設反対とか、生まれてから４１年経ちますが、まっ

たく実現されていない。かつ、ここでしっかり発言されてる方というのは市民委員な

んです。個人の考えとして言っている。団体から来ていただいてる方も、求められれ

ば代表として発言されますが､結局この会議は市民委員の方が手を上げて発言をして

やっている。わたしは、ＰＴＡの代表としてここにいますからみんながどう考えている

かということを考えて発言しますが、そうでなかったら自分がどう考えているかとい

う発言で終わってしまうと思います。今も来てない人を減らせとか。また、この会議

は一定の方が反対の話をしてるから、もう行かなくていいだろうと、そういう声を実

際に聞いています。ここに書いてあるように前向きに返還していこうという会議であ

るなら、賛成とか反対とかではなく、どうしたらみんなが池子を理解し、中野委員も

ｅ

￣
－

口
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言われてましたが、その歴史だとかも含めて、池子をしっかりと検証してもらう。わ

たしに言わせれば､反対運動はできなかった｡逗子は反対をしたけれど､国はそうじゃ

なかったわけですから。横浜などはしっかりと返還を勝ち取っているけれど、逗子は

何も返還されてない。そういうことも勉強して、横浜市はどうやって返還されたんだ

ろうと。賛成とか反対とか言う場ではないし、また、人を減らせとか、議員だからだ

めなんだとか、議員だから会長をやめるとか、みんな同じ市民だし、わたしは充て職

で来ていますが、会の代表として、発言をするように心がけてます。

(複数名発言有り）

長：長沢さんが書いてくださったものが、事務局へ行ってますので、わたくしも一緒によ

く見させていただいて、精査した上で、またやらせていただくということでよろしい

ですね。

会

『
■
● 伊

中野委員：みなさんそれぞれの意見を言うためにここに来てると思うんですね。活発に意見を

言えばいいと思う。今菊池委員が言われたことは分かるのですが、市議会議員になれ

ば、もっと責任の重い場での決定権もお持ちだけれども、一般の市民はこういった件

について意見を言う場が限られているので、それを一緒に考えるのはどうかと思いま

す。

小林委員：発言する人間云々という先ほどの菊池委員の発言は、私は納得がいかない。私は市

民として、賛成・反対ではなくて、市民協の中身を私なりに受け止めながら、発言

させていただいています。

長:その辺りは個人の考え方によるのだろうと思います｡時とともに歴史が変わっていて、

今、４０ｈａという話が出てきて、ここで真剣に勝負しなければというのが、市民全体の

声だと思います。いろいろご意見等あるかと思いますが、この辺りで閉会にしたいと

思いますが、いかがでしょうか。それでは、本日はこれで散会いたします。ありがと

うございました。

会

鰊

一以上一

ジ
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