
逗子市池子接収地返還促進市民協議会

平成２３年度第２回役員会会議録

2011年(平成２３年)１０月７日（金）18:30～19:５０

市役所４階議会全員協議会室

岡本会長、松永副会長、小田原副会長、早野副会長、荒井委員、誉田委員、

二瓶委員、齋藤（丈）委員、鈴木委員、高桑委員、湊屋委員、山本委員、

佐藤委員、小野委員、松枝委員、小林委員、富田委員、蓬田委員、菊池委員、

竹田委員、小原委員、小日向委員、中村委員（計23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、

佐藤基地対策謀副主幹、基地対策謀高橋（非常勤事務嘱託員）

４名

１今年度の実施事業について

２「市民による事務事業総点検」の結果について

３その他

１役員名簿

２「（お知らせ）神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する施設

調整部会の開催について」

日時

場所

出席委員

事務局

傍聴者

議題

配付資料

雌》

それでは定刻となりましたので、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２回役員会を開催させていただきます。

本日は現時点で２３名の委員の出席をいただいております。半数以上の委員が出席

されており、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。

前回の役員会以降、役員の交代がありましたので、ご紹介させていただきます。新

たに市民委員になられました田村委員､小日向委員、中村委員､松井委員です｡なお、

田村委員、松井委員は本日欠席のご連絡をいただいております。

逗子市ＰＴＡ連絡協議会会長に就任されました小田原委員です。小田原委員には本

協議会副会長を務めていただきます。以上、５名が新たに就任されております。よろ

しくお願いいたします。

続きまして、事務局職員の異動等がありましたので、紹介させていただきます。

(基地対策課佐藤、高橋自已紹介）

次に、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

本日は席上に①会議次第、②役員名簿、③クリップ留めの「(お知らせ）神奈川県

における在日米軍施設・区域の整理等に関する施設調整部会の開催について」を配付

しております。配付洩れはございませんでしょうか。それでは、岡本会長、会議の進
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行をお願いいたします。

会長：皆さん、こんばんは。お忙しいところ、また、夜分にお集まりいただきありがとう

ございます。

すでに皆さまもご存じかと思いますが､池子住宅地区内約４０ヘクタールの土地の

返還及び共同使用の具体化が進んでおります｡返還には相当期間を要するとされてい

ますが、共同使用に向けて着実に進展しているようです。のちほど事務局より、詳し

い説明がございます。本協議会として、どのように活動を進めていくか、皆さまのご

意見をお伺いしたいと思っております。

それでは、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。

会長：会議の前に、お諮りいたします６本協議会の会議に傍聴の希望がありますが、許可

することでよろしいでしょうか。

(異議なしの声）

会長：傍聴を許可することになりましたので、傍聴者案内のため、しばらくお待ちくださ

い。

会長：傍聴者の方に申し上げます。会議中はお静かにお願いいたします。

では、会議を再開いたします。

議題１

会長：それでは、議題１「今年度の実施事業について」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。

事務局：それでは、今年度の実施事業についてご説明いたします。

年間活動スケジュールでご承認いただいているミニ運動会､ハイキングの実施につ

いてですが、これまで米軍に対して、住宅地区内への入場につきまして許可を調整し

てまいりましたが、米軍の許可が得られませんでした。お詫びを申し上げます。

従いまして、住宅地区内での実施ができないことになりましたので、今年度の今後

の活動としては、国への要請活動を行っていきたいと考えております。

また、顧問招へい活動については、例年秋を目安に行っておりますが、現在市が共

同使用の具体化を進めており、その中で財務省に無償での土地の使用を要請している

こともあり、市との連携をとることもあり、今年度は見合わせることとしたいと思っ

ております。

なお、ミニ運動会、ハイキングのための予算が未執行となることから、約４０ヘク

タールの土地の共同使用に関する市民へのＰＲ用のチラシを作成し、新聞折り込みで
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市内各世帯へ配布することを考えております。チラシの案については、作成次第、役

員の皆さまにもご覧いただき、ご意見をいただきたいと考えております。

また、余談ではございますが、市の事業として、１０月３０日に市民を対象とした池

子住宅地区の４０ヘクタール内の自然観察ハイキングを実施する予定です。すでに非

常に多くの市民の方からのお申込みいただいております｡参加をご希望される方はぜ

ひ、お申し込みくださいますようお願いします。以上でございます。

会長：ただいま事務局から説明がありましたが、何かご意見等ございましたら挙手をお願

いいたします。

ございませんか？次に進ませていただいてよろしいですか？

議題２

会長：続きまして、議題２「｢市民による事務事業総点検」の結果について」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。

それでは事務局より「市民による事務事業総点検」の結果についてご説明いたしま

す。

まず、「市民による事務事業総点検」ですが、これは、市が行っている事務事業に

ついて､市民参加者と市の職員が､見直しが必要と思われる事業の選定を一緒に行い、

選定した事業について公開の場で､対象事業の見直しの方向性を評価することにより、

市民参加の推進及び行財政改革の進展を図ることを目的として市が実施したもので

す。９月４日に市民参加者による公開討論が行われ、本協議会に対する市の助成事業

が、「不要」との判定を受けました。

公開討論の場で、基地対策謀からは、「市民協の活動目的である全面返還は市是で

もあり、市民主体の返還運動への助成が必要である」旨を説明しましたが、住宅地内

のハイキングや運動会、顧問招へい活動など、当初計画している事業が実施されてお

らず､事業計画と活動内容が合っていないことなどが不要の理由として指摘されまし

た。

市では、この判定を受け、１０月に事業査定を実施し、来年度以降の事業の方向性を

検討することにしており、事務局としても、市民の判定を重く受け止めざるを得ない

と考えております。

市民協はその使命、役割から今後も継続したいと考えておりますが、これまでと同

様の助成は難しいと思われます。そこで、来年度以降の本協議会の活動については、

国への要請活動を中心に行っていくことで、本協議会の目的である、全面返還を目指

す活動としたいと考えております。以上でございます。

事務局：

会長：ただいま事務局から説明がありましたが、これについて、何かご意見がございまし

たら忌揮のないご意見をお願いいたします。小原委員。
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小原委員：ちょっともう少し。対応としてはですね。結果を重く受け止めるということだっ

たわけですが､そうするとその事務事業総点検の市としての位置づけの問題があるか

ら必ずしも市民協の問題だけではないわけですよね｡取り扱いについては全市的な問

題だと思いますが、その辺りとの兼ね合いで、従来の事業を削り込んで要請行動だけ

という意味合いを最終的には言われたわけですが、そこまで縮小せざるを得ない、そ

の辺のいわば取り扱い方がもう少し説明していただかないとよく分からないのです

が。．

会長：事務局

事務局：この評価では市民協への助成事業は不要とされましたが、私どもとしてはこの市民

協議会は継続していきたいと考えております。その具体的に継続していく方法として、

これまでと同様の補助額は得られないとの前提で今後の活動を考えてみました。

その中でまず､ハイキングとミニ運動会というのは今後も米軍からの入場が許可さ

れる可能性は非常に低い。また、市の事業として新たにハイキングを住宅地内で行う

ことから考えて、これまでのハイキングとミニ運動会は削らざるを得ないと思ってお

ります。

また他の活動事業としては､顧問招聰活動を行っています。これは国会の議員会館

に出向きまして､１日軍港市転換法の改正をするために､議員に顧問になっていただき、

議員発案での改正を行っていくというものであります。現在、逗子市では返還及びそ

の前段であります共同使用にあたりまして財務省へ無償での使用を要請しており、そ

の点につきましては、市民協の顧問招聰活動は実情にそぐわない現状となっておりま

す。従って市と連携するという意味で、市が行っている財務省への無償貸し付けの要

請というものを国への要請活動の中でうたっていくことにしたい。市民協は存在しな

くてよいという意見もある中で、市民協をこのまま継続したいという考えで、まず縮

小してその活動として国への要請活動に絞っていく、ということでご説明をしました。

会長：小原委員。

小原委員：つまり実績がないということで指摘をされた部分についてはやむを得ない、とい

うことですか。

会長：事務局

事務局：はい、そうせざるを得ないだろう、という考えです。

会長：よろしいですか。はい、二瓶委員。

＝瓶委員：市民協が池子住宅地区内へ入場を許可されない理由が特に聞かされていないわけ
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ですが、それはどういうことですか。

会長：事務局

事務局：池子住宅地区の全面返還を掲げている市民協議会に対して、米側として友好的な対

応はできないということです。

会長：二瓶委員

二瓶委員：過去には確か入場したこともあったのでは。

会長：事務局

事務局：過去には入場出来た時もあります。それは、米側の方が市民協であっても交流とい

う位置づけで入場を許可してくれたという経緯がございます｡現在はそれが許可でき

ないということでございます。

会長：二瓶委員

二瓶委員：先週の土曜日、スポーツ振興計画のまちづくりトークがありました。その時に、

米軍との共同使用ということでは、逗子市内はグランドなどが足りないわけで、そう

いうものを使わせてもらえないかと要望を出した人がいて、パスポートで、という話

もあった。市民協との関連性がどうかは別として、やはり、市民協の活動として全面

返還に向けて、少しでもそういうものを実績として作っていく、今回事業仕分けがあ

るかもしれないが､やはりしつこくやっていくべき｡なぜ不許可なのか､おかしいじゃ

ないか、市民との交流が何故ないのか、一緒にやろうじゃないか、等そういうことを

するのが市民協だと私は思う。以上です。要望です。

会長：菊池委員

菊池委員：私は事務局ではないのでコメントが違うのですが、過去にはミニ運動会を実施す

るところまで至りました。その当時は親善交流を表にし、返還を２番目３番目にひか

えてやっていたが､その場でちょっとトラブルがありました｡正確には言えませんが、

来賓の方の不用意な発言があり、市民協は返還を促進していくのはもちろんだが、そ

の手前で親善交流を踏まえてということを当時は一生懸命やっていた。それが、なぜ

か返還を全面にやるという来賓のコメントがあり、市民脇イコール返還しか考えてい

ないというレッテルを米軍から貼られてしまったようです。私も事業推進委員として

それを事務局に再度他の委員さんと一緒に運動会の継続を強く米軍に訴えてほしい

と話しているが､事務局としては公式にコメントしづらいと思うが､過去の一件以降、
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当市民協は返還をやっていく強い団体だというマイナスイメージのレッテルを貼ら

れたまま、いまだ３年経っても拭えない実情がある。それを踏まえて、事業推進委員

としても継続していきたいという強い意思はあったが、どうにもならないので、運動

会等の活動についてはリセットせざるを得ない、となった。以上、二瓶委員の話に対

する、委員としての補足である。

会長:=瓶委員

二瓶委員：今の件、よくわかりました。一方、要請活動に私も３回ほど行きました。時の政

権が代わって、民主党になり、小沢幹事長に全部持ち込みだよといつ行くか議員に聞

いても返事がなく、何もしない。そんな体たらくな要請活動をしたって何の意味もな

いと私は思う。それよりはこういう地道な活動を通して実績を作っていく方が良い。

実際確か、中学生か高校生がトラックを使ってますよね。私はグランドの石拾いもし

た｡それで､貸してくれないというのは何なんだ｡もうちょっと強腰でやらなければ。

そのための市民協だと思う。ケンカするわけではない。フレンドリーにやればよい。

そのレッテルは剥がさなければならない。そのための市民協をしなければならない、

と私は思う。

会長：小原委員

小原委員：運動団体で基地返還とかの活動をしているところに対してレッテルを貼ることは

’ありうると思うが、少なくとも、地元の自治体や議会、議長も関わっている団体、地

元の皆さんの代表が入っているような団体に対して、たまたまそういう発言があった

としてもそれを理由に許可しないということ自体、そのことについて市民協なり市と

して外務省なり南関東防衛局、もっと上の方でよいと思うが、きちんと抗議をすべき

と思う。それがどういう結果、成果を得るかはともかくとして、つまりここで接収地

返還、市民協という形でやっていくように、米軍基地を持っている自治体なり地元の

住民は沖縄にしても岩国にしてもどこでもそうですが、返還運動をやっているのは当

たり前の話。返してくれと言うのは当然である。そういうスタンスでやれることはや

るべき。

会長：親善交流では400メートルトラックを結構使っている。純粋にスポーツということ

では使っている。ただ、市民協が初めて使った時にいろいろあった。ご承知のように

市民協議会は返還を目的にする団体ですから向こうはそういう風にとらえているよ

うだ。ですが、純正な親善交流はちゃんとやっています。４００メートルトラックや、

野球場をリトルリーグなどは使ってきているので、一概にとんでもないと言えないと

いう環境も自分は感じている。この辺のことは､体協の代表の方もいらっしゃるので、

知っている範嬬で説明していただけると一番わかりやすいと思いますが。お願いしま

す。
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松永委員：返還は市民の願いではあるが、せっかく４０ヘクタール返還がまとまりつつある

ので、事を大きくして返還返還と騒いで足を引っ張ることはしたくない、と私は思っ

ている。

もうひとつ、これは市民協とは全く関係ないところですが、以前須田議長の時に

米軍の会合に出席した際、司令官と意気投合してスポーツ交流をやろうという話に

なった。大量のパスポートを発行して､大変な発行作業をしてでもやろうとなったが、

例の問題の後だが、どういうわけか、話が白紙に戻ってしまった。という具合に、そ

の時の司令官や池子の村長さんの意向によってかなり変わってきます。

いずれにしても、４０ヘクタールはスポーツに使えるし、震災があったときには避難

場所になる。ぜひ早く使えるようにしてほしい。そのためには市民協議会も昔みたい

に返還返還と騒がずに、柔軟に対応すべきじゃないかと強く思っています。

会長：よろしいですね。荒井委員。

荒井委員：３年前のその出来事は、今あなたの言っていることは詳細に言っていない。わた

しの聞いている話と違う。自分は当日行っていないので言えないが、とんでもない話

を聞いている。それをちゃんと言ってくれないと。それでなんでダメになったか、そ

の時に向こうの親分が、カンカンになってそれっきりダメになったと聞いている。

会長：事務局

事務局：当然、はっきりとした理由はございます。先程、菊池委員がおっしゃった内容で間

違いはないです。

荒井委員：こっちが何か言った、ことがあるんじゃない？

事務局：そうです。それも今言われました。来賓の方のどなたかが…

荒井委員：どなたかじやないよ、はっきりしてるでしよ。それをちゃんと…

会長：荒井さん、聞いてからにしてください。

荒井委員：いや、わかっているでしよ。今、それを言ったから分かったんでしよ。

会長：荒井さんは分かっているけど、皆さんは分かっていないです。

事務局：説明を続けますか？
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●

会長：続けて。

事務局：先程言われたように、米軍としては親善交流という目的で市民協議会の運動会を認

めた経緯がある。そこで、全面返還のみを発言された方がいらっしゃいました。交流

ではなく、返還の話をされまして、それを受けた米軍がそうした内容だけの集まり

だったら、それは受け入れられない。ということになりまして以降、市民協が要請、

＿許可のお願いをしても認めていただけてない、ということでございます。

会長：事務局としては、言った人は分かっているはずだが、名前を言えない…

荒井委員：．名前を言えないなら言わなくていいけど、それであきらめてはダメだと私は前か

ら言っている。

次の年にも言ったが、はっきり向こうに謝る、そういう団体ではないと言う。いつ

も言っているが、ステップ・パイ・ステップでやりましょうと。うちはそういう会で

すと言えば良かった。それを言わないから、事務局はハイハイと…そんなんじやだめ

だ。私たちみんな一生懸命やっている。この会の中だってそう。全面返還じゃなきや

いやだと言う人もいる。そうじゃない。４０ヘクタールも少しでも、ステップ・パイ・

ステップでいいじゃないか。今までやっている。私たちは絶対そういう気持ちがある

んだから。そういう発言も過去にはあったが、うちは違うんだと言って、もう一度交

渉を始めよう。何をカットしようとか．、お金カットの問題じゃない。

会長：はい、二瓶委員。

二瓶委員：先程もたしかお話がありましたが、大将が変わればまた変わることもある。アメ

リカ大使館などは非常に入れる時もあれば大将が変わったら丸っきり入れない。引き

継ぎの時にあの団体はこういう団体だとレッテルを貼られたままだとそう思われて

しまう。そうではなく、これだけの市民の団体がやっている集まりである。中にはま

とまった団体になっていないかもしれないが、賛成もあれば反対もあるかもしれない。

でも、願いはこういうことでやっていると誤解を解く、レッテルを外していかないと

いけない。この市民協の運動自体できない。

会長：フレンドシップデーが年１回ありますが、式典の前にマラソン大会がある６友好的

にいろんな面でやっていることは事実。先程松永会長がおっしゃったように、フリー

パスで入れるようにと検討していた。そこへ、４０ヘクタールの話が出て、答えとして

４０ヘクタールの返還というのが出てきましたから､そうなればフリーに使えるわけで

すから、そのあとの親善はいろんな面で重要だということで切り換えたはず。

ですから、いろんな事情はあるが､４０ヘクタールの話がここまで来て、これが佳境

に入り、そして返還になればゲートの左側は全部共同使用、有事の時や体育施設が自

由に使える理想の時が来る。ですから、この市民協も返還や共同使用が一日も早く実
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現するようなバックアップ、後押しが一番今大事な時期だと思っている。確かに、運

動会が1回きりでその後出来なくなってしまったが、そのようなことを追いかけてい

ても仕方のない時期なので、ご理解をいただけるのがいいと思うが、いかがでしょう

か。はい、菊池委員。

菊池委員：ちょっと話を戻すというか整理をしたい。ミニ運動会やハイキングは事業方針に

ある市民へのＰＲ活動を推進する、という項目に基づいての活動である。私も委員の

一人、事業推進委員としてずっと携わり、お二人の発言のとおり、あきらめずに続け

る、人が変わって何とか変わらないかと事務局に再三お願いをしてきた。しかし、３

年経過して非常に難しい。今回事業総点検の結果、市民協の活動がある程度縮小しな

いと予算がカットされていく等があって、存続できない。やむを得ず存続していくた

めには､市民へのPR活動を推進する事業方針の部分をカットというより凍結をして、

世の中が変わって補助金に対する考えが変わる時もあるでしょうから、市民脇は全面

返還を基本として一部返還を目指すという基本的なことを忘れずにその活動を軸と

して続けていくことが－つ。

但し、今までビデオやチラシを作ったりコンサートを開いたり、といろんな形でＰＲ

活動をしてきたが、お金もかかる。初期の目的である４０ヘクタール共同使用がある

程度一段落している事情もあるので、この際ＰＲ活動は一旦凍結ないしお休みして、

来年度申請できる補助金での活動を継続していくべきではないかと思う。

さらに、これから事業方針については次の役員会等しかるべきところで議論はされ

るだろうが、仕分けと市民協の市の諸々の動きの中である立場を考えるとやむを得な

いと思う。市民協は存続していっていただかないと困ると私は思っている。やむを得

ない選択だと思っている。以上。

会長：ほかにご意見はありませんか。小野委員。

小野委員：スポーツ関係で､外人の方もスポーツクラプに時々来ているが､この返還もスポー

ツをメインにして交渉できないでしょうか。

会長：事務局

事務局：今のお話はスポーツを前面に押し出して市民協が中に入れないかということかと思

いますが、第１回目の運動会の時には市内各種団体から子ども、大人合わせて500人

近くが参加し、米軍からも参加がありました。スポーツ交流という一面を持って行っ

てきた経緯があります。当然今までの毎年の入場要請はぶれないようにして交渉して

きましたが、許可してもらえませんでした。なお、他子の支所長はその当時許可をし

なかった方とは変わり、４人目だが、一貫して認めてもらえていません。

会長：小野委員、よろしいですか。
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小野委員：スポーツをメインにしても無理だということですね。

会長：事務局

事務局：はい、市民協の場合はスポーツだけでなくハイキングも認めてもらえていません。

会長：他にご意見はありませんか。小原委員。

小原委員：確認をさせてください、事務局に。例えば次年度の事業計画を立てるときに、存

続するという前提ですから、今議論になったことではない新たな行動、事業をすると

きに予算措置がないということですか。どういう対応ができるのか。

会長：事務局

事務局：市ではこれから事業査定があります。そして来年度の予算編成をします。その時に

市民協への助成金の予算を要求します。その時に、市民協はどのような活動を進めて

いくのか説明しながら、それを根拠にこれだけの、何がしか補助が必要だと要求をし

ていくわけです。そのときに新しい事業があれば、その可能性も含んだ上で要求して

いくことになります。ただ、事業査定は間近に迫っているので、新しい事業があれば

説明をします。そうでなければ、まずは市民協を存続していくための補助金を要求し

ていくことを第一に考えて、補助金を獲得してから、改めて市民協の事業を考えてい

くこともできると思います。

会長：ほかにご意見はありませんか。二瓶委員。

二瓶委員：市民協は何をやるんだ、ということがなければ。組織があって中身はそれから考

えますというのはおかしい。事業は何なんだ。新規でもあったら検討するということ

が、今の質問に対してだが。組織を残すことより、何をやるのかを考えるために私た

ちは集まっているのではないか。この次そういう話があるのかもしれないが。

会長：事務局

事務局：市民協としては全面返還を掲げていくわけです。返還活動をしていきます。それに

対する関連する事業を進めていく、具体的な事業が今挙げられなくてもその幅の中で

はやっていけると考えています。

会長：二瓶委員。
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二瓶委員：要するに、事務局が考えるのはいいが、個々で考えるのではないか。何をしてい

くか、ということを。

会長：事務局

事務局：先程申しましたが、来年度の市の市民協に対する助成事業については、１０月に事業

査定があります。もし仮に、新しい事業を市に示して補助金を渡得すべきだというこ

とになれば､今日いただかないと事業査定には臨めないことになります｡

会長：二瓶委員

＝瓶委員：そういう話だったら、最初から議論しなければしょうがない。あなた方の話聞い

て、時間がありません。そんな馬鹿な。そ馴れじゃ、役所の仕事。

事務局：新しい事業の話は今小原委員から出されたものです。それについて、皆様が新しい

事業の議論が必要ということになれば今この場でやっていただきたいと思います。

二瓶委員：はい、分かりました。

会長：事務局

事務局：それでは、来年度以降の予算については、まずは存続するために補助金を獲得して

いくことで事業査定に臨みたいと思います。事業の内容については、またあらためて

来年度以降の事業を検討する場がございます。そこで新しい事業なり、従来の事業な

り、そうしたものについて、補助額の中で議論させていただきたいと考えます。

会長：来年度はいくらに減額されるのか皆さん危倶していると思うので､概算で出るなら、

事務局お願いします。

事務局：今年度までは年間７２万円でした。来年度いくらになるかは、今の時点では分かり

ません。１０月の事業査定、予算要求などを経て、最終的に３月の議会の議決を経て初

めて予算が決まります。今の段階ではいくらぐらいという話も出来ない、ということ

でご理解をお願いします。

会長：関連で他にご意見がありましたら。小野委員。

小野委員：共同使用の観点で、今どうなっているのか説明をいただきたい。
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会長：実は、この後の３点目でやることになっています。今は２点目なのでこの件で他に

ございませんか。ないようでしたら、次に進ませていただきます。

続いて、議題３「その他」に移りたいと思います｡事務局からお願いします｡事務局。

それでは、「その他」についてご報告いたします。

今お話のありました共同使用についての状況ですが､すでに皆さまも新聞報道など

でご覧になられているかと思いますが．去る９月３０日に、約４０ヘクタールの土地

の共同使用の申請に向けまして、逗子市が国へ要請をしておりました米軍への共同使

用における公園としての土地利用の案を直接説明するための場を設けるよう要請を

しておりました三者協議会が開かれました。その中で、市長から約４０ヘクタールの

土地の利用について米軍、国、市の初の三者協議会が開催され、池子住宅地区及び海

軍補助施設の一部土地､約40ヘクタールの共同使用､災害対応についての相互支援、

逗子市民と米軍構成員・軍属及びそれらの家族等との親善交流等について協議を行う

ことで三者の認識が一致しました。さらに、市から米軍へ、約４０ヘクタールの土地

の公園としての利用案について説明を行い、米海軍からは、持ち帰り検討するとの回

答でした。

また、この前日の９月２９日に、日米合同委員会の下部機関である米軍と国による

施設調整部会が開催されており、その概要につきましては、本日席上に配付させてい

ただいております。

内容としましては、一部土地約４０ヘクタールの返還手続きに係る一定の方向性、

あるいは共同使用に係る要件及び時期について、次のとおり日米間で認識が一致して

います。

まず１点目ですが、当該土地の返還については、引き続き、日米間で協議すること

とし、できるだけ早期に返還が実現するよう努力する。返還に向けた手続きについて

は、日米間で調整の上、適切な時期に開始されることになっています。

２点目は､返還に向けた手続きが完了するまでの間､当該土地は地位協定２条４（a）

適用により共同使用とする。この地位協定２条４項（a）については、在日米軍が一

時的に土地を使用していない場合には日本国政府は日本国民にその土地を一時的に

使用させることができるという規定があり、それに基づいて、共同使用、地位協定上

では一時使用という言い方ですが､その適用により、共同使用とするとなっています。

共同使用にあたっては既存施設の移設、これは４０ヘクタールの中の米軍の施設の移

設､共同使用を行う土地と既存の米軍住宅地との間のフェンスの設置､４０ヘクタール

の土地の北側に米軍の資材置場があり、そこへの車両出入口ゲートの設置等の基本的

な要件を満すことが条件であり、要件の細部は別途日米間で協議するとなっていま

す。

３点目として共同使用開始前に、米側・南関東防衛局・逗子市の間で、使用協定を

締結することが必要になるとのことです。

２９，３０日に共同使用に関して動きがありましたが、以上がそれらのご報告です。

事務局：

●
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会長：ただいまの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。二瓶委員。

二瓶委員：申し遅れましたが、私は沼間地区から出ています。今の共同使用、三者協議、言

葉として米軍との親善交流とかありましたが、市、市長、市民協は別組織かもしれな

いが、それらの整合性がないように思える。一方で許可、片や不許可というのはどう

でしょうか．そういう中で、市民協は何をやるんだ、と。あえて事務局に言いたいが、

今日たまたま小原委員から新しい事業の話が出たから、と言ったが、そういう言い方

はない。前もってそういうことも考えられるわけだから。新しい事業については今後

やっていくと言った。査定に入ってもまだチャンスはあるだろう。次回こういう会議

をやった時に、そういう風にやって欲しいと思う。

会長：事務局

事務局：市民協の事務局は基地対策課ですが、今後も協議会の予算化については小原委員や

二瓶委員の言われたこと、また今後他の委員からもあるかもしれないが､市民脇で今、

来年度以降何をしていくことが一番適切か、皆さんの間でしっかりと検討していただ

いてそれに基づいて予算化を図りたいと考えます。ただ、予算要求の作業が並行する

ので、予算が獲得できれば当然返還のための活動という枠の中で新たな事業も展開で

きるものと思っています。来年度当初の役員会で－年間の活動方針、活動内容を決め

ることになるので、それまでしっかりと来年度以降の事業を決定していきたいと思い

ます。

会長：ほかにご意見はありませんか。佐藤委員。

佐藤委員：今事務局から大事なお話があったが、共同使用が実現するのか、雲をつかむよう

な話なのか、その辺の状況がこの市民協にどういう影響を及ぼすのか、中身が全然見

えない。見えないものに対して予算をつけろという話も出たが、その辺の状況を説明

してほしい。

会長：事務局

事務局：今のご質問は､今年度共同使用の進捗状況によっては､来年度以降の市民協の活動、

今年度の今後の市民協の活動について多少なりとも影響が及ぶのではないか。今の状

況の推移を見極めた上で考えないといけないという趣旨だと思います。

共同使用については､９月３０日三者協議会が開かれ、１０月中に事務レベルの会議、

幹事会が予定されております。まだ日程が決まっていませんが、その中で具体的に共

同使用をどうしていくのか、市の公園としての土地利用をどうしていくのか、話し合

われていくものと思います。ですので、今後具体的にどう推移するか私どももなかな
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か見えない部分があります。アメリカ軍は逗子だけでなく日本全国の基地を見据えな

がら、逗子でどうするかという視点で話し合いに入ってまいります。私どもが話をす

るのは米軍ではありますが、やはりそこに在日米軍、というのがあります。その中で

話を進めていく状況ですので、今の段階で具体的にどうするのかというのは、お話し

できる状況には至っていません。

佐藤委員：はい、わかりました。

会長：ほかにご意見はありませんか。はい、小日向委員。

小日向委員：単純な質問ですが、この市民協のメンバーは、４０ヘクタール内をすでにご覧に

なっているのでしょうか。

会・長：事務局

事務局：市民協として４０ヘクタールの土地の視察は行っていません。ただ、団体によって

は、先ほどから話が出ているスポーツ交流を行っています。サッカー、陸上、リトル

リーグ等の団体は交流という名目で、米軍にその都度申請をして入場の許可をもらい、

入場の際は身分証明書を提示して中に入る状況です｡そうした団体については交流が

認められた範囲内で利用しています。

その他に、４０ヘクタールの中には運動施設の北側にキャンプ場がありますが、団体

や地域の方たちが交流ということで時折入られたことがあると聞いています。そうし

た方々はよくご存じだと思います。ただ、この市民協としては公式には入れません。

会長：小日向委員。

小日向委員：ということが分かったわけだが、キャンプ場やハイキングコースがあると聞い

ている。それを論議するメンバーが知らなくて、これからそういう論議ができるので

しょうか。

会長：事務局

事務局：なかなか難しいご質問ですが、一概に知らないから議論できないわけではないと思

います。知っていれば尚更議論が深まることはあるでしょうが、中に入ること自体が

今は問題であります。基地を抱えている全国の他市でも、返還を標傍している団体が

・中に入れない、だからこそ返還活動をしているところもあります。そういった状況を

考えると、中に入っていないから議論ができないことにはならないと思います。

会長：小日向委員。
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小日向委員：では、意見ですが、市民協のメンバーとして視察をさせてくれという話を持ち

出すのは無理なのでしょうか。

会長：事務局

事務局：これまで説明したとおり、市民協の名前で中に入ることは現状では許可されていま

せん。ですので、視察というのは難しいと思われます。

小日向委員：どうしようもないということですね。

会長：よろしいでしょうか。他にご意見はございませんか。小原委員。

小原委員：説明があった共同使用のところの、横浜は別として、（３）に使用協定の締結の

ことがあるが､（２）は一時使用に向けての物理的な条件提示をすることですから（３）

は具体的な共同使用にかかわる協定を締結することだと思うが、そこについての逗子

市側の現段階での基本的なこういうことを要求したい、こういうことはクリアしたい、

という課題はないのですか。

会長：事務局

事務局：まず１点目は、公園として市が管理したいということです。それと、公園としての

整備内容を米側に認めてもらって使用協定の中に盛り込む、ということです。

会長：小原委員

小原委員：では、使用協定はこれから作るということか？

事務局：最終的に共同使用が日米合同委員会で承認されて、それ以降具体的に使用する時に

なって、オープンというか市民が使える前段に協定を結ぶことになると思います。

会長：ほかにご意見はありませんか。ないようですので、それでは事務局からその他の２

点目の説明をお願いします。

事務局：前回の役員会において会則の改正についてご提案がありました。

これにつきましては、検討させていただきましたが、結論から申しますと、事務局と

しましては、議案としないこととしたいと考えております。

理由といたしましては、ひとつには、現在、約４０ヘクタールの土地の共同使用申請

に向け、具体的に動き始めていること。また、先ほどご説明したとおり、事務事業総
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点検の結果、本協議会が「不要」と判定されたことです．協議会の目的である返還は

実現しておらず、市民と議会、行政が一体となって活動をしていく本協議会の存続は

重要と考えますが、今は協議会の存続自体が問題となっている状況であり、会則の改

正を検討する状況ではなく、これからの市民協のあり方、活動内容などについて考え

ていくべきであると思っております｡そのためにはまずは現在の体制を維持し市民協

を存続し返還を求めていくことを優先したいと思っています。

見直しについては今後状況を見ながら改めて行っていくのがよいかと考えており

ます。以上です。

会長：ただいま事務局から報告がありましたが、何かご意見等ございましたらお願いしま

す。ございませんか。佐藤委員。

佐藤委員：今回の事務局の説明が非常に多岐にわたる内容だった。こんなに大事な内容なら、

項目ごとに活字で説明するように資料をいただきたいと思います。非常に残念。とこ

ろどころ分かりづらかった。

会長：事務局

事務局：なかなか分かりづらい説明で申し訳ございませんでした。本日の議題、報告事項は

難しい点があったのは事実ですが、今後は今のご意見を踏まえもう少し分かりやすく

説明できるようにしたいと思います。申し訳ございませんでした。

会長：あらためまして、他にご意見はございませんか。

菊池委員：本日は非常に活発なご意見が出て、私も過去数年来この活動に携わってＰＲ活動

をしてきましたが、ハイキングや運動会等以前は中に入れたこともあった。今後は市

民協という肩書で入るのは非常に難しいが、共同使用の話が進んでいるので市として

公式に今度のハイキングや観察会等増える気がします。是非、市の方から市民協の委

員の皆さんに共同使用の４０ヘクタールに入る機会、関連する勉強の機会があれば随

時ご連絡をいただきたい。せっかく皆さん関心が高くなっているので、中に入って自

分の目で確かめたいのは当たり前、それを踏まえて議論を進めていくのは必要なこと

なので、ぜひ情報提供をお願いします。

会長：高桑委員

高桑委員：私も菊池委員と一緒で、地区の代表として昔からＰＲしてきた。今までしていた

のだから、またＰＲする。事務局大丈夫。返還は大変なこと、今までも大変、これか

らも大変なのは同じ。皆さん、頑張りましょう。
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会長：今事務局からいろいろ説明があったように、三者協があったということで、４０ヘク

タールの共同使用についてはまだスタートしたばかりです。従って、事務局もなかな

か状態がつかめていないということで皆さんが中途半端と思うことがあったかと思

うが、ご理解いただき、目的達成のために協力するようお願いします。

他にご意見はございませんか。小日向委員。

小日向委員：次回この会議はいつ頃開催の予定ですか。

会長：事務局

事務局：スケジュールでは、来年に入りまして国への返還要請活動の前に一度お集まりいた

だき、返還活動の際の要請文の議論と状況によっては新たな事態があるかもしれませ

んが､}主には国への要請活動について皆様にお集まりいただくことになります。来年

の１月にでも開催できればと考えております。

会長：その頃になれば､４０ヘクタール共同使用について目鼻がはっきりしてくるかも。そ

うなれば、報告することも多く良いことだと思う。最大限努力をお願いしたい。

他にご意見はありませんか。ご意見はないようです。本日の議事はこの程度にした

いと思います。これにて散会いたします。ありがとうございました。

一以上一
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