
逗子市池子接収地返還促進市民協議会

平成２４年度第１回役員会会議録

2012年(平成24年)４月２３日（月）１８:00～19:０５

市役所４階議会全員協議会室

眞下会長、松永副会長、小田原副会長、早野副会長、新井委員、本田委員、

二瓶委員、齋藤委員、鈴木委員、飯田委員、山本委員、佐藤委員、小野委員、

松枝委員、小林委員、蓬田委員、田中委員、菊池委員、小原委員、田村委員、

小日向委員、川西委員、中村委員（計23名）

平野経営企画部長、谷津経営企画部次長、芳垣経営企画部参事、

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）

なし

１平成23年度事業報告及び収入支出決算について

２平成２４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

（案）について

３その他

１平成24年度第１回役員会次第

２役員名簿

３市民協顧問就任承諾議員一覧（平成24年４月２３日現在）

日時

場所

出席委員

事務局

傍聴者

議題
榧

配付資料

園一含

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２４年度逗子市他子接収地返還

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１８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。
鰊

事務局：ここで会議に先立ち、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。逗子地区委員代表の新井博史委員でいらっしゃいます。

続いて、４月1日付けで事務局職員の異動がありましたので、紹介させていただき

ます。

（事務局谷津経営企画部次長あいさつ）

（事務局芳垣経営企画部参事あいさつ）

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、会議次第及び役員名簿、市民協顧問就任

承諾議員一覧（平成24年４月２３日現在）です。

また、事前に皆様に送付いたしました資料は、

●平成２３年度事業報告
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●平成23年度収入支出決算書（写）

●平成24年度事業計画（案）

●平成24年度収入支出予算書（案）

●平成24年度市民協年間活動スケジュール（案）

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：また、この度、市議会議長の交代に伴い、本協議会会長として眞下会長が就任され

ましたので、ご紹介させていただきます。

会長：皆様こんばんは。この度、会長に就任いたしました眞下です。

皆様は、市内各種団体の代表、地域の代表、また池子問題の解決に向けて一生懸命

取り組みたいと熱意をもってご参加いただいた市民委員の方々なので、私の方から池

子問題の経緯をお話しする必要はないと思っております。皆様と一緒に、この問題の

解決に向けて一生懸命努めていきたいと思っております。

また、この市民協は昨年事業仕分けで不要論が出まして、市民の方々も注目をして

います。このあと審議していただく平成２４年度のこの会の事業の中で、しっかりと

市民協の存在意義を市民の皆さまに改めて問いかけていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

以上、簡単ではございますが就任のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

認

事務局：それでは、以降の進行につきましては、眞下会長にお願いいたします。

会長：それでは、早速ですが会議をはじめさせていただきます。会議が円滑に運営できま

すよう、皆様のご協力をお願いいたします。

本日は、平成24年度第１回役員会として皆様に平成23年度事業報告及び収入支出

決算と､平成24年度事業計画案及び収入支出予算案等についてご審議いただきます。

今年度の活動につきまして決定をいただくことになりますので、皆様の忌揮のないご

意見を頂戴いたしたいと思います。

雨

会長：会議の前に、お諮りいたします。本協議会の会議に現在傍聴の希望者はありません

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）

会長：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23年度事業報告及び収入支出決算について」を議題といた
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します。事務局から説明をお願いします。

事務局：それでは、お手元の平成23年度事業報告をご覧ください。平成23年度に実施しま

した事業につきましては、記載のとおりでございます。

逗子市池子接収地返還促進市民協議会平成２３年度事業報告

１第１回役員会：平成23年５月２６日（木）

（１）平成22年度事業報告及び収入支出決算について

（２）平成２３年度事業計画（案）及び収入支出予算（案）及び年間活動スケジュールに

ついて＿

２第２回役員会：平成23年１０月７日（金）

（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

伊

３パンフレット「返還の実現に向けて」の作成及び全戸配布：平成23年１２月４日（日）

４平成２３年度要請活動：平成24年２月１４日（火）午前１１時～11時30分

会長はじめ１１名の役員で南関東防衛局において池子接収地に関する要請活動を実施。

５研修会「自然を生かした公園」：平成24年３月２７日（火）

・講師日本大学生物資源科学部葉山嘉一准教授

・参加者役員１５名、一般１名計１６名

＊平成22年度収入支出決算監査：平成23年５月１３日（金外
鰊

事業推進委員会の開催状況：３回

第１回平成２３年５月１３日（金）

第２回平成23年９月１５日（木）

第３回平成２３年11月２１日（月）

＊

●

●

●

ご協力を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２３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

覧ください。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720,000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280円は､前年度からの繰越金で､予算現額どおり収入済となって
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おります。

科目３雑収入は、預金利子収入７７円の収入となっております。予算現額７２０円に

対し、６４３円の収入減となっております。

以上により、収入済額は720,357円となっています。

次に支出の部についてご説明いたします。

科目１事務費につきましては、予算現額115,000円、支出済額７１，９２７円、不用額

43,073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28,590円となっております。２印刷製本費については、昨年度は執行がございま

せんでした｡（２）役務費の支出済額43,337円は会議通知にかかる郵送料等です。

科目２事業費は、予算現額600,000円、支出済額455,777円、不用額144,223円と

なっています。内訳につきましては、（１）報償費は、３月２７日に実施した研修会の講

師謝礼100,000円が支出済みとなっています。（２）旅費は、未執行でした。（３）需用

費につきましては、予算現額280,000円、支出済額215,653円、不用額が64,347円

となっています。内訳につきましては、ｌ消耗品費8,085円は、事業に要する用紙を

購入したものです。２印刷製本費は、当初予算額30,000円に、消耗品費から５６，３７５

円、食糧費から５０，０００円、使用料及び賃借料から50,000円を流用し、パンフレット

「返還の実現に向けて」の作成を行い、186,375円を支出いたしました。３食糧費

21,193円は要請活動時の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、パンフレットの全戸配布を実施し、支出額は９２，４２４円となっております。（５）

使用料及び賃借料につきましては､､要請活動の際のパス借り上げ料等として４７，７００

円を支出いたしました。

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721,000円、支出済額527,704円となりま

す。

以上、収入済額720,357円から支出済額527,704円を差引いた残高は192,653円と

なり、このうち、192,000円を市に返納いたしました。

よって差引残高192,653円から返納金額192,000円を差し引いた残高６５３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。

、

諭

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。

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23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４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24年４月２３日監事川西英子
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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。

会長：よろしいでしょうか。それでは、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１「平成２３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）

会長：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。

縁
議題２

会長：続きまして、議題２「平成24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：それでは平成２４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）についてご説明いたします。それぞれの案の作成にあたりましては、去る４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､各委員からご意見をいただ

き作成いたしております。

まず、お手元の平成24年度事業計画（案）をご覧ください。

平成２４年度事業計画(案)につきましては、内容的には昨年度と同じとなっており

ますが、朗読をさせていただきます。

鰊

平成24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。

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。

.１日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。

１
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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

詔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、講師を招いて随時

研修会を実施する。

､

続きまして、平成24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。予算規模としては２３年度比で約半額

となる３５６千円で、３６５千円の減となっています。

これは、昨年１０月７日開催の第２回役員会でご説明したとおり、昨年９月に行わ

れた「市民による事務事業総点検」の結果を受けたものです。昨年の事務事業総点検

では、・池子問題について全面返還が困難な状況の中、助成をやめて再検討すべき、．

（ミニ運動会やハイキングがここ数年実施できていない状況を踏まえ）事業計画と活

動内容があっていない、との指摘がなされたほか、・市民協の活動内容を検討してＰ

Ｒ活動に力を入れるべきという意見や、・若年層が学ぶ場が必要であるといった意見

が出され、「不要」との評価結果が出されたものですが、市としては市民協の必要性

に鑑み、事業内容を精査したうえで、今年度は事業として研修会の実施、チラシ等の

印刷、要請活動に絞って計上し、前年度までのハイキング等ＰＲ事業、ミニ運動会の

実施にかかる経費は計上していないものです。

簡単に内訳をご説明しますと、まず収入ですが、科目１市補助金(1)市補助金につ

きましては35万５千円を計上しました。科目２繰越金(1)前年度繰越金につきまして

は、決算でご説明しました６５３円を計上、科目３雑収入につきましては預金利子とし

て347円を計上しました。収入の合計額は35万６千円となります．

、

次に支出についてご説明いたします｡科目１事務費につきましては計５万円、内訳

として(1)需用費、１消耗品は、事務用品購入代等として２万円を、(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すが､切手購入代として３万円を計

上いたしました。

科目２事業費は合計３０万円、内訳として(1)報償費につきましては研修会講師謝礼
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として１０万円を、(2)旅費につきましては委員研修の旅費として1万円を計上しま

した。

(3)需用費１消耗品につきましては１万円を、２印刷製本費につきましてはチラシ

等の印刷費として１０万円を計上いたしました｡３食糧費は要請活動等の飲食代として

３万円を計上いたしました。

(4)委託料につきましては、今年度は計上はありません。

(5)使用料及び賃借料につきましてはい要請活動の際のパス借上料として５万円を

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。以上、支出の合計は、３５万６千円となります。

次に、本年度の年間活動スケジュール案をご覧いただきますと、本日の役員会のほ

か、１０月に第２回役員会を開催、年明け１月に国への返還要請活動、２月に研修会を

予定しており、また６月以降はＰＲ活動について検討するとさせていただいておりま

す。研修会と返還要請活動は昨年と同様の実施です。

にＰＲ活動検討については､本会の事業方針に市民へのＰＲ活動の推進が位置付けら

れていること、事務事業総点検において「市民協の活動内容を検討してＰＲ活動に力

・を入れるべき｣、「若年層が学ぶ場が必要」との指摘がなされたことを踏まえたもので

すが、その前段としては、本協議会の今後の方向性や事業の進め方についての再検討

が必要と考えています。

現在、市民協を取り巻く状況は

.平成２６年度後半に予定されている共同使用の開始に向け進んでいること。

・これまで市民協は池子接収地内でミニ運動会、ハイキング等を実施していたが、ここ

数年は市民協として池子接収地内に入れない状況が続いており、当該事業が実施でき

ておらず、現状で立ち入りの見込みが立たない中で、今後どうしていくのか。

.池子問題を知らない新しい住民が増えてきている中で、どのように知らせていくのか。

･次代を担う若い世代に池子問題をどうＰＲしていくのか。

など、これまでとは変化してきている状況を踏まえ、今年度まずは市民協として今後

どのような方針のもとに、どのように活動していくかについてあらためてご検討いた

だき、方向性を決定することが必要と考えているものです。

従いまして、このスケジュール案では役員会の開催を２回としていますが、検討の

状況によっては回数を増やすこともあると考えており、また本日この方向性について

了承をいただければ、具体の検討については、今後会長と事務局で活動の方向性や次

年度以降の活動についての案の検討を行い､それに基づき役員会で皆様に議論いただ

き、その方向性にもとづいて市は来年度の予算措置を行うという流れでいかがかと考

えております。

以上で事務局からの説明を終わります。

縁

鰊

会長：それでは、ただ今の説明にご質問.ご意見がありましたら、お願いいたします。

瓶委員。．
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二瓶委員：事業推進委員会というのがありますよね。どういう方がされているかわかりませ

んが、先ほどの事務局の説明では、会長と事務局でいろいろと詰めていくというお話

があったが、こういう方達にも前もってお話ししてもらうのがいいのではありません

か。意見です６

会長：貴重なご意見ありがとうございます。二瓶委員からの事業推進委員についてのご質

問に、事務局から説明をお願いします。

事務局：ご説明が不足していて申し訳ありませんでした。事業推進委員につきましては、松

永副会長、川西監事、菊池委員の３名にお願いしております。

会長：今お話がありましたように、ご意見としてうかがっておきます。小原委員。

小原委員：検討されるということについて、これまでの市民協としてやってきた活動をある

意味で大幅に変更することが必要なのか、或いは今までやってきたことの延長線上で

事業規模を縮小するとか拡大するとか、とらえ方の問題として現時点での検討してい

く要素を事務局の方で出してもらわないと。検討しますと言うだけでは検討の方向性

が分からないので、ある意味、状況に応じて大胆に変えますよといえば、変えるため

の視点を今の時点で分かっている範囲で出してもらわないと、どういう方向で検討す

るのかよくわからない。

、

会長： 事務局と私と事業推進委員の方を含めて検討することになれば、その検討したこと

を第２回役員会で諮り、皆さんにその方向でいいかどうか確認していただいて、それ

を市民協の活動としてやっていくという形になるが、先ほどから話が出ているように

今市民協に対して市民からいろいろご意見をいただいているし､26年度にはいよいよ

共同使用が始まるという中で、全面返還全面返還だけを旗印に進んでいくことは現実

的ではない。これらのことを踏まえて、これからの市民協の活動をどうしていったら

よいか、皆さんの方からこんな方向で検討してほしいというご意見を伺いながら次の

役員会までに方向性を出していきたいと思います。こんな活動をすべきではないか、

こういうところにもっと力を入れるべきではないか、という意見をいただければ有り

難いと思います。いかがでしょうか。

皆さんは各団体の代表として、池子問題について、地域や団体に戻って市民協のこ

とをお話ししていただき、その中で意見を集約していただけると議論が広がると思い

ます。

また、事業展開によっては、役員会の開催を増やしてもいいのではないかと思って

います。次は１０月頃と説明があったが、具体的に検討すべきことがあればその前で

もよい。大変なことではありますが、なにか良いご提案があればお聞かせいただきた

い。田中委員。

弓
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田中委員：４０ヘクタールの共同使用に関してⅡ市民協がどう関わってきたかをＰＲすべし。

市民の中にはあってもなくても共同使用は出来た、と考える人もいる。市民協が関

わってきたから共同使用が早まった、等をはっきりとＰＲ活動の中に入れておかない

と不要論が再燃してしまう。

会長：ありがとうございます。確かに、市民協の活動が共同使用や－部返還の早期実現に

寄与していると、しっかりＰＲする必要はある。二瓶委員。

二瓶委員：今年度の事業計画でＰＲ活動があるが、昨年度の事業報告にはない。現場に行か

ないと分からないことはある｡その意味で､運動会をするとかハイキングをするとか、

具体的にどうするかという問題はあるが、やっぱり４０ヘクタールはここだよ、行っ

てみてこれなら使い勝手はこうだよ、とか、例えばスポーツ施設をどこにしようかと

いう話もできると思います。見る機会を作ってもらいたいと思います。

鰊

会長：それは市民協の役員の皆さんが、ということですか。

二瓶委員：それもあります。また、若年層の関心を喚起するとあるので、新しい方にそうい

う機会があった方がいいのではないかということです。

会長：その件について、事務局として現時点でどうですか。市民協の活動として運動会が

できない現実はあるが、市民協の事業として市民向けに４０ヘクタールを見てもらう

機会を設ける事業は可能ですか。

事務局：池子を見ていただく事業としては、数年前までハイキングやミニ運動会がありま

したが、来賓の方の発言をきっかけに、それ以降市民協としては中に入れない状況が

続いています。今の発言にもありましたように、市民協議会として市民の方に現地を

見ていただきたいとの思いが強いのは私どもも感じています。ただ、一方で相手があ

ることで、米側の理解が得られない状況の中でどうクリアしていくか考えていかなけ

ればならないと思っています。市としても昨年まで米側と交渉していますが、実施で

きていません。今年度も同様に、米側との交渉においては最大限努めさせていただき

ますが、昨年までと同じ形では結果は同じになろうかと。従って、どういう形をすれ

ばよいかは皆様にもご議論いただきたいと考えています。

伊

会長：現時点では市民協の事業としては接収地内に入るのは難しいということですが、百

間は一見に如かず、のとおりでもあります。逗子市としても公園として整備したいと

していて今後具体化していくと思う。そうなれば、市民の方も中に入ってみたいとの

思いが強くなるでしょう。何らかの形で実現できるよう、市民協としても対応できる

よう努力したいと思います。ご意見として伺っておきます。小原委員。
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小原委員：はっきりしていただきたいのは、予算が半減ということは運動にとっては大きな

要素です。市民の皆さんのご意見としては市民協の存在に対して、議員が就いている

中で出てきているわけです。事務局から提案があったように皆さんで議論し検討して、

さまざまな意見が出たとして、活動を従来より発展してまとめていけば予算の問題も

含めてある程度活動が拡大していく余地があるのか。それとも、すでに篭（たが）が

かかった状態ですから、そのかかった篭の中で当面は何かをしていくということなの

か、をはっきりしないと検討できない。それも含めて会長と事務局の方でその両方が

可能だからということでたたき台が出てくるのなら〈それはそれで結構だが、そのこ

とをお聞きしたい。

会長：２４年度についてはこの予算案の範囲内で活動するしかないわけです｡何か良い案が

出たからといって予算を付けて活動を広げていくことはこの会としてはなかなか厳

しい。ただ、今後の活動に向けて、予算措置をすることは可能性があるわけなので、

その辺りを踏まえながら考えていきたいと思います。菊池委員。 、

菊池委員：私がコメントするのはどうかと思いますが、なかなか明確な話にならないのでひ

と言。２３年度の途中に、事務局から予算措置のことは市民協に説明がありました。市

民協の名前では接収地内に入れない、接収地内での活動が難しい現状を踏まえて、ＰＲ

活動のうち、中に入り、中を見てもらう事業がカットされた。その辺りの明確な説明

をいただいた上で、今年度の話を具体的にするべきではないでしょうか。

会長：事務局。

事務局：今年度はおっしゃるとおり昨年度の半減となっており、事業としては、要請活動と

研修に絞っています。チラシの印刷代で１０万円ほど計上していますが、ＰＲ活動とし

てはそれほど大きな額ではありません.,今年度予算は前年度比半減で、その中での活

動をお願いする提案ですが、来年度以降については、今後の議論によって、ご要望を

いただければと思っています。現時点で、今年度並みの金額が決まっているわけでは

ない、ということでご承知おきください。

、

会長：今現在の状況ということで認識いただければと思います。他にいかがでしょうか。

二瓶委員。

二瓶委員：例えば、若い人に見てもらうという意味で、学校の遠足で入る場合はどうなりま

すか。

会長：飯田委員。

飯田委員：久木小学校は６年生が毎年柏原地区に入っています。私はそこの生まれだが、兄
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が学校長に頼まれて説明役をしている。学校が主体になると、受け入れてくれるよう

です。

会長：ありがとうございます。事務局。

事務局：久木小学校の事例をご紹介いただきましたが、米側は最終的には個別に対応してい

るということです。

会長：この機会に疑問に思っていることや忌憧のないご意見をどうぞ。菊池委員。

：事業推進委員の一人として、経過のご説明、２４年度に向けての話をします。市民

協としては接収地内での活動はできない前提でどうするか。事業方針の中で市民への

PR活動を推進するとありますが､まずは中に入って市民に見て知ってもらおうとの趣

旨でこれまでパンフレットやビデオ制作、ハイキング、運動会等を行い、ある程度の

効果はあったと思います。ただ、数年前、心ない来賓の発言で、市民協が返還運動を

やっていく、在日米軍に相対する団体とのレッテルを貼られてしまったがゆえに中に

は入れない。これはもうどうにもならないので、それでやっていくしかない。そこを

意識して補助金削減という理解があります。

今後どうするかというと、池子を知ってもらう必要はまだまだあります。昨年の市

主催のハイキングは大勢の参加があり、市民の関心の高さの表れ。共同使用実現に向

けて市民の関心が高まっています。ちょうどよいタイミングだった。市民協ができな

いから市にやっていただいているという理解もあるし、市民協のペースの上に市が実

施しているという意識もあります｡そういうことができなければ､どうしていくのか。

また、市民協を知らない人達に、市民協の活動って何？というのが事業仕分けのポイ

ントだった。池子接収地のPRではなく、我々団体その'もののＰＲをしなければいけな

いと言われています。やるべきかどうかは分かりませんが。

推進方法のひとつに若年層の関心を喚起するためとありますが、このことは多分に

意識しなければいけないでしょう。共同使用の実現、返還となった時に利益を得るの

はこれからの世代、子ども達であるわけで、この世代にどう訴えていくかが大事なポ

イントだと思います。私はこの協議会に１０年以上参加していますが、おそらく常に

最年少かと思います。もう５０を過ぎていますが。若年層にPRするには、中高年から

上のメンバーだけでは厳しいと思います。この中のスポーツや教育に関連した団体は、

子育て世代等もう少し若い方に交代する余地があると思うので､その辺りを意識する

ことが必要だと思います。誤解のないように申し上げれば、地区代表の方は町内会長

が多いので若返らせることは難しいと思いますし、地区代表として地区の思いを背

負っているのでとやかく言うつもりはありません。若年層にＰＲするには、市民協そ

のものが少し考えていくことも必要ではないかと思います。以上です。

菊池委員：

鰊

碑
「

会長：ありがとうございます。今菊池委員から具体的に貴重なご提案がありましたが、今
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年度の事業を具体的にどのように推進するかについて、会長、事務局、推進委員の方

も含めて検討していく中で、またご提案していく状況を作りたいと思います。

他にご意見はありませんか。小日向委員。

小日向委員：市民協の名前で入れないことがはっきりしているのであれば､市なら良いわけ

ですから、我々もそれをわかってどんどん推進していく、例えば公園の構想を皆で考

えていくというような先に進むことはできないのでしょうか。我々が入れてくれと

言っても入れてくれないわけですから、市が頼めば入れてくれるならそういう形で

入ってもいいわけですよね。それで現場を見に行く。分かっているなりのやり方はで

きないのでしょうか。

会長：方法はいくつかあると思います。市民協の役員の皆さんも入った方がいらっしゃる

と思いますが、入ったことがないから中を見たいということで、市民協の事業として

ではなく、行政と調整をして何らかの形で２４年度中に入ることも検討できないこと

ではないと思います。
、

小日向委員：それから、公園の構想をこれから作っていくというお話ですが、事務局任せに

しないで我々も入って考えていく、つまり先に進むということだと思いますが、先に

進むことをした方がいいのでは、という意見です．

会長：公園の構想について、どういった形で進んでいくのか現時点で分かっていることを

事務局から説明をお願いします。

事務局：公園の構想の検討は、現時点で正式に動き出しているわけではありませんが、概略

を説明します｡24年度は庁内に検討する組織を立ち上げる予定です｡そこで基本構想、

基本計画レベルの検討をしていきたいと進めているところです｡それに対して市民の

方のご意見を頂く機会を設けたいと考えています。市では、パブリックコメントや説

明会等で意見を頂戴する場を設けていますが、市民協役員の皆様からこういった場面

でご意見をいただくことも考えられます｡公園整備は、２６年度後半開園を目途にこれ

から作業をスタートしていくところであります。２４年度は今説明したとおり、２５年

度はもう少し細かい検討を進め､26年度に工事等に進むのではないかと考えられます。

､

会長：公園構想についてはいずれ市民の皆さん、市民協委員の皆さんにもご意見を伺う時

期が来るということでした。平成２４年度は行政内で検討するようですのでそれ以降

に意見をいただくことになる、現時点ではそのような理解でお願いします。中に入る

ことについては、市民向けに考えているということですので、－市民として積極的に

参加されることは良いことだと思います。市民協としてではなく市民として実際に来

ていただければと思います。二瓶委員。
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=瓶委員：過去のいきさつはよくわからないが、新しいメンバーもいるわけで、入れないと

言うこと自体新しい人に対して失礼だと思う。理解をしてもらわなければいけない。

市民協は米側と対時しているわけではない。いろいろこちらの要望を伝えるわけだか

ら。過去のいきさつはあったかもしれないが、我々が今もそうなのかといったらそう

ではない。皆さん市民として熱い思いがあって、これしかないわけ。市民の活動は別

にあるかもしれないが、組織として市民協はやる。国に対して要請活動をするが、米

軍に対して何もしないのはおかしい。そこは努力しないといけない。垣根を超えてい

かなければいつまで経っても袋小路に入って何も出来ない。ナンセンスである。

会長：はい、わかりました。確かに、市民協として誤解を解いていく努力は必要。ただ、

現状を認識した上での努力、ということになる。

他にご意見がなければ、平成２４年度事業計画案、予算案、推進方法等についてご

承認いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。今ご提案した

やり方で進めていくことで、ご理解いただけましたでしょうか。ありがとうございま

す。それでは、私と事務局と事業推進委員の方を含めて話を詰めて、次回役員会で皆

さんにご協議していただくということでご異議ありませんね。

碑

(異議なしの声）

菊池委員：提案ですが、事業推進委員は３人しかおらず、また長くやっています。市民協の

委員は入れ替わりもあるので、新たに事業推進委員を募集してもう少し増やしていた

だくことは難しいでしょうか。もし、ご希望の方がいれば。

会長：そうですね。事務局。

事務局：事業推進委員については人数の決まりはございません。会長とご相談させていただ

きたいと存じます。
鰊

会長：今そのような､お話が出ましたが、この際、事業推進委員として原案・たたき台を作

る段階から参加したいという意欲のある方がいれば…、

（※二瓶委員、小日向委員の２名が挙手）

それではお二人を含めて原案・たたき台作りをしたいと思います。

改めてお諮りします。提案しています今年度事業計画案、予算案、活動方法につい

てご承認いただける方は拍手をお願いします。

(拍手多数）

会長：異議ないものと認め、議題２「平成24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。
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議題３

会長：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。

事務局：それでは、１点お知らせです。さきほど池子接収地内に入る話が出ましたが、毎年

行われている池子フレンドシップデーが５月１２日土曜日１１時半～17時半に予定され

ております。以上です。

会長：フレンドシップデーは、西側運動施設の４００メートルトラックで行われるもので、

奥までは行かれません｡入ることができるのはフレンドシップデーの会場内だけです

が、この機会に行かれてみてください。

それでは、この機会に皆さまから何かご意見があればお伺いします。ないようでし

たら、本日の会議はこれで終了といたします。ありがとうございました。 ､

一以上一

、
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