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○交流と苦情

年　月　日 頁

平成26年1月1日～26年4月30日 1～6

平成26年2月1日～26年5月31日 7

○入居者関連

年　月　日 頁

平成26年1月1日～26年4月30日 8～9

○国等との協議・面談

年　月　日 概　要 相手方 頁

平成26年3月25日 神奈川県における在日米軍施設・区域の返還等について 南関東防衛局企画部長 10

平成26年4月18日 着任挨拶 南関東防衛局次長 11

平成26年5月27日 保安柵設置工事の完了及び池子住宅地区内小学校新設工事の状況 南関東防衛局調達部次長 12

平成26年6月4日 横浜市域住宅基本配置計画案 南関東防衛局企画部長 -

年　月　日 概　要 頁

平成26年6月2日 第６回三者協議会幹事会 －

平成26年6月3日 第４回三者協議会 －

○逗子市池子接収地返還促進市民協議会

年　月　日 概　要 頁

平成26年1月22日 国への要請活動 13～18

平成26年4月24日 平成26年度第1回役員会 19～33

年　月　日 概　要 頁

平成26年3月10日 第15回池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会 34～45

○逗子市池子米軍家族住宅建設事業に係る渉外調整委員会

年　月　日 概　要 頁

－

○その他

頁

46

○池子住宅地区及び海軍補助施設の一部土地の在り方等に関する逗子市、在日米海軍及び南関東防衛局による三者協議会

○池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会

開催なし

概　要

池子遺跡群資料館入館者数

平成26年第２回定例会　基地対策特別委員会　資料一覧

概　要

イケゴヒルズでの親善交流の状況 

苦情の受付

概　要

池子住宅地区関係者交通事故一覧



　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 1/ 8 逗子日米協会との昼食会

H26/ 1/ 8 逗子市賀詞交換会に池子支所長が招待参加。

H26/ 1/10 逗子日米協会主催「鎌倉初詣ツアー」

H26/ 1/11 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/11 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/11 逗子サッカー協会（シニアクラス）との親善交流

H26/ 1/11 逗子市の消防出初式に池子支所長が招待参加。

H26/ 1/12 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/12 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/12 逗子サッカー協会（ジュニアユース）との親善交流

H26/ 1/13 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/13 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/13 逗子サッカー協会（ジュニアユース）との親善交流

H26/ 1/14 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H26/ 1/16 逗子警察署の武道始式に池子支所長らが招待参加。

H26/ 1/17 逗子日米協会主催「逗子ガイドツアー」

H26/ 1/18 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/18 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/18 逗子サッカー協会（ジュニアユース）との親善交流

H26/ 1/18 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 1/19 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/19 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/19 逗子サッカー協会（ジュニアユース）との親善交流

H26/ 1/22 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 1/25 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/25 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 1/25 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 1/25 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 1/26 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 1/26 逗子リトルシニアとの親善野球試合
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　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 1/26 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 1/29 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 2/ 1 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/ 1 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/ 1 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/ 1 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 2/ 1 逗子日米協会主催「新春餅つき大会」開催。日本人150名、米家族200名以上が参加。

H26/ 2/ 2 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/ 2 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/ 2 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/ 2 逗子開成中学校・高等学校陸上部との親善交流

H26/ 2/ 3 逗子開成中学校・高等学校陸上部との親善交流

H26/ 2/ 5 池子遺跡群資料館開館日 ○

H26/ 2/ 6 逗子日米協会会員が米海軍横須賀基地での空母ジョージ・ワシントン見学会に参加。

H26/ 2/ 8 池子遺跡群資料館開館日 ○

H26/ 2/ 8 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/ 8 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/ 8 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 2/ 8 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/ 9 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/ 9 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/ 9 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/11 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/11 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/11 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/11 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H26/ 2/12 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 2/12 逗子日米協会との昼食会

H26/ 2/13 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 2/21 逗子日米協会主催「逗子ガイドツアー」

2



　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 2/22 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 2/22 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 2/22 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/22 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 2/23 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 2/23 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/ 1 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/ 1 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/ 1 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/ 1 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 3/ 2 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/ 2 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/ 2 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/ 8 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/ 8 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/ 8 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 3/ 9 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/ 9 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/11 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H26/ 3/12 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 3/12 逗子日米協会との昼食会

H26/ 3/14 逗子日米協会主催「逗子ガイドツアー」

H26/ 3/15 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/15 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/15 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/16 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/16 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/16 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/21 逗子市テニス協会との親善交流

H26/ 3/21 逗子リトルリーグとの親善野球試合
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　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 3/21 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/22 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/22 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/22 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 3/22 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/23 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/23 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/23 リトルリーグ全日本選手権南ブロック大会開催

H26/ 3/26 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 3/29 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/29 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 3/29 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 3/29 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 3/29 逗子市池子の森自然観察ハイキング開催（市民約40名参加）

H26/ 3/30 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 3/30 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/ 2 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 4/ 2 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/ 4 逗子日米協会と天ぷらパーティー開催

H26/ 4/ 5 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/ 5 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 4/ 5 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/ 5 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/ 6 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/ 6 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/ 6 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/ 6 リトルリーグ全日本選手権南ブロック大会開催

H26/ 4/ 8 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H26/ 4/ 9 池子遺跡群資料館開館日 ○

H26/ 4/ 9 逗子日米協会との昼食会
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　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 4/12 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/12 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/12 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/12 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 4/13 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/13 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/13 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/13 逗子葉山ライオンズクラブ会員と花見イベントと桜の木のメンテナンス作業を実施。40名以上が参加。

H26/ 4/14 逗子ホームせせらぎの鯉のぼり祭り準備にボランティア参加。

H26/ 4/16 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H26/ 4/17 逗子日米協会主催「逗子市内買い物ツアーとランチ」

H26/ 4/19 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/19 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/19 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/19 逗子市陸上競技協会親善交流

H26/ 4/20 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/20 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/20 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/20 逗子市市制60周年記念式典に池子支所長が招待参加。

H26/ 4/23 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/25 逗子日米協会総会に池子支所長とスタッフが招待参加。

H26/ 4/25 日米ボーイスカウトジャンボリーをキャンプサイトで開催（27日まで）

H26/ 4/26 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/26 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/26 逗子市体験学習施設の開所式に池子支所長とスタッフが招待参加。

H26/ 4/27 逗子サッカー協会との親善交流

H26/ 4/27 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/27 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/27 逗子ホームせせらぎの鯉のぼり祭りに池子支所が招待参加。

H26/ 4/29 逗子サッカー協会との親善交流
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　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

受付年月日 内　　　　容

平成26年1月1日～平成26年4月30日まで

備考

H26/ 4/29 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H26/ 4/29 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H26/ 4/29 池子支所主催の親善交流テニス試合開催。逗子市民50名参加。

H26/ 4/30 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

＊　ここで提示する親善交流は池子住宅地区の責任者に確認した資料をまとめたもの。

＊　市で受付した項目については備考欄に○。
154件合計
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苦情の受付

受付年月日 内　　　　容

平成26年2月1日～平成26年5月31日まで

H26/ 5/16 航空機騒音について

7



　　　池子住宅地区関係者交通事故一覧 平成26年1月1日～平成26年4月30日

人身事故

事　故　形　態

事　故　状　況

第２当事者の状況

平成26年 3月10日

午後3時35分頃

米普通乗用車（甲）対日歩行者（乙）

桜山４－３－３３

衝突

重傷（恥骨骨折等　全治3カ月）

場　　　　　所

1件合計
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池子住宅地区関係者交通事故一覧 平成26年1月1日～平成26年4月30日

物件事故

1 事　故　形　態

事　故　状　況

平成26年 1月13日

午後4時30分頃

米普通乗用車（甲）対米普通乗用車（乙）

沼間５－４

追突

場　　　　　所

2 事　故　形　態

事　故　状　況

平成26年 1月25日

午後1時25分頃

米普通乗用車（甲）対米普通乗用車（乙）

沼間１－３－１１

追突

場　　　　　所

3 事　故　形　態

事　故　状　況

平成26年 1月31日

午後4時35分頃

米普通乗用車（甲）対日普通乗用車（乙）

沼間３－１５

接触

場　　　　　所

4 事　故　形　態

事　故　状　況

平成26年 2月 3日

午前11時00分頃

米普通乗用車（甲）対日普通貨物車（乙）

桜山３－６

接触

場　　　　　所

5 事　故　形　態

事　故　状　況

平成26年 3月31日

午後2時15分頃

米普通乗用車（甲）対日歩行者（乙）

桜山４－７－９

接触

場　　　　　所

5件合計
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平成 25年度逗子市池子接収地返還促進市民協議会要請活動記録（1） 

 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 25年度要請活動記録 

  

■日  時  平成 26年 1月 22日(水) 

       午前 10時 30分～午前 11時 15分 

■場  所  南関東防衛局 横浜第 2合同庁舎 1階 第 3共用会議室 

■出席者 

  逗子市  塔本会長、松永副会長、菊池(伸)委員、齋藤（丈）委員、 

上泉委員、森田委員、佐藤委員、田中委員、菊池（尚）委員、 

田村委員、伊藤委員、長沢委員、小田委員、斎藤（直）委員 

事務局（芳垣経営企画部参事、佐藤基地対策課副主幹、高橋） 

国 側  深澤企画部長、鶴田調達部長、長谷川管理部長、信太地方調整課長、 

用貝業務課長、北施設管理課長、山口基地対策室長 

 

■概要 

  出席者の紹介  

   

  要請及び挨拶  

  会長挨拶の後、要請書を読み上げ、深澤企画部長へ手交した。 

池子接収地（池子住宅地区及び海軍補助施設）に関する要請書 

 

厳寒の候､貴職におかれましては､益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、本協議会につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では､昭和 29年以来、池子接収地の全面返還を達成するため、市・市議会・

市民の三者が一体となって返還運動を展開してまいりました。本協議会も、池子接収地

の全面返還を達成し、市民運動公園及び自然公園等の実現を図るべく、市民の総力を結

集して活動してまいりました。平成 8年の米軍家族住宅入居開始から 17年が経過し、

現在、約 3,000人の米軍家族が居住し、市民との交流も見られておりますが、このよう

な中にありましても､市民は一貫して、かけがえのない貴重な自然の宝庫である池子の

森の返還を要望しているところです。 

このような状況の下、西側運動施設を含む一部土地約 40 ヘクタールの返還までの間

の共同使用の実現に向けて大きな前進が見られております。長年返還を要望してきた西

側運動施設の自由な利用は、市民の大きな願いであり、約 40 ヘクタールの土地の共同

使用が１日も早く実現しますよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

現在、本協議会は、市と連携し、約 40 ヘクタールの土地の共同使用の早期具体化と

ともに、一部返還を目指しておりますが、最終的な目標は、あくまでも池子接収地の全

面返還です。約 40ヘクタールの土地の共同使用が、返還への確実な道筋となることを、
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強く要望いたします。 

また、本協議会では、返還をより現実的なものとすべく旧軍港市転換法の本市適用に

向けた活動も進めており、同法を改正すべく県内選出の国会議員に対し本協議会顧問就

任の招聘活動を行っております。返還が実現する暁には本市が同法の適用を受けられま

すよう、ご配慮を賜りたく併せて要請いたします。 

 

なお、米軍施設が所在することによる地元負担の軽減のため、次の点につきましても、

併せて要請いたします。 

 

１ 交通問題について 

市内の幹線道路は慢性的な渋滞となっておりますが、池子住宅地区の関係車両がその

一因になっている状況も見られます。住宅居住者の生活車両に加え、住宅地区内の小学

校建設に係る工事関係車両の市内通行が生じています。また、今後、横浜市域への住宅

建設が行われることになれば、さらなる工事関係車両の通行が予想され、また完成後に

は、居住者等の車両の増加も見込まれますが、こうした車両につきましては、極力、逗

子市内を通行することなく、市民生活にさらなる負担が生じることのないようご配慮を

お願いいたします。 

また、幹線道路に限らず、狭あいな生活道路においても、池子住宅地区の関係車両に

よる交通事故が発生しております。生活道路の通行は極力控えていただくとともに、安

全運転や交通ルールの遵守に関しましても、指導を徹底されるようお願いいたします。 

 

２ 騒音等について 

 イベント実施などの際は、近隣住民に影響のあるような騒音等が発生することのない

よう、極力ご配慮くださいますようお願いいたします。また、近隣住民への影響が予想

される場合には、引き続き、ある程度の猶予をもって、近隣自治会等へご連絡をいただ

くようお願いいたします。 

 

３ 教育指導の徹底について 

 これまで米兵による刑事事件等とは無縁であった本市において、昨年は米海軍人によ

る飲酒がらみの事件が 2件発生し、市民の間には不安が広がっています。今後このよう

なことが起こることのないよう、飲酒マナーを含め、教育指導を徹底されるようお願い

いたします。 
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４ 災害対応に係る相互支援について 

共同使用地内には、既に広域避難場所に指定された区域も含まれております。共同使

用に向けた三者協議会においても、「災害対応についての相互支援」が協議されると聞

いておりますが、共同使用地を災害時の仮設住宅等の用地として使用することが可能と

なれば、市民の安全を守る上でも有効な利用となります。今後の協議においても、ぜひ、

ご検討いただきますようお願いいたします。 

 

本協議会といたしましては、池子接収地の全面返還により､市民が永年抱き続けてき

た悲願である「平和都市」の実現がかなえられるものと思っております。こうした実情

をご賢察賜り、共同使用、そして返還の早期実現につきまして、特段のご配慮を賜りた

く要請いたします。 

 

平成 26年 1月 22日 

  

 南関東防衛局長 

丸 井  博 様 

 

 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

会 長   塔 本 正 子 

 

 南関東防衛局からの回答  

○深澤企画部長： 防衛行政につきましては、常日頃から皆様方のご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 池子住宅地区の逗子市域の一部土地約40ヘクタールにつきましては、皆様、既にご承知のと

おり、平成22年9月の日米合同委員会において、当該土地の返還協議を継続すること、及び返

還までの間の米側要件が満たされた場合の共同使用について合意されました。 

その後、当該土地の返還についての協議及び返還までの間の共同使用についての協議を日米

間で鋭意実施してきたところ、平成23年11月の日米合同委員会において、返還手続に係る一定

の方向性、共同使用に係る要件等について合意されました。 

また、当該土地の共同使用について、平成23年10月に逗子市より申請書の提出を受け、同年

11月に財務省関東財務局の国有財産関東地方審議会において、逗子市に対し都市公園敷地とし

て使用することについて適当と認める答申がなされました。 

さらに、平成24年4月には日米間において、共同使用に伴う建物等の移設整備の詳細について

合意し、現在、整備を着実に進め、共同使用の実現に最大限努力しているところです。 

当省としましては、引き続き一部土地約40ｈａの返還について、日米間の協議を進め、でき

るだけ早期に返還が実現するよう努力してまいりたいと考えており、返還までの間の共同使用

につきましては、今後も引き続き、逗子市、米側、南関東防衛局からなる三者協議会において
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具体的な土地の利用方法等を協議するとともに、早期の共同使用の実現に向け要件の整備を

行っていきたいと考えております。 

また、当省としましては、池子住宅地区の土地の返還について、地元負担の軽減措置が重要

であると考えておりますが、旧軍港市転換法（軍転法）につきましては、これまで政府の見解

として、「逗子市について軍転法の適用はないものと考える」、「（戦後50有余年を経過した）

今日において、軍転法を改正して、新たに逗子市に適用する意義に乏しいものと考える」旨答

弁されていますことをご理解願います。 

横浜市域における米軍家族住宅等の建設に伴う交通問題については、当該住宅建設に係る工

事計画の作成に当たり、①造成工事に伴う切盛土砂について場内で搬出入土量のバランスをと

ることにより、工事用車両の出入りを少なくする、②一般車両や歩行者が輻輳する場所には交

通整理員を配置する、③特に児童の通学時間帯における工事用車両の運行にはできる限り配慮

するなど、十分な安全対策を講ずることにより、周辺地域の交通等に極力影響を及ぼすことの

ないよう、適切に対応してまいりたいと考えており、具体的な工事用車両の通行方法について

は、周辺地域の交通に極力影響を及ぼさないよう今後の環境影響評価手続において検討してい

くことと考えております。 

なお、住宅完成後については、周辺地域への交通に影響を極力及ぼさないよう、早朝の出勤、

バス通勤や相乗り通勤の励行を促すなど米側と調整し、市内の交通事情に最大限配慮してまいり

たいと考えております。 

また、交通安全対策についても、平素から米軍に対し、隊員の教育や綱紀粛正の徹底等を図

るとともにその防止について実効ある処置を講じるよう申入れを行っております。 

イベント実施等に伴う騒音等については、米側に確認しつつ、必要があれば周辺住民に対す

る配慮をするように要望したいと考えております。 

米軍人等による事件・事故の未然防止に努めることは非常に重要なことと考え、平素から米軍

に対し、綱紀粛正や隊員の教育の徹底について、強く申入れを行っております。 

また、米軍においては、昨年2月、夜間飲酒規制措置や一定階級以下の米軍人を対象とする夜

間外出規制措置等を含む勤務時間外行動の指針（リバティ制度）を公表し、事件・事故の防止に

取り組んでいるものと承知しております。 

災害対応に係る相互支援についても、今後の、逗子市、米側、南関東防衛局からなる三者協議

会において、逗子市からの要望に応じて対応して参りたいと考えております。 

本日のご要請の趣旨は、本省にも伝えてまいりますが、今後とも皆様方のご意見等を拝聴しな

がら、防衛行政を適切に遂行してまいりたいと考えておりますので、皆様方のご理解とご協力の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

○事務局： ありがとうございました。ただいま要請に対するご回答いただいたところでありま

すが、少々お時間がございますので、本日参加の市民協委員の皆様からもご発言をいただけれ

ばと思います。ご意見、ご質問のある方は挙手の上、簡潔にご発言をお願いいたします。 

 

○菊池（尚）委員： 交通問題について述べさせていただきます。ここに書いてあるとおり居住

者の通勤車両、工事車両の通行により、朝夕の渋滞がありますが、特に池子に向かう交差点付

近では交通量が増えるため渋滞が加速しております。昨日も池子に向かう道路の交差点付近で

渋滞が発生しておりました。 

  今後、工事車両が増える場合は、本来の逗子の状態ではないため渋滞の要因になっていくと

思いますので、交差点改良ですとか、さらには池子のゲートに向かう踏切の改良をしていただ
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ければと思います。市民生活に大きな影響があります。一朝一夕でできるものではありません

し、多分にお金がかかる。米軍家族住宅建設に係る周辺環境の整備ということで国のご支援を、

具体的にいえば補助金の拡充をお願いしたいと思います。車に乗らないようにするとか、ソフ

ト面で交通整理をするなどの対策もありますが、もう一歩二歩踏み込んだ抜本的な改善策、逗

子は非常に小さい町で道路も狭い。大きな交通量に対応した道路づくりにはなっておりません

ので、ご理解をいただき国からのご支援をいただきたいと思います。 

  それからもう 1 点、飲酒がらみの事件の話が出ましたが、米軍関係者との交通事故も間々見

られます。一つの事例ですが、当社の車両が米軍関係者の乗る自転車と接触しました。深夜、

ちょっとイレギュラーな状態での事故でしたが、相手方は飲酒されているように見受けられま

したので、警察官に飲酒の検査を実施するよう依頼しました。しかしながら、言葉が通じない

等の理由で行われませんでした。また、過去に車両同士の事故においても、飲酒等が疑われる

事例がありました。昨年は、交通事故ではありませんが、飲酒によるトラブルが発生しており

ます。交通に関わるところのルール順守はもちろんです。日本国内で車を運転する、自転車も

含めてルール順守、国内法を順守していただくよう、さらなるご指導をお願いしたいと思いま

す。 

 

○深澤企画部長： 交通問題の対応につきましては、今後、関係する部署で具体的に検討するこ

とになりますが、今日いただいたご意見も踏まえながら最大限配慮してまいりたいと思います。

また、交通事故等につきましても綱紀粛正、教育の徹底を改めて申し入れたいと思います。 

 

○長沢委員： 交通問題については抜本的な対応をしていただきたいというのもありますが、米

軍関係者の車両が多いことが問題なわけです。個人で通勤すると、ひとり１台ですから数が増

えるので、乗合にできないだろうか。またスクールバスは４台あるようですが、見ていますと

中はガランとしているので、２台位にできないだろうかと思います。わずかなことかもしれま

せんが、それだけでも違うと思います。ですから、その点は働きかけていただきたいと思いま

す。もう１点交通問題のことでは、神武寺駅に米軍住宅専用口ができて、そこからの通勤がで

きるわけですが、どのくらい利用があるのか。せっかくお金をかけて作ったものですから、利

用を米軍に働きかけていただき、なるべくお互いにとって良い形に持っていっていただきたい

と思います。ソフト面での対応になりますが、住民感情もいろいろありますし。特に、逗子警

察署付近の交差点は複雑でして、そこが詰まってしまうと周りが動けない状況になってしまい

ます。それを少しでも緩和させるような施策をとっていただきたいと思います。 

  また、事件についてですが、ここではアルコールについては飲酒マナーということで一括り

になっていますが、それだけではないのです。昨年の夏には、逗子駅前で米兵が半裸状態でビー

ルを飲み騒いでいる姿が見られました。海岸だけではないのです。勤務時間外に禁止令を出す、

酒を飲ませないだけでなく、彼らの休暇中の事件もあるわけでして。本国で行ったらバッシン

グがあると思われることを、小さな町の逗子の駅前でしているわけです。指導というより常識

だと思うが、改善していただきたいと思います。 

  最後に、大きなことですが、私は池子の全面返還ということでこの市民協議会の活動をして

おります。池子住宅地区は、逗子と横浜市域にかかっていますが、横浜市域も含めた全面返還

と思っています。住宅の追加建設について計画があるようですが、やめていただきたいと思い

ます。それができれば、工事車両の問題は全くなくなるわけです。今、横浜市域にそれを作る

ことが本当に必要なのかどうか、突き詰めて検討していただきたいと思います。私は、いろい

ろな人の話を聞いていると、800 戸は必要ないと思えてきます。他で吸収できるのです。追加
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建設については撤回していただきたいと思います。それに関連しますが、追加建設についてど

こまで進んでいるのか。横浜市側なので逗子市には関係ないかもしれませんが、状況がよく見

えないものですから。 

 

○深澤企画部長： 交通問題の対応と事件につきましては、本日いただいたご意見も踏まえなが

ら適切に対応していきたいと思っております。 

  横浜市域の家族住宅建設につきまして、経緯を含めてご説明させていただきますと、平成 16

年に 700 戸程度の住宅を作ると日米間で合意がされたわけですが、その後進捗状況を踏まえて

米側と協議した結果、平成 22年 9月に当面の措置として根岸住宅地区の撤去分の 400戸程度を

建設することで合意しております。平成 23年 7月に米軍家族住宅等の基本配置計画案を横浜市

に対して意見照会を行い、それに対して横浜市からは 11月に要請を受けており、現在、横浜市

からの要請も踏まえ、日米間で鋭意調整を行っている状況です。 

  いずれにせよ、横浜市域の 385 戸の整備を予定しているわけですが、我々は必要なものと考

えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

○菊池（伸）委員： 下桜山地区の菊池です。交通問題については重複しますが、スクールバス

について。横須賀方面から池子十字路に向かうＴ字路の渋滞について長沢委員からお話があり

ましたが、私からも一言。下校時のスクールバスと出くわしたことがありますが、４台通りま

したが中はゆったりしていました。また、車体が大きいのでＴ字路を曲がるときに、一気に渋

滞してしまうのです。夕方の下校時や、朝は一番混む時間に工事車両や通勤車両も通ります。

登校時は時間が決まっているわけですから、まとまって行くことがすぐにでも実現可能だと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

○深澤企画部長： 今いただいたご意見も踏まえながら、周辺地域に極力影響のないようにきめ

細かな対応策をとっていきたいと思います。 

 

○事務局： 他にございませんか。ないようでしたら、以上をもちまして、本日の要請活動は終

了させていただきます。南関東防衛局の皆様には、お忙しい中どうもありがとうございました。 

 

○塔本会長： ただいま市民協委員からいろいろと要望をさせていただきました。実現できます

ようにどうぞご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

以上 
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平成 26年度第 1回役員会 

1/15 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 26 年度第 1 回役員会会議録 

 

日    時 2014年(平成 26年)4月 24日(木) 18:00～19:10 

場    所 市役所 4階 議会全員協議会室 

出席委員 眞下会長、松永副会長、高橋副委員長、誉田委員、菊池（伸）委員、 

齋藤委員、田倉委員、上泉委員、髙桑委員、湊屋委員、桐ヶ谷委員、 

千葉委員、大河内委員、瀬田委員、田中委員、菊池（尚）委員、 

田村（誠）委員、竹田委員、伊藤委員、長沢委員、小田委員、斎藤委員、 

川西委員 

事 務 局 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、 

佐藤基地対策課副主幹 

傍 聴 者 なし 

議  題  １ 平成 25年度事業報告及び収入支出決算について 

 ２ 平成 26 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 

配付資料  １ 会議次第   

２ 平成 25年度事業報告   

３ 平成 25年度収入支出決算書 

４ 平成 26年度事業計画（案） 

５ 平成 26年度収入支出予算書（案） 

６ 平成 26年度市民協年間活動スケジュール（案） 

７ 役員名簿 

開 会 

事務局： それでは定刻となりましたので、ただ今から平成 26 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 22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

されていらっしゃいますので、会則第 10条第 2項により本会議は成立しております。 

 

事務局： はじめに、本年 4 月 16 日付の市議会議長の就任に伴い、本協議会会長として眞下

政次会長が新たに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。お忙しい中をご多忙にも関わらず、お集まりいただきありがと

うございます。このたび市議会議長に就任いたしまして、本協議会の会長ということ

で、これから２年間、皆様と一緒に、池子問題についていろいろな角度から、活動し

ていきたいと思っております。私も３度目の会長就任ということで、新鮮な顔ではご

ざいませんが、その分、池子問題については 皆さんとともに長い間やってきた経験

もあります。今年はご存じのとおり、西側運動施設を含む 40 ヘクタールの共同使用
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がいよいよ始まろうとしています。26年度は、実際使えるのは、西側運動施設の方と

なると聞いており、私たちが期待している自然公園の部分というのは、これから 1年

2年かけて植生調査をしながら市民に開放されるという状況になると思います。いよ

いよ池子問題は新たなステージに入ったという感がありますので、その辺のところに

鑑みて皆さんと一緒に活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局： 続きまして、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。 

逗子市 PTA連絡協議会の高橋康委員でいらっしゃいます。山の根地区委員の田倉由

男委員でいらっしゃいます。逗子市小中学校校長会の大河内誠委員でいらっしゃいま

す。なお、逗子市地域婦人団体連絡協議会より 3 月 31 日付けをもって解散した旨連

絡がありましたので、あわせてご報告いたします。 

     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、平成 25年度事業報告、平成 25 年度収入支出決算書、平成 26年度事

業計画（案）、平成 26年度収入支出予算書（案）、平成 26年度市民協年間活動スケジュー

ル（案）、役員名簿です。以上ですが、配付洩れはございませんでしょうか。 

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、平成 26 年度第 1 回役員会を始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申し上げます。 

 本日は、平成 25年度事業報告及び収入支出決算と、平成 26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くわけですが、今年度の活動につきまして決定

していただくことになりますので、皆様の忌憚のないご意見を頂戴いたしたいと思い

ます。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。 

 

会 長： 議題 1「平成 25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。 

 

事務局： それでは、お手元の平成 25年度事業報告をご覧ください。平成 25年度に実施しま

した事業につきましては、資料に記載のとおりでございます。 
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逗子市池子接収地返還促進市民協議会 平成 25年度事業報告 

 

１ 第 1回役員会 平成 25年 4月 24日（水） 

（１）平成 24年度事業報告及び収入支出決算について  

（２）平成 25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（案）

について 

（３）その他 

 

２ キッズ向けパンフレット印刷、配布 

・H24年度に原稿作成したパンフレットを 2,000部印刷 

・市立小学校４、５、６年生及び市立中学校１年生へ配布。（約 1,800部 6/18） 

 

３ 第 2回役員会 平成 25年 10月 11日（金） 

（１）全戸配布用パンフレットの作成について 

（２）池子共同使用予定地の視察について 

（３）県内視察について 

（４）市民協のあり方の検討について 

（５）補助金の見直しについて 

（６）その他 

 

４ 池子共同使用予定地の視察 平成 25年 11月４日（月） 

 ・出席者 19名 

 

５ 第 3回役員会 平成 25年 12月 16日（月） 

（１）平成 25年度要請活動及び県内視察について 

（２）平成 26年度予算要求に係る事業計画案及び収入支出予算案について 

（３）その他 

 

６ 平成 25年度要請活動 平成 26年１月 22日（水） 

・午前 10時 30分～11時 15分、南関東防衛局において会長はじめ 14名の役員で池子接

収地に関する要請活動を実施。 

・次の要請先へは要請書を郵送。 

内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、駐日米国大使、 

在日米軍司令官、在日米海軍司令官、米海軍横須賀基地司令官 

 

７ 県内視察 平成 26年１月 22日（水） 

 ・視察先 相模総合補給廠（参加者 13名） 
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＊ 平成 24年度収入支出決算 監査 

・平成 25年 4月 12日（金） 

 

＊ 事業推進委員会の開催状況 3回  

・第 1回 平成 25年  4月 16日（火） 

・第 2回 平成 25年  9月 27日（金） 

・第 3回 平成 25年 12月 13日（金） 

以上、25年度の事業実施につきまして、ご協力をいただきました役員の皆様にあら

ためまして感謝申し上げます。 

続きまして、平成 25 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。まず、収入の部につきまして、科目 1市補助金 355,000円は、予算現額

どおり収入済となっております。科目 2雑収入は、預金利子として 36円の収入となっ

ており、予算現額 1,000円に対し、964円の収入減となっております。 

     以上により、収入につきましては、予算現額 356,000円に対し、収入済額は 355,036

円、964円の収入減となっています。 

     次に、支出の部についてご説明いたします。まず、科目 1 事務費につきましては、

当初予算額 50,000 円ですが、昨年第 2 回役員会で協議・決定いただきましたキッズ

パンフレットの全戸配布に関連して、全戸配布分のパンフレットの印刷に充てるため、

37,000 円を事業費の印刷製本費に流用しました結果、予算現額 13,000 円、支出済

12,994円、不用額 6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

として当初予算額 20,000 円、内全額を事業費の印刷製本費に流用しましたので、予

算現額、支出済額は 0円となっております。（2）役務費は会議通知にかかる切手購入

代等で、当初予算額 30,000円、内 17,000円を同じく事業費印刷製本費に流用しまし

たので、予算現額 13,000円、支出済額は 12,994円、不要額は 6円となっております。 

     続いて、科目 2 事業費につきまして、当初予算額 300,000円に、流用 37,000円を

行いました結果、予算現額は 337,000円、支出済額 335,267円、不用額 1,733円となっ

ています。内訳につきまして、（1）報償費 50,000 円につきましては、全額を事業費

印刷製本費に流用しましたので、予算現額、支出済額は 0円となっております。（2）

旅費 10,000 円も全額を事業費印刷製本費に流用しましたので、予算現額、支出済額

は 0円です。（3）需用費につきましては、当初予算額 140,000円ですが、先ほどから

説明いたしておりますようにパンフレット印刷のために、他の科目から計 141,000円

を流用した結果、予算現額 281,000円、支出済額 279,667円、不用額が 1,333円となっ

ています。内訳につきましては、1消耗品費 10,000円は、全額を事業費印刷製本費に

流用しましたので、予算現額、支出済額は 0 円です。2 印刷製本費は、昨年小学校 4

年生～中学校 1年生に配布しましたキッズ向けパンフレットの印刷と、昨年の第 2回

役員会で承認いただいた全戸配布用パンフレットの 25 年度の印刷代で、当初予算額

100,000円に対し、他の科目から 169,000円を流用した結果、予算現額 269,000円、

支出済額 268,275 円（キッズ向けパンフレット印刷代 94,920 円、全戸配布用パンフ

レット印刷代 173,355円）、不用額 725円です。3食糧費 30,000円は事業費印刷製本
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費に 18,000円を流用した結果、予算現額 12,000円、支出済額 11,392円、不用額 608

円となっています。（4）使用料及び賃借料は、要請活動の際のバス借り上げ料、有料

道路利用料などですが、当初予算額 100,000 円、印刷製本費へ 44,000 円を流用した

結果、予算現額は 56,000円、支出済額は 55,600円、不用額は 400円となっておりま

す。 

     科目 3の予備費 6,000円につきましては、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 356,000 円、支出済額 348,261円となり、

不用額 7,739円から収入の不足額 964円を差し引いた 6,775円は、全額を市に返納い

たしました。以上で説明を終わります。 

 

会 長： ただいま事務局から報告がありましたが、質疑に入る前に監査報告を行います。 

なお、監査は去る 4 月 14 日（月）に川西監事により実施していただいております

ので、川西監事よりご報告をお願いいたします。 

 

川西監事： それでは、監査報告をいたします。平成 25 年度収入支出決算書の一番下の個所

をご覧ください。 

本協議会の平成 25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 14 日に市役所会議室において事務局立会いのうえ、監査を行い、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 26年 4月 24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。ご質問等ありましたら、お願いいたします。 

 

会 長： よろしいでしょうか。ご質問、ご意見はないようですので、本件の承認についてお

諮りいたします。議題１「平成 25 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。 

 

会 長： 続いて、議題 2「平成 26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 26 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つきましては、去る 4月 14

日に開催いたしました第 1回事業推進委員会において、ご意見をいただき、作成した

ものです。 

     まず、お手元の平成 26年度事業計画（案）をご覧ください。 
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事業計画(案)につきましては、１事業方針「（1）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実現と、一部返還を目指す。」に

つきましては、昨年は「共同使用の早期具体化とともに、一部返還を目指す。」とし

ておりましたが、「早期具体化」については既に共同使用開始に向けた動きが具体的

に進んでいることから、事業推進委員会での協議を踏まえ、「共同使用の実現と」に

しています。また、「（3）共同使用にあたり、池子の森の保全に協力する。」につきま

しては、昨年は「（3）共同使用予定地の公園整備にあたり、池子の森の保全に協力す

る。」としていましたが、共同使用及び公園の開園が今年度中に開始される見込みで

あることを踏まえ、「共同使用にあたり」としているものです。その他につきまして

は昨年と変更はありません。また、2 推進方法につきましても昨年と変更はございま

せん。それでは、全文を朗読いたします。 

 

平成 26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 

（１）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 40 ヘクタールの土地の共

同使用の実現と一部返還を目指す。 

（２）池子住宅地区の居住者との相互理解に努める。 

（３）共同使用にあたり、池子の森の保全に協力する。 

（４）市民へのＰＲ活動を推進する。 

（５）跡地利用としての国営公園の誘致を目指す。 

（６）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。 

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、共同使用の実現や返還に向けた

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及び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）顧問の招聘 

24



逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 26年度第 1回役員会 

7/15 

   県内選出国会議員を顧問として招聘する。 

（５）研修会・視察等の実施 

共同使用予定地等の視察や、講師を招いての研修会を実施するなど、米軍家族との相互

理解、池子の森の保全への意識を高める。 

 

続きまして、平成 26 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 25年度に比べ、107,000円増の 463,000円となっています。これ

は、パンフレット「みんなで学ぼう 池子の森」の全戸配布にともなう、26年度分の

印刷代及び配布にかかる費用を計上したことによるものです。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 107,000円増の 462，000

円を計上しました。科目 2雑収入につきましては、預金利子として 1,000円を計上し

ました。収入の合計額は 463，000円となります。 

続きまして、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、前年

比 19,000円の減となる 31,000円、内訳として(1)需用費の 1消耗品として、事務用

品代等 6,000 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 25,000円を計上いたしました。   

次に、科目 2事業費は、前年比 126,000円の増となる、合計 426,000円を計上して

おります。内訳として(1)報償費につきましては研修会講師謝礼として前年同額の

50,000円を、(2)旅費につきましてはここ数年の実績で支出がないことから計上して

おりません。(3)需用費１消耗品につきましては、支出が見込まれないことから今年

度は計上しないことといたしております。2印刷製本費につきましては、全戸配布の

パンフレット印刷代として 182,000円を計上いたしました。これは、先ほどご説明い

たしましたとおり、今年度パンフレットを全戸配布するにあたり、印刷を 25 年度、

26年度の 2カ年に分けて行うこととしたことから、26年度印刷分として 181,051円

を計上したものです。3食糧費については、昨年度まで要請活動等の飲食代を計上し

ていたしましたが、昨年度の第 3回役員会で飲食代については自費で負担をすること

とされたことを受けまして、今年度は計上しておりません。(4)委託料 114,000 円に

つきましては、パンフレットの全戸配布にかかる経費を計上したものです。(5)使用

料及び賃借料は、要請活動・視察の際のバス借上料として 80,000 円を計上いたしま

した。 

科目 3の予備費につきましては、前年度と同額の 6,000円を計上いたしました。以

上、支出の合計は 463,000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、まず、会議につき

ましては、25年度の決算監査と第１回事業推進委員会を 4月 14日に開催したところ

です。役員会につきましては、本日のほか、8月に第 2回役員会を開催し、共同使用

に向けた進捗状況等をご報告させていただく予定です。12月の第 3回役員会では国へ

の返還要請活動の文案検討を、2月の第 4回役員会で次年度予算案等の検討をいただ
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くよう考えております。パンフレットの配布については、広報ずし 5月号と同時に全

戸配布する予定です。顧問就任の要請活動は 7月頃に実施を予定しています。 

なお、今年度は 11 月に団体から選出されております役員の改選が行われます。各

団体へは事前に推薦のお願いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、国への返還要請活動と他市の視察は年明け 1月の実施を予定しています。研修

会は、3月の実施を予定しています。以上で事務局からの説明を終わります。 

 

会 長： 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。長沢委員。 

 

長沢委員： 前年度の事業報告を承認したのでいまさらですが、12月 16日の第 3回役員会は

定数に達しておらず役員会自体が成立していない状況だったわけです。だから、直近

の役員会でその議題に対して承認をする、しないをした方が正当なやり方ではないか

と思います。先ほど、25年度事業報告で承認をしているのでいいんですが、一応そう

いった手続きは必要ではないかと思いますので、まずそれをしてから始めていただき

たかったなと思いました。先ほど言わなかったので申し訳ないのですが。 

 

会 長： そのことについて、事務局からどうぞ。 

 

事務局： ただいま長沢委員からご指摘がありましたように、12月の役員会は結果としてです

が、当日半数に達しないということが発生してしまいました。役員会開催の際は、毎

回、役員の皆様には事前に出席の確認をしておりまして、第 3回役員会も十分過半数

を超える方々からご出席のご連絡をいただいておりましたが、会議の開催時点で残念

ながら人数が足りないという状況が発生してしまいました。このことに対して、事後

的になりますが、当日ご出席予定でしたがご欠席となった委員の方に事務局から会議

の内容をご報告し、こういった形で協議しましたと内容をご説明し、ご承認をいただ

きましたので、その分を合わせた形で対応させていただきました。ご指摘のとおり、

イレギュラーな形ですので、このことにつきましてはこのあと事務局からお願いする

つもりでしたが、別の対応をさせていただく考えでございます。 

 

会 長： このことについて、よろしいですか。それでは、26年度の事業及び予算等につきま

してご質問等あればお願いします。よろしいですか。なければ、本件につきましてお

諮りいたします。今年度の活動については、原案のとおりとしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声） 

ありがとうございます。ご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

させていただきます。 
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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、ただいま長沢委員からご指摘いただいた件に関連しますが、本会の会議

開催につきまして、会則上、「役員会は役員の半数以上が出席しなければ会議を開く

ことができない」とされています。しかしながら、昨年の第 3回役員会がそうでした

が、半数のご出席をいただけない事態が発生してしまいました。本日は多くの役員の

皆様にご出席いただいておりますが、最近の会議の出欠状況を踏まえますと、今後こ

の半数出席の規定にかかってしまうケースが出ることが危惧されます。したがいまし

て、役員が欠席される場合は、予め委任状のご提出をいただくことをもちまして事務

上の対応をすることといたしたいと考えておりまして、本日役員の皆様のご了解をい

ただければ、次回会議から適用することとさせていただきたいと考えております。 

 

会 長： ただ今、事務局からありました欠席の際の委任状の対応につきまして、ご意見等は

ございますか。竹田委員。 

 

竹田委員： 賛成です。 

 

会 長： ありがとうございます。長沢委員。 

 

長沢委員： 皆さんお忙しいので、事情はよくわかりますが、やはり今年度の事業計画の中に

もあるように、全市民一丸となってとあるわけですし、また市民協議会という場があ

る以上、役員としての責務は果たさなければいけないと思います。年 4回開催すると

なっていますので、それなりの事情は考慮しながらも出席する。委任状というのは事

務的に楽かもしれないが、その場にいて役員の責務を果たすということだと思います。

私は、できたら、委任状ではなくて規定どおりにやっていただきたいと思います。 

 

会 長： と言いますと、例えば、予定していた役員会が過半数に達しなかった場合にはその

回は流会として、新たにもう一度役員会を設定し直す作業をすべきというお考えで

しょうか。 

 

長沢委員： はい、まず１点はそうです。例えば、昨年度の第 3回役員会のように要請文の検

討であれば、会長、事務局に一任してその後要請活動の時や直近の役員会で報告すれ

ばいいと思いますが、今回のように予算を決める時等には過半数の出席で、過半数に

ならないときは改めて、という形でやっていただきたい。 

 

会 長： いま長沢委員から、そのようなご意見がありましたが他にはいかがでしょうか。上

泉委員。 

 

上泉委員： 昨年 12 月の第 3 回役員会の時は、皆さん予定に入れていたけれども、特別な事
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情によって過半数にならなかったという特殊な例なわけで、それをカバーする場合に、

従来どおり流会にして次回改めてということにすると、今度余計来なくなっちゃう。

予定が組めなくなってしまう。一般的に、総会や予算を決めるときに出席できない場

合は委任状でやっていますから、そういう対応でいいんじゃないですか。流会にはし

ないで。出席できない場合は委任状の提出を願って、委任状については議長に一任す

る等の形をとれば、議長というのは提案している側、つまり賛成側ですから、会は上

手くいくのかなと思います。 

 

会 長： 今、2つのご意見が出ましたが…、はい、斎藤委員どうぞ。 

 

斎藤委員： 池子の状態は今非常に流動的なのですが、市民協の予算は過去に比べるとここ数

年減額となっている状況があると思います。ちょっとお聞きしますが、今までの市民

協の会の中で流会というのはどのくらい行われていましたか。もし前回の役員会が初

めてだったとしたら、この 1回だけで会則を変えてしまうのはいかがなものかと思い

ます。 

 

会 長： 今のご意見質問について、事務局からお願いします。 

 

事務局： まず、過去の事例ですが、私どもが把握している限り、結果として過半数に達しな

かったのは、前回だけだと思います。 

 

会 長： 瀬田委員。 

 

瀬田委員： どちらにするかという前に、6 時からという設定がどうなのか皆さんに聞いてみ

たいと思います。私は 6時に来るのが難しいのですが、皆さんが 7時の方が集まりや

すい等で変えることを考慮していただけるかどうかお聞きします。 

 

会 長： 基本的に開催日や開催時間を検討していただく中で、出来るだけ多くの委員の方が

出席しやすいような会議にしてほしいというご意見だと思います。今、斎藤委員の方

からも過去にどうだったのかという話の中で、昨年初めてそういうケースが出てし

まったということでした。そういった事態に対応するために、もし欠席の場合は委任

をしていただきたいということで委任状の提出が話題になっていますが、どうでしょ

う。皆さんお忙しい方たちばかりですから。この開催通知についてはどのくらい前

もって出されている状況ですか。事務局。 

 

事務局： １カ月近く前には出しております。 

 

会 長： 上泉委員。 
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上泉委員： ちょっといいですか。開催通知に委任状をつけたらどうですか。欠席かもしれな

い場合は、前もって委任状を提出してもらって当日出席になったら委任状を回収する

やり方もあると思う。一般的に、開催通知に委任状が付いていることはあります。 

 

会 長： そうですね。いろいろと具体的なやり方はありますが、お忙しい中年 4回集まるわ

けですが、当日急に出席できないこともあるわけで、流会となりますとそのあとのス

ケジュールにも影響が出ます。要請文の作成ならともかく、という意見もありました

が、年 4回の役員会はそれぞれ重要な会議ですので、役員の皆様には全員ご出席いた

だければ一番いいわけですが、なかなか難しいというわけで苦肉の策として委任状の

話が出ました。これまでは全員出席が前提で、委任状の規定はなかったわけですが、

昨年人数が足らない事態になったことを受けて、次善の策として事務局から委任状導

入の提案となったわけです。長沢委員のご意見はもっともですが、現実問題として、

どうしてもご都合のつかない方に関しては、出席者あるいは会長に委任する等の方法

で対応させていただければと思いますが、どうでしょうかね。上泉委員。 

 

上泉委員： 出席する人は前もって予定に入れているわけですから、例えば一人足りなくて流

会するよりも定足数に達した形にしてその結果を一任してもらうほうが会としては

スムーズ。また改めてとなると、出席がなかなか集まらなくなるかもしれない。 

 

会 長： はい、長沢委員。 

  

長沢委員： それは逆だと思います。皆さん忙しいからあらかじめその日は空けておいてくだ

さい、と事務局から通知があるわけですが、その中で事務局としては押さえたなかで

開催したわけです。だからそんなに安易に皆さん考えているわけではないと思うんで

す。ただ、たまたまそういうことになったということだから、安易に、出られないか

ら委任状を出せばいいとなってしまったら、欠席する人が増えてしまう可能性がある

と思います。要するに、それぞれの委員がそれぞれの責務で年 4回出ようとすること

はまずやるべき。規約にも書いてある。それを実施した上でどうか、ということだと

思います。何回かギリギリで成立していることが続いた後に、たまたま第 3回は成立

しない事態になってしまい、どうしようかと考えているわけなので、初めから委任状

でいいよ、ということではない。委員の皆さんには責務は果たしていただきたいと私

は思っています。私もそんなに体が空いているわけではないが、日程は確保してそれ

なりの覚悟をして臨んでいますから、安易に考えないほうがいいと思います。 

 

会 長： はい、上泉委員。 

 

上泉委員： さきほどは、一人足りなかったから流会にすべきだったという意見があったから、

それに対してそうではないと言った。事務局は過半数の出席者数を確認して開催でき

るとしていた中で、欠席の人は急に来られなくなった可能性もあるわけです。委員の
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皆さんは忙しい中を都合つけて来ている、出席することを十分意識しているので、改

めて日にちを決めることを回避するために、どうするかということであって、安易に

初めから委任状で済ませていいと言っているわけではない。委任状で会議が成立する

と済ませようということを言っているわけではないです。 

 

会 長： はい、齋藤委員。 

 

齋藤委員： 事務局は開催するにあたって出席者の数を数えていると思いますが、当日その場

で出席者が足りない場合、事務局としてはどういう対応を考えているのか。また、も

し委任状を取り入れた場合、委任状のほうが多くなって出席者が少ない場合どう対処

するのか、お聞かせください。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： 実務的に日程は、こちらで決めた日にちを皆さまに通知し、個別に出欠の確認をし

ています。これまでは幸いなことに過半数を超えていましたので、そのまま会議を開

催することができておりました。通知を出して最初の確認の段階で過半数に満たない

ことが分かった場合は日にちを再設定することになると思いますが、これまでは、そ

ういった事態には至っておりません。 

 

会 長： よろしいでしょうか。ですから、委任状の数のほうが多く出席者の数が少なくても、

一度決めた日にちだからやってしまう、という体制ではない。事前に出席依頼をして、

過半数のご出席が得られることを確認して開催するということです。しかし、当日た

またまご都合が悪くなって過半数に達しないことが、昨年 12 月に初めて起こってし

まった。そのことを踏まえて、次善の策としてどうしても出席できなくなった人につ

いては出席者扱いとするために、委任していただくことで、会の運営をスムーズにし

たいとの趣旨で事務局から皆様にお諮りしているわけです。長沢委員のおっしゃるよ

うに、委員になっていただいている方は 100％ご出席いただけるよう努力していただ

くことはお願いしたいことでありますが、それぞれお忙しい方たちですからそういっ

た中でも何とか時間を割いていただければというのが私からのまたお願いになりま

す。それから、さきほど瀬田委員から開催時間が 6時からということについてどうな

のかというご意見がありましたが、このことについては皆様いかがでしょうか。 

     事務局は、開催時間について委員さんからご意見をうかがったことはありますか。 

 

事務局： いえ、特に事務局から確認したことはございません。 

 

会 長： そうですか。開催時間について、何かご意見ございますか。長沢委員。 

 

長沢委員： 最初に委員を受けた時も 6時からで、その時に間に合わないかもしれないと話し、
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あらかじめ事務局に遅れる旨を連絡したり、無理してでも 6時に間に合わせたりして

いた記憶がございます。もう少し遅ければいいのにと思ったこともありましたが、個

人的には 6時開催に合わせられるようになりました。 

それと、常任委員になられている各種団体の代表の方は団体の会長さんが多いです

が、会長さんに限らず会議に出られる方を選んでいただくことも一つの手だと思いま

す。委任状のことを考えるよりも先にできることだと思います。今年の 11 月に改選

があるようですので、そのことを考慮して選んでいただくことも必要だと思います。

そうすれば、過半数の参加を得られやすくなり委任状のことを考えなくても済むと思

います。 

 

会 長： ありがとうございます。はい、斎藤委員。 

 

斎藤委員： ひとつ確認させてください。規約改正の形になるということですので、改正の案

の承認はどういう形になるのか、事務局の方ではどう考えていらっしゃるかお聞かせ

願えますか。 

 

会 長： 委任状の対応につきましては、規約を改正するかどうかも含めて皆さんからご意見

を伺わないといけないのですが、事務局の事務的な処理として会議を成立させるため

に、もしそういうケースが起きた場合には、そのときだけ委任状を欠席される方から

いただくという処理の方法もあると聞いております。市の他の会議等でもそのような

進め方をしているようです。その辺り、事務局としてどう考えているのか確認させて

ください。事務局どうですか。 

 

事務局： 今ご指摘のありました会則の改正については、役員会での審議事項になりますので

改めて案をご審議いただいて決を取ることになりますが、今回事務局が提案しました

のは会則の改正ではなく、事務的な処理として委任状で対応させていただくというも

のでした。これまでは、委員の皆様にはお忙しい中ご出席をいただいており、過半数

を維持して会は成立しておりまして、たまたま昨年 12 月の役員会で過半数に達しな

かったわけです。実は、それまでも半数は超えているものの１人２人超えているだけ

のギリギリで成立していることが何度かあり、事務局としては冷や汗をかいた時もあ

りました。そうした状況の中、市の附属機関で同様に過半数の規定を設けている別の

会議が事務的に委任状で対応している例がございますので、市民協においても事務局

が事務的に委任状で対応できないかと本日提案した次第でございます。 

 

会 長： 事務局の考えとしては会則の改正までは踏み込まないで、万が一そういったケース

になりそうな場合には委任状で対応するということでした。会則を改正して委任状を

導入すれば、委任状があればたとえ出席者が数名でも会議は成立してしまいますが、

それは本来の形ではありません。できるだけ皆さんにご出席いただく方向ですべての

ことを進めていく、しかしながらどうしてもそのようなケースが起きた場合は、事前
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に事務局がその方に了承をいただき委任していただくことで役員会を開催する。この

ような方法が私もいいと思いますが、ほかにご意見があればお願いします。上泉委員。 

 

上泉委員： 事務局の提案のとおりでいいと思います。 

      

     （異議なしの声） 

会 長： 他の方はいかがですか。よろしいですか。すべての委員さんにすべての役員会へ出

席していただきたい、そのための努力は今後も事務局にはしっかりと対応していただ

きます。皆様にも出席のためのご努力をいただいて、市民協議会を進めていきたいと

思います。しかしながら、今回のような事態に対処するための次善の策として委任状

の提出をお願いすることもあるかもしれない。以上のことをご承知いただきたいと思

います。ありがとうございました。それでは、本件につきましてはそのように取り計

らいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

     次に、事務局から何かありますか。 

 

事務局： 情報提供としまして、今年度の「イケゴフレンドシップデー」は 5 月 24 日（土）

に行われます。時間は式典が昼過ぎから行われる予定ですが、詳しくは 5月号広報ず

しでお知らせする予定です。事務局からは以上です。 

 

会 長： フレンドシップデーは雨でもやりますか。 

 

事務局： 雨の場合は翌日になります。 

 

会 長： そうですか。雨の場合は、翌日に順延ですね。ほかに皆様の方から何かございます

か。斎藤委員。 

 

斎藤委員： 池子では今大きな動きができていて、市民協の役割というのもここ数年の中でと

ても変わってきていると思っていますが、そういった中で市民の方たちがどう思われ

て、何を希望されているのかを知る上で、各団体から皆さんいらしていますので、そ

ういう意味では貴重な組織だと思います。3月 29日に市で開催した池子の森自然観察

ハイキングが非常に好評だったと伺っているので、その時の参加者の様子や参加され

た方の感想など生の声をお聞かせください。 

 

会 長： 事務局お願いします。 

 

事務局： 市では 3年前から、年 2回ほど 40 ヘクタールの共同使用予定地内のハイキングを

行っております。3月 29日（土）に開催しましたが、定員 40名のところ約 2倍の 80

名以上の方からご応募いただきました。定員 40 名というのは、米軍との調整で毎回

このくらいに設定しております。当日ご欠席の方がいらしたので、実際には 35 名の
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参加となりました。尾根筋のハイキングコースを歩いて奥の緑地エリアにある池の周

りで昼食を取りました。講師として、池子の自然にお詳しく鳥類がご専門の日本大学

生物資源科学部の葉山先生に解説していただきながら、池子の森を散策いたしました。

参加者の年齢は 80 歳を越えたご高齢の方から小さなお子さんまで、ご家族連れを中

心にバラエティに富んだ方々にご参加いただきました。参加された方の感想としては、

いろいろありますが、やはり緑地エリアの緑、自然が豊かであることを異口同音にい

ただきました。 

     今、共同使用に向けて国、米軍と協議を進めておりまして、今年度中に公園のオー

プンを目指しております。奥の緑のエリアにつきましては、非常に自然豊か、緑豊か

であることから、公園にして市民の方が一度に大勢入った場合にその自然が守られる

のかという心配が出てまいります。ハイキングに参加された方は、皆さんそうおっ

しゃいます。緑が豊かだからこそ、どうやって守るかをしっかり考える必要があると

皆さんがおっしゃいます。市では、そういったご意見も踏まえ、共同使用が始まって

1年程度と考えていますが、自然環境調査といったものを年間通して実施する考えで

ございます。その結果、植生や動物の現状を把握した上で、どういう形で公園を利用

するか、利用方針等を約 1年かけて決めていきたいと考えています。先ほど会長から

ありましたが、まずは手前の運動施設、400メートルトラック、野球場、テニスコー

トの利用からスタートし、奥の緑地エリアについては、自然環境調査が終わってから

市民の皆様にご利用いただくことを考えております。 

 

会 長： 池子米軍家族住宅地区の中に入った方たちは皆さん、自然が豊かなことを再認識さ

れますね。他にご意見はございませんか。ないようでしたら、本日はこれで終了とい

たします。活発にご意見をいただきましてありがとうございました。 

 

 

―以 上― 
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第 15回「池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会」会議記録 

 

2014年（平成 26年）3月 10日（月） 

 午前 11時～12時 15分 

 逗子市役所 3階庁議室 

 

構成員出席者 米海軍横須賀基地 グレニスタ司令官、南関東防衛局 丸井局長 

 神奈川県 黒川副知事、逗子市 平井市長 

その他出席者 米海軍横須賀基地 清水民事部長、 

 池子支所 レターノー支所長、上岡渉外専門官 

 南関東防衛局 深澤企画部長、千葉管理部次長 

 神奈川県 太田政策局参事監兼基地対策部長 

 神奈川県警察 杉山本部国際捜査課長補佐、青木逗子警察署長 

 逗子市 小田副市長 

事務局（逗子市） 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兼基地対策課長 

 佐藤基地対策課副主幹 

配付資料 会議次第 

 資料 1 出席者名簿 

 資料 2 席次表 

 資料 3 池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会規約改正案 

 資料 4 逗子海水浴場の安全対策について 

 

○逗子市平野経営企画部長 

皆様、おはようございます。 

恐れ入りますが、会議に先立ちまして、報道関係者より写真、ビデオ撮影の希望がありますので

少々お時間をいただきます。 

 

（頭撮り） 

 

○逗子市平野経営企画部長 

改めまして、おはようございます。 

本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。これより「第 15回池子住

宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会」を始めさせていただきます。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます逗子市経営企画部長の平野でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

さて、本協議会規約第 4 条第 2 項により、会議の議長は逗子市長と在日米海軍司令部の代表者が

交替でこれにあたることとなっており、本来であれば、今回は米海軍横須賀基地司令官が議長にあ

たります。 

34



2 

しかし、逗子市長より、本日の議題については、逗子市からの説明が主となることから、進行役

を任せていただきたいとの申し出がございました。 

これについて、各機関の皆様に事前に同意をいただき、特別に逗子市長が議長にあたることとな

っております。 

では、さっそくではありますが、各機関の代表の方からごあいさつをお願いしたいと思います。 

米海軍横須賀基地 グレニスタ司令官お願いいたします。 

 

○米海軍横須賀基地グレニスタ司令官 

皆様、おはようございます。まずこの協議会に私どもを呼んでいただいたことにお礼申し上げま

す。この協議会自体が数年ぶりに行われると聞いております。また、私ども米軍との関係が 1996年

から劇的に変わってきているとも理解しております。 

私ども米海軍と逗子市、また日本の皆様が、友好的な関係を保てるよう設置されたのがこの協議

会の目的と聞いております。 

その目的は既に達成されているという風に感じております。この協議会がぜひ逗子に住まう人た

ちが、これは米海軍・日本の方々に関わらず、発展的に、いろいろな面において協力、協調し合え

るような関係性を建設的に保てるような協議になればと考えています。 

本日の協議会を楽しみにしておりますし、またこれから将来的に色々な協議会が開かれることも

楽しみにしております。また、私どもの関係がこれからも素晴らしいものでいられるようにという

ことも期待しております。 

どうもありがとうございました。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。次に南関東防衛局 丸井局長からごあいさつをお願いいたします。 

 

○南関東防衛局丸井局長 

おはようございます。南関東防衛局の丸井でございます。 

 まずは、平井市長を始め、事務局を務めていただく逗子市の皆様、及びグレニスタ米海軍横須賀

基地司令官を始めとする米軍関係者の皆様方の御尽力を賜り、こうして関係機関の皆様が一堂に会

することが出来ましたことを、心よりお慶び申し上げます。 

 今後とも、地方における防衛行政の拠点として、引き続き地域の皆様のご理解とご協力を賜るこ

とが出来ますよう、たゆまぬ努力を傾注していく所存でありますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。次に神奈川県 黒川副知事、お願いいたします。 

 

○神奈川県黒川副知事 

神奈川県副知事の黒川でございます。 
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本日ここにご臨席の皆様には、日頃から様々な面において、ご協力をいただいており、この場を

お借りして深く感謝申し上げます。 

本協議会は、平成 21年 3月に開催されて以来、５年ぶりの開催になりますが、協議会が開催され

なかった間にも、共同使用に向けた協議が活発に行われるとともに、協議会の目的である市民と米

軍の交流を通じた相互理解と信頼関係がさらに深められてきたものと認識しております。 

県におきましても、県と在日米軍との信頼関係を深めていこうという趣旨で、知事と在日米陸海

軍司令官との間での意見交換会を平成 24年 8月に引き続き、本年 1月に開催したところです。 

知事と両司令官との間でも、何か困難があった際、それを乗り越えていくためにも、日ごろから

相互の信頼関係を築いていくことが重要だとの共通認識がなされました。さらなる信頼関係の構築

に努力してまいります。 

池子住宅地区につきましては、この四者協の枠組みだけでなく、それ以外の様々な機会を通じた

交流が行われ、相互理解、信頼関係が深まっておりますが、県としましても、引き続き協議会の目

的に沿った努力を続けてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。続きまして、神奈川県警察本部国際捜査課杉山課長補佐、お願いいた

します。 

 

○神奈川県警杉山課長補佐 

 神奈川県警本部国際捜査課の杉山と申します。本日ご列席の日米関係機関の皆様には日ごろより

警察業務に深いご理解とご協力を賜りますことを、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

これまで県内におきまして、米軍関係の方々とは良好な関係が築かれていることと思います。広

域の事件事故、災害等が発生した際に大切なことは、情報の共有であり、初期段階での事実関係を

知ることが適切な対応につながるものと思っております。県警は今後も日米関係機関と協力して、

地域住民の方、米軍関係者の方にも住みやすい安心安全な社会を目指して力を尽くしてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。続きまして、青木逗子警察署長、お願いいたします。 

 

○逗子警察署青木署長 

地元の警察署長といたしまして、逗子市をはじめ関係機関と協力して、地元の安全に努力してい

きたいと思います。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。次に、平井逗子市長、お願いいたします。 

 

○逗子市平井市長 
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皆様、こんにちは。 

本日、逗子市に皆様をお招きし、四者協議会を開催できることを大変うれしく思っております。 

前回の開催から約 5 年が経過しており、この間、池子米軍家族住宅地区を巡る様々な動きがあり

ましたが、何と言っても、西側運動施設をはじめとする約 40ヘクタールの共同使用が、ここにお集

まりの皆様のご尽力により、いよいよ実現間近となっております。 

これは、逗子市民にとって、大変歓迎すべきことであり、皆様に厚くお礼を申し上げるとともに、

共同使用の実現に向けたラストスパートを、引き続きご協力いただけますよう、どうぞよろしくお

願いいたします。 

本協議会の主な議題でもあります、米軍家族住宅地区居住者と逗子市民の親善交流につきまして

は、平成 8 年の入居開始以来、順調に育まれてきておりますが、これも長年にわたり、逗子市民と

の良好な関係づくりに力を注いできてくださった横須賀基地司令官、及び池子支所長のお力による

ものと大変感謝しております。 

今後、共同使用の開始というステップを経て、新たな交流の形を作っていけるよう、市としても

これまで以上に取り組んでいきたいと考えております。 

そして、米軍家族住宅居住者と逗子市民が共有した時間がお互いにとって、将来にわたるかけが

いのない財産になること、そして、逗子に住まわれた米軍家族の方々の胸に逗子市で過ごした思い

出が、いつまでも深く刻まれるようになることを望んでいます。 

また、事件事故につきましては、本日は海水浴場の安全対策についても取り上げさせていただく

ことになっております。 

これまでも、皆様方には多大なるご協力をいただいてきているところではございますが、今後と

も逗子市民、米軍家族住宅居住者が共に、安全で快適に暮らせる街を目指していきたいと考えてお

りますので、引き続きご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

どうもありがとうございました。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。 

それでは、次に、本日出席いただいております方々につきまして、順に自己紹介をお願いいたし

ます。米海軍からお願いいたします。 

 

○米海軍池子支所上岡渉外専門官 

 米海軍池子支所渉外専門官の上岡でございます。 

 

○米海軍池子支所レターノー支所長 

 はじめまして。米海軍池子支所長のレターノーです。よろしくお願いします。 

 

○米海軍横須賀基地司令部清水民事部長 

 米海軍横須賀基地司令部民事部長の清水でございます。 
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○南関東防衛局深澤企画部長 

 南関東防衛局企画部長の深澤でございます。 

 

○南関東防衛局千葉管理部次長 

 南関東防衛局管理部次長の千葉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○神奈川県太田基地対策部長 

 神奈川県基地対策部長の太田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○逗子市小田副市長 

 逗子市の副市長の小田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。 

議事に入ります前に、お手元にお配りいたしました資料の確認をいたします。 

 

○事務局 

それでは資料の確認をいたします。資料は全て日本文と英文になっています。 

まず、本日の次第、資料 1出席者名簿、資料 2 席次表、資料 3 池子住宅地区及び海軍補助施設に

係る地域連絡協議会規約の改正案、資料 4 安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例の概要で

す。配付漏れはありませんか。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

それでは、議事に入らせていただきます。議長お願いいたします。 

 

○逗子市平井市長 

では、議事に入ります。 

まず、議題 1の親善交流について。私からご説明いたします。 

平成 8 年に、池子米軍家族住宅への入居が開始して以来、市民と米軍家族住宅居住者の間にはさ

まざまな親善交流が図られてきました。 

逗子日米協会主催の交流や、池子住宅地区内の運動施設等を使っての交流など、その件数は年間

に約 400件に上ります。 

また、米軍家族住宅居住者にも市民まつりや武者行列、河川や海岸の清掃など市の行事やボラン

ティア活動に積極的に参加していただき、約 18年に渡り良好な関係が築かれてきたものと、大変感

謝しております。 

現在、住宅地区の西側約 40ヘクタールの共同使用に向けての協議が進んでおります。 

共同使用開始後は、この区域が市民と米軍家族住宅居住者が共に使う公園となる予定となっており、

市民と米軍家族住宅居住者の間の距離も、より身近なものになると思われ、大変喜ばしいこと思っ
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ております。 

共同使用地でスポーツや自然を通した交流プログラムなどを開催するなど、これまでよりも、よ

り多くの市民と米軍家族住宅居住者の交流が進むよう、取り組んでいきたいと考えております。 

併せて、市民からは、米軍家族住宅居住者との文化的交流を求める声も多く、同時に、日本文化

に興味を持たれる米軍家族住宅居住者の方も多いことと思います。 

同じ逗子市に暮らす者同士、互いの財産になるような交流が行えるよう、ぜひ、米側にもご協力

いただきたいと考えております。 

私からの説明は以上です。 

グレニスタ司令官、ご意見はいかがですか。 

 

○米海軍横須賀基地グレニスタ司令官 

ありがとうございます。今回の共同使用に関して言いますと、これは逗子市民、米軍双方とても

貴重なことになると考えております。より市民と米軍の強い絆を結ぶ良い媒介になるのではないか

と考えております。 

私が就任して以来、平井市長とご一緒させていただく機会が数多くあるのですが、これからもそ

ういう機会は多々あると思いますし、また 8 月には本設の小学校も使用が始まります。この小学校

に関しても、地域の小学校と、もし可能であれば姉妹提携を結ぶような機会があっても良いかと考

えております。 

現在、共同使用地の特にキャンプ場の部分は、米軍家族に頻繁に利用されておりますけれども、

そこにあった歴史まではあまり知ることがありません。共同使用が始まった暁には、ぜひ逗子市民

の方々からその歴史も私どもが教えてもらいながら、良い形でその土地の理解を深めていくことが

できれば良いと考えております。 

アメリカという国は皆さんご存知のように、他の国に比べますと若い国であります。そういう意味で

例えば日本のように、寺院仏閣などが 800 年以上という歴史を持っているような長い歴史を持つ国で、

その文化や習慣に接するということは、我々米軍人またはアメリカ人全員にとっても非常に貴重な経験

になるものと思っています。池子という場所も歴史がある場所と聞いております。私どもアメリカ人

が貴重な財産として逗子市民の方々と守っていければ、これほど嬉しいことはありません。 

逗子市民の方々には、我々をただの隣人ということではなくて、同じ素晴らしい場所に住む同じ

市民と考えていただき、お互いにこの素晴らしい街を守っていけるような関係性を築いていきたい

と考えております。 

自然にあふれた共同使用地が、特に次世代のお子さんたちが自分の携帯ゲーム機やアイフォンな

どを忘れるぐらいこの自然を満喫できるような場所になってくれれば非常に嬉しく思います。 

これからもお互いに将来的な関係を非常に楽しみにしております。 

 

○逗子市平井市長 

どうもありがとうございました。南関東防衛局丸井局長、何かご意見ございますか。 

 

○南関東防衛局丸井局長 
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親善交流につきましては、ただ今ご報告がありましたように、かねてより市民の皆様と米軍家族

住宅居住者との間で数多くの親善交流が図られており、良好な関係が築かれていることを大変喜ば

しく思っております。 

現在、池子住宅地区の西側約 40ヘクタールの共同使用の協議が進められておりますが、共同使用

が実現し、市民の皆様と米軍家族住宅居住者が共に使用する公園の整備がなされ、更なる親善交流

が図られるよう、協力してまいりたいと考えております。 

 

○逗子市平井市長 

ありがとうございました。神奈川県黒川副知事、ご意見はいかがですか。 

 

○神奈川県黒川副知事 

地元市民と米軍との親善交流については、さきほどの市長からのご発言にもありましたが、多く

の方々の参加を得て活発に行われていると承知しており、充実した活動が行われていると考えてお

ります。関係者の皆様のご尽力に、改めて敬意を表させていただきたく思います。 

また、共同使用地での公園開設に向けての協議が順調に進められているということで、公園内に

おいて地元の方々と米軍関係者の皆様が交流する機会も増え、相互理解がさらに進むことを期待し

ております。 

どうぞ引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平井市長 

どうもありがとうございます。 

市民と米軍家族住宅居住者の間の交流がより発展し、互いの生活がより豊かになるようなプログ

ラムについて、今後、調整を進めていきましょう。 

議題 1の「親善交流について」は、以上で終了させていただきます。 

それでは、続いて議題２の「池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会規約の改正に

ついて」を議題といたします。それではご説明いたします。 

資料３をご参照ください。 

本協議会は、逗子市民と池子住宅地区居住者の方々との間の親善交流を進め、日米の良好な関係

を形成する目的で、池子米軍家族住宅入居を控えた平成８年２月に発足し、これまで 14回の会議を

重ねてきました。 

特に、初期の段階においては、逗子市と米軍の意見交換の場として非常に重要な場でありました

が、現在もその位置付け自体は変わっていないものと考えております。 

しかしながら、この間、市民と米軍家族住宅居住者の関係と同様に、逗子市と米海軍横須賀基地

及び池子住宅地区との関係も緊密なものとなっており、日常の交流はもちろんのこと、事件事故等

の問題が生じた際にも、直ちに横須賀基地司令官に対し、直接、要請等を行うことができるように

なっています。 

こうした状況に鑑み、会議規約第４条「協議会は、逗子市長が構成員のいずれかの要請によりい

つでも招集するものとし、少なくとも年２回は開催されるものとする。」を「協議会は、逗子市長が
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構成員のいずれかの要請によりいつでも招集するものとする。」とし、いつでも協議会を開催できる

状況は確保したまま、規約をより実態に近いものに改めることを提案するものであります。 

また、第３条中「防衛施設庁（横浜防衛施設局）」について、2007年に防衛省に統合され、名称が

変更されたことから、現在の呼称である「防衛省（南関東防衛局）」と改めることも、併せて提案い

たします。 

私からの説明は以上です。 

グレニスタ司令官から何かご意見ございますか。 

 

○米海軍横須賀基地グレニスタ司令官 

 まず、会議規約第４条変更等につきましては、異論ございません。 

 ただ、関連して、第４条の２項の部分ですが、「在日米海軍司令部」となっていますが、「在日米

軍（在日米海軍司令部及び米海軍横須賀基地司令部）」としていただく必要があるかと思います。こ

の変更をスタッフレベルで調整していただければと思います。 

 

○逗子市平井市長 

ありがとうございました。ただいまのグレニスタ司令官からの発言に対し、みなさんご異議ござ

いませんか。 

ないようですので、文言の調整については担当者間にて進めることといたします。 

丸井局長から何かご意見ございますか。 

 

○南関東防衛局丸井局長 

規約の改正につきましては異議はありません。改正後にあっても、この場が有意義な意見交換の

場となるよう、当局といたしましても適時適切な情報提供に努めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平井市長 

ありがとうございました。神奈川県黒川副知事、ご意見はいかがですか。 

 

○神奈川県黒川副知事 

ただいま、市長からのご発言にもありましたが、県におきましても本協議会は地元市民と米軍と

の親善交流、日米の良好な関係を形成する目的において、大変重要な会議であると考えております。 

ご提案の改正案につきましては、必要な時にはいつでも開催できる内容でありますので、県とし

て原案に異議ございません。 

 

○逗子市平井市長 

ありがとうございました。神奈川県警国際捜査課から、ご意見はいかがですか。 

 

○神奈川警察本部国際捜査課杉山課長補佐 
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本件については、異論はございません。 

 

○逗子市平井市長 

ありがとうございました。それでは、議題２については、全会一致で可決ということといたしま

す。 

本日の議題については、これで終了といたします。皆様、どうもありがとうございました。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

市長、どうもありがとうございました。 

それでは、「その他 逗子海水浴場の安全対策について」へ進ませていただきます。 

逗子市長より、ご説明お願いします。 

 

○逗子市平井市長 

それでは、昨年の夏より逗子市において検討してまいりました「逗子海水浴場の安全対策につい

て」、説明させていただきます。 

資料４をご参照ください。 

近年、逗子海水浴場ではライブハウスが乱立することでの騒音、海の家のクラブ化や、飲酒など

によるトラブル等の風紀の悪化が問題となっており、さらに昨夏は殺傷事件も発生し、市民の不安

が高まりました。 

こうした状況を受け、市では、昨年８月に逗子市及び神奈川県、逗子警察署等で「安全で快適な

逗子海水浴場を取り戻すための対策協議会」を設置し、安全な逗子海水浴場、市民の期待するファ

ミリービーチの復活を目指した対策を検討し、「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」の

改正案を議会へ提出し、２月の市議会において議決されました。改正点は主に次の６点です。 

まず１つ目は飲酒について。砂浜での飲酒を禁止といたします。ただし、海の家の敷地内に関し

ては利用者の飲酒を監督・制御できること、夏季の海岸で飲酒ができる場所を確保するとの考えか

ら、規制対象外とします。 

２つ目は、バーベキューについて。海岸でのバーベキューを禁止とします。ただし、遊泳区域に

接している砂浜に所在する海の家の敷地内に関しては利用者の安全管理・ゴミ・マナー等を監督・

制御できること、夏季の海岸でバーベキューができる場所を確保するとの考えから、規制対象外と

します。 

３つ目は、入れ墨・タトゥーについて。利用者には、多くの人が怖いと感じる入れ墨・タトゥー

の露出を禁止します。 違反者には上着の着用などを求めることといたします。 

４つ目は、音楽について。海の家が音楽を流すこと、楽器を使って演奏することを禁止します。

利用者においては、ラジカセその他、拡声器等を用いて音楽を流すことを禁止します。 

５つ目は、海の家の営業時間について、閉店時間を午後６時 30分とします。 

６つ目は、水上バイクについて。遊泳区域と徐行区域の間の緩衝水域の拡大、及び徐行区域等の

表示の明確化を図ります。 

今年の夏からこの条例が適用されることになります。逗子海水浴場へ来場される米兵やご家族等
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も多いことから、米軍関係者にも影響があると考えているところです。 

日本一厳しいルールと考えておりますが、皆にとって安全な海水浴場を確保するための措置であ

り、米軍においても本改正の趣旨をご理解いただき、内容の周知とルールの遵守にご協力いただき

たいと考えている次第です。 

米軍におかれては、これまでも海水浴場開設期間における海岸パトロール等にご協力いただいて

いるところでありますが、これについても、引き続きご協力をお願いしたいと考えております。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございます。それでは、この件につきまして、皆様よりご意見等をいただきたいと思

いますが、まず、グレニスタ司令官、いかがでしょうか。 

 

○米海軍横須賀基地グレニスタ司令官 

まず、平井市長に感謝申し上げたいと思います。昨年、平井市長より直接この条例改正に関する

ご説明をいただきまして、それによって私どもの方で時間を取り、どのようにこれを米軍内で周知

していくかなどを我々の内部で考えさせていただきました。 

私が管轄している横須賀、根岸、池子の各施設に住む軍人またその家族の方たちに、私が発信す

るものに関しては、全てその方々の安全が優先されているということを理解してもらうようにして

います。この条例に関しては、平井市長が逗子市民の安全のために決定をされたものと私としては

理解しておりますし、我々米軍人またその家族の安全を確保するためにも重要なことだと考えてお

ります。 

今回の条例改正に関しては、私は基地司令官として、横須賀、横浜、池子を監督する者として、

責任を持ってそこに住む軍人、軍属、家族、また訪問してくる軍人、私ども横須賀基地と直接関係

ない軍人も含めて、それらの者に周知していく責任を担っていると考えています。 

また、我々の所に赴任してくる人間は２～３年のスパンで代わって行きますので、場合によって

は、今回日本の海水浴場を経験するのが全く初めての人達も数多くいると思います。そうした人た

ちに関しては、日本の海水浴場というのはこういうものだと言えると思いますし、長く日本にいて

急な変化に驚く者もいるかと思いますが、そういった人たちには丁寧に説明していきたいと思いま

す。 

ですので、米海軍横須賀基地司令部としては、まずこのような条例改正があったという周知の徹

底をしていきたいと思います。２点目としては、夏の期間中にパトロールなどで逗子市と協力しな

がら海岸での周知を図っていきたいと思います。 

また、夏の期間中パトロールをご一緒させていただく際は、実際には海岸に来て、これは米軍人

または米軍人の家族も多く来ますけれども、そうでない人たちも数多くいると思います。外国人の

方も多くいるので、そういう方々から我々を認識してもらうために着て行く制服のような、もしく

は腕章のようなものなど、よりわかりやすく徹底していきたいと思います。 

これは公共の温泉とか浴場でもよくあることなのですけれども、入れ墨が実際に畏怖を与えるも

のなのか否かという問題に直面してくると思います。注意を受けた時点で、それは隠さなければな

らないという風に理解してもらうように徹底してまいります。 
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入れ墨のある者が海に行く場合は、ラッシュガードなど何か覆う物を必ず持参するように伝えま

す。また、そういった物を購入できるお店などがあれば、商店にとっては売上を促すこともできる

と思います。 

今回のこの決定に関しては、正しいことをされたと私自身は理解しております。実際、私が育っ

たニューヨーク州のロングアイランドでも似たようなことが起きております。実際に畏怖を与える

ような人たちが、次第に逗子から違う所へ移動する結果にはなってしまうとは思いますけれども、

少なくとも逗子海岸という場所を安全な場所にするためには正しい選択であったという風に理解し

ております。 

今回の市長のご判断が、当然他市に影響を及ぼすことがあると思います。私自身、私を含めた軍

人や軍人の家族には安全な環境作りをしていくためのものであるから、きちんとルールを守りまし

ょうと周知していきたいと思っています。 

今回の条例改正で、今後の挑戦としてはこれらについてまた大変なこともあると思いますけれど

も、私自身協力をしていきたいと思っております。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

どうもありがとうございました。南関東防衛局丸井局長、何かご意見ございますか。 

 

○南関東防衛局丸井局長 

安全で快適な逗子海水浴場の確保が図られるよう、米軍におかれましても、安全対策についての

周知とルールの遵守等、引き続きご協力をお願いいたします。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。神奈川県黒川副知事、ご意見はいかがですか。 

 

○神奈川県黒川副知事 

今回、全国でも最も厳しいとされる条例が今年の夏から適用されるとのことですので、その運用

にあたりましては、大変なご努力が求められることと考えております。 

逗子海水浴場は、米軍、その家族の方の利用も大変多いと聞いております。 

このたびの改正は、米軍関係者をはじめ、多くの皆様に、逗子海水浴場を快適に利用していただ

くことを目的としていると承知しておりますので、米軍におかれましても、関係者の皆様への周知

とルールの遵守にご協力いただきますよう、県からもお願い申し上げます。 

また、ルールを遵守しながら、引き続き多くのみなさんが、逗子海水浴場を楽しまれることを期

待しております。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。続きまして、青木逗子警察署長、お願いいたします。 

 

○逗子警察署青木署長 
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警察における安全対策を説明する前に、昨年の逗子海岸海水浴場が開設中の、逗子警察署での取

扱いについて説明いたします 

海水浴場開設中の海岸エリアでの１１０番件数は、昨年より７割近く増加しています。 

内容は、音楽騒音、けんか、泥酔者等で、７月には殺人が１件、放火が１件発生し、８月には盗

撮事件が１件発生しており、地域住民に不安や迷惑を及ぼす事件が増加し、体感治安の悪化を危惧

するところです。 

これに対し、警察では海水浴場警戒班を編成して、金曜日の夜、土曜日並びに日曜日を中心とし

た専従警戒及び地域警察官による立ち寄り警戒を実施いたしました。また、殺人事件が発生した後

は、土曜日並びに日曜日を中心として県機動隊の応援派遣を受け、警戒員を増強いたしました。 

期間中には、市長を始め地域住民の方や米海軍憲兵隊との合同パトロールも実施いたしました。 

今年は条例が施行されますが、周知徹底されるまで多少の混乱は予想されるところです。 

今後も、警察はできる限りの体制で警備をいたしますが、関係機関をはじめ市民との連携と情報

の共有を図りながら、逗子市内の治安維持のために全力で警備にあたりますので、協力をお願いし

たいと考えております。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。平井市長いかがですか。 

 

○逗子市平井市長 

どうもありがとうございます。本件については、引き続き、皆様のご協力をいただきながら進め

ていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○逗子市平野経営企画部長 

ありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

ないようでしたら「池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会」は閉会といたします。

どうもありがとうございました。 
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池子遺跡群資料館入館者数
■年度別集計 （平成26年4月30日現在）

1日平均

合計 日本人 外国人 入館者数

平成11 1999 161日 3,106人 2,038人 468人 19.3人
平成12 2000 302日 2,295人 1,377人 918人 7.6人
平成13 2001 140日 949人 479人 470人 6.8人
平成14 2002 30日 834人 799人 35人 27.8人
平成15 2003 77日 575人 421人 154人 7.5人
平成16 2004 85日 975人 853人 122人 11.5人
平成17 2005 83日 669人 549人 120人 8.1人
平成18 2006 80日 513人 369人 144人 6.4人
平成19 2007 87日 546人 338人 208人 6.3人
平成20 2008 153日 623人 369人 254人 4.1人
平成21 2009 154日 509人 245人 264人 3.3人
平成22 2010 152日 386人 221人 165人 2.5人
平成23 2011 154日 354人 200人 154人 2.3人
平成24 2012 153日 498人 323人 175人 3.3人
平成25 2013 153日 331人 201人 130人 2.2人
平成26 2014 14日 19人 5人 14人 1.4人

1978日 13,182人 8,787人 3,795人 6.7人

＊2008年4月～毎週火・水・土曜日開館

■平成26年度月別集計
1日平均

月 開館日数 合計 日本人 外国人 入館者数

4月 14日 19人 5人 14人 1.4人
計 14日 19人 5人 14人 1.4人

■平成25年度月別集計
1日平均

月 開館日数 合計 日本人 外国人 入館者数

4月 13日 15人 2人 13人 1.2人
5月 13日 74人 61人 13人 5.7人
6月 13日 57人 45人 12人 4.4人
7月 14日 35人 23人 12人 2.5人
8月 13日 11人 8人 3人 0.8人
9月 12日 43人 21人 22人 3.6人
10月 14日 6人 0人 6人 0.4人
11月 13日 14人 6人 8人 1.1人
12月 11日 10人 5人 5人 0.9人
1月 12日 11人 1人 10人 0.9人
2月 12日 23人 17人 6人 1.9人
3月 13日 32人 12人 20人 2.5人
計 153日 331人 201人 130人 2.2人

入館者数

入館者数

＊2000年1月10日から1月末までは、米軍の保安上の理由から入場制限
＊2001年9月11日から米国で起きたテロ事件による米軍の警備強化のため臨時休館

＊2002年7月～毎週水曜日開館
＊2002年9月は9/14のフレンドシップデーのみ。以降資料整理によりしばらく休館
＊2003年2月～毎週水曜日及び第1・第3土曜日開館
＊2007年12月～毎週水・土曜日開館

年　　度 開館日数
入館者数

累　　計

＊2000年9月19日に仮開館し、12月1日本開館となる。なお、仮オープン当日の入館者数は約600人
　オープニングセレモニーの招待者が多数で、国別の入館者数は記録せず。
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