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○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

開催なし
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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25年9月1日～平成25年10月31日まで

備考

H25/ 9/ 7 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/ 7 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/ 7 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/ 8 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/ 8 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/ 8 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/ 8 逗子市陸上競技協会親善交流

H25/ 9/10 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」

H25/ 9/11 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/11 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H25/ 9/11 逗子日米協会との昼食会

H25/ 9/14 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/14 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/14 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/15 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/15 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/15 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/15 久木中学校及び逗子中学校陸上部との親善交流

H25/ 9/15 逗子文十郎’s陸上クラブとの親善交流

H25/ 9/16 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/16 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/16 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/17 池子遺跡群資料館開館日 ○

H25/ 9/17 池子遺跡群資料館開館日 ○

H25/ 9/18 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/21 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/21 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/21 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/22 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/22 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25年9月1日～平成25年10月31日まで

備考

H25/ 9/22 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/22 逗子文十郎’s陸上クラブとの親善交流

H25/ 9/23 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/23 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/23 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/23 テニス親善交流

H25/ 9/25 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H25/ 9/28 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/28 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/28 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/28 逗子市総合防災訓練にイケゴOICが参加。

H25/ 9/29 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/ 9/29 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/ 9/29 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/ 9/29 逗子文十郎’s陸上クラブとの親善交流

H25/10/ 4 逗子日米協会が「日米お料理交歓会」を逗子保健センターで実施。

H25/10/ 5 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/ 5 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/ 5 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/ 6 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/ 6 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/ 6 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/ 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」

H25/10/ 9 逗子ほととぎすとのグランドゴルフ交流

H25/10/ 9 逗子日米協会との昼食会

H25/10/ 9 逗子アートフェスティバル実行委員会委員長が池子OICを訪問。

H25/10/12 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/12 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/13 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/13 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25年9月1日～平成25年10月31日まで

備考

H25/10/13 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/14 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/14 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/14 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/19 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/19 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/19 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/20 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/20 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/20 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/20 池子支所長が逗子市民まつりの開会式に招待参加。逗子日米協会のブースに池子支所スタッフがボラン
ティアで参加。

H25/10/26 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/26 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/27 逗子市サッカー協会とのサッカー交流

H25/10/27 逗子リトルリーグとの親善野球試合

H25/10/27 逗子リトルシニアとの親善野球試合

H25/10/31 イケゴ児童センター（CDC)、双葉保育園の児童による親善ハロウィン仮装パレードを開催。

H25/10/31 逗子日米協会、池子区会がハロウィンイベントに参加（参加者182名）

＊　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○。
78件合計
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苦情の受付

受付年月日 内　　　　容

平成25年9月11日～平成25年11月22日まで

H25/ 9/13 航空機騒音について
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池子住宅地区関係者交通事故一覧 

平成 25年 9月 1日～平成 25年 10月 31日 

 

 

人身事故 

 

発生件数なし                     合計 ０件 
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池子住宅地区関係者交通事故一覧 平成25年9月1日～平成25年10月31日

物件事故

1 事　故　形　態

事　故　状　況

平成25年10月17日

午後１時25分頃

米普通乗用車（甲）対日歩行者（乙）

桜山４－７－２１

接触

場　　　　　所

1件合計
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逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 25 年度第２回役員会会議録 

 

日    時 2013年(平成 25年)10月 11日(金) 18:10～19:15 

場    所 市役所 4階 議会全員協議会室 

出席委員 塔本会長、松永副会長、植木副会長、二瓶委員、齋藤（丈）委員、鈴木委員、 

上泉委員、森田委員、桐ヶ谷委員、千葉委員、瀬田委員、田中委員、 

菊池（尚）委員、田村委員、伊藤委員、長沢委員、川西委員 

事 務 局 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 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 

配付資料  １ 会議次第   

２ 資料 1 25年度予算変更案 

３ 資料 2 25年度年間活動スケジュール変更案 

４ 逗子市池子接収地返還促進市民協議会役員名簿 

５ 11月 4日視察参加申込書 

６ メールアドレスの登録用紙 

７ 封筒 

開 会 

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 25 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 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、会則第 10 条第 2 項により会議は成立して

おります。 

 

事務局： はじめに、本年５月３１日付の市議会議長の交代に伴い、本協議会会長として塔本

正子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。このたび職責をもちまして、会長に就任いたしました塔本でご

ざいます。皆様方のお力添えをいただきながら、本協議会の運営に全力を尽くし、円

満な運営をさせていただきたいと思いますので、どうぞ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
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だきます。 

・逗子市ＰＴＡ連絡協議会の植木延行（うえきのぶゆき）委員でいらっしゃいます。 

（植木委員、あいさつ） 

・逗子市レクリエーション協会の、伊藤昂（いとうたかし）委員でいらっしゃいます。 

 （伊藤委員、あいさつ） 

続きまして、市民委員の皆様ですが、任期満了に伴う公募の結果７月

４日付けで３名の委員が、９月３日付けで１名の委員がそれぞれ就任さ

れていらっしゃいますので、ご紹介いたします。  

・長沢清文（ながさわ  きよふみ）委員でいらっしゃいます。  

 （長沢委員、あいさつ）  

・川西英子（かわにし  えいこ）委員でいらっしゃいます。  

 （川西委員、あいさつ）  

・小田範男（おだ  のりお）委員と斎藤直美（さいとう  なおみ）委員

は本日都合によりご欠席でいらっしゃいます。  

次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

●会議次第 

●資料１ ２５年度予算変更案 

●資料２ ２５年度年間活動スケジュール変更案 

●逗子市池子接収地返還促進市民協議会役員名簿 

●11月 4日視察参加申込書 

●メールアドレスの登録用紙 

●封筒 

以上ですが、配付洩れはございませんでしょうか。 

 

事務局： それでは、以降の進行につきましては、塔本会長にお願いいたします。 

  

会 長： 皆様、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。着席の

まま進行させていただきます。逗子市池子接収地返還促進市民協議会の平成２５年度

第２回役員会を開催させていただきます。 

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、

皆様のご協力を改めてお願い申し上げます。  

     

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） 
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  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「パンフレットの作成について」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： はい、それではご説明いたします。恐縮ですが、着席させていただきます。キッズ

向けパンフレット「一緒に学ぼう！池子の森」につきましては、市民協の市民へのＰ

Ｒ活動の一環として、特に池子問題を知らない世代へのＰＲを強化することを目的に、

小学生高学年～中学生をターゲットとしたパンフレットを、昨年度に原稿作成、今年

度で印刷製本し、本年６月に市立小学校４年生～中学校１年生に配付いたしました。

これについては、パンフレットの原稿の報告をした４月の第１回役員会で皆様から「小

学生、中学生に限らず、もっと多くの方へ配布したらどうか」というご意見をいただ

いていたところです。 

また、６月に行われた市議会第２回定例会におきましても、パンフレットはわかり

やすい内容であり、全戸配布について検討すべきとの指摘をいただきました。 

こうしたことから、今回パンフレットの印刷及び全戸配布について、改めて検討す

ることとし、内容につきましては、必要な時点修正等は行うものの、基本的にこの仕

様のままとし、今年度予算だけで対応することができないため、今年度と来年度で、

増刷と全戸配布する方向で進めることはいかがかと考えております。 

なお、これに伴い、新たにそのための費用のねん出が必要になることから、第 1回

役員会でご承認いただいております今年度予算執行の一部を変更するとともに、事業

執行の一部を変更することとしたいと思っております。 

それでは、「資料１ 25年度予算変更案」をご覧ください。パンフレットの増刷と

全戸配布をする場合の費用と、それにともなう今年度予算執行の変更の想定案となっ

ております。 

まず、パンフレットの印刷製本については、現時点での見積もりですが、約３５万

円、全戸の配布委託料が約１０万円、合計で約４５万円程度かかるものと想定してお

ります。 

このため、この費用をねん出するため、まず今年度の予算について、資料のとおり、

各科目から印刷製本費に流用し、１事務費中、（１）需用費の１ 消耗品費について

全額を、同じく１事務費中、（２）役務費３万円についてはこのうち２万円を２事業

費の（３）需用費中の２印刷製本費に流用し、同様に２事業費中、（１）報償費５万

円全額を、（２）旅費は１万円を、（３）需用費中、１消耗品は１万円を、また、（５）

使用料及び賃借料については１０万円中４万５千円を、２事業費の２印刷製本費に流
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用し、予備費については全額を印刷製本費に充用する想定としております。 

この結果、印刷製本費の予算現額は２６万１千円となり、既に支払った９４，９２

０円の残額である１６６，０８０円を２５年度の印刷にかかる支払いに充てたいと考

えております。 

なお、これに伴い、今年度の活動スケジュールも３月に予定していた研修会を行わ

ないこととし、また、１１月予定の県内視察を１月予定の国への要望活動と同日に行

うことなどにより対応したいと考えております。 

また、残りの費用２８３，２９７円については、市に対し２６年度予算で今年度補

助額（３５５，０００円）より増額の要求をすることとし、もし増額にいたらない場

合には、予算の範囲内で来年度のその他の事業の組み直しを行い、費用をねん出する

ことを考えています。なお、この金額はあくまで現時点での見積もりにもとづく想定

ですので、今後精査を行っていくこととしています。 

したがって、本日、パンフレットの増刷・全戸配布についてご承認をいただければ、

印刷製本と全戸配布については引き続き詳細の検討・調整を行い、今年度予算と事業

執行を変更するとともに、２６年度予算については市に対して増額の要望をすること

としたいと考えております。  

 

会 長： パンフレットをご覧いただきながらの方がよいと思いますので、お持ちでない方に

はお配りいたしますので、挙手でお知らせください。それでは、ただいまの説明に対

してご意見、ご質問等がありましたら、お願いいたします。二瓶委員。 

 

二瓶委員： 基本的には賛成します。質問としては、印刷部数の 26,200 部には、すでに配っ

た分が含まれているのかということです。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： 6月に市内の小学 4年生から中学 1年生に配付しておりますが、全戸配布する場合、

これらを除くことは難しいため、すでに配布した対象者にはだぶって配布することに

なります。 

 

会 長： ほかにご質問はありますか。ご意見はいかがですか。上泉委員。 

 

上泉委員： 前回の役員会で、決算書や予算書を見ましたが、非常に流用が多い。当初の予算

案を出したら、そのままでやってしまってオーバーしたらオーバーしたままでも理由

がはっきりしているならよいのではないかと思う。わざわざ当初の予算を変更する必

要はないかなと思う。従来からそのようなやり方をしているのだと思うが、行政独特

のやり方ということになるわけですかね。 
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会 長： 事務局。 

 

事務局： ご指摘のとおり流用が多いですが、通常ですと事業計画と予算を決めたらそちらに

沿って進めるのが基本でして、行政も同様です。今回は、元々小学 4年生～中学 1年

生に限定して配布することを想定して、数字を作っていましたが、このパンフレット

がわかりやすくてよいと評価をいただき、是非全戸配布したほうがよいとのご指摘を

受け急遽変更したもので、当初想定していなかったものでございます。そうした中で、

どうやって費用を捻出するかが一番の問題でして、今回の提案は、今年度の予算の中

身を変更し、言葉は悪いですが、かき集めるようにして今年度は 16 万円を充てたい

と考えております。 

 

会 長： 上泉委員いかがですか。 

 

上泉委員： それはわかる。そうであるなら、今回はパンフレットの作成が当初 1,500部だっ

たのが 26,000 部になったわけだからオーバーするのは当然で、オーバーしたままを

決算であげて、26年度にずれ込む分は 26年度に計上すればいいんじゃないかと思う。

まあ、そういうことで対応してくれていいです。 

 

会 長： 他にご意見はありますか。長沢委員。 

 

長沢委員： 好評なのはわかるが、好評ならばかえってここで作らないといけないのかという

気がする。市全体で施策を進めていくのであれば、市民協で作らなくてもいいのでは

ないかという素朴な疑問を持ちます。その点についてはどうなんですか。金額的にみ

ると、市民協でやるより、ほかの予算を使った方が簡単にできる気がします。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： まず、パンフレットを作ったそもそもの理由は、このあとの議題の市民協のあり方

にも関係しておりますが、23年度に行われた事業仕分けによって、市民協への助成事

業が不要ということになりました。それを受けまして、その大きな理由のひとつに、

市民協の活動が市民に知られていないことがあり、今後特に若い世代への PR に力を

入れていくべきとのご意見が出まして、24年度から、どういう形で取り組んでいこう

か検討を進めてきたということです。 

いろいろ検討してきた中で、若い世代への PR ということで小学生と中学生に池子

のことを知ってもらうためのパンフレットを作成しました。従って、池子の歴史、公

園のこと、自然のことを網羅してまとめておりまして、内容的に分かりやすいという

評価をいただいたが、そもそも市民協の活動の PR という意味合いから配ったという

ことです。 
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会 長： よろしいですか。はい、上泉委員。 

 

上泉委員： 事業仕分けは私も参加したが、池子接収地返還促進市民協議会って何やってるの、

という話になった。予算は取っているのに、活動は何やっているのかよく見えないよ、

という話になって、そんなのやめちゃえ、とか、もっと減額しろとなった。実際は、

市民協議会の活動が皆さんによく知られていないから、こういう活動をしていますと

PRするためにパンフレットを作ることになった。 

     たしかに、市民協議会で作らなくても市で作った方が予算計上もしやすくていいか

もしれないが、市民協の存続のため、こういう活動をしているというのを知らしめる

ためですから、市民協がパンフレットを作ることは必要と思います。 

 

会 長： はい、長沢委員よろしいですか。 

 

長沢委員： 私も何回も経験しているので、意味はわかるが、予算を一旦作ったうえで流用す

ることは疑問に思うので、質問しました。 

 

会 長： 市民協の活動が周知されていないのは否めない。私も以前、傍聴したことがあるが、

市民に対して活動が見えにくい。皆さんボランティアで一生懸命やってらっしゃるこ

とを、傍聴して初めてわかる。何らかの形でもっと活性化して、いま市の動きがこう

なっているから市民としてどうなのか、というところもアピールするとよい。市民協

は、市民と議会と行政の三者が一体となっている素晴らしい会ですので、是非市民の

アピール度を、いろいろな形でアピールすることはたくさんやったほうがよいと思う。 

ほかにありますか。はい、二瓶委員。 

 

二瓶委員： 活性化という意味では、配布して終わりではなく、それをどう活用するかが大事。

もちろん、皆さんの賛同を得られれば、の話ですが。たとえば、子どもたちに読んで

もらう機会を作るとか。そうしないと、毎年配布できるわけではなく、一過性のもの

なので、今、どう活用するかを考えないといけない。 

 

上泉委員： 前にもやったよね。 

 

事務局： パンフレットにつきましては、過去にも作成して、全戸配布しております。毎年で

はありませんが、何年かに一度作成して、池子の経緯や現在の状況等についてお知ら

せしております。今回につきましては、先ほどのご説明のとおりです。 

 

会 長： 二瓶委員がおっしゃったように、配っただけでなく、その後どう活用されるのかを

考えないといけない。各団体の方がいらしているので、それぞれの団体の中でも何ら

かの形でご意見を言っていただいたり、PTA の方もいらっしゃるし、学校へ配布もさ
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れていますが、事務局にも働きかけていただくとか、いろんな形で作ったものをどう

活用するかはとても大事。これほどの予算を取って配るというのであれば、使い勝手

について我々も注視していかないといけないと考えています。 

     はい、菊池委員。 

 

菊池委員： 過去に何度もパンフレット作成にかかわってきましたが、これほど反響が多いも

のはなかった。子ども向けのイラスト、まんがで作ったら、わかりやすいものになっ

た。役員会でも市議会でも、市として市民に一番わかってほしい池子のことが分かり

やすいとご評価をいただきました。推進委員会でも、この機会に配るべきという意見

がまとまって今日の予算の変更になりました。予算の処理としてはかなり乱暴なやり

方だと思います。これにすべてをつぎ込んでいる感がありますので。しかし、推進委

員会でまとまりましたし、池子の市民協がこれだけ評価されたことは正直初めてです

し、市民が池子のことに関して理解を深めてもらう、目を向けてもらうためのツール

として役立つなら、市民のみならず市の役にも立つことですから、ぜひ活用していた

だきたいということをご理解いただき、全戸配布に向けて皆さんのご協力をいただき

たいと思います。 

 

会 長： はい、森田委員。 

 

森田委員： 全戸配布はいいことだと思いますが、実際にどのくらいの方が読むのか疑問。す

でに小学校に配られていますが、たとえば、社会科の授業などでこれを使っているよ

うなことはあるのでしょうか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： 把握はしていないので、宿題にさせていただきたいと思います。どういう形で活用

していただけるか、作成と併せて、学校と少し調整させていただきたいと思います。 

 

会 長： 大変いいご意見ですね。子どもたちに配って、どういう風に活用していくかという

のは大きなポイントになってきますので、その点も事務局に教育委員会と詰めていた

だきたいと思います。他にご意見はございませんか。 

 

会 長： それでは、他にご質問、ご意見等がなければ、議題１パンフレットの作成について、

お諮りいたします。事務局から説明のありましたとおり、今年度作成しましたキッズ

パンフレットについては、内容や仕様については、原則、このままで増刷と全戸配布

する方向で進めることとして良いでしょうか。 

（異議なしの声） 

また、それにともない、今年度の予算と協議会の活動スケジュールについても当初
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の予定から一部変更となりますが、引き続き詳細の調整をあわせて進めていくことと

したいと思いますが、これにつきましてご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

会 長： それぞれご異議ないものと認め、承認することに決定いたしました。 

 

議題 2 

会 長： 次に、議題２「池子共同使用予定地の視察について」事務局より説明してください。 

     

事務局： 役員の皆様には既にご案内させていただいておりますが、市民協の池子の共同使

用予定地の視察につきまして、米軍との調整が整い、11月 4日（月）に実施すること

となりました。 

皆様のお手元に、参加申込書をお配りしておりますが、参加されます方は本日お帰

りの際に、ご提出をお願いいたします。その際、封筒に入れてお渡しいただきますよ

うお願いいたします。まだご参加の有無をお知らせいただいていない方は、10 月 21

日（月)までに事務局へご連絡いただきますよう、お願いいたします。 

 当日は、10時に池子米軍家族住宅地区ゲート前にご集合ください。視察は 2時間ほ

どを予定しておりまして、解散時間は 12時頃を予定しております。住宅地区内では、

参加人数にもよりますが、公用車での移動を考えております。 

入場に際しては、ご案内のとおり、パスポート、写真付き住基カード、免許証と記

載印字票のいずれかが必要になりますので、お忘れのないようお願いいたします。身

分証明書に不備がありますと入場できないことがございますので、ご不明な点等があ

る場合は、前もって事務局へご相談くださいますようお願いします。 以上です。 

 

会 長： ただ今の説明にご質問等がありましたら、お願いします。上泉委員。 

 

上泉委員： 中での説明はありますか。 

 

事務局： 私どもでご説明をいたします。手前側に運動施設がございまして、その奥のトンネ

ルを越えたところが緑地になっておりますが、両方をご覧いただきます。現在、市で

は公園として来年度中に開園する準備をしておりますが、その内容につきましてもご

説明いたします。 

 

上泉委員： この辺に何ができますよ、というような説明ですか。 

 

事務局： そうですね。 
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会 長： 他にご質問、ご意見はございませんか。それでは、皆様出席票を出していただけれ

ばと思います。 

 

議題 3 

会 長： では、次に議題３「県内視察について」事務局より説明してください。 

 

事務局： 資料２をご覧ください。県内視察は当初予定では 11 月に単独で実施する予定でお

りましたが、先ほどご承認いただいたパンフレットの作成に伴い予定を変更し、1月

の国（南関東防衛局）への要請活動と同日に行うこととしたいと考えております。同

日実施することによって、バスの借り上げ料が 1回分で済みます。 

具体的には、国への要請活動はこれまでどおり午前中に行い、昼食をはさんで午後

に県内視察を行いたいと考えております。 

     視察の候補地ですが、現在のところ調整中ではありますが、現在相模原市において

相模補給廠の一部土地 17ｈａの返還（ＪＲ相模原駅前土地約 15ｈａと鉄道および道

路敷地２ｈａ）と、35ｈａの共同使用に向け協議を進めている状況と聞いております

ので、本市における共同使用の参考とすべく、この視察を行う方向で調整を進めてい

きたいと考えております。 以上です。 

 

会 長： ただ今の説明にご質問等がありましたら、お願いします。よろしいですか。それで

は、この件については了承されたということで、次の議題に移ります。 

 

議題 4 

 

会 長： 続いて、議題４「市民協のあり方の検討について」事務局より報告してください。 

 

事務局： 市民協のあり方の検討につきましては、先ほどすでにご説明しましたように、平成

23年度に行われた市の事務事業総点検いわゆる事業仕分けにおいて、市民協への助成

事業が不要との判定を受けたことなどをふまえ、昨年度より事業推進委員会を中心に

検討を進めてきたところです。 

この検討を踏まえ、24～25年度でのキッズパンフレットの作成や共同使用開始後ま

たは共同使用地の返還後の市民協のあり方等の検討について、24～26年度で検討を進

めていくことなどについて、昨年 10月 22日に行われました第２回役員会において承

認をいただき、進めてきたところです。 

したがいまして、市民協のあり方につきましては、引き続き事業推進委員会で検討

を進め、適宜役員会へも報告しつつ、来年度の秋には一定の結論を得るよう進めてい
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きたいと考えております。なお、新たに事業推進委員会にご参加いただける方を募集

いたしますので、ご希望の方は別途事務局までご連絡をお願いいたします。以上です。 

 

会 長： それでは、市民協のあり方の検討については、事務局説明のとおり引き続き進めて

いくということでお願いしてよろしいですか。はい、二瓶委員。 

 

二瓶委員： 事業推進委員が何か、新しい方もいるので説明をお願いします。 

 

会 長： 事務局、お願いします。 

 

事務局： 事業推進委員は、全委員の中から一部の方に、例えば、役員会の前の議題の精査、

市民協のあり方の検討、キッズパンフ原稿作成の具体的な作業を行っていただいてお

ります。 

 

会 長： 非常に大切な委員会ですので、ぜひ多くの方にご参加いただき多様なご意見を持っ

て推進していくことができればと思います。先ほどご説明いただいた内容で進めてい

くことをご承認いただきましたので、もっと多くの方々が事業推進委員会にご参加い

ただければと思います。参加希望の方は事務局までご連絡をお願いいたします。 

 

議題 5 

会 長： では、続いて、議題５「補助金の見直しについて」事務局より説明してください。 

 

事務局： 市の補助金の見直しにつきましては、ご存じの方も多いかと存じますが、今年度市

において補助金のあり方の見直しを進めており、６月に見直しの基本方針を定め、そ

れにかかる市民説明会やパブリックコメントを実施しました。それらを踏まえ、さる

10 月 7 日に個別団体ごとの見直しについて決定し、現在各団体へ見直し結果が通知

されております。 

    なお、当市民協議会につきましては、「市の施策に合致」しているとの理由により、

補助は継続されることとなっておりますので、ご報告いたします。  

 

会 長： この件につきまして、ご意見はありますか。二瓶委員。 

 

二瓶委員： 予算の組み替えや流用という話だったが、さきほど上泉さんがおっしゃったよう

に、本来は増額すべき千載一遇のチャンスである。これだけ評価を受けて、理由がはっ

きりしているわけだから、来年度予算はそれなりに増額すべきだと思う。 
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会 長： はい、事務局。 

 

事務局： ご意見ありがとうございます。事務局としましても、26年度市民協予算につきまし

ては、増額で要望したいと考えております。 

 

会 長： 貴重なご意見をいただきました。市民協の活動を広く市民に周知していただくこと

が前提になりますが、市が共同使用に向けて動いているのに合わせて、我々市民協も

市民が入っているのは非常に大きな力となる。いろんな形でパンフレット作成などア

ピールしながら、補助金の増額につながる。先ほども申し上げたが、委員の方々は所

属の団体に対して、周知、アピール、市民協の宣伝をお願いしたいと思います。市に

対しては、補助金の増額をお願いしたいと考えます。 

     他にご意見はありますか。瀬田委員。 

 

瀬田委員： 全戸配布となっていますが、全戸とは何部ですか。 

 

事務局： 全戸配布の場合は、通常 26,000 部強作成しております。各戸配布のほか、市役所

や施設にて若干配架する予定です。 

 

会 長： 瀬田委員。 

 

瀬田委員： これ以上増やすことはないのか、ということが知りたかったのですが。もう少し

多めに作ったらどうか。どうせ作るなら、予算の許す範囲で多めに作っておいた方が

よいのではないかと思います。市外の人にも見せるよいチャンスだと思います。 

 

会 長： そういう意味では、引っ越していらした方など新しく入ってくる方も踏まえて、増

刷していくということでよろしいですか。 

 

事務局： 来年度の予算は増額要望いたします。部数については、基本はこの部数となります

が、増やすことができるかどうかは、宿題とさせていただきたいと思います。 

 

上泉委員： 広報ずしは全戸配布しているが、どのくらい印刷しているのか。それと比較すれ

ばいいのではないか。今事務局から話があったように、各戸配布のほかに市役所や施

設に置く分を加えて、市外の人に配るのは入っていないかもしれないが、そういろい

ろ使えるようにということで当然確保しているわけですよね。それで 26,200部となっ

ているわけですよね。 

 

事務局： はい、広報ずしがこのくらいの数を印刷しておりまして、これは各戸配布分に予備

をプラスした数字です。今回は基本的には広報ずしと同様に、少し余裕を持って印刷
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するということでございます。 

 

会 長： よろしいでしょうか。ほかにご質疑はございませんか。それでは、市の補助金につ

いての議題を終わらせていただきます。 

続きまして議題６「その他」に移ります。事務局から何かありますか。 

 

事務局： 本日、皆さまの席上に、「メールアドレスの登録用紙」を配付させていただきまし

た。これまで、役員会の開催等につきましての通知は郵送しておりましたが、メール

アドレスを登録いただいた方には、役員会の開催通知等を可能な限りで、電子メール

にて送付させていただきたいと考えております。登録されない方には、これまでどお

り、郵送にてお知らせをいたします。 

また、会議資料などにつきましては、登録の有無にかかわらず、これまでどおり当

日の席上に配付させていただきます。 

 ご登録いただける場合は、用紙に記入の上、本日お帰りの際に事務局へお渡しいた

だくか、後日用紙に記載してあります、基地対策課宛てメールアドレスへ直接ご連絡

をいただいても結構です。なお、登録に際しましては、パソコン、スマートフォン等、

PDFファイルの受信が可能なアドレスでお願いいたします。 

 大変お手数ですが、ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。以上です。 

 

会 長： 上泉委員。 

 

上泉委員： メールアドレスとかを登録する場合は、個人情報保護との関係でこういうこと以

外には使いません。いいですか、という同意書みたいのを本人に確認するのではない

ですか。 

 

事務局： はい、そのとおりでございます。大変失礼いたしました。そのように扱うつもりで

はおりますが、本来ならば、この用紙にその旨記載しておくべきでした。申し訳あり

ませんでした。 

 

上泉委員： あまり堅苦しいことを言うつもりはないが、基本的には必要だと思う。避難所運

営でも同意書をとっている。きちんとやるべき。 

 

会 長： 貴重なご意見をありがとうございます。市民協のことにのみ使わせていただくとい

うことを文書で皆さまに配付できると思います。他にこのメールアドレスのことで何

かありますか。それでは、こちらできちんと対応させていただきますので、よろしく

お願いいたします。他に、何かありましたらどうぞ。 

     貴重なご意見をいただきながらこの市民協を運営してまいりますが、市の方針と合
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致していろんな形で市民の動きを多く見せないといけないと考えております。皆さま

ご都合がおありでしょうが、年に数回の集まりですので、ぜひご参加くださるよう私

としても重ねてお願い申し上げます。はい、長沢委員。 

 

長沢委員： まちづくり条例に基づいた建設申請が、広報を見ると基地の中に 2つ出ています

ね。1点は小学校だとわかるが、もうひとつ管理事務所について詳細はわかりますか。 

 

事務局： 広報の内容を確認していないのですが、共同使用に向けて、今ゲートのそばにあり

ます管理事務所など、米軍の施設を共同使用予定地の外側に移設することを国が行う

ことになっております。その関係で、市の条例等が関わってくると思います。 

 

長沢委員： 位置的にはどの辺にできるのかな。 

 

事務局： 今の管理事務所の裏にドッグランがありまして、ちょうど今、地下の埋設管を撤去

する工事をしているのが見える辺りになりますが、今の管理事務所の右側30～40メー

トルでしょうか、後ろに引っ込んだ位置に管理事務所が移設されます。また、池子資

料館の 1階にあるスポーツジムも新しくできる管理事務所の中にできます。 

     来月の視察で皆様にご覧いただきます、緑地にあるバンガローなども移設されます。 

 

会 長： よろしいですか。はい、長沢委員。 

 

長沢委員： 今日の新聞にも出ていましたが、逗子海岸で音楽などを禁止することになりまし

たが、日本国民だけではなく、逗子の街中を見ても、米軍関係者も含めて、ここ 1～2

年風紀を乱しているのが目立っていると思います。基地対策課は、そういったことに

どのような対策をされているのか、伺いたい。特に今年は、ＪＲ逗子駅前に上半身裸

で、しかも入れ墨の入った米兵が平気でビールを飲んでいる。そういうのを見ていて、

海岸とは別だとは言うけれど、海岸へ行っている。そして、米兵が起こした事件が 2

つあるわけですから。我々は返還に向けてやっているが、基地とは密接なわけですか

ら、その辺の対応を今後どう考えているのか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： 今年の 5月と 7月に、久木小学校と民家への侵入という、逗子海岸に起因している

米兵による事件がありました。海岸については、米兵に限りませんが今年は特に風紀

上の問題があり、さらに殺人事件が起こりました。昨日、逗子海岸の安全対策につい

て話し合う県や警察も参加しての協議会があり、新聞報道にあるように音楽禁止等の

方向性が出たようです。これは、海岸に来られる市民のほか、米兵も同じ扱いになり

ます。そうなりますと、米兵に多いタトゥーをどう扱うかなどの影響が出てきます。 

     来年度に向けてというご質問ですが、一つは今お話ししたような動きがあり、日本
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人、米兵問わず海岸に来られる方全体に関わります。飲酒に関しては、今年の動きで

すが、7月の事件の後に、市長が横須賀基地司令官の元へ抗議に出向き、市内の公共

の場での飲酒を自粛してほしいと申し入れをいたしました。それに対して、米側では

司令官から各部隊に、逗子市から申し入れがあり、相応の対応をすると連絡されてい

ると聞いています。今日の報道では、飲酒に関して触れていなかったようですが、今

年すでに対応しています。 

     また、海岸の安全に関しては、数年前から米軍の憲兵に夏の間パトロールしても

らっています。これまでは、米軍の憲兵単独でしたが、今年は 7月初めから海水浴の

期間中、警察と一緒にパトロールを行いました。来年につきましても、同じような形

で行いたいと考えております。 

     

長沢委員： 市としての対策というか、警察がやるというのはわかりますが、例えば、交通事

故だとか、日本国内でいうところの交通違反を米兵がしているのを見た場合に、基地

対策課にこういうことがありましたと連絡したらいいものか、警察に行ったらいいも

のか。いずれにせよ、解決しないといけないわけなので、市民にわかっておいてもら

う。いやだなと思う人はたくさんいると思いますが、どこへ言ったらいいのかわから

ないということがある。そういうことが積み重なった結果が、今年の米兵の事件に

なったようにも思える。その辺り、どうしたらいいのか。 

 

菊池委員： その部分、日本の法律違反に関して取り締まるのは警察。市の基地対策課に言っ

ても、市は警察に言うだけですから、市民として通報するのであれば、警察だと思い

ます。ただ、基地対策課がそういう事態を受け止めて、市長が直接司令官に抗議する

とか、状況把握は必要でしょう。 

     さきほどおっしゃられた、目の前で交通違反や交通事故が起こったというような場

合は警察。逗子警察管内であれば逗子警察です。 

市民の義務は第一に警察に通報する。第二には、逗子市にも把握してもらって、そ

ういうことがないように市の立場でもやっていってほしい、ということが長沢さんの

おっしゃりたいことだと思います。 

 

長沢委員： いや、そうなんですよ。たとえば、交通事故の数を把握することがありますね。

交通事故があったと警察へ届けた部分で数は出ているが、そうでない部分もやっぱり

あるわけですよ。今菊池さんが言われたように、多くは警察に通報するだろうけれど、

そういうことだけでなく、こういうことがありましたよと市としても把握してほしい。

警察からだけじゃなくてね。そういう風に思ったものですから。 

 

会 長： 事務局 

 

事務局： 菊池委員からお答えいただいたとおり、事故・違反のレベルになればもちろん警察

と連携しております。後追いになりますが、こういった情報を定期的に警察から得て
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いますので、きちんと把握しております。今お話がありました、そこまでには至らな

いというような部分につきましては、例えば苦情や問い合わせも含めて、いただくこ

とがあります。それに対して、必要であれば私どもの方で横須賀基地に連絡する等の

対応をすることがございます。そういう部分については、私どもにご連絡をいただく

ということで結構でございます。 

 

会 長： 交流も始まってずいぶん経っておりますので接点が多くなっております。そういう

ことを見たり聞いたり、相談されたりしたら、どこへ行けばいいのか知っておくこと

も大切なことだから、ご質問されたのだと思います。今後はわたしたちも、事務局や

菊池委員のお話のような対応ができればと思います。 

     それでは、他に何かございますか。特になければ、本日の会議はこれをもって終了

いたします。ありがとうございました。 

―以 上― 
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池子遺跡群資料館入館者数
■年度別集計 （平成25年10月31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 92日 241人 160人 81人 2.6人

1903日 13,073人 8,741人 3,732人 6.9人

＊2008年4月～毎週火・水・土曜日開館

■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
12月
1月
2月
3月
計 92日 241人 160人 81人 2.6人

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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