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平成 27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 27年度要請活動記録 

  

■日  時  平成 28年 2月 17日(水) 14時 15分～15時 00分 

■場  所  南関東防衛局 横浜第 2合同庁舎 2階 共用 B会議室 

■出席者 

  逗子市  眞下会長、東副会長、徳本委員、山火委員、増田委員、佐藤委員 

岡本委員、田中委員、小原委員、伊藤委員、長沢委員、小田委員、川西委員 

事務局（芳垣経営企画部次長、河合基地対策課係長、高橋） 

国 側  岩池企画部長、杉山調達部長、諏訪企画部次長、武田管理部次長、 

藏本地方調整課長、各務業務課長、湯田施設管理課長、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、岩池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）の返還に関する要請書 

 

余寒の候､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、逗子市では､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 19 年が経過し、現在では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、かつて人々の生活が

営まれていた土地であり、また、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。 

こうした状況の下、平成 23年 9月に西側運動施設を含む一部土地約 40ヘクタールに

ついて、返還までの間の共同使用という方針が示され、平成 26年 11月、当該土地等の

共同使用が実現しました。 

これにより、平成 27 年 2 月に池子の森自然公園が開園し、市民の長年の願いであっ

た西側運動施設の自由な利用について、大きな前進を遂げたことは大変喜ばしいことで

はございます。しかしながら、米軍との共同使用という状況による制約も存在していま

す。 

また、本市及び本協議会の最終的な目標はあくまで池子接収地の全面返還であること

から、本共同使用が早期に返還へと移行し、全面返還への確実な道筋となることを強く
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平成 27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（2） 

要望いたします。 

さらに、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を軽減し、お互いに良い関係を継続で

きますよう、次の事項についても併せて要請いたします。 

まず、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

住宅地区関係車両がその一因になっている状況も見られます。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、工事関係車両の通行も予想され、また完成後には、

居住者等の車両の増加も見込まれることから、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。 

交通事故につきましては、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。 

次に、夏期の逗子海水浴場については、米軍にもパトロールに参加いただくなど、安

全で快適な逗子海水浴場の確保にご協力いただいているところですが、今後も米軍関係

者への利用ルールの周知や指導等について徹底をお願いいたします。 

さらに、本年度は 7月と 11月、池子住宅地区内において防災無線の誤作動が発生し、

市民からは不安の声や騒音への苦情が多数寄せられました。今後、再びこうした事態が

起こらぬよう、再発防止と、市への速やかな連絡体制の構築について指導の徹底をお願

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、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 28年 2月 17日 

 南関東防衛局長 

土 本  英 樹 様 

 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

会 長   眞 下 政 次 
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平成 27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（3） 

 南関東防衛局からの回答  

○岩池企画部長：防衛行政につきまして、常日頃から皆様方の御理解を賜り、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、既に御承

知のとおり、平成２６年１１月３０日に共同使用が開始され、昨年２月１日、「池子の森自然公

園」として開園され、さらに本年３月１９日からは、土日祝日に限ってということではありま

すが、緑地エリアについても市民の皆様に開放される予定と承知しています。市民の皆様にとっ

ても大変喜ばしいことであり、当局としましても、より一層の日米交流が図られるよう期待し

ているところであり、今後も、できる限りの協力を行ってまいりたいと考えております。 

いずれにしましても、一部土地約４０ヘクタールの返還については、引き続き日米間の協議 

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ます。 

また、当省としましては、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」旨答弁されている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あたっては、今年度から環境影響評価を実施する

予定としており、この中で、周辺地域の交通状況の現状等を調査し、調査結果を基に交通対策

に関する検討を行い、所要の措置を講じることとしております。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ます。 

交通安全対策につきましては、米軍において、定期的に交通安全講習会を開催する等、事故

防止のための様々な方策に努めているものと承知しております。また、機会あるごとに米軍に

対し、安全運転や交通ルールの遵守について指導の徹底等が図られるよう申入れを行っており

ます。 

また、逗子海水浴場の利用につきましては、米軍において、利用ルールの周知や指導等に努

めており、今後も継続して行われるものと承知しています。 

防災無線の誤作動につきましては、米軍に対し、再発防止策を講じるともに、迅速な情報提

供・連絡体制の強化が図られるよう求めてまいります。 

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

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、皆様方の御理解と御協

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を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。 

 

○長沢委員： 5 点申し上げます。まず、交通渋滞についてですが、神武寺トンネル改修工事が

予定されており、工事期間中、車両が通行できなくなるため、現状より一層の渋滞が予想され

る。できれば、公共交通機関の利用とカーシェアをお願いしたい。脇道に入られるのが一番困

ることであり、米側に働きかけていただきたい。 

次に、池子住宅地区内の居住者数について、以前は防衛から逗子市に報告があったと聞いて

いるが、現在どの位の人数が住んでいるのか伺いたい。基地交付金の算出根拠にも関係あると

思うので、ぜひ教えてほしい。 

3 点目に、最近、逗子の上空が非常にうるさい。ヘリコプターや軍用機が低空で飛行してい

て危険を感じる。逗子全体が住宅地なので、やめてもらいたい。また、何の目的で飛んでいる
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平成 27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（4） 

のか明らかにしてほしい。ここ数カ月、飛行数が増えているので、なぜそのような事態になっ

ているのか伺いたい。 

4 点目、防災無線の誤作動については、音がうるさかったというだけでなく、原因が分から

ないまま不安な時間を過ごした。市にも池子住宅地区内居住者にも知らされていなかったと聞

いており、今後このようなことがないよう、互いに連携を密にして、速やかな情報提供を願い

たい。 

5 点目に、軍転法の適用はないと回答があったが、返還されたら自治体には負担が相当かか

ると思う。軍転法に代わる無償返還のような方法はないのか、ご考慮願いたい。 

最後に、私は池子の全面返還を目指して取り組んでいる。逗子側だけでなく横浜側も含めて

池子の森は一体であると考えるので、追加建設には反対する。先ほど質問した居住者数につい

て、なぜ公表されないか分からないが、池子の住宅には空き部屋があるのではないかとも言わ

れている。空き部屋を使えば、横浜側の追加建設は不要になると考える。従って、変動があっ

て一定ではないかもしれないが、居住者数を示していただきたい。追加建設に係る工事費に、

我々の税金を使わないでほしい。 

 

○岩池企画部長： 交通渋滞については、民生安定事業を含め適切に対応したいと思います。米

側にもしかるべく伝えてまいります。 

次に、居住者数についてですが、平成 20年以降、米軍から情報提供を受け関係自治体に通知

しておりました。しかしながら、最近の世界規模のテロ等の状況から、居住者数等を公表する

と、テロの標的になりかねないということもあり、米側から居住者数の扱いについては考慮が

必要との意見が示されたことから、居住者数を公表しないこととなりました。従いまして、現

在、居住者数をお伝えできないことについて、ご理解いただきたいと考えます。 

航空機の騒音について、最近増えているとのご指摘がありましたが、特に情報は持っており

ません。引き続き、米軍に騒音の軽減について求めていきたいと考えます。 

4点目の防災無線につきましては、後ほど担当者から経緯等説明いたします。 

5 点目の軍転法につきましては、防衛省の所掌ではありませんが、冒頭の回答で申し上げま

したとおり、政府見解として「適用はない」旨答弁がなされています。しかしながら、皆様か

らのご意見は引き続き上部機関等に報告してまいります。 

 

○山口基地対策室長： 防災無線の誤作動についてご説明いたします。昨年 7月と 11月に発生し

ました防災無線の誤作動は、米軍によりますとコンピューターシステムの回路に雨水が浸入し

ショートしたことが原因であるとのことです。これに対し、米軍は修理を行い、今後は二度と

起きないように必要な対応をしているところと承知しています。また、我々の方からも原因究

明と再発防止について速やかに申し入れております。今後は米軍において、迅速な情報提供と

連絡体制の構築を含めた適切な対応がなされるものと認識しています。 

 

○小原委員： 旧軍港市転換法を適用しないことについて、政府見解だと言われましたが、根拠

がはっきりせず、見えない。つまり、1950年に軍転法が出来た時に、全国で 4か所しか対象に

なっていない。逗子があのような形で分離することを法律が想定していなかったのだと思う。

ですから、これは逗子のせいではない。しかも、これは憲法に基づく地方特別立法という形で

住民投票までしている。今 85 歳以上の逗子市民の方々は法律を作るための投票をしている。

そういうことから考えると、後からただの解釈で適用をしないというのはいかがなものかと思

う。このことは、防衛の管轄ではないとしても、一つの問題提起としてそういう解釈論でよい
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のかということを政府の中で言ってほしい。法的な根拠がきちんと説明されていない。 

 

○岩池企画部長： 軍転法については、国会でも議論されており、その中で、政府答弁として、

逗子市については適用がないと述べられています。今ご指摘があったように、今後議論してほ

しいという点につきまして、防衛省の所掌ではありませんが、関係省庁等にお伝えしたいと思っ

ております。 

 

○岡本委員： 防災無線の件ですが、私は池子に生まれ育ち、議員経験もあるため、いろいろな

人から問い合わせを受けたが、何も分からなかった。今ご答弁をいただいたが、このような防

災無線はどこの基地にもあるのか。もっと連携し、こういうシステムがあるということが市に

伝わっていれば、あれほどの騒ぎにならなかったと思う。全市的に聞こえたわけではないが、

たまたま池子に住む私は嫌というほど聞こえた。もう少しはっきりした内容がわかる等、市へ

の連絡体制をきちんとし、良い関係を保つようよろしくお願いしたい。 

 

○岩池企画部長： 他の米軍施設にも基本的に同じような警報システムがあると思いますが、担

当から説明させます。 

 

○山口基地対策室長： そのようなシステムはあると思いますが、詳細は承知しておりません。

存在自体についても確認してはいないため、断言できるものではございません。 

 

○岡本委員： まだ完全に把握していないとのことだが、今後の体制をきちんと確立していただ

きたいので、よろしくお願いします。 

 

○事務局： 事務局から申し上げます。防災無線は、天候や地震の際に使う防災無線であるとの

説明を米軍から受けており、誤作動の原因につきましては、現在調査中のため、まだきちんと

した説明はいただけていない状況でございます。 

 

○川西委員： 先ほど池子住宅地区内の居住者数が分からないとのことでしたが、日本に米軍の

人たちが何人いるか政府も全く関知していないということですか。知らせてこないから、じゃ

あ分かりましたと日本政府は黙っているのでしょうか。日本に居住している人の数は政府も地

方自治体も把握しておくべきと考えるが、いかがでしょうか。 

 

○岩池企画部長： 居住者数については、テロの危険性がございまして、自治体ごとの居住者数

については公表されておりませんが、日米合意がございますので、政府としては、在日米軍全

体の兵力数等は把握しております。 

 

○長沢委員： 40 ヘクタールの共同使用前に、米軍施設の移転先で不発弾が発見されましたが、

我々の知らないうちに発見されて、知らないうちに回収されたということがあった。防災無線

の件は、防災無線が鳴ったから分かったが、不発弾は闇から闇に葬られた。こんな危険なこと

はない。ぜひ池子の中の不発弾や毒ガスについて再調査をしていただきたい。 

 

○川西委員： アメリカの銃規制は非常に難しいと理解していますが、日本に住んでいる米軍の

人たちは銃を持っているのですか。池子住宅地区内に住んでいる人が銃を所持しているかどう
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か教えてください。 

 

○岩池企画部長： まず、不発弾についてですが、平成 26年に金属探知機の探査の結果、不発弾

が約 550 個見つかり、それについては、日本国内の他の場所で見つかった場合と同様、陸上自

衛隊が処理しました。このとき見つかった場所は共同使用区域外ですが、共同使用区域につき

ましては、米軍は従来、特段問題なく使用してきており、安全性は十分確保されていると考え

ている旨確認しております。また、横浜市域における住宅建設工事中に不発弾等が発見された

場合は、しっかりと安全性を確保しつつ、関係機関と調整しながら適切に対応してまいります。 

  次に、米軍人の銃所持についてのご質問につきましては、所持しているかどうかは別にして、

銃を日本国内にプライベートで持ち出した場合、日本の法律で罰せられることになると思いま

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。 

以上 
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逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 28 年度第 1 回役員会会議録 

 

日    時 2016年(平成 28年)4月 20日(水) 18:00～18:30 

場    所 市役所 4階 議会全員協議会室 

出席委員 菊池会長、東副会長、鈴木副会長、徳本委員、山火委員、田倉委員 

上泉委員、有馬委員、山上委員、佐藤委員、岡本委員、松方委員 

田中委員、松倉委員、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 和田経営企画部長、芳垣経営企画部次長、河合基地対策課基地対策係長 

      基地対策課 城﨑 

傍 聴 者 なし 

議  題  １ 平成 27年度事業報告及び収入支出決算（案）について 

 ２ 平成 28 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 

 ３ その他 

配付資料  １ 会議次第 

２ 平成 27年度事業報告   

３ 平成 27年度収入支出決算書（案） 

４ 平成 28年度事業計画（案） 

５ 平成 28年度収入支出予算書（案） 

６ 平成 28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 28 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 20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

していらっしゃいますので、会則第 10 条第 2 項の規定により本会議は成立しており

ます。 

 はじめに、本年 4 月 12 日付の市議会議長の就任に伴い、本協議会会長として菊池

俊一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、今晩は。この度、会長に就任いたしました逗子市議会議長の菊池です。皆様

のお力添えをいただきながら、本協議会の運営に全力でまい進してまいりますので、

どうぞお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。 

 

事務局： ありがとうございました。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。 
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逗子市ＰＴＡ連絡協議会の鈴木壇委員でいらっしゃいます。 

逗子市小中学校校長会の松方真人委員でいらっしゃいます。 

 

 続きまして、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 27 年度事業報告、平成 27 年度収入支出決算書（案）、

平成 28 年度事業計画（案）、平成 28 年度収入支出予算書（案）、平成 28 年度市民協

年間活動スケジュール（案）、役員名簿、合わせまして本日は、池子の森自然公園パ

ンフレット、池子フレンドシップデーのちらしを配布しております。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、菊池会長にお願いいたします。 

  

会 長： あらためまして、皆様、今晩は。本日はお忙しい中、市民協の平成 28 年度第１回

役員会にご出席をいただき、ありがとうございます。 

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、

皆様のご協力をお願いいたします。 

 本日は、皆様に平成 27年度事業報告及び収入支出決算と、平成 28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 長： ここで、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 27年度事業報告及び収入支出決算（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、お手元の平成 27年度事業報告をご覧ください。平成 27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。 

 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 27年度事業報告 

 

１ 第 1回役員会 平成 27年 4月 21日（火） 

（１）平成 26年度事業報告及び収入支出決算について  

（２）平成 27 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 
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（３）その他 

 

２ 活動報告ちらし（市民協だより）の作成全戸配布 

・ちらし「一緒に学ぼう 池子の森」を 26,200部庁内印刷（Ａ4サイズ、三つ折り） 

全戸配布（広報ずし 9月号と同時配布） 

 

３ 第 2回役員会 平成 27年 12月 18日（金） 

（１）平成 27年度国への要請活動について 

（２）平成 28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  ・研修について 

 

４ 平成 27年度要請活動 平成 28年 2月 17日（水） 

・午後 2 時 15 分から 3 時 00 分まで 南関東防衛局において眞下会長はじめ 13 名の役員で

池子接収地の返還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、在日米海軍横須賀基地司令官 

 

５ 池子の森自然公園 自然観察研修会 平成 28年 3月 19日（土） 

（１）時間：午前 10時 00分から 11時 30分まで 

（２）天候：雨 

（３）場所：池子の森自然公園 緑地エリア 

（４）内容：緑地エリアの開園日に合わせ、池子の森に残された貴重な自然を実際に体感しな

がら、元 池子の森自然環境調査員の講義を受けた。 

（５）講師：亀井 陽太郎 氏（元 池子の森自然環境調査員） 

（６）参加者：委員 10名、一般参加者 3名、事務局 3名 

 

＊ 平成 26年度収入支出決算 監査 

・平成 27年 4月 13日（月） 

 

＊ 事業推進委員会の開催状況 2回  

・第 1回 平成 27年  4月 13日（月） 

・第 2回 平成 27年 12月 10日（木） 

 

以上、27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 27 年度収入支出決算書（案）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 310,000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 32 円の収入となっており、予算現額 1,000 円に
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対し、968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 311,000 円に対し、収入済額は

310,032円、968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 31,000円、支出済 29,049円、

不用額 1,951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 4,055円となってお

ります。(2)役務費の支出額 24,994 円は会議通知にかかる切手購入代等で、不用額

は 6円となっています。 

続いて、 科目 2 事業費につきましては、当初予算額 274,000円、支出済 231,462

円、不用額 42,538円となっています。 

内訳につきましては、（1）報償費 自然観察研修会講師謝礼金として支出額 50,000

円となっております。（2）需用費 1 消耗品費の支出額 27,689円は活動報告ちらし

用紙購入代で、不用額は 2,311 円となっています。（3）委託料の支出額 113,093 円

は活動報告ちらし全戸配布の委託料で、不用額は 907 円となっています。（4）使用

料及び賃借料の支出額 40,680円は、要請活動の際のバス借り上げ料、有料道路利用

料で、不用額は 39,320円となっています。 

科目 3 予備費につきましては、昨年度は執行がございませんでした。 

以上により、支出済額の合計は予算現額 311,000 円、支出済額 260,511円となり、

不用額 50,489 円から収入の不足額 968 円を差し引いた 49,521 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（木）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 27 年度収入支出決算書（案）の一番下の

個所をご覧ください。 

本協議会の平成 27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 28年 4月 20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： 有馬委員。 
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有馬委員：委託料のちらし配布ですが、これが一番金額が大きいですが、どこに委託をされて、 

どういう配り方をされているのでしょうか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： 市の秘書広報課で、広報ずしの配布を委託している業者がございますが、そち 

らと同じ業者に、広報と同時配布という形でお願いをし、全戸配布いたしました。 

 

有馬委員：広報と一緒に配っても、これだけ別途に支払われるということですか。 

 

事務局： その通りでございます。広報は広報として元から委託をしておりますが、それに加

える形で、こちらのちらしの配布についても、委託料を支出したということです。 

 

有馬委員：なぜ質問申し上げたかというと、これだけ大きい金額をできるだけ節約する時に、

例えば私どもの小坪地区では、住民自治協議会というものができていまして、そこで

毎月 1回、各自治会の方などにお集まり頂いて、その時に各町内会・自治会に配布す

べきものがあれば、そこを通じて皆さんに配布するということをやっています。場合

によってはそのような場を利用されると、こんなに大きな金額をこの活動のために使

わなくてもよいのではないかと。 

逆に言うと、今回、住民自治会の予算が市議会でカットされましたけれど、できれ

ば我々のような場を使って頂ければ、この場と違う話になってしまいますけれども、

自治協議会の予算も削られることもないかと思ったものですから、聞いてみただけで

す。失礼しました。 

 

会 長： ほかにご質疑はございませんか。 

    上泉委員、どうぞ。 

 

上泉委員：今の配布方法についてですが、地域自治協議会等に入っていない方もおり、そのよ 

うな方には配布できないことになってしまうので、従来通りということで、やむを得 

ないのではないでしょうか。 

 

有馬委員：わかりました。 

 

会 長： ご意見として賜っておきます。ほかにご質疑等ございませんか。 

ご質問、ご意見等がないようですので、本件の承認についてお諮りいたします。議題

１「平成 27 年度事業報告及び収入支出決算（案）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） 
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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 28 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 28 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、委員からご意見をいただき、

作成したものです。 

     まず、お手元の平成 28年度事業計画（案）をご覧ください。 

１ 事業方針、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。 

逗子市池子接収地返還促進市民協議会 平成 28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、市と連携し共同使用地（約 40 ヘクター

ル及び医療センター進入路）の返還を目指す。 

（２）共同使用にあたり、池子の森の保全に協力する。 

（３）池子住宅地区の居住者との相互理解に努める。 

（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ＰＲ活動を行う。 
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（４）顧問の招聘 

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 

米軍施設・区域、共同使用地等の視察や、講師を招いての研修会などを実施する。 

 

続きまして、平成 28年度収入支出予算書(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 27年度と同額とな 

る 311,000円となっています。 

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 310,000 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 311,000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、前年と

同額の 31,000円を計上いたしました。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、前年と同額の 274,000 円を計上いたしました。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)需用費１

消耗品につきましては、活動報告ちらしの紙代として 30,000円を計上いたしました。 

(3)委託料 114,000 円につきましては、活動報告チラシの全戸配布にかかる経費を計

上したものです。 

(4)使用料及び賃借料は、要請活動・視察等の際のバス借上料等として 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 311,000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、27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。 

次に、役員会につきましては、本日のほか、12 月に第 2 回役員会を開催し、次年度

予算案、国への返還要請活動の文案検討をいただくよう考えております。 

次に活動報告ちらしの配布については、広報ずし 6月号と同時に全戸配布する予定で

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 2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。 
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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。 

 

有馬委員：小坪の有馬です。 

 

会 長： はい、どうぞ。 

 

有馬委員：前回もお伺いしたのですが、予算の立て方についてです。雑収入の預金利子収入が

1,000 円と非常に大きいので、前回初めて参加した時に、ほかにも預金があるのかと

思い質問したら、残った予算は全て市に返還するということで、預金が増える訳でも

なんでもないということでした。実際には 100円以下の金額ですので、今回はいいで

すが、次回以降は実際に利子で見込める金額として、100 円程度の予算を立てられる

方が良いかと思います。 

 

会 長： 事務局、科目は確か 1,000円単位でしたか。 

 

事務局： はい、予算は 1,000円単位ということでまとめております。確かにご指摘のとおり、

実際に入ってきます金額との差が大きくなってしまいますが、仕組み上このような形

になっているということで、ご理解いただければと思います。 

 

有馬委員：はい、1,000円単位ということで、分かりました。 

 

徳本委員：関連してよろしいでしょうか。 

 

会 長： はい、徳本さん。 

 

徳本委員：実はこの 1,000 円の収入が、支出計画の中に満遍なく入っている訳です。311,000

円ということですから。それで、いろんな費目に配分されるという結果になっていま

す。額が少ないので、このようなことをお尋ねするほどのことでもないのですが、入っ

てこないかもしれない金額が、支出計画の中にばらまかれていることは、私などには

しっくりこないのです。そこでご提案ですが、このように金額がはっきり分からない

収入については、予算では計上しないで、決算の時に雑収入として初めて計上すると

いうようなことはおやりにならないのでしょうか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： はい、差額が大きいものですから、ご指摘のような形もございますが、ひとつは科

目ということで、受け入れ先のいわばお財布と言いますか、それをあらかじめ作って

おきませんと、実際に収入ができないといったことがございます。1,000 円というこ
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とで、大変違和感がおありかと思いますが、受け入れ先の費目をあらかじめ設けてい

るということでございます。 

 

徳本委員：もう一遍、関連してよろしいでしょうか。 

 

会 長： どうぞ。 

 

徳本委員：逗子市の場合は、予算計画を立てて、それぞれに、例えば事業費等々で科目を作っ

ておりますね。それで実際に活動をしてきた時に、全体では予算の範囲に入っていて

も、費目ごとには予算をオーバーするということは、許されているのでしょうか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： はい、実際にこれまでも、当初立てました計画を実際に進めていく中で、もっとこ

ういうことをやった方がいいのではないかということもございまして、その際には計

画の変更をさせていただき、それに伴いましてその支出の方も流用等をして、金額を

動かすといった対応をしております。 

 

徳本委員：分かりました。当初予算に縛られて、やりたい、ないしはやるべき活動が、予算の

関係でできないというのは、本末転倒かなと思って伺ったのですが、お答えいただい

て安心しました。 

 

会 長： 他にご意見はありませんか。 

 

斎藤委員：今は予算のことについてですか。 

 

会 長： いえ、予算と事業とスケジュールです。 

 

斎藤委員：では、ひとつ。 

 

会 長： はい、斎藤さん。 

 

斎藤委員：役員会の回数が 2回になっているのですけれども、事業方針・推進方法の量と、役

員会の回数ということで気になっています。と言うのも、以前は年に 4回は確か行わ

れていたと思うのです。具体的には、8 月に顧問就任要請活動というものが予定表の

中に入っていまして、これは県内選出国会議員を顧問として招聘するという目的のた

めに行われる活動だと思うのですけれども、例えばその活動の前に役員会を開く形で、

あちらに対するアプローチの仕方とか、今の時代の中でどういう位置づけになってい

るのかということの確認のような意味合いで、この要請活動の前に一度役員会を入れ
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たらどうかと思いまして、提案させていただきました。 

 

会 長： はい、事務局。 

 

事務局： ただいま斎藤委員からご指摘がございましたように、確かに以前は、市民協の役員

会は年に 3回ないしは 4回行っておりました。ご指摘のとおり、ここ数年につきまし

ては、ひとつは共同使用も始まりまして、少し落ち着いているというと語弊があるか

もしれませんが、そういったこともございまして、以前ほどの回数は行われていない

のが実態でございます。それから、8 月の顧問就任の要請活動につきましては、今年

は参議院選挙が 7月に予定されておりまして、これまでですと、新しく当選されまし

た県内選出の国会議員に、顧問をお願いさせていただくということで、会長と副会長

にお願いをしまして、当日国会議員会館を訪問して、就任の要請をするという活動を

してきております。実情としては、このような形でございます。 

 

会 長： 要望として必要があれば、役員会を開催するような形をとらせていただきますので、

その際にはまた、皆様にご連絡をしたいと思います。 

     ほかにご意見はございませんか。 

 

有馬委員：今のことと関連してよろしいでしょうか。 

 

会 長： はい、有馬委員。 

 

有馬委員：現在も国会議員の方は全て顧問になっておられるのですか。    

 

会 長： 全員ではないですけれど、今もし分かるようでしたら、事務局。 

 

事務局： はい。現在もすでに現職の県内選出の国会議員にお願いしておりまして、人数が．．．

いま手元に資料がないものですから、記憶での答弁になってしまって大変申し訳ござ

いませんが、15名に顧問として就任いただいているということでございます。したが

いまして、選挙がありまして顔ぶれが変わりましたら、新しくなられた方にその都度

お願いするという形で、要請しているということでございます。 

 

有馬委員：顧問になられた方が全員ではないということは、それはやはり若干、池子の返還に

関して、異論のある国会議員の方もいらっしゃるということなのか、どういう理由で

全員ではないのか、お分かりでしょうか。 

 

会 長： 事務局。 

 

事務局： はい。私どもは当然、代わられました方全員に要請をしております。その場でご承

28



逗子市池子接収地返還促進市民協議会 

平成 28年度第 1回役員会 

11/11 

諾いただける方と、あずかっていただく場合とがございますが、今ご指摘のとおり、

お願いした国会議員全員に、ご就任いただけているという状況ではございません。一

部、他の職務との兼ね合いで辞退させていただきたい、というお話を伺ったこともご

ざいますが、個別の事情等につきましては、私どもも全て把握できてはいないという

のが実情でございます。 

 

有馬委員：分かりました。この次までで結構ですけれども、要請活動を行った後、どなたが顧

問なのか、一度リストを見せていただければと思います。 

 

会 長： そうですね。ぜひ皆さんに分かるように配ってください。 

 

事務局： 大変申し訳ございません。あらためて、委員の皆様に資料をお届けするようにさせ

ていただきます。 

 

会 長： 他にご質疑はございませんか。 

他にご意見がなければ、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） 

 

ご異議ないものと認めます。それでは、議題 2「平成 28 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）」につきましては、以上のとおり決定

をいたしました。 

 

会 長： 続きまして、議題 3「その他」に移りたいと思います。事務局から説明してくださ

い。 

 

事務局： 情報提供といたしまして、二点ございます。お手元の資料とは別に、池子の森自然

公園のパンフレットと、フレンドシップデーのちらしを置かせていただいております。

3月 19日から、池子の森自然公園緑地エリアの土日休日に限った限定開園が行われて

おりますが、来場者につきましては、一日約 500名程度となっております。次に、今

年度の「池子フレンドシップデー」は 5 月 14 日（土）に行われます。雨天の場合は

翌日開催となります。時間は 11 時半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： 他に皆様から何かございますでしょうか。 

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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