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久里浜地域運営協議会第３５回定例会 

（平成 30年度第１回） 

日時：平成 30年５月 15日（火） 

18時 30分～20時 00分 

久里浜行政センター 第１会議室 

 

委員出席者 ：小川会長、加藤副会長、森下副会長、臼井副会長、中井理事、 

山田理事、村松監事、吉川監事、魵澤会計、北村委員、橋本委員、 

関島委員、島内委員 

市民部出席者：濱野部長 

地域コミュニティ支援課出席者：柳井課長、野村係長 

事務局出席者：本多館長、今場副館長 

オブザーバー：㈱GNF-J 梁井様 

欠 席 者 ：島田委員、桐生委員 

 

１ あいさつ 

 

小川会長あいさつ 

   第１回の定例会を始めさせていただきます。本年度から市民部の体制が

変わりましたので、自己紹介をお願い致します。  

 

濱野市民部長あいさつ 

    皆さまこんばんは。このたび市民部長を拝命いたしました、濱野と申

します。日頃より、小川会長をはじめ委員の皆様におかれましては、横
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須賀市の事業にご協力をいただきましてありがとうございます。私自身

は市民部に来て日が浅いですので、皆様のお力をお借りして、一つ一つ

みなさまと一緒に取り組んでいきたいと思っていますので、よろしくお

願いたします。 

 

地域コミュニティ支援課 柳井課長あいさつ 

    このたび、地域コミュニティ支援課長を拝命致しました、柳井と申し

ます。昨年度は、経済部商業・市街地振興課に所属しており、森下副会

長や橋本委員には大変お世話になりました。また以前は、地域コミュニ

ティ支援課に１２年在籍しており地域の皆様には大変お世話になってお

りました。今後は今までご指導いただいた点、経済部で学んだ点を活か

して、新たな気持ちで取り組んでいきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 

地域コミュニティ支援課 野村係長あいさつ 

    このたび、地域コミュニティ支援課総務係長を拝命しました野村と申

します。以前は、町内会の担当をしていました。よろしくお願いいたし

ます。 

 

久里浜行政センター 本多館長あいさつ 

    ４月から久里浜行政センターの館長を拝命しました。皆様よろしくお

願いいたします。 

 

２ 他団体から 

   

（１）西口栄通り整備事業について（土木部道路建設課小又課長）別紙 2 参照 

・ 前回要望がありました通り、今後の整備スケジュールを提示いたしまし

た。 
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・ 5 月 23 日に開札の予定です。業者が決定しましたら、商店会を通じて

周知をさせていただきます。 

 

・ さらに、この事業に関連して、西口駅前交差点のカラー舗装工事も併せ

て行う予定です。 

 

・ 来年度以降に関しては、予算の確保はできておりませんが、平成 31 年

度までに、地質調査を計画しています。道路に穴を開け、土を採取して、

正確な強度を調べます。 

 

・ 地質調査の結果がまとまり次第、詳細設計に入るため改めて皆様からご

意見を伺いたいと思います。 

 

（委員） 

  既に駅周辺の図面は、あるはずなのに今回新たに測量をする意味はある

のでしょうか。 

 

（土木部道路建設課小又課長） 

  過去に測量した図面には、今回の整備工事で必要なデータがないため新

たに測量する必要があります。具体的には、これまでの図面には座標付け

された図面がなく、道路の中心線を決定する際や関係機関と調整する際に

も、正確に座標付けられた図面が不可欠です。 
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３ 議 題 

（１） 平成 29年度事業報告 

 

定例会の報告（事務局）P2 参照 

    予定通り、全 6回の会議を実施しました。 

  みんなの公園専門部会（山田部会長） 

   ・花好き会の会員は若干減っていますが、花植えや水やり活動を通じて、

公園の見守りも行っています。 

   ・地区社会福祉協議会児童部門（魵澤委員） 

昨年 12 月 2 日（土）「自然体験自分のせきにんで自由に遊ぼう！」

を実施し、みんなの公園を利用しました。407 名の参加があり、社会福

祉協議会では、豚汁を作り大好評でした。その他、ロープ遊びやマシュ

マロ焼きなど、皆様のご協力を得て大成功でした、ありがとうございま

した。 

 

防災・防犯専門部会（中井部会長）別紙 1参照 

  別紙 1に過去３年間の活動をまとめました。 

 

（防災について）  

 ・第３回目の「震災時避難所運営訓練」実施しました。詳細は、都度報告

してきたとおりです。 

 

（防犯について） 

 ・防犯アンケートの結果から、「見守り活動」や「安全マップ」、「スマ 

ホの取り扱い」をテーマにした課題がいくつかあることがわかりました。 
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・上記テーマに関しては、町内会・自治会を通じても、防犯意識を高め

る活動をしていきたいです。 

 

歴史と文化専門部会（小川部会長）P7 

昨年度は、主に「くりはまカレンダー」の製作と写真展を行いました。

写真展には、久里浜小学校の 3年生が来てくれました。４日間で 350名

が訪れました。「毎年開催してほしい」という意見がでるほど好評でし

た。 

 

中学校の居場所専門部会（臼井部会長）P9 

・学習支援を目的とした居場所として再オープンした「スペース」には、

７月から３月までに延べ 51 名参加しました。思っていたように参加者

が増えず、市にも相談しましたが、難しいテーマのためこの活動は中止

をする方向で考えています。 

 

 ・社会福祉協議会で検討をして、次回以降に、決定事項はご報告します。 

 

広報誌を含めた広報活動（事務局）P9 

    地域運営協議会通信 No.7 を発行しました。カラー印刷をして町内

会・自治会へ配布しました。また、ホームページを随時更新して、新

しい情報を公開しています。 

 

（２）平成 29年度収支決算書（事務局） 

 

・P10の内容を報告 

 

→全会一致で承認を得ました。 
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（３） 平成 30年度事業計画について 

 

定例会について（事務局） 

   例年通り、奇数月に全６回の会議を予定しています。 

 

 「みんなの公園」専門部会（山田部会長） 

     花好き会の花壇が公園の奥にあるので、公園内に看板を作り、散

歩で公園に訪れた方にも、花壇を見てもらえるような工夫をしたい

と思います。 

 

「防災・防犯」専門部会 (中井部会長) P12、別紙 1参照 

 

（防災について） 

 

・ 津波発令を想定した避難訓練を計画しています。 

 

・ 今年度も各避難所で訓練を行いますが、共通した課題として、資器

材を使った組み立て訓練が足りないので実施したいです。 

 

・ また、近隣の避難所同士の連絡方法を検討したいと考えています。 

 

・ 久里浜地区社会福祉協議会から、体育館や避難所施設でバリアフリ

ー化されていない箇所を指摘されています。その箇所を一緒にチェ

ックし対応を検討したい。 

 

・ 近隣の企業の帰宅困難者への対応を確認したいです。 

 

・ 各避難所運営員会の会計や事務手続きを、昨年度までは行政センタ

ーで行っていたが、今年度からは各委員会自身で行うことになりま

した。 
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・ 「車で避難されるた方へ」のたよりを町内会・自治会へ回覧し、避

難所に車で来ないように周知・徹底する予定です。 

 

（防犯について） 

 

・ 今年度も「久里浜 安全・あんしんのつどい」を開催します。（平

成 30年 9月 29日（土））参加率などを考慮し、31年度以降のつど

いの方針を検討します。 

        

・青少年育成推進員連絡協議会との意見交換会（平成 30 年７月 19 日）

を開催する予定です。 

 

「歴史と文化」専門部会 

 

久里浜の文化を考える会 (小川部会長) 

・ 神明小学校敷地内にある蓼原古墳跡地に、新しく説明板を設置し

たいと思っています。蓼原古墳からは、非常に珍しい「琴を弾く

埴輪」が発掘されています。現在、埴輪は横須賀市人文博物館に

展示されています。蓼原古墳跡地に説明板を新設することで、久

里浜の子どもたちに地元の歴史の奥深さを伝えていきたいと思っ

ています。 

 

・ 久里浜の史跡地図を製作したいと考えています。歴史のストーリ

ーを紹介し、歴史的な観点からみた久里浜の地図を製作したいで

す。 

 

・ 「2019 くりはまカレンダー」は、久里浜の歴史的なカレンダーに

したいと思っています。史跡と久里浜の花をテーマにします。 

 

・ 従来通り、小学校・中学校への歴史授業も継続して行います。 
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久里浜地域における音楽活動に関して (村松委員) 別紙３ 

 

・ 昨年度は、音楽体験教室でトランペット教室を開催し 10 名の生

徒が参加しました。最終的に、久里浜観光協会主催の「食の祭典」

で演奏をしました。 

     ・現在、久里浜観光協会や商店会からの出演依頼を待って活動をし

ていますが、今後は主体的に活動をしていきたいと思っています。 

・それに伴い、事務局を立ち上げたいと思います。黒船吹奏楽団に

は、受付窓口がないので、窓口を作りこれまで以上に活動の幅を

広げたいです。 

・また、これまで久里浜地域運営協議会では、「黒船吹奏楽団」へ支

援をしてきましたが、その他久里浜地域のために活動したいという

音楽団体へも支援をしていただけたらと思います。 

 

（委員） 

・「観光協会」のような「音楽協会」を作りたいということであれ

ば、まず音楽協会を立ち上げてから、そのあと地域運営協議会

として支援をするかどうかを考えればいいと思います。 

 

駅周辺再整備専門部会 (橋本部会長) 

 

   ・昨年度は、活動がありませんでしたが、今年度は JR西口栄通り整備    

事業が始まるため、横須賀市との交渉が増えると思います。今後は、

八幡町内会や内川町内会、商店会の中から専門部会の委員を選出しよ

うと思います。 

 

・この専門部会には、市議会議員をオブザーバーとしてお呼びしたいと 

考えます。 
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 （委員） 

   市の進め方が理解できないから、専門部会のオブザーバーに市議会議

員を入れるというのはどういう意味ですか。 

 

（委員） 

   先ほどの道路建設課からの説明でも、納得できない点がありました。

そういった、一般人には理解できないような疑問点を、市議会議員の方

から直接担当課へ質問してもらえば、明確な回答が得られるのではない

かと思いました。 

 

（委員） 

   個人によって見解の相違はあると思う。市議会議員によっても、意見

は違うと思う。市議会議員を入れたからと言って、円滑に進むとは限ら

ないのではないか。 

 

（委員） 

個人によって意見の相違はあると思うが、一つの疑問が解決するまで

により円滑により早く進めたいという思いがあります。 

 

 （委員） 

    駅周辺再整備専門部会として、関連のある人を集めて小規模で話をま

とめることは賛成します。 

 

（事務局） 

   今のところ、市議会議員がオブザーバーとして参加するということで問

題ないとは思いますが、地域運営協議会は意思決定の場なので議員が意思

決定することはできません。 
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（４） 平成 30年度予算の検討（事務局） P16参照 

 

・ 久里浜地域運営協議会として地域コミュニティ支援課へ提出した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

→全会一致で承認を得ました。 

 

（委員） 

   現状、「駅周辺再整備」専門部会に予算はついていませんが、必要に応

じて予備費から算出していただけますか。 

 

 （小川会長） 

   わかりました。 

  

 

 ４ その他 

  「ナッチャン world」について 

・5月 27日(日) 災害支援船にもなる双胴型フェリー船が久里浜港で一

般公開されます。熊本地震でも活躍した船で、双胴型なのでどこの岸

壁にも荷を下ろすことができるそうです。久里浜港を母港化すること

が検討されているそうです。運輸港湾振興会からの情報提供です。 

 

 

 

次回は平成 30年７月 17日（火） 

午後 6時 30分～ 

久里浜コミュニティセンター 第 1会議室 


