
平成26年 (2014年)8月 20日

ヨコスカをよ くする会 呉東 正彦 様

財政部資産経営課

まちづ くり出前 トークの会議記録について

「まちづ くり出前 トーク」におきましては、貴重な ご意見 をいただき、あ りがとう

ございま した。

以下の 「まちづ 〈り出前 トーク」について、会議記録 (質疑応答の概要)を まとめ

ましたので、送付いた します。

今後 とも、横須賀市のまちづ くりに積極的にご意見 をいただけるよう、お願 いいた

します。

件

　

名

「施設配置適正化計画についてJ

日

　

時

平成 26年 8月 11日 (月 )

18時 10分 ～ 20時 30分

場

　

所
産業交流プラザ第 1仰墜

関

　

係

　

者

財政部資産経営課 加藤課長・小澤係長・友野

担当 財政部資産経営課 友野

電話  822-9617
(裏面あ り)



質 疑 応 答 の 記 録

要望意見などの要旨及び前則回答の要旨Э

(市民)

・ 厳しい員オ政状況の中であり、計画の総論には賛成するカミ 各論である生lE学習セ

ンターの縮小案には反対である。理由は、文化振興条例の方針に逆行するおそれ

があるからである。

施設配置適正化計画検討委員会の当初の予定は 6回であったが、結果的に5回で

終わってしまった。この理由について、考えてみた。委員からは、前向きな意見

として、コミュニティセンターの市民管理や、老人福祉センターの市民の立場で

の活用など、施設サービスの内容を充実させることが提案された。しかし、この

提案を財政部だけで進めるのは無理だと委員があきらめ、検討委員会を5回で止

めてしまったのではないかと、私は思っている。主管課として、委員の意見を、

どのように受け止め、具現化していくつもりなのかということを聞きたい。

(横須賀市)

「計画の方向性について了承する」として答中をもらっており、施設配置適正化

計1画検討委員会が、さじを投げたと出思っていない。

委員の意見は真摯に受け止めている。また、計画の検討にあたっては、市長・副

市長も含め、全部局で行っており、事務局だけで進めているということではない。

、rp氏′

・ 税収の減少は分かるが、支出の抑制による市民サービスの低下は本末転倒であ

る。例えば、富浦公園の広い敷地を民間に貸出をして収入を得るなどしてはどう

か 。

これだけ、廃止縮小しなければいけない施設がある中で、新ごみ処理施設を計画

の対象外にしているのは、とんでもない話注

(横須賀市)

・ 敷地や施設の民 削への貸し出しは、とても重要な発想だと思っている。ただし、

宮浦公園については、現在の規制では、公園以タトの用途での利用はできない。
・ 新ごみ処理施設については、施設配置適正化計画の検討開始前の、平成23年度に

基本的な方向性が決まっていた。そのため、施設配置適正化計画l‐おいてゼロベ

ースで検討することはしなかった。

(市民)

・ その点がおかしい。許せない。市民として税金の使い方は一体である。久里浜の

南処理工場を建て直せば、 (長坂の新ごみ処理施設整備に比べて)100億円以上

ドがる。その説明を責任を持ってしてはしい。今でなくて構わないので。

(市民)

人口を増加させるため、どのように考えてきたのか。そのために、例え|ま もっ

と大きな市首{盗を整備して、市外から人を呼び込んではどうか。

(横須賀市)

全国的に人口減少している中で、横須賀市としても人口減少を少しでも抑えるこ

とは重要なことだと考えている。そのために出来る限りの施策を行っている.

市営住宅は、牛活困窮者のための施設であり、人 r」 減少の施策とは切り離して考

えるべきである。また、市営住宅は、これまで量を重視して整備してきたが、こ

オ■からはバリアフリー化や高齢者の単身者世帯向けの住宅を増やすなど質を重

視していきたいと考えている。

(次頁あ り)



要望意見などの要旨及び詢則回答の要旨0
(市民)

市営住宅や老人福祉センターなど、肖」るばかりで将来の展望がない。
廃JLした施設や土地は売るということになると思うが、民間が買わなかったら、
国が買って基地が強化されるのではないかと心配している。

市長が 「選ばれるまちJと言っているが、この計画は全く逆の方向である。横須
賀市の魅力あるまちづくりの視点がない。

住んで良かったと言えるまちをつくるといった展望がないまま、このような計画
が一方的に出されると、私たちは安心して住めなくなる。横須賀から出ていきた
いという気持ちになるのではないか。

(横須賀市)

計画素案を市議会に報告した際に、 「計画に華がない、きらめくものがない」と
いつた、今の指摘と同様の趣旨の意見を市議会からもいただいた。

理想は、基本構想や基本計画に将来の展望などを書くべきで、その上で施設配置
適正化計画を策定するの力ヽ順番であると考えている。しかし、基本構想や基本計
画の改定は、まだ数年先であり、施設配置適正化計画が先行する状態となった。
施設配置の適正化は、喫緊の課題であり、基本構想や基本計画の改定まで待って
いる訳にはいかない。

(市民)

計画では10年以内の縮減は28%となっており、計画内容は縮減を急いでいるよ
うには見えない。

検討委員会の議事録を拝見したが、ギクシャクしていると感じた。第 1回と第 2

回の検討委員会は 6名の委員全員が出席しているが、第 3～ 5回は 3名 しか出席
していない。具体的な議論をしても仕方ないと委員力測思われたのではないかと、
私は感じた。

・ こういった計画を検討することには賛成だが、もっと時間をかけて議論すべきで
はないか。市民の納得力沼 られないまま強り1にやるという風にしか受け止められ
ない。

・ 計画原案についても、討議する場を設けた方が良い。

どうして、そんなに急がなけれはな らないのか。

受益者負担の受益者とは誰を指しているのか。

(横須賀市)

数年前から施設の管理をしっか りやるように市議会から指摘を受けてきた経緯
がある。その経緯の中で平成25年度に公共施設マネジメント自書を作成、公表 し、
現在施設配置適正化計画の策定に取り組んでいる。

・ 計画原案については10月 にパブリック コメント手続きを実施するとともに、市
民説明会の開催を予定している。

・ 受益者負担の受益者とは、今回の出前トークの会議室利用で言えば、受益者は会
議室の利用者全員ということになる。

(男性)

廃止施設カラ く、かなリドラスティックな内容であると感じた。
・ 廃上により多くの施設跡地が出ると思うが、跡地利用はどう考えているのか。ま

た、施設跡地の売ム‖こ伴う今後の収入の見通しはどうなのか。

(横須賀市)

施設の跡地は基本的に売却の方向で考えている。

(裏面あ り)



要望意見などの要旨及び市側回答の要旨Э

施設跡地の売却に伴う収入のヨ「質け まだできていない_

(市民)

・ 計画の基本的な考え方に賛成である。

・ 現在の財政難は、芸術劇場や美術館を造ることを許した私たち市民の責任である

と思っている。

・ 産業交流プラザは、良く利用している。今日 (平 日)は空いているが、日曜日は

会議室の予約力滝 かなか取れない状況である。全体の稼働率だけ力湖 状ではない

と思うが、稼働率についてどう考えているか。

(横須賀市)

・ 稼働率については、頭力浙百い問題である。平日の昼間の利用が少なく、土日の利

用が多いことは認識しているカミ 土日のために、施設を拡張するのは難しい.

(市民)

廃止施設が多く挙げられているが、建て直す施設もあると思う。その建て直す施

設については、多日的用途で、みんな力・l●えるものにしていくべきだと思う。そ

ういった構想はないのか。

(横須賀市)

・ 複合化の検討については、公共施設マネジメント方針に掲げており、大事な考え

方だと認識している。横須賀市の施設は単独の施設力つ くあるが、公共施設マネ

ジメント基本方針に基づき、複合化を検討していきたいと考えている。

(市民)

・ 天神アパー トは、174戸あるが71世帯しか入居していない。また、老朽化もして

いる。こういつた住宅は早く売却していくべきだと思う。

(「市営住宅 (天神アパー ト)ではなく、県首住宅ではないかJと発言する者あり)

(横須賀市)

・ 市営住宅の詳細は、市営住宅所管課に確認して回答する。 (アパー トの棟数も含

めて確認)

(男性)

土地の処分まで含めた計画にするべきだと思う。

(公園管理課作成の平作ブールの地元説明資料を配付し、)地元説明資料と施設

配置適正化計画に矛盾があるのではないか。

・ 平作町内会では、平作ブールの廃止について反対決議力河 決された。

施設配置適正化.「Tは38年間を見据えた計画であるのに対して、ごみ処理施設の

計画はたった 5年間のごみの量を算定し、 3基の焼却炉を整備する計画であり、

矛盾がある。

市の土地は、私たちの土地である。その土地を勝手に処分して、財政再建をして

い<んだ、苦しいから納得しろ、という言い方には、リト常に不満である。

・ 資源循環部は、縦割 りで勝手に動いている部署である。吉田市長がしっかりとコ

ントロールして、無駄なもの間置らせない、我Eを しろという市民に対してそれ

なりの責任ある対応をしてほしい。

(横須賀市)

・ いただいた意見については、市長以下、関係部局に伝える。

(次頁あり)



要望意見などの要旨及び出則回答の要旨④

地元説明資料での数年以内は、施設配置適正化計画では10年以内、地元説明資料

での10～ 15年以内は、施設配置適正化.「画では20年以内で、矛盾や証能はないと

思っている。

(市民)

・ できれ|ま 市長に議会や市民に説明してほしい。

(市民)

・ (上記意見について)「多くの人が賛同していたJと伝えてはしい。

(市民)

・ はまゆう会館力洗 止となっているが、はまゆう会館にあるホールを文化会館に整

備する計画なのか。
・ 現在、文化会館やはまゆう会館は市外利用者も多くいる。例えば市外利用者と市

内利用者で利用お1金に差をつけることは可能か。

(横須賀市)

・ 文化会館を建て替えたときに、どのような施設内容になるかは、まだ決まってい

ないが、文化会館にホールをもう1つ増やすということはあり得ると思う。

市外利用者と市内利用者での利用料金に差をつけることについては、既に中央斎

場の火葬料金での事例もあることから、検討に値すると思う。

(市民)

・ 老人デイサービスセンターは、レクリエーションの機能力逃 く、機能訓練をして

いるのか疑問である。現状を確認してほしい。

私の弟は、発達障害とアツレコール依存症で久里浜の病院に入院している。退院し

たいが、行くところがない。医者と話しても、先に進まない。入院が続けば、多

くの経費がかかってくる。ずっと入院しているのは、経費の無駄である.建物の

前にこういった無駄をなくしていくべきだと思うが、どうか。

(横須賀市)

・ 老人デイサービスセンター及びアルコール依存lFの方の社会復帰の件について

は、担当部局に伝える。

(市民)

車座会議や出前トークで出た意見は、計画案に反映されるのか。

特に、公共施設マネジメント基本方針について、財政面からの視点だけでなく、

市民のくらしやすさ、横須賀の魅力を育てる視点を入れるべきだと思うが、 戦ヽ

計画原案に反映されていくのか。

(横須賀市)

車座会議や出前 トーク、今後のパブリック・コメントで出た意見については、市

で精査の に、取り入れていくかどうかを判断する。

(市民)

・ 38年後を予測するの|ま、不可能であると思う。

・ この計画について、横須賀市のことを知らない外部の有識者が、 2、 3回の検討

でまとめられたのは、あまりにもひどいやり方と言わぎるを得ない。

秋に少しばかリパブリック・コメントをやっただけで、市民の意見を聞いたこと

にはならない。

(裏面あ り)



要望意見などの要旨及び市側回答の要旨Э

追浜コミュニテイセンター南館は 多くの住民力平」用し′ている。そういった施設

を廃上することは、住民自治を破壊することである。

産業交流プラザは、土日は多く利用されているのにも関わらず、廃止 岬用する

のは、利用実態を十分にIEEしているとは言えない。

(横須賀市)

施設は出来る限り維持していきたいが、すべての施設を建て替えていくのは難し

いというのが前提である。施設は縮減せざるを得ないので、市民のみなさんで譲

りあって使ってはしいと思っている。

施設の実態は、我々なりに把握して計画を作成しているつもりであるが、指摘に

ついては、真摯に受け止めたいと思う。

(市民)

施設配呂商T化計画力聡 合計画に代わるものであれば、市議会の議決が必要なの

ではないか。議決がないものであれ|よ 言[画に拘束力はなく、単なる青写真にな

ってしまうのではないか。

これまで、市民の意見を聞くことなく、廃上・縮小の施設をノミネー トしてきた

が、パブリック・コメントで施設のRLL反対の意見カラ く出された場合、施設配

置摘T化計画の廃止・縮小対象の施設田修正されるのか。

施設配置滴T化計画の中に、市民参加を保障する文言を入れるつもりはあるか。

(横須賀市)

施設配置適正化計画は、総合計画に代わるものとまでは考えていなし、 よって、

施設配置適正化計画は議決案件とは考えていない。

市民説明については、この施設配置適正化計画だけでなく、今後検討する分野別

の実施計画の検討にあたっても行っていき、市競 多とを考慮して進めていくつも

りである。

施設配置滴T化.I画素案では、公共施設マネジメント基本方針に「市民ニーズを

考慮しJと いう文言を入れている。



平成 26年 (2014年 )8月 20日

ヨコスカをよくする会 呉東 正彦 様

財政部資産経営課

天神アパー トに係る質問への回答について

まちづくり出前 トーク当日にいただいた、天神アパー トに係る質問について、下記の

とお り回答いたしまう。

天神アパー トは、現在 H棟、350戸 あり、入居率はほぼ 100%となっています。

なお、追浜地区の県営住宅では、建て替えを前提に入居を制限しているものがあると

聞いていますので、ご指摘は県営住宅に関するものではないかと思われます。

以  上

担当 財政部資産経営課 友野

電話 822-9617

記


