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2020 年 10 月 15 日　第 2817 回 例会

◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『我らのなりわい』
◇　ゲスト・ビジター紹介　　　　
　　三　  浦　  市　  長　　　吉田　英男　様
　　横須賀南西ＲＣ会長　　　菅原　英明　様
　　油壷エデンの園　園長　笹ケ瀬　慶造　様
　　株式会社m-folks　代表取締役　宮浦　準　様
　　合同会社 GATTO LA TEVVA　中村　康之　様

　

 会長報告　　　　　　　　　会長　土田　成明

皆さんこんにちは。
会長報告をさせていただきます。
今度の日曜日に地区大会がありまし
て、私と加藤幹事で参加致します。
コロナの関係で申し訳ありませんが
二人しか行けませんのでご容赦くだ
さい .
その二日後には横須賀のメルキュー
ルホテルにて三役会が行われます。

 　幹事報告
＊横須賀ＲＣ　11月例会のお知らせ　　　　　　　　　　＊横須賀西ＲＣ　11月例会のお知らせ
＊横須賀南西ＲＣ　11月例会のお知らせ　　　　　　　　＊横須賀北ＲＣ　11月例会のお知らせ
＊横須賀ＲＣ　第 3331 ～ 3337 回例会週報　　　　　　  ＊ハイライトよねやま　
＊リソースのご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊新型コロナウィルス感染症に関する事務所対応の件

その次の週に地区大会報告をさせていただきます。
これから卓話が目白押しになってきますが、一人は、みなとみらい 21熱供給 ( 株 ) の内田社長にお越しいただ
きます。
皆さんで、卓話をお願いできる方がおりましたら、情報を頂ければと思います。
そして、今日お越しいただきました、横須賀南西 RC会長　菅原様、ありがとうございます。本日は三浦市長の
卓話になります。宜しくお願いします。
以上　会長報告でした。

　出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・会員総数：30名　　本日出席：18名　　本日欠席：12名　　　出席率 60.0％
・MAKE UP：土田成明、奥山浩司、加藤隆史、岩野　明、鈴木正孝、鈴木康仁、秋本清道
　　　　　　藤喜代司、長島満理子（理事会）
・以上により　出席率 90.0％となります
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　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦市長　吉田　英男　様

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・南西クラブ 菅原英明 様　先月の合同例会ではお世話に
　なりありがとうございました。
　本日はよろしくお願いします。
・エデンの園 園長 笹ケ瀬慶造 様　
・土田成明　吉田市長、宜しくお願いします。
　ゲストの皆様、こんにちは。
・奥山浩司　三浦市長 吉田英雄様、ようこそ三浦RCへお
　越しくださいました。卓話よろしくお願い致します。
　菅原様、笹ケ瀬様、宮浦様、中村様、本日はよろしくお
　願い致します。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　 前回まで　 累　計

・加藤隆史　吉田市長、本日の卓話よろしくお願い致します。
・松崎貞男　市長、ご多忙のところようこそお出で下さいました。　
・相澤静夫　三浦市長、本日は卓話よろしくお願い致します。
・鈴木正孝　吉田市長、今日はよろしくお願いします。南西 RCの菅原さん、ようこそ三浦へ。
・鈴木康仁　吉田市長、本日はよろしくお願い致します。　
・秋本清道　吉田市長、本日卓話よろしくお願いします。ゲストの皆様ようこそ。
・笠倉正弘　市長、ようこそいらっしゃいました。
・長瀬六朗　吉田三浦市長、卓話を楽しみにしています。油壷エデンの園 笹ケ瀬様、よくいらっしゃいました。　
・藤喜代司　吉田市長さん、今日はありがとうございます。南西RC会長菅原様、エデンの園園長笹ケ瀬様、ようこそ。
・長島満理子　吉田市長、本日の卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。
・石崎勇吾　三浦市長吉田英男様、本日はよろしくお願い致します。
・岡本一朗　吉田市長、宜しくお願いします。　
・鈴木　淳　吉田市長、本日はよろしくお願いします。
・小林　浩　本日もよろしくお願い致します。

・本日は、「三浦市の現状と成長への取組み」をテーマに、三浦市の特徴的な取組などの話をさせていただく。
・二町谷埋立地については、海業振興を目指す用地利活用プロジェクトにより事業者募集を行い、平成 30
年 6月に株式会社安田造船所と基本協定を締結した。その後、興和株式会社が事業参画することとなり、
令和 2年 3月 27日付けで土地所有権の一部を興和株式会社とする第三者の為にする特約を付した土地売
買契約を締結した。その後、令和２年 4月 20日に土地売買代金の支払いを受け、土地所有権を株式会社
安田造船所及び興和株式会社に移転した。
・土地売買代金の支払いを受けたことで、借入金残高が約 21億円減少し、50億円の残高となった。また、
年間の償還額も約 1億 2千万円減額することができた。
・今後、基本協定に基づく事業を行うため、株式会社安田造船所及び興和株式会社が出資する新たな事業
会社「エスパシオミサキマリンリゾート株式会社」が令和 2年 5月 18日に設立された。
・今後、ホテル、ヴィラ、コンドミニアム、商業施設
などの建設及び浮桟橋の設置を計画しており、令和 3
年 3月末を目途に具体的な事業計画が作成される予定
である。
・三浦市では、平成 13年スタートの第４次総合計画
において、市の中心部である引橋周辺を中心核と位置
付けた。そのため、平成 19年３月に「県立三崎高等
学校跡地」を神奈川県から取得し、（仮称）市民交流
拠点として利活用を図ることとした。
・このうち、校舎の建っていた土地については、Ａ地
区と名付け、令和元年に「市民交流センター」と「ベ
イシア三浦店」がオープンしたところである。
・市民交流センター内には、市民の方々がワークショッ
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プやミーティング等に利用できるスペースや、近接する小網代の森のインフォメーションスペースなどを
設け、市民等に利用されている。
・グラウンドとして利用していた土地については、Ｂ地区と名付け、「図書館」、「市民のレクレーション活
動の場となる公園又は広場」の整備や「民間施設」の誘導を図っていくことを想定している。
・Ｂ地区の利活用にあたっては、当地に高低差があるため基盤整備に課題があったが、市費を極力投入しな
い事業手法による盛土造成の目途がついたため、今月より、基盤整備に着手している。
・市の基幹産業である水産業において、付加価値向上に伴う競争力強化や三崎ブランドの価値向上や地域
の雇用の確保、産業の活性化を目的として市場の高度衛生管理化を進めている。
・その第１弾として、完全閉鎖型で年間を通じて 15℃で温度管理できるなど独立した建物で高度衛生管理
化し、冷凍マグロに特化した日本初の施設となる低温卸売市場を平成 30年４月に供用開始した。
・また、第２弾としては、沿岸ものを扱う卸売市場について、排気ガスを排出しない電動フォークリフト
の完全導入、高速シートシャッターや防鳥ネットによる鳥の防除など、こちらも高度衛生管理化された市
場へと改修を行い、令和２年４月より入札場などの一部供用を開始している。
・さらに、ハード整備だけでなく、岩手県、富山県、宮城県などの遠洋まぐろ漁船の船主を表敬訪問し、
高度衛生管理化された市場で漁獲物が扱える三崎漁港で水揚げするメリット等を説明し遠洋マグロ漁船誘
致を行っている他、沿岸・沖合漁船の誘致のため職員を高知県に派遣してカツオ船の船主を訪問させるなど、
行政と市内水産業界が一体となって水揚船の誘致に取り組んでいる。
・このような取り組みを通じて、三崎漁港の水揚量、利用漁船数を拡大基調に転換させ、三崎漁港の活性
化によって市内経済の好循環につなげたいと考えている。
・三方を海に囲まれた三浦市の交通の流れは基本的に南北方向のみであり、幹線道路の不足から、国道
134 号や県道 26号（横須賀三崎）などの主要な道路は、特に休日や観光シーズンには大変混雑している。
・その解消策として、神奈川県が整備を進める「三浦縦貫道路」と「西海岸線」がある。
・三浦縦貫道路は、横須賀市と三浦市を結ぶ幹線道路であり、横浜横須賀道路と国道 134 号とを連絡し、
地域の幹線道路網を強化するものである。
・今年８月、横須賀市の林から三浦市の高円坊までの約 1.9 キロが開通し、三浦市民や三浦市への来訪者
の利便性が向上した。
・なお、残る未整備区間は、三崎口駅付近までの約 2.5 キロとなっている。
・西海岸線は三崎港ロータリーを起点に、国道 134 号の三崎口駅付近までを終点とする県道 26号のバイ
パス機能を持つ道路である。
・三崎港ロータリーから油壺の県道 216 号までの約 3.1 キロは整備済みであるが、そこから三崎口駅付近
までの約 2.5 キロが未整備であり、これまで、騒音や振動などの調査や、小網代湾をまたぐ橋梁形式の検
討が行われ、現在は、小網代湾及びその周辺において、環境調査が実施されている。
・これら２路線は、三浦市の観光や地域経済に大きな効果があり、地震等の災害時における緊急輸送道路
確保の観点からも極めて重要な道路であるため、神奈川県に対して早期整備の要望を関係団体と行ってい
る。
・城ヶ島は、平成２４年１１月に神奈川県より横浜・鎌倉・箱根に続く新たな観光の核候補地として認定
された。
・以降、神奈川県の支援を受けながら、城ヶ島海上イケス釣堀「Ｊ‘ｓフィッシング」整備や城ヶ島ハイキ
ングコース整備、また、みうらレンタサイクルの事業化など、観光地の魅力向上と回遊性促進を図る取組
が実施されている。
・平成３０年１１月には、神奈川県、三浦市、城ヶ島区、京急電鉄の４者により、城ヶ島西部地区の魅力
向上と城ヶ島京急ホテルの建替えを一体的に進める「城ヶ島西部地区再整備方針」を公表し、令和元年９
月には、城ヶ島区が「城ヶ島西部地区まちづくり基本構想」を公表した。
・令和２年４月、城ヶ島の住民を初め、三浦市民の長年の要望であった城ヶ島大橋通行料が無料化され、城ヶ
島の観光振興の追い風となっている。
・今後は、地元と京急電鉄を中心に検討が進められている「城ヶ島西部地区再整備」に必要な支援を行い、
新しい城ヶ島京急ホテルを中心とした観光地城ヶ島の実現を支援していく。
・これまで三浦市のことを簡単にお話ししてきたが、三浦市の魅力を一言でいうと、「三浦市は、人よし、
食よし、気分よし」というフレーズで言い表している。
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