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ロータリー︓
変化をもたらす

2017 年 11 月 16 日　第 2715 回 例会
◇　国歌斉唱

◇　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　

　　　　　　三浦市副市長　星野 拓吉 様

　　　　　　米山奨学生　　 甘　博文 君

　  
　

　今日は、新しく副市長にな
られた星野拓吉氏にお越し頂
きました。副市長とはＰＴＡ
等ご一緒させていただき、
けっこう長いお付き合いで
す。副市長を受けるにあたり、
葛藤があったと思います。今
日は、自己紹介とこれからの
行政への取り組み等、お話し
て頂けたらと思います。

 会長報告　　　　　　　　　秋本　清道　会長

 幹事報告　　　　　　　　　　                                                                        土田　成明 会員

＊ハイライトよねやま２１２号　発行のご案内
＊「職業奉仕」実践例提供のお願い
＊第23回三浦市城ヶ島駅伝競走大会開催お礼

　皆さんはお体の調子はいかがですか。このところ当クラブでも体調を崩す方が出ています。芹川会員は
入退院以来１０ｋｇほど痩せたそうです。もう少し休ませてくれとのことです。昨日、奥山会員が具合が
悪く、病院へ行ったら、そのまま入院したそうです。体調管理をお願いします。
　甘君ようこそ、後ほど奨学金お渡しいたします。今月は、財団月間です。いつもより意識を高く持って、
寄付の程よろしくお願いします。
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　功 会員

 委員長報告

 卓話　「新副市長としての行政運営や市民サービスへの抱負、意気込み」　三浦市副市長　星野　拓吉 様

ニコニコ BOX 集計報告 ・秋本清道　
　星野副市長、本日卓話よろしくお願いします。
　甘君、ようこそ。
・鈴木康仁　
　星野副市長、ようこそ。
　本日はよろしくお願いします。
・笠倉正弘　星野副市長、本日のスピーチよろし
　くお願いします。。

 出席報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　功 会員                      
・会員総数：23名　　本日出席：15名　欠席：8名　　出席率 65.2%
・MAKE UP：秋本清道、松崎貞男、高木　巌、鈴木正孝、鈴木康仁、笠倉正弘、岩野　明（社会奉仕委員会）　
　　　　　　秋本清道（第 1グループ三役会）　　　　　　　　　　　以上により、出席率は 100％となります

・土田成明　星野さん、よろしくお願いします。
・藤喜代司　星野副市長、ようこそ。本日は卓話楽しみにしています。
・菱沼国男　星野副市長、卓話よろしくお願いします。
・齊藤博一　星野副市長の卓話、楽しみです。

●笠倉会員より
　　　クラブ研修リーダーセミナーに参加してまいりました。
●岩野親睦活動委員長より
　　　クリスマス夜間家族例会のご案内。ご家族お誘いの上ぜひご参加ください。
●鈴木康仁社会奉仕委員長より
　　　じゃがいものできが悪いようですが芋ほりは 300 名近く来ますので、
　　　ぜひみなさまのお手伝いをよろしくお願いいたします。　

本　日 前回まで 累　計
ニコニコ 7,000 85,000 92,000
財　　団 2,000 57,000 59,000
ポ リ オ 0 24,000 24,000
米　　山 3,000 46,000 49,000
周　　年 0 2,000 2,000

計 12,000 214,000 226,000

　皆さまこんにちは、私は 7月 26日に副市長
を拝命いたしました、星野拓吉でございます。
本日は、貴重なお時間をいただき誠にありがと
うございます。
三浦ロータリークラブの皆さまには、「奉仕の精
神」のもと、様々な活動で三浦市へ長年ご協力
いただき感謝申し上げます。
まずは自己紹介として自分の経歴をお話しさせ
ていただきます。私は、地元の城ヶ島分校から
三崎小　中学校を経て大学では土木系の学科を
卒業し、民間の中堅ゼネコンに就職しました。
絵にかいたような飯場生活を経験しております。
ダムの関連工事、港北ニュータウン関連工事や
下水道工事を経験し、地元へ戻るために転勤し横須賀の小さな土建会社で下請けの工事を行っていた時に
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三浦市役所の下水道事業本格的開始をきっかけとする土木技術職の募集により、平成４年に３１歳で三浦
市役所に入りました。その後、土木課勤務、県の横須賀土木事務所への２年間の出向、下水道課、を経て
土木課に戻り係長、課長、都市環境部長を経て今年の７月２６日に副市長を拝命しております。
私の経歴からお分かりいただけると思いますが、現場上がりの人間でございます。
本日は、副市長としての行政運営や市民サービスへの抱負、吉田市長４期目の女房役としての意気込みに
ついての考えをというお話でしたので少し考えを述べさせていただきます。
初当選当初 1期目の吉田市長はフレッシュ感あふれる若い市長で三浦半島区域での最も若い市長でした。
４期目を迎えた現在では、この三浦半島区域で最も経験豊富な市長でございます。
ですので、おのずと副市長の私の役割も前任の杉山副市長とは違ってまいります。今まで、計画し積み上
げたものを形に表す時期と考えておりますので、その役割を担ってまいりたいと思っております。

安心して暮らせるまちづくり
大雨による初声地区における冠水や大型台風による大規模被害に対する対応は重要だと考えています。今
年に入り、三浦市の時間雨量が 8月、9月の 2度更新されました。災害対策は、地震、津波に重きが置か
れがちですが、発生頻度の高い大雨などの対策も重要だと考えています。津波対策も城ヶ島や晴海町の急
傾斜地に津波避難階段を設置してきましたが、行政が取り組む「公助」には、どうしても限界があり、重
要になってくるのが「共助」と「自助」であります。
日頃からの様々な活動により地域においてもリーダーとして信頼される存在である、三浦ロータリークラ
ブの皆様には、日頃から市とも連携させていただき、ともに災害を乗り越えられる「安心して暮らせるま
ちづくり、ひとづくり」への取組みをお願いしたいと存じます。

二町谷の活用にむけて
二町谷地区への企業誘致を促進するため、平成 28年 7月に「海業振興を目指す用地利活用プロジェクト」
による事業者募集を行い、複数の事業者を契約候補者として選定しました。
多目的活用事業用地の進捗状況については、現在、契約候補者と協議を進め、その事業計画案に基づき、
主に岸壁や水面の利用に関して漁港管理者である神奈川県東部漁港事務所との協議を開始しており、契約
候補者からの事業計画案において課題となる部分を整理し、双方で解消案を提案しながら調整を進めてい
ます。
契約候補者からも、神奈川県との協議結果を反映させた事業計画の見直し案が提出されるなど、まだ解消
すべき課題はあるものの、今年度末を目途に一定の方向性を示すことができるよう二町谷地区埋立地の活
用に向けて連携した取組みを進めています。

市民交流拠点の実現にむけて～三崎高等学校跡地～
三浦市では、平成 19年 3月に神奈川県から取得した県立三崎高等学校跡地について、官民協働により、
市民交流センター等の公共的機能と民間施設を段階的に整備し、市民交流拠点を形成することを目指して
おります。
以前、校舎のあった土地である、Ａ地区については、平成 27年 11月に株式会社ベイシアと事業契約を締
結し、現在、平成 30年 12月までに市民交流センターと商業施設（ベイシアの店舗）を一体的に整備する
予定で、事業を進めているところであります。
市民交流センター内には、市民の方々がワークショッ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ることを考えております。
また、Ａ地区の施設整備と並行して、市民交流拠点を形成するにあたって新たに生じることが想定される
交通需要に対して、これを円滑かつ安全に処理するため、平成 30年度にグラウンド部分の土地である、Ｂ
地区において一部道路を新設するとともに、周辺の国道交差点の改良を実施することを予定しています。
これに先立ち、本年度、Ｂ地区の一部について、造成工事を実施しているところです。最近、伐採などが
始まり、見た目が少し変わってきたと思います。現在元の校舎があった場所には、土が盛られていると思
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いますが、あの土は、横須賀市と共同で進めておりますごみの広域化事業のため三浦市が行う最終処分場
の建設の土で、現在、元校舎の場所に仮に置いているものです。
グラウンドの上段部を埋めて、旧法務局入口交差点を改良し、そこから三高側に入れるようにします。三
崎からベイシアに入るには、三浦海岸側の元の校門あたりから入り、新しくした旧法務局入口交差点から
出ることになります。三浦海岸からは、引橋交差点を過ぎて旧法務局入口交差点から入り元校門の付近か
ら出ることになります。
なお、Ｂ地区の将来の土地利用・施設については、図書館、小網代の森への来訪者も利用できる駐車スペー
ス、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
定しています。
また、この地区は、市役所移転の候補地として検討することとしており、現在の市役所や廃校となった中
学校などがある城山地区の利活用と併せて検討していく考えであります。
しかし、市役所の移転に関しては、現市役所のある城山地区の将来利用と併せて検討する必要があります。
今後、県立三崎高等学校跡地のＢ地区の整備手法等の検討を進めるとともに、城山地区についても三崎下
町の活性化に資する経済的機能の導入を目指し、これらをひとつの課題として一体的に取り組んでまいり
ます。

市の活性化に向けて
市有地の有効活用については、実現性のある方針を策定するため、平成 28年 2月から 4月にかけて、民
間事業者へのアンケートとヒアリングを行う事業化可能性調査を実施しており、現在も引き続き検討を進
めています。
下水道事業においてもコンセッション方式と呼ばれる民間活力の導入を検討していますが、三浦市の規模
で民間の利益をどのように上げられるかが大きな課題だと考えています。
市有地の有効活用においては、財政状況の厳しい三浦市においても実現可能なものとするため、他の自治
体を例として民間に運用してもらう方式などを参考にしますが、もともと施設がある場所の駅の利用者数
の違いや交通の利便性の違いは埋められないものもあると感じています。
事務担当からの内容をもとに、三浦市の活性化のために必要なことは、総論的には次のような話になりま
す。
（１）地理的な利点、欠点を共通して認識する事
（２）自然に恵まれており、一次産業が盛んなことをもっと活用する事
（３）観光業は、まぐろきっぷなどの多くの成功例を参考にする事
（４）三浦市内の各区、各業種間の連携
（５）適正に情報の収集と発信を行う事
三浦市の活性化には、これらの要素の広がりとつながりを考えるのが大切だと考えております。

最後に、市長は今回 4期目の三浦市政執行にあたり、初心を忘れず、民間の経営感覚を持って、引き続き
市民にとって「あったかいまち」、「ロハス」魅力で選ばれるまち、シンプル・スピード・サービス「３つ
のＳ」」で高効率・高性能の財政体質の確立に全力で取り組み成果を上げると述べております。同時に職
員へは常に「親切・丁寧・真心」をもって接し、「笑顔で挨拶」ということを言っております。
今回新しいキャッチフレーズとして「三浦市は、人よし、食よし、気分よし」を掲げ、取り組む考えです。
私も、名前が拓吉ですので「人よし、食よし、気分よし」に続く「拓よし」とゴロが合いますので、微力
ながら市長を補佐し　三浦市を少しでも発展できますように努力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げて、私からの話とさせていただきますどうも、ありがとうございました。
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