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「我らの生業」
竹永
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元横須賀市議会議員
NPO 法人やすらぎ 理事長
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誕生日祝
石井 伸二 会員（４月２３日生）
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)4 月 16 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
22 名
15 名
68.18％
2名
（前々回)3 月 26 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
23 名
11 名
47.83％
12 名
「メーキャップされた会員」
4/12 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 伊与田あさ子会員
4/16 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進委員会 伊与田あさ子会員
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加藤

計
17 名
計
23 名

元章 様

修正出席
率
77.27％
修正出席
率
100.00％

「ニコニコＢＯＸ」
第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤 元章 様
本日は IM のお礼に伺いました。本当にありがとうございました
三役
本日は NPO 法人やすらぎ理事長 嶋田晃様 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
加藤元章様ようこそおいで下さいました。
多くの会員のご出席を頂き例会開催を感謝申し上げます。
本日も宜しくお願い致します
森
洋会員 NPO 法人やすらぎ理事長 嶋田さんｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様 先月の IM お疲れ様でした
福嶋義信会員 嶋田 晃様 卓話宜しくお願い致します。加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ
御子柴智義会員 嶋田さん、加藤さんようこそ。
石井さんお誕生日おめでとうございます
千葉 茂会員 NPO 法人やすらぎ理事長 嶋田 晃様ようこそいらっしゃいました。
本日は卓話宜しくお願い致します。
加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそいらっしゃいました。宜しくお願い致します
小菅健史会員 NPO 法人やすらぎ理事長 嶋田 晃様ようこそ。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い
致します。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤様ようこそ。
品川副会長、今朝ﾃﾚﾋﾞ出演拝見させて頂きました。
石井伸二会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます。
嶋田さん、加藤さん今日は宜しくお願い致します
芹澤達之会員 嶋田様ようこそおいで下さいました。ｽﾋﾟｰﾁを楽しみにしています。
加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 元横須賀市議会議員、NPO 法人やすらぎ理事長 嶋田 晃様
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様ようこそいらっしゃいませ。
石井会員お誕生日おめでとうございます。
山田会員、片平会員入会記念日おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 15,000 円(累計 386,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
お誕生日祝
石井 伸二会員

出席報告
武藤 修儀会員

「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤 元章 様」
３月３０日（土）ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀において開催の IM に
月末のお忙しいところご出席頂きありがとうございました。
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ﾆｺﾆｺ報告
平林 祐樹会員

「会長あいさつ」
・やっと春らしく落ち着いた陽気になってきました。当ｸﾗﾌﾞもそろそろ次年度の準備
になってきております。宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝのご案内
日 時 ５月１１日（土）15：00～17：00 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
場 所 第一相澤ﾋﾞﾙ６階「会議室」
◎第 2780 地区第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ現次年度会長・幹事会（三役会）のお知らせ
日 時 ５月１３日（月）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰー月信 ②４月定例理事会議事録
◎回覧 ①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 ②ﾊｲﾗｲﾄよねやま 229
④５月例会出席
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内
◎４月２１日（日）開催の地区研修協議会にはﾏｲｸﾛﾊﾞｽで参ります。
旧湘南信用金庫前１０：００集合・出発となっております。
出席義務者の方は宜しくお願い致します。
｢スピーチ｣

～ハマちゃんバス運行事業～
元横須賀市議会議員
NPO 法人やすらぎ 理事長
NPO 法人ふぉーらむ 理事
嶋田
晃 様
【背景】
きょうあい

本市の地形的な特徴として、高台地域に住宅地が存在しており、坂道や 狭 隘 な道
路で形成されている。こうした地域は、高齢者や子育て世代など、移動が困難な地域
となっている。
目的
今後進展する高齢化や利便性への対応として、地域住民が主体となって新たな交通
手段の創出に取り組み、地域ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化が図られるような支援を行います。
1．事業内容
交通空白、不便地域を解消し、地域に居住する高齢の方をはじめ多くの人の移動の
確保を目的に、地域住民が主体となって運行協議会を設立して運行するｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ。
2．事業内容、運営の仕組み
１０自治会の地域住民と NPO 法人ふぉーらむで組織する「ハマちゃんバス運行協
議会」が、２台のﾜｺﾞﾝ車を使い、地域と商業施設や病院などを結ぶ移動手段を提供す
る地域活動を行っている。
組織の運営に係る経費は、個人による支援金、企業からの協賛金、横須賀市からの
助成金、ﾊﾞｻﾞｰなどの収益で賄っている。
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＜ルート＞
平日のみ運行
１周約８キロの循環コース
１日７便運行（午前４便・午後３便）
乗降場所は１５か所
3．事業の特色
道路運送法上の登録や許可を要さない、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる無償運送。
運転や添乗は地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが担っている
4．事業実施までの経緯
平成２０年１１月 ｺﾐｭﾆﾃｲﾊﾞｽ運行準備会発足
平成２０年１２月 NPO 法人ふぉーらむでｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ導入に向けてｱﾝｹｰﾄ実施
平成２１年 １月 ｱﾝｹｰﾄ結果のまとめを報告
平成２３年 ３月 交通計画課にｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ導入に向けた今後のｽｹｼﾞｭｰﾙについて
相談
平成２３年 ６月 交通計画課にﾊﾞｽ停･ﾊﾞｽ路線の概要について相談
平成２３年 ７月 川崎市「みらい」大和市、」「のりあい」視察
平成２３年 ９月 神戸市「くるくるバス」視察
平成２３年 ９月 ｺﾐｭﾆﾃｲﾊﾞｽ導入に向け第１回試験運行を実施
平成２３年１１月 周辺７自治会とﾌ ｫ ｰ ﾗﾑで地域住民による運行協議会を設立
平成２３年１２月 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ導入に向け第２回試験運行を実施
平成２４年 １月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２４年 ２月 ハマちゃんバス開通式・運行開始
平成２４年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２５年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２６年 １月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２６年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２７年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２８年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成２９年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
平成３０年 ７月 ハマちゃんバス運行協議会開催
5．１０自治会（約３，３３０世帯）（順不同）
県営追浜東団地自治会（１６０世帯） 浜見台２丁目自治会（１９７）
浜見台１丁目自治会（３２５） 追浜東町自治会（８５０）
ビューパレス浜見台自治会（５４） プレディオ追浜自治会（３４）
深浦町町内会（４１０） パークハウス追浜団地管理組合（７００）
ルネ追浜管理組合（４００）ダイアパレスウィザス追浜自治会（１９７）

平成３０年１２月３日より日の出タクシー（大塚寿幸社長）が乗合運送許可事
業者として引き継ぎ、市民の足として喜ばれています。
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