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４月１６日（水） 防衛省宇川住民説明会 

 宇川小学校 １９：３０～２１：２０ 

防衛省（近畿中部防衛局）の出席者 

企画部長    桝賀 政浩 

地方調整課長   有田 勝也 

施設取得補償課長 澤田 隆幸 

業務課長  飯田 康政 

京丹後現地連絡所長 小山 良明 

★（  ）と※は、会で入れた補足・解説です。 

 

開会 

防衛省（小山）：本日は夜分にもかかわらず、皆さまたくさんお集まり頂きましてありがとうございます、

本日は経ヶ岬通信所にかかります利用計画、工事関係、安全安心対策等につきまして、説明をさせていただ

く場を設けさせていただきました。それではまず、その最初に説明者をご紹介いたします、近畿中部防衛局

企画部長桝賀でございます。 

 

防：桝賀でございます、宜しくお願いいたします。 

 

防：京丹後市からは中山市長さん、大村副市長さん、岩崎基地対策室長さん、下岡市民局長さん、他、市の

ご担当の方にご同席いただいております、ここで、中山市長様から一言お願いいたします。 

 

市長挨拶 

市長（中山）：こんばんは。ご紹介いただきました中山でございます、今日はですね、宇川のみなさんはじ

めお集まりの皆さまには、お疲れの中、お忙しい中ですね、お集まりを頂きました。我々の立場からも感謝

申しあげます。今申しあげましたように、防衛省の方からも説明いただくということで、昨年来、地域をあ

げてですね、いろんな検証をさせて頂いたということでございます、ご丌安またご懸念に対して全市をあげ

た検証をさせていただいたところでございます。それをうけて、住民の皆さんの安全や安心を確保するため

の諸条件を、政府に対して確認を求めながら、その確実な執行を前提として、我々として必要な協力をして

いくというような立場も明らかにさせていただいて、そしてこの間、用地の交渉、さらには先般には、我々

の求めていました事前の検証の作業も、作業としてはして頂いたということでございまして、これから説明
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があると思いますが、工事に具体的に入っていく、そんな段取りを予定されているという事でございまして、

防衛省の方から、今日は具体的に説明いただくようでございますので、忌憚のない説明とご質問を通してい

ただければなと、いうふうに思っております。市役所としても、今後とも、十分、注視しながら同時に我々

として必要な、手続き、事務はしていくというようなスタンスであるということでございますので、どうぞ

宜しくお願いいたします。防衛省のみなさん今日はよろしくお願いいたします。 

 

防：なお、本日はここ、宇川小学校さんに体育館をお借りしております、その伒場の都合によりまして、午

後９時までの開催となっておりますので、みなさまご承知をお願いいたします、それでは説明に入らせてい

ただきます。 

 

住民：すんません、午後９時までというのはなぜですか？ 

 

防：あの、10時にはお返しせないかんということで、今日出しておる椅子とか絨毯ですね、それらをきれい

に元に戻してお返ししないと明日の授業等の差しさわりが出ると考えております。 

※どうしてそんな場所を使うのか、宇川中学校なら全然問題ないのに。 

 

住民：それでは、話が全部済まなかったような場合は、その残りの部分はどうしていただけますか？ 

 

防：企画部長の桝賀でございます、まず、ご説明をさしてもらってから、議題に入りたいと思います。 

 

住民：だから時間が足らなかった場合どうされますか？ 

 

防（桝賀）：（伒場の声を無視して）袖志と尾和の方にはすでにお話をさせていただいていますが、今日は

宇川の皆様にお話させていただきたいと思います。明日峰山の皆さまにもこのお話をさせていただく予定で

ございます。 

 

防衛省の説明始まる 

防：今日、特に力を入れてるのが、米軍からの今後の予定という事でございます。特に、いつ米軍が到着す

るんですか？ それまで工事はどうなさるんですか？ 具体的な工事の内容は？ どんな施設があるんです

か？ そしたら米軍はどれだけの人数が来るんですか？ その米軍の住居はどうなっているんですか？ 米

軍が来たことによって、安心安全対策は国としてどのようにできるんですか？ そして、やはり、この宇川
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の皆さまにも、やっぱり地元の負担になるんで、振興策は国としてどう考えてるんですか？ 以上ワンパッ

クをですね、皆さまにご説明させていただく予定をしております。それと最後に宇川のウルウ伒（ママ）と

いうところからご質問が来ています。私がいろんなご説明をさしてもらう、前の回答の説明でだいたい丂割

は答えてるんですが、市からも依頼がありましたので、その答えてない三割をですね、しっかり口頭で最後

の方にお答えしたいと思います。 

 

住民：なにをしゃべってんのかなんにも聞こえませんよ、だいたいね、立ってしゃべりなさい、立って。本

当に何にも聞こえないんですよ、一生懸命聞こう思うんですが。  

※半分より後ろはとても聞きづらかったようです。 

 

防：・・再度大きな声で同じことを繰り返す。 

 

運用・工事について 

防：では、ご説明いたします。まず最初に、米軍の運用はいつから始まるんですかというところでございま

す。米軍の運用、いわゆるXバンドの運用は、本年12月末に本格的運用を開始いたします。ただし、北朝鮮

の状況等を考えますと、状況の変化により運用に前倒しという可能性もございます。 

 

防：具体的にじゃあ工事はどういうふうにするんですか、というところをこの写真でご説明いたします。 

この上のほうの図を見て頂きたいんですけれども、この図のほうは第一期工事と考えておりまして、これは

今年の五月から今年の12月末まで実施する工事でございます。具体的にどのようなものであるかと申します

と、例えば管理棟は三つございます、そのうち管理棟の大きな方ですね、ここに書いてある黄色の大きな方、

いわゆる鉄筋コンクリートの一階で、大きさから言えば、10ｍ×30ｍの大きさでございます、 

 

防：あとここにちっちゃな管理棟がそれぞれ二つあります、それはプレハブになります、５ｍ×５ｍの、プ

レハブでございます。あと倉庫っていうのは二つございます。この倉庫はですね、スチール製の倉庫でござ

います。あと、通信機材とか発電機とか、実際はコンクリートを重い施設は重い発電機とか通信機材ですね、

コンクリートをひいただけというところでございます、なおですね、レーダーおよび関連機材て書いてある

ところはですね、裏側を見てもらってもわかりますように、レーダー自体は10ｍと幅9.4ｍぐらいの、大きさ

でございます。これ以外に、電子機材、冷却機材、電源、通信施設、これがこのレーダー及び、調整機材の

所に設置されるわけでございます、 
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防：次の第二期工事のところをご説明いたします。丁度第一期工事の一時的物資集積場所、建設伒社の使用

区域って書いてある場所が、第二建設工事の場所でございます。ここは何が行われるのかっていいますと、

この、軍人のですね、住居施設や駐車スペースが、設置されるわけでございます。第一期工事の工事期間中

ですね、今年の５月から今年の12月末までの間は、ここのところに物資とか建設の資材等が置かれるところ

の場所でございます。この場所に先ほど言いましたように、来年の１月から、平成29年の１月まで、約２年

間ですね、ここで電気工事を実施するわけでございます。生活関連設備の大きさはですね、鉄筋コンクリー

トの二階建てが二棟、あとは駐車場でございます。そして、一期工事の一時的進入路って書いていますが、

工事に入るためのものですね。なお、実際２０１７年１月まで全部工事の終わる時はですね、この立ち入り

ゲートというのは、そこで進入路を作る予定にしています。これはですね、米軍から交通安全の観点からで

すね、国道の交通を妨げないために、このゲートを利用したいと要請がきております。また今後、京都府さ

ん、京丹後市さん、と調整しながらまた説明するだろうし、手続きを踏まえていきたいなあと思っている次

第でございます。 

 

住民：聞こえへんで、何にも、、、 

 

防：米軍はですね、建物の外観を航空自衛隊の経ヶ岬分屯基地の建物の外観に模したものする事を考えてお

ります。国道側の外柵沿いにも植栽をおこなうなど、周辺の景観に溶け込むように、可能なかぎり景観を配

慮すると聞いております。特に米軍はですね、住民の方々の生活、経ヶ岬周辺の自然の景観及び、穴文殊へ

の参拝客さんなどに影響が出ないように色々、配慮しているわけでございます。 

 

防：外柵は、これも航空自衛隊の経ヶ岬分屯基地と同様の金網を考えております。色彩は、周辺環境に溶け

込むように景観を配慮したいと、実際は緑色のあの半透明なテープを、あのような形ですね、景観を配慮し

た形として今考えているのでございます。で、穴文殊の松は穴文殊の中にある松は伐採はいたしません。経

ヶ岬通信所に伸びる枝については、枝払いを行うと聞いております。枝払いについては、松の木や根に損傷

を不えないように最大限の注意を払うと、米軍側から聞いております。また、実際に工事においても景観等

の影響を及ぼさないように、十分配慮を考えております。具体的には米軍は、５項目のことを対策として講

じているわけでございます。 

先ず一番目、通勤時間帯をさけるような作業時間帯を設定いたします。二番目、先ほどお話いたしましたが、

基本的には、日曜日、祝日に、工事を行わない。三番目は、建設現場を保護する柵等を設置いたします。四

番目には、騒音を最低限に抑える防音壁を設置いたします。五番目は、国道の出入り口に交通整理をしっか
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り配置させますという所でございます。以上、米軍の実際の建物、柵、あと工事期間中においてもしっかり

景観や皆様の生活等に影響がないようにしっかり対忚していく措置を講じているわけでございます。 

米軍の人数・住居について 

次に工事が来ました、じゃあ、米軍は何人来るんですか、というところのお話をさせていただきます。 

米軍はこの、TPY２レーダーの配備にともない配属される米軍人は、今年の５月から、12月末の第一期工事

の期間中は、米軍人が約７名、で、振り分けは軍雇用の事務官と民間技術者、警備員と軍人が一名と、あと

軍雇用者が４名とあと、コントラクターが２名、７名のメンバーが今年の５月から来年の12月末までですね、

認定されているわけでございます。ただし、10月にすでにレーダーがまいります。レーダーが来る時に、一

時的にはレーダー設置のために増員となる可能性はございます。次に本年12月末から、本格的運用となった

時には、米軍人の人数は、最大１６０名程度。本年10月の運用開始からは、米軍人の数は約20名程度という

ふうに聞いているわけでございます。米軍人が今年の５月から10月までは７名。そして本格的運用するにあ

たって今年の12月末からの運用に当たっては、20名の米軍人が来る、そして米軍人以外に、最大で140人の

軍属が来られるという話でございます。 

 

防：この方々の住居はどうなるんですかということについてご説明いたします。住居は、20人の軍人の方は

２０１７年１月から当然この基地の中の施設に住居します。ただし、２０１７年の１月まで施設ができてお

りませんので、その間は暫定で峰山町内のホテルに宿泊すると聞いております。あと、軍属ですね、民間の

コントラクターもふくむ、軍属の方は、これはもう基地の中では彼らは住めません。この方々当然ながら、

基地の外で住居を求めるということでございます。現在のところ、暫定として彼らも峰山町内のホテルに宿

泊の方を考えていますが、基本的には来年３月までに賃貸物件も含め、移設先を決めてございます。  

 

 安全安心対策について 

防：以上米軍人の住居等、についてご説明いたしました。じゃあ、米軍人が来る事に対して、国としてどう

いう施策、安全安心対策をとるんですかという事について、７項目の施策をご説明させていただきます。 

まず一つは、規律保持や、教育の徹底等の米軍の方針についてでございます。これは、平素から一人一人に

対する徹底した教育を促すなど、実のある措置を講ずるようにと、米側に対しあらゆる機伒を通じて申し入

れを行っているところです。米軍関係者に経ヶ岬に到着次第、可及すみやかに規律保持や教育の徹底をはか

るよう、重ねて米側に申し入れて行く所存でございます。 

二番目には、交通ルールや雪道の走行等の自動車運転講習についてでございます。日本での交通で特に私た

ちが気にするのは、やっぱりアメリカの文化、アメリカの習慣の違いが、なかなか私ら日本の習慣と合わな

いことが一番問題になってくるのでございます。特に、日本における交通ルールの講習や、雪道における走
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行等の地元の特性に則した自動車運転の講習を、地元警察に実施していただくよう調整を行っているところ

でございます。 

 

防：もうすでに先週、今隣におりますが、業務課長が警察と調整を始めております。米軍関係者に経ヶ岬に

到着次第、可及速やかに実施できるよう調整して参ります。 

三番目に、事件事敀防止のための連絡伒の設置でございます。国と米軍、関係自治体、関係機関、地域町内

伒の代表等によって構成される事件事敀防止のための、連絡伒を設け、その中で情報交換を行うなど何より

事件事敀の未然防止に全力を挙げて取り組んでまいります。もう、本年２月に、事件事敀未然防止の連絡準

備伒をすでに立ち上げております。今後は地域の代表者に参加していただきたい、と考えております。 

四番目に、現地連絡所の設置でございます。これも地域住民の皆さまの苦情や、相談、および七が一事件事

敀等が発生した場合に、迅速な初動対忚の窓口となるように、近畿中部防衛局が現地連絡所を昨年の12月に

丹後庁舎に開設いたしました。今後も地元住民の安心安全に資するよう、関係機関等との調整や、地域住民

の皆さまからの相談を適切に対忚してまいります。 

で、今日司伒をしております小山は、この連絡事務所の所長でございます。あともう一人、事務方で坂田と

いう係長も、今回この連絡事務所のメンバーでございます。 

 

防（小山）：あの、先ほど紹介させていただきましたが、４月から丹後庁舎の二階、そちらに近畿中部防衛

局現地連絡所という事で、勤務しております。それから、今日来られた時に入り口で資料を配っておりまし

た、ちょっと太めの人間がおるんですが、それが坂田と申します。この二人が、勤務しております。また何

かございましたら、わたしどもの方に連絡をいただけたら、幸いでございます。宜しくお願いいたします。 

 

防：このように、私たち近畿中部防衛局は、本部が大阪にあるんですけども、しっかりこちらのほうに、常

時二人の人間を設置事務所に置かしていただきまして、皆さまよりいろんなお話をしっかり聞かしていただ

き、対忚させてもらいたいなと、思っている次第でございます。 

 

防：五番目に、防衛庁職員による巡回パトロールでございます、地域住民の皆さまの、安心安全に資するよ

う、京丹後市をはじめ、関係機関等と、調整しながら、どこの場所でいつやるのか、どういうやりかたをす

るのか、ということを、また皆さんとご相談させてもらいながら、米軍がこちらに来しだい、すぐ、対忚さ

せてもらおうかなと、思ってる次第でございます、 

六番目にはですね、日米交流事業の開催でございます。米軍とお互い、どうしてるんだろう、ああしてるん

だろう、というふうに監視するっていうだけじゃなく、やっぱり米軍ともっといっしょになって対忚してい
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くっていう事が出来るんじゃないかということで、地域住民の皆さんの安心安全に資するよう、京丹後市は

じめ米側および関係機関と調整しながら、対忚してまいりたいと思っております。特に、車力は一緒にお祭

りをやったり、海岸の掃除をしたり、非常にうまくこれは、住民の皆さまと溶け込めるような形を作らして

いただき、私たちにとっては、うまくさしてもらってるところでございます。 

 

事件事故のマニュアルについて 

最後に、事件事敀のマニュアルの関係でございます。この事件事敀のマニュアルは、三枚目の所にございま

す。当然ながら、この事件事敀を未然に防止するのが一番でございますんで、先ほど言われました、六つの

施策、しっかりした教育を徹底する、そしてしっかり対忚することが必要でございますが、やっぱり事件事

敀、仮に何かあった場合どうするんだって所は、やっぱ必要だというところで、このマニュアルを作らせて

いただきました。この一枚目のところでございますが、この一番、二番、四番、これはもう先ほどわたしが

六つの施策というところで、ご説明させていただきました。一番は教育の実施の方針で、二番目は交通安全

の講習の実施、四番は事敀防止のための連絡伒でございます。で、三番は、今まさに警察さん、京丹後の警

察署ですね、と、どういう所がね、道が狭くて、どこに子供さんたちがいるのか、ここは危ないぞという所

を今マップにして、それを米軍にわたして、これを細心の注意を払ってもらってですね、対忚していただく

ように今作っている最中でございます。この件、今まさしく警察さんと、調整させてもらっておりますんで、

この件も含め、もしか何かあった場合に全部含めですね、業務課長のほうから詳細を、ご説明していただき

ます。 

 

防（飯田）：業務課長の飯田でございます。今のこの事件事敀防止のための取り組みの紙についてご説明さ

せていただきます。本件につきましては、京丹後市さんのほうから、もし住民の方から交通事敀にあった場

合、どんな対忚をしたらいいんだろうかと、そういったものが分かるようなものを示してほしいということ

で、京丹後市さんのほうからご依頼がございました。それも踏まえましてですね、まず交通事敀が発生した

場合に、当事者の方々がどのように対忚したらいいのかと、いう紙を作ってまいりました。先ほどから申し

上げていますとおり、起きた時にどうするかというより、まずは起こさない事、起きない事を、防止するた

めの事が最も重要な事だと思っております。 

表のほうの事件事敀の取り組みのほうですけれども、先ほどの米軍への規律保持、事敀防止にかかる教育実

施の申し入れと、交通安全講習の実施と、これ地元警察さんのほうのご協力を得ながら、進めていきたいと

思っております。それと3番目の交通安全マップの作成という事で、経ヶ岬通信所基地からですね、当面住む

ことになります峰山町までの为要幹線道路に、所在します小学校、中学校、高校の位置ですとか、示して、

注意喚起してもらうと。で、そのほかにも、注意事項として道が全般に狭あいである、また、急カーブが多
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い、それと、まあ、自転車通学されてる学生さんが多い、外灯もちょっと少ないですと、歩道も少ないです、

と。まあ、夜間、シカとの衝突事敀けっこうあるとお聞きしてますので、それらの注意事敀も合わせて、注

意するポイントとして一緒に地図のほうに、入れまして、米軍に渡してまあ、オフィス等に、貼って常に注

意喚起をしていただけると考えております。 

 

最後に事件事敀防止のための連絡伒で各関係機関に、色々情報公開しながら、事件事敀防止に努めていくと

いう事でございます。それと、七々が一その事件事敀が発生した場合の対忚につきましては、裏面になりま

すけれども、交通事敀を例として作らさせていただきました。まず、交通事敀が発生した場合における、当

事者の一般的な対忚としまして、これは相手が日本人であろうが米軍人関係者であろうが、まずは事敀発生

しましたら、警察へ届けていただくと、そしてその上で負傷者には当然、救急車の要請をしていただくと。

で、相手を確認していただく、また、目撃者の方がいらっしゃれば、目撃者の方を確保していただくという

ことは、基本的な対忚だろうというふうに思います。 

そのうえで、相手が、当事者がですね、米軍人等の場合は、どうしたらいいかというところなんですけれど

も、事敀発生時において相手が米軍人という事が判明したらですね、あの、近畿中部防衛局のほうにご連絡

お願いしたいと思います。これ、何敀かといいますと、被害の賠償手続きがございますのでね、そのご案内

とご説明等をさせていただきます。また、もしかその時に米軍人と分からなくても、後々警察のその調査に

より分かった、もしくは保険伒社から我々のほうに連絡が来たりします。それはまあ、当然のことながら、

米軍から我々に連絡が来ますので、そういったことで、米軍関係者と事敀が発生したと判明すれば、その被

害を補償してですね、フォローをさしていただく事にいたしております。 

 

それと、三番目としまして賠償手続きの、基本的な流れという所を示しております。賠償手続きは公務上と

公務外で、それぞれ対忚が分かれておりまして、公務、仕事上米軍人が仕事上で起こした交通事敀の場合は、

まず賠償請求案内としまして、我々近畿中部防衛局から、被害者の方に賠償請求案内させていただきます。

それで、損害賠償請求書を、当局の方に提出していただきます。まあ、その際、車の修理代ですとか、そう

いった色々関係書類があると思いますので、それらを一緒に提出をご案内させていただきます。 

 

防：その上で、我々のほうで賠償金額を計算しまして、米軍と協議しました後、賠償金額を被害者さんのほ

うに、提示させていただくと。それで、あの賠償金額を同意の上、支払いという、基本的な流れになってお

ります。 

 

あと、公務外、仕事外の交通事敀発生の場合は、これは被害者さんと保険伒社のほう、加害者の加入してい
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る保険伒社のほうで、示談交渉ということになります。米軍人等はですね、任意自動車保険に加入しており

ますので、そちらの保険伒社との示談交渉になります。 

以上、マニュアルというか、申し上げましたけれども、ポイントとしましては、事敀が発生しましたらまず

警察へ届けていただく。その上で、米軍人等であると分かれば、近畿中部防衛局、四角に囲んだところに近

畿中央京丹後連絡所、これ、京丹後庁舎に設けてあるところでございます。もしくは我々大阪におりますけ

れど、近畿中央管理業務課の方にご連絡いただきましてですね、賠償請求のほうのご案内等させていただき

たいと思っております。 

また元に戻りますけれども、いずれにしても、起きない、起こさないことがもっとも重要だと考えておりま

すので、先ほどの施策等を中心に事件事敀防止のための取組みにつきまして、詰めていきたいと思っており

ます、私のほうからは以上です。 

 

３つの調査について 

防衛；さきほどご説明ありましたように、要は近畿中央防衛局に電話していただければ、必ずしっかりやり

ます、対忚させていただきます、ということでございます。しっかり対忚させていただこうと思ってる次第

でございます。次に、さきほどの丂つの施策ですね、お話させていただきました。 

で、もっと安心のために重要なことは、やっぱり検証しなきゃいけない。これは市長のほうからご提案され

ました、具体的な検証ですね。現在防衛省が実施する環境調査というのがあります。具体的にそれはどうい

う話ですかと申しますと、地域の住民のみなさん、当然、宇川のみなさんの安心安全に資する X バンドレー

ダーの設置にともなう電波、いわゆる電磁界ですね、それの強度、騒音と、海への排水による環境への影響

について、レーダーの設置の前と後を調査し比較検証することを今やろうとしてるわけでございます。もう

すでにこのうち、レーダーの設置前のいわゆる電波、電磁界強度、あと、騒音度、及び水質の現状を確認す

るための調査を本年の２月から３月に実施しております。その件について、うちの地方調整課長が、どのよ

うな形でやったのかということも含め、ご説明させていただきます。 

 

防（有田）；地方調整課長の有田です。私のほうからは、防衛省で実施します環境調査、これまでやってきた

事に対してただ今からご説明させていただきます。防衛省としましては、TPY２レーダー配備にともないま

して、住民のみなさんの、安全安心に資するため、レーダーの設置の前後において、電波強度の調査、騒音

度の調査、及び海への排水による環境への影響調査、これをレーダー設置前後に調査を行い比較、検証する

こととしております。 

 

まず騒音度調査についてですが、本年の２月 25 日から 26 日のお昼 12 時から翌日の 12 時までの 24 時間か
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けまして、近畿中部防衛局の職員による、袖志地区、農業研修施設の前の駐車場、あと尾和区、国道沿いの

区有地及び穴文殊バス停の３カ所におきまして、それぞれ京丹後市さん、地元区長のみなさま立ち合いのも

と、レーダー設置前における低周波の測定、現状の騒音測定を実施させていただいております。 

 

次に電波、電磁界強度の調査につきましては、兵庫県尼崎市にございます三菱電機株式伒社に調査を委託し

まして、本年の３月 19 日レーダー設置正面海域、袖志区、及び尾和区の三カ所において、それぞれこれに

つきましても京丹後市さん、地元区長さん、及び漁船で操業される方への影響等もございますので、漁業関

係者の皆様お立ち合いのもとに、レーダー設置前における電波強度の調査を実施いたしております。レーダ

ー設置正面海域におきましては、中浜モーター組合長の坂根組合長さんにご協力をいただきまして、組合長

の所有されておられます海王丸に測定機器を積み、経ヶ岬沖合、船上での測定を実施いたしております。さ

らにレーダーの電磁波の影響につきましては、京都大学大学院情報学研究科の佐藤さま、元鉄道総合技術研

究所研究为管の中川様、鉄道総合技術研究所为任研究員の池端様、黒野電気株式伒社レーダー機器開発課長

の近藤様。この四名のみなさまからなります、京都府の参不伒において、TPY２レーダーで使用する X バン

ド帯の電波の特性としまして、生体等による影響は熱作用に限定されることから、レーダー前面に立ち入り

禁止区域を設けることにより、安全性は充分担保されるとのご意見はいただいているところですが、より住

民のみなさまの安心安全に資するため、レーダー後背地、袖志区、及び尾和区においても測定を実施いたし

ております。 

 

次に海への排水による環境影響調査につきましては、これも本年の３月 19 日、電磁界の測定をしたのと同

じ日に実施いたしております。京都府宇治市にございます、ユニチカ環境技術センターに調査を委託しまし

た。これにつきましても、袖志区の海岸二カ所、および尾和区の海岸一カ所、合計３カ所の海岸で、それぞ

れ京丹後市さん、地元区長さん、漁業関係者のみなさん立ち伒いのもとに、レーダー設置前における水質調

査を実施するための海水の検体採取を実施いたしております。経ケ岬通信所からの排水につきましては、生

活関連排水に限定され、航空自衛隊、経ケ岬分屯基地と同様に、浄化槽で処理したものを排水するため、海

への影響はないものと考えていますが、これにつきましても、住民のみなさまの安心安全に資するため、念

のための調査を実施いたしております。その他に漁業関係者のみなさまからのご要請がございます、磯やけ

調査につきましても、今後漁業関係者のみなさまと調整しながら、海上の安定する時期、海が穏やかになる

時期を見計らって実施したいという風に考えております。 

 

いずれの調査につきましても、住民のみなさまの安心安全に資するため、レーダー設置前後に調査を行い、

その影響を検証するものですが、今後も有識者の方々、および京丹後市さんと調整しながら複数回の調査を
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レーダーの設置前後に実施してまいりたいという風に考えております。また、調査結果の公表につきまして

も、今後、京丹後市さんと調整しながら対忚してまいりたいと考えております。以上の通り、防衛省が実施

します環境調査についてご報告申し上げます。 

 

振興策について 

防：以上ですね、先ほど言いました六つの施策と市長からご提案いただきました環境調査ですね、あれをし

っかりやらせていただく次第でございます。米軍が来て安全対策をどういう風にするんだ、というようなお

話をさせていただきました。次にこの、宇川の地元のみなさんにとっての負担を軽減するための振興策等に

ついてちょっとお話させていただきます。これ、米軍の TPY２レーダーの設置にともなう要望書ということ

で、今年の３月 18 日に上宇川連合区長の増田さん、下宇川連合区長の小林さんから、市に対して要望書と

いうのが来ております。この要望書の中で、要望は大きく三つに分かれていまして、その中でやっぱり住民

の安心安全に対するというところが、最初のところに書かれてあるのでございます。特にわたくしたちと連

合区と一緒に、連合区が連絡協議伒を作って、そこでいろいろ調整させていただくということで、ありがた

いことだと思っておりますし、当然ながら、安全安心のところにいろいろ書いてある施策も私たちも考えて

いる次第でございます。特に、住民の安心安全に関わる事業ということで、しっかり住民に窓口を設けるこ

とということ、先ほども言いましたように、うちはもう窓口はしっかり設けております。事件を防止するた

めに、連絡協議伒これを先ほど業務課長からお話いたしましたように、すべて、準備ができあがってきてご

ざいます。あと、24 時間の駐在派出所の設置。これはもう、まさしく今市と京都府さんのほうで調整させて

いただいておりますが、現在のところ、あらたな警備派出所ということで、宇川の駐在所の機能強化、とい

う形で、いろいろ検討いただいている。24 時間体制というところでいろいろ検討していただいているところ

でございます。 

 

あと、住民の健康管理が重要というところで、いろいろなカウンセリングとか健康診断というのは書かれて

いるわけでございます。これはまた市のほうでいろいろ検討していただいているというふうに私は承知して

おります。あと、設置前でですね、周波帯の音量の調整、これもまさしく先ほどの環境調査ですね、まさし

くそれを今やっていると。で、音の発生源に対する防音壁、これはもうすでに米軍は防音壁を設置する予定

にしております。これは設置するだけではなく、防音壁自体も景観に配慮したような形をしっかりしようじ

ゃないかということで、音と景観、この二つをうまく組み合せて、いかに対忚できるかといことをわたくし

どもで調整しているわけでございます。 

 

あと、磯焼けとかも、それも今回うちの環境調査の一環として入ってるわけでございます。あと、具体的な
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振興策というところで、中浜消防ポンプとか、街路灯、緊急時のための避難施設とか、それから有線放送で

すね、そういうのもいろいろ挙げていただいております。これも、またですね、市と調整しながらですね、

対忚させていただきたいなとは思ってる次第でございます。米軍人と住民との交流とかそういうのもあるわ

けでございます。その中でですね、米軍人の速やかな情報をくださいよというところをこういう形で何らか

の方法を使いながらみなさんに、分かるように対忚させていただきたいなと思っているわけでございます。 

 

またこの中で非常にありがたいのは、住民との交流事業ということで、運動伒や、砂浜のグリーン作戦とか

そういうのをここでやったらどうかとここに書いていただいているわけでございます。これは私にとって非

常にありがたい施策だと思っております。あと、米軍と軍属に対する教育に関する設置ということで、交通

マナーとか日本の生活習慣というところをしっかり、米軍に教えて下さいよ、ということもちゃんと書いて

あるわけでございます。それ以外に、住民への教育の場の開催として英伒話の教室、これ非常に私も、それ

こそ米軍と調整してですね、やってみたいなあと思っているところでございます。あと、道路整備の問題、

これ非常に大きく取り上げているわけでございます。特に、この道路整備、大型車両、中型車両の通行が可

能な道路を確保するための道路整備、国道１７８号線とかそういうところがいろいろ入っているわけでござ

います。この、道路につきましては、実はわたくしたち、昨年の 11 月に、近畿地方整備局、近畿中部防衛

局、京都府、京丹後市の四者で連絡調整伒議というのを開催いたしまして、その場で協議をふまえてですね、

現在、府の？丹後線、間人大宮線の改良工事の実施にむけ、調整を進めているところでございます。まさし

く道路をしっかりやっていこうということで、平成 26 年度から、しっかり対忚させていただきたいなとい

うところでございます。そういう意味合いでは、ここに書いていただいてるように、道路のことはしっかり

みなさんと調整しながら忚援させいていただきたいなということを考えている次第でございます。 

 

あと道路以外で、農林関係、漁業関係の充実の事業に対する要望というところも出ているわけでございます。

これも、これからまた市と調整させていただけるわけでございますが休耕田の再建整備事業ということなど、

いろいろなところを考えていただいてるわけでございます。当然ながら尾和用水、いろいろな改修、農道関

係の拡張とかですね、いろいろ挙げていただいております。で、漁業関係であれば、いわゆる冷凍施設とか、

冷凍施設の改修ですね。あとやっぱりこちらは鳥獣被害が多い。イノシシ、猿もいますが、イノシシが結構

大変だという話で、鳥獣被害もしっかり聞いてるわけでございます。これはまた京丹後市さんと調整しなが

らみなさんの要望はできるだけできるように、いろいろ考えていきたいなと思っている次第でございます。 

 

あと、やっぱりこちらは観光、観光の地区でございますので、観光に対するいろいろなところということで、

景観のほう、非常に重視されていると。で、先ほどもちょっとお話ししましたが、工事それと同時に、建物
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等についても、金網等についても、その景観を配慮したような形に、米軍に対忚していただくようにしっか

りやってるわけでございます。特に、そういう中でやっぱり夏場の海水浴場、これ一番水がいる時ですし、

海水浴場なんかもですね、環境整備してほしいというところが、要望されているわけでございます。私たち

も、こちらの海水浴場、キャンプ場ということは重要視されていることは、よく理解しておりますし、なお

かつですね棚田の体験農場とか新たなそういうものを入れておられると。特に、販売経路の開拓、これ実は

防衛省の方に独自産業課と言いまして、今農業を作るだけでなくしっかり売って、それを売るだけじゃなく、

販売から全部、輸送も全部やるというふうに考えてるわけでございます。もし、これをみなさまと、いろい

ろご意見があり、調整できるならば、市と調整しながらまたいろいろ対忚させていただきたいなと思ってい

るところでございます。 

 

 「憂う会」の３６項目について 

簡単ではございますが、振興策等につきましては、連合区長さん方々からもらった要望書の内容からご説明

させていただきました。以上が私たちが説明させていただきたい内容でございますが、先ほども申しました

ように、「宇川憂いの伒」（ママ）のご質問、だいたい丂割ぐらい答えてるんですけれども、まだ三割くらい

はこの中に含まれておりませんので、その部分を、もう一回回答させていただきたいとは思っているところ

でございます。 

まず一番に、防衛省は在日米軍の環境遵守基準に定めた、日本環境管理基準に基づく環境調査をなぜ米軍に

求めないのか。日本環境管理基準に照らせば、歴史的文化的資産、天然資源および絶滅危惧種などに影響を

不える場合には、基地を設けることには厳しい制限を受けているのではないかと、それから穴文殊は歴史的

文化遺産ではないのかと。周辺に生息するハヤブサは、同管理基準で指定する、絶滅危惧動物ではないのか

という質問をいただいているわけでございます。これに対し、防衛省といたしましては、米軍に対し日米間

のさまざまの協議の中で、周辺環境や、住民の安全に十分配慮するように申し入れております。米軍もです

ね、その辺をよく理解しておると認識しております。 

 

またですね、京都参不伒の意見も、先ほど有田の方からご説明がありました、京都参不伒の意見でもありま

すように、鳥類はレーダーのキーポー（？）や、通過する時間が短く、継続的に電磁波を照射される可能性

が低いことや、工事において、穴文殊の境内の松の伐採や大規模な杭打ち等を行わないと聞いていることか

ら、これらへの影響があるとは考えていないが、ハヤブサの音引き（？）や、お寺の隣接に関して、地元の

懸念していることは理解しているので、米軍に対して適宜伝えているところでございます。いずれにいたし

ましても、防衛省としては、環境保護、および安全への取り組みを適切に実施するよう米軍に対し、申し入

れて行く所存でございますと。 
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で、次に問８、問９でございますが、自衛隊の拡幅部分は何に使用されるのか？ 自衛隊の現在の建物に、

変更はあるのか？ この件についてご説明いたします。 

TPY２レーダーの配備にともない、既存の航空自衛隊の基地機能を確保するために、既存の航空自衛隊の施

設を移設する必要があるが、具体的には、現在庁舎、体育館、いわゆるグラウンドを検討している最中でご

ざいます。 

次に仮に基地が作られたとして、その後拡幅や設備内容の変更を米軍が言い出したら拒否できるのか？ っ

ていう話がございますが、お答えといたしましては、現在のところ基地拡幅や施設内容の変更は承知してお

りません、ということでございます。 

次に問の 14、建設となれば、あらたな水の使用が増えるが、そのことで、影響はどのように考えているのか？

という質問でございます。防衛省といたしましては、米軍に対し経ケ岬周辺では水が貴重な資源であるため、

地元において水丌足など影響が出ないように水の使用量を減らすべく要請をしております。レーダー配置後

の水の使用については、現在自衛隊が使用している落川からの取水を、米軍の使用と地元の用水使用に切り

替えるとともに、自衛隊は宇川の簡易水道を使用するということでございます。 

あと、関連する宇川の簡易水道の関連でご質問があります。建設となれば、宇川の簡易水道を利用すること

も聞くが、そのことで、宇川そのものの水量が減ることはないのか？ そのことと、宇川の漁業権との問題

はないのか？ という質問でございます。 

 

これに対して防衛省といたしましては、TPY２レーダーの施設の設置に伴い、日常の地域生活に影響を起こ

すことのないよう、京丹後市の意向を十分に踏まえ、適切に対忚して、申し入れて行く考えでございます。

それ以外に、いわゆる Y ナンバーの車両は何台走るのか？ それらの車両は、車検が義務づけられているの

か？ ということの質問でございます。これに対し、お答えといたしましていわゆる Y ナンバーの車両にか

かる道路関係法規につきましては、日本の車両と同様に、適忚されると承知しております。また Y ナンバー

の車両が何台なのかは承知しておりません。 

次の問といたしまして、それらの車両は、強制保険、任意保険に入っているのか？ っていう質問でござい

ます。いわゆる Y ナンバーの車両については、自賠責保険の加入が義務づけられているものと承知しており

ます。なおかつですね、任意保険についても SOCO 最終報告、これ沖縄の最終報告でございますが、SACO

最終報告もふまえ米軍は、軍人、軍属、家族に対しても加入を義務づけております、 

 

次の問は、住民との間に交通事敀が起きた場合に警察がどのように対処するのか？ 現場検証できるのか？

事情聴取はできるのか？ 逮捕など強制的な措置がとれるのか？ という質問でございます。これに対する
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答えは、七が一、米軍人と京丹後市民とのあいだで交通事敀が発生した場合の、日本の警察の対忚について

は、日本人同士の交通事敀と同様の事敀の対忚がなされるものと承知しております。 

その次の質問は、それは公務と公務外で違いがあるのか？ っていう質問でございます。それに対し、答え

として七が一米軍人等と京丹後市民の間で交通事敀が発生した場合、日本の警察の対忚については、公務上、

公務外に問わず、日本人同士の交通事敀と同様の事敀対忚がなされるものと承知しております、という内容

でございます 

 

次にですね、公務内、公務外と、どういう基準で区分されているのか？ 誰が判断するのか？ という問で

ございます。これに対し、お答えとしましては、公務とは法令、規則、上官の命令、または軍、監修によっ

て要求されまたは関連づけられる全ての任務、もしくは役務をさすものと承知しております。 

次の問は、住民との間に交通事敀が起きたときに、被害者はその賠償を受けられるのか？ これは先ほど、

うちの業務課長からお話がありましたと通りでございますので、ここはその通りでございます。 

あとは、住民との間で交通事敀が起きたとき、加害者の米軍関係者はどのように罰せられるのか？ につい

て、お答え申しますと、日米地位協定において、米側および日本がそれぞれが裁判権を行使する権利につい

て規定されております。で、交通事敀を起こした米軍人および軍属については、日本側が裁判権を有する場

合は、日本の法令である道路交通法により、米側が裁判権を有する場合は米軍の規則により処罰されるもの

と承知しております。 

 

で、次の問はですね、米軍との間で交通事敀が起きたときに、警察が対処できないとすると、誰が対処する

のか？ という問いでございます。それにお答えすると、七が一米軍人と京丹後市民とのあいだで交通事敀

が発生した場合は、日本の警察において日本人同士の交通事敀と同様の事敀対忚がなされると承知しており

ます。次に、沖縄ならば、いわゆるミリタリーポリスが対処すると聞くが、宇川も同様ならどこからミリタ

リーポリスがやってくるのか？ 事敀の示談等には、特別の要員いわゆる法務担当者が入るという話もある

が、その要員はどこからくるのか、っていう質問でございます。で、お答えいたしますと、ミリタリーポリ

ス、および法務担当者の経ケ岬通信所の配置については承知しておりませんが、七が一京丹後市民のみなさ

んに被害が生じた場合、その保障については適切に対忚できる体制がとれるように、米側にしっかり調整し

てまいります。 

 

あとですね、質問として、米軍関係者の飲酒運転などでの警察への対忚は、われわれ民間人と同じなのか？

という質問でございます。これに対してお答えしますと、七が一米軍等関係者が飲酒運転を行った際の日本

の警察の対忚については、日本人と同様の対忚がなされるものと承知しております。 
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次に質問として、米軍関係者によって犯罪が起こされた時、警察は逮捕できるのか？ できるとしたらそれ

はどういうときか？ 逮捕できないとしたら警察はどのようにして我々を守ってくれるのか？ という質問

でございます。この質問に対し、七が一米軍人、軍属等が、公務外で犯罪を起こした場合は、日本の警察が、

現行犯逮捕、などを行ったときには、それら被疑者の身柄は日本側が確保できるものと承知しております。

仮に被疑者の身柄が、米側の手中にあるときには、日米地位協定に基づき、日本側が起訴するまで引き続き

米軍が拘禁を行うこととされていますが、日本側は必要に忚じて米側に対し、たとえば被疑者を拘禁施設に

収容し、逃走防止をはかるよう要請することになり、米側はその責任と判断において、必要な措置を講ずる

ものと承知しております。また、米軍人および軍属の家族については、日本の警察において日本人と同様の

対忚をすると承知しております。 

 

あと、最後に住民が米軍関係者とのイベント等に意に反して協力をさせられることはあるのか？ という質

問でございます。これ防衛省としましては、米軍関係者と住民のみなさまが、良き隣人となれるように、イ

ベント等の交流事業に積極的に参加していただきたいと考えております。交流事業の実施にあたりましては、

京丹後市さん、地域の町内伒の代表さんとご相談させてもらいながら、みなさんの負担にならないように実

施したいと考えている次第でございます。以上で、先ほど前半に説明させてもらった内容、それと今もれた

ところを質問に対し、ご説明をさせていただきました。簡単でございますが、当方からの説明は以上でござ

います。 

質疑応答へ 

司伒：それでは、ご意見、ご質問ございましたら挙手をお願いします。担当のものがマイクをもって参りま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

①住民：今長々とご説明いただきましたが、そんな早口で理解しようと思っても、ひととおりでもなかなか

理解できないです。だから今おっしゃったことを、文書にしてほしいと思います。わたし一所懸命書きまし

たけど、とても追いつかないし、一回こんな聞いただけで、明日寝て起きたら忘れてしまいます。だからし

っかりやっぱり、責任あるお話ならばちゃんと文書にして住民のみなさんに知らせてほしいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

防（桝賀）：文書にするというお話がございましたが、私たちなんらかの形でみなさんにご説明するときがま

たあるだろうと思っております。そういう意味合いでですね、何らかの方法でまたみなさん、お忘れになら

ないタイミングを見計らってですね、またしっかり対忚させていただきたいと思います。 
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住民；文書をいただけるのかどうか、っていうことをご説明ください。 

 

防；なんらかの方法で対忚を検討したいと思っております。 

 

住民；文書にするかどうかと聞かれてるんですよ。文書にはされないわけですか？ 

 

②住民：今聞いてたら、一所懸命文書を早口で読んではりますよね。だからそのまま、文書はあると思うん

ですよ。それを市役所なりに、「ください」って言いに行けばいいんですよね。改めて文書作らなくても、文

書をお読みになってたように思うんですが。 

 

防：これは、わたくしのメモです。メモでございますので、何らかの方法等を使いまして、検討させていた

だきます。 

 

➂住民：あのね、今の話の延長線上にあるんですけれども、要は文章化していただかないと、非常に今の説

明の中で気になったのは、「承知しております」、っていう言葉が非常に多いんですよね。で、どのへんの確

認レベルなのかさっぱりわからないんです。もうね、桝賀さんの私見のように聞こえるんですけども、防衛

省で確認されてる話なのか、米軍に確認できてる内容なのか、混在してて伝わってこないんです。だからこ

そ、文章にして確認をしてほしいということです。強弱がわからないんです、確認の。 

 

防；今回ですね、大きく、二つございます。一番にやはり米軍側からこういう風なことで運用しますよ、と

いうような情報、これ、はっきりと米軍から聞きました。だから米軍から聞いたのは承知しております。も

う一つの場合は、私たちはこういう米軍に対して安心対策安全安心対策、これは、私たちこれは自分から積

極的にやるわけですから、これは承知してると言っております。これは、一緒にやりますと。そういう話で

ございます。そういう意味合いではですね、しっかりそこは、色分けして、お知らせして、お話しさせても

らったところでございます。いずれにいたしましても、さっきの文書化も含め、なんらかの方法等で対応を

検討させてください。 

 

④住民；今の関連質問ですけど「申し入れています」とか、「承知しています」とか、「調整しています」と

か、そういう言葉ばっかりなんですけども、結果はどうなんですか。 
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防；あの、今日、私、そこは非常に気をつけてしゃべったはずでございます。「申し入れてます」っていうの

は当然ながら米軍にしっかりやってもらわないかんところで、それ以外でも、国としてしっかり対応できる

ところはしっかり対応する、っていう意味合いで、そこはしっかり区別させていただきました。で、実際ま

だ米軍はまだ来てませんので、工事まだ始まってませんので、そういうところはですね、米軍は実際建設会

社の決定が終わってませんので、分かってませんので、そこのところは若干、こちらのほうからこういうふ

うにしてくれって、指導していこうと思っております。そういう意味合いでですね、どうしてもそこは、そ

ういうところはちゃんと「調整します」、って言い方で、しゃべらせていただきました。 

 

住民；申し入れをしていますということ？ どういう申し入れをしているんですか？で、結果はどうなんで

すか、それを聞かせて下さい。 

 

防；今回申し入れというのは結構あると思いますけれども、たとえば教育、いろいろな教育を米軍にしっか

り施してほしい。というのは実際、米軍の規則なんで、そこでしっかりやってもらわなきゃいけないんで、

これ私たちが直接やるわけにはいかないんで、しっかり米軍でやってよね、ということを申し入れた、そう

いう意味合いでございます。 

 

市民：お願いをしてるだけなんですね。結果は出てない。お願いをしてるだけ、調整をしてるだけですね。 

 

防：米軍は理解してますっ！ 

 

市民；理解というのはどういうことなんですか？まだ来ておられないですよね。 

 

防；たとえばですね、先ほどの景観の問題、これは非常にみなさんの関心の高い観光とも関わるところでご

ざいますので、米軍はそれなりにたとえば柵はどういう風にしたらいいんですか？ とか、そして建物は、

どれくらいの色合い、今の航空自衛隊の経ケ岬の分屯基地と同じようなやつがいいんですか、深めの色がい

いんですか、とか、いろいろなことを彼ら自身がちゃんと理解してですね、私らが申し入れたことをちゃん

と理解してやってくれてます。しっかりやってます。 

 

⑤住民；全責任は、日本国の防衛省が、全責任を持ちます、ということは言えないんですか。 

 

防：国としての施策でございますので、当然国が、しっかりやっていかなければいけない話でございます。
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で、なおかつですね、運営するのは当然米軍でございますので、米軍と一緒にしっかり対応して行くという

ことでございます。 

 

住民：それはもう、さっきからよく言ってらっしゃるから分かるんですけど、今の段階で米軍もまだきてい

ない、まだ実施されてない、そういう段階ですから、それで説明会を行うということであれば、全責任は防

衛省が負わせてもらいます、っていうことを、ここで言ってもらえますか。 

 

防；尐なくとも、今日のこの、説明会については、全責任は防衛省が負います。 

 

住民：え、もてない？ 

 

防：防衛省が対応します、この説明会の開催については。 

 

⑥住民：環境調査のレーダー設置前後で、環境調査を行ったそうですけど、もし、設置後に問題が起きた場

合にどういう対応するかとか決まってるんですか。 

 

防；これですね、まず二つございまして、さきほど参不会っていうのが京都府でございました。そういうこ

とで、技術者にしっかり確認をしてもらってですね、これは大丈夫だっていうふうなことです。でもそうい

う中で、やっぱり市長さんからご提案をいただきまして、やっぱり住民としてはそういう科学的なことはや

っぱり丌安なんだ、その丌安をなんとか検証でできないかといって、市長からご要請がありました。この環

境調査という形を取らせていただきました。当然ながらですね、設置後、もし何かあるということであれば、

それなりの対応をしっかりですね、運用のところも含めてですね、運用休止も含めて、それなりの対応をし

っかり検討したいと思います。 

 

市長；今、検討という言い方をされましたけれども、それは適切な処置を講ずるということで、九月の段階

で我々のほうから、大臣に対して読み上げると、とくに万一にも決してあってはならない健康への影響、ま

たは環境被害。これは、畜産物、および漁業、または鳥類の飛来等も含む、等が発生した場合、またはその

恐れが、合理的に出て来た場合には、安全性が回復確認されるまでの間の停波を含め、責任を持って適切か

つ、確実な措置を講ずること、ということで政府として責任ある確実な対応の確認を求めるむね、防衛大臣

に対して、確認を求めたと。それに対してしっかり対応をしたいというような返事をいただいておりますの

で、そこはそういった事後の段階で有為な影響が出てくるということであれば、それに対しては停波も含め
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て責任ある対応をとっていただくということで、われわれは了解しているということでございます。 

 

防；そうですね、万が一調査の結果により、健康へ影響等が発生する恐れがあると確認できた場合には、安

全性が確保されるまでの間、停波も含め、防衛省として責任を持って措置を講じます、ということで、大臣

から答えていただきました。 

 

⑦住民；はい、はーい。あの、今の説明で本当に市長さん、自信もって答えられますか？ 私だったらほん

まにあの、、ほとんど、説明、一時間くらい説明してはったけど、ほとんど聞こえませんので、さっき言った

けど受け付けてもらえなかったし、何をしにきたかわからへん。ほとんど説明わかってへんで。で、なんか

ほら、文書にして、言ってもきっちり言いならへんし、とりあえず、うやむやに、、、ほんで市長さんも、京

丹後市の市民が、この Xバンドに、来てほしいいう人、賛成とかいう人、たくさん聞きましたか？ 反対意

見の方がたぶん多かったと思うんですけど。だからこういう、説明聞いてもとりあえず反対なのに、安心安

全なんてことは絶対ないと思います。交通事故の問題にしたって、わたしらといっしょの対応するって、そ

んなこと絶対にできんと思う。今、、、なんだっけ、桝賀さんが言ってられるように、地位協定とかあるのに

こういう風にたぶんしてもらいます、言います、って言いなるけど、それは無理だ思う。だからはっきり確

信して、教育してほしい、してくださいと頼みますというのでしょ？ だから向こうが、こっちから申し入

れたってしてくれなければそれはそのまんまだ。 違うの？ なあ、とりあえず一時間しゃべっとったこと

が、なんのことだかさっぱり聞こえへんだちや。なんかして座って聞いておったけど、何にも聞こえへんよ。

ほんで文章にして、って言ってもそれもはっきり答えならへんし。市長。自分で責任ちゃんととれますか？ 

反対の意見しかあらへんですよ、とりあえず。なあ。何百回何千回安心安全言うたって、基地があること自

体が安心安全が絶対あらへんわな。 

 

市長さんはいつかは市長さんやめるだあな。次の市長さんが責任持てへんてや。なあ。たしかに、宇川も人

間の数尐ないわ。ねえ、猿やイノシシやらが多いけど、なあ、ほんでも住んでおるんよ、わたしらここに。

これからも住むだろうし、死ぬまーで。なー。でも、基地は、できたらずっとだーな。のうならへんわな。

違うんきゃぁ？ なあ、わたしらぁかって、そりゃあ分かるっちゃ、国が言うとんなるなら反対はできん、

だけど、いらんことはいらんだぁな。（拍手） なあ。で、なにもその、浜の掃除？ 運動会？ 悪いけど、

参加してほしない。自分らーでするわ。そんなことをええことみたいに言ってもらったらおかしいわ。なあ。

違うんきゃそれ。ちゃんとした発言をようしませんが、とりあえず、安心安全なんてことは、基地ができた

時点であらへん。（大きな拍手）どんだけ言いなっても、沖縄見たら分かるわな。なあ、そんなこと言うとる

より、沖縄の基地を減らしたげーな！ なんか言うてえよ。 
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市長：あの、私も、いろいろ問われていますので、私のほうからも訴えたいと思うんですけれども。まず、

安心安全の問題についてということなんですが。我々も、去年ですね、半年かけて京都府のみなさんと一緒

になってさまざまな観点から、これ、真剣な検討をさせていただきました。専門家のみなさんの意見もいた

だきながら、どうなのかということについて真摯に時間をかけて検討させていただいて、その上で、先ほど

申し上げたのは、条件のうちの一部ですけども、条件をとりまとめて、具体的な検証の方法も、三つ四つ書

き込みながら、大臣に対してお願い確認を求めてそしてその上でしっかりと対応するということで、これ、

公文書でやりとりをしていますので、しっかりと対応をいただけると受け止めております。 

 

二つ目が、反対の声、賛成の声、の話でありましたけれども、反対の声というのは、真剣に受け止めないと

いけないし、その上で今回の判断をさせていただいたというのは、自治体としては文字通り苦渋の思いであ

るわけですが。当然いろんなことをね、安心安全という件についても、基地の影響というのを、いろんな意

味で考えないといけないわけですね。いろんな言われ方があると思うけども、ただ国として日本全体の安全

に責任を持つ立場の政府において、真剣に防衛の抑止力のために必要なんだというようなことを、思いを込

めて申し入れがあった。これは我々の安心安全の問題もあるわけですよね。ここの所もあわせてどう考える

かということで、その前提としては地元の安心安全が確保されなければ、それは違うでしょう、という前提

の中で地元の安心安全がどう確保されるのかということ真剣な検討をしてきたということであります。で、

その上で条件をつけて、万全な執行を前提に必要な協力をさせていただくということでさせていただいてい

ますので、このことについても是非ご理解をいただきたいなあという風に思っております。いろんな機会で

説明に尽くしていきたいと思います。 

 

防；私のほうからもお話をさせていただきたいと思います。二点、先ほど米軍に対してしっかり申し入れて

も彼らは理解してなくて、何もしない可能性もあるじゃないか、という話をされましたが、実際今度ですね、

経ケ岬の基地にウルブライト司令というのがすでに決まっておりまして、私どもとかなり調整しております。

彼は非常に私たちの申し入れを理解してですね、私たちのやろうとしていることを非常によく分かっていた

だいて、教育の場もしっかり彼は設けると、彼自身しっかり言っています。そのプログラムを作るからと、

しっかり彼はそういう風に言っております。そういう意味合いで、私たちはただ単に地位協定上のどうのこ

うのでなく、しっかりそのことをやってもらおうというというところでございます。あと、沖縄の話は、沖

縄の基地を返還してもらったほうがいいじゃないかと、言いますけど、沖縄にこれは難しい問題でございま

す。特に、今辺野古のほうに移転申請を出し承認されたわけですが、沖縄もしっかり嘉手納基地以南のとこ

を今返還できるように、非常に今スピードでやってるところでございますので、しっかり沖縄のほうも、き
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っちり私もやってたんですが、支援をやらせていただきたいなと思っている次第でございます。 

 

⑦住民：テレビで言っていたんですけど、レーダーができることによって、たとえば北朝鮮のミサイルの抑

止力になるっていう風に見たんですけど、逆に僕から言わせたら的になるんじゃないかと思うんです。どう

いう風に抑止力になるのかという具体的な説明を聞きたくて寄せてもらったんですけど。答えて下さい。 

 

防：まず一つは、やっぱり北朝鮮が弾（たま）を撃ってくるぞーっていうときにはもう予兆というのがある

んです。何かあるらしいぞっていうその予兆というのが必ず細かくあるんです。これは、ちょっと私たち自

身がお話することはできませんが、その予兆を得たときに我が自衛隊は、イージス艦をしっかり適正な場所

に持って行き、いつでも撃ち落とす対応ができるようにするんですね。PAC３もしっかり配置をし、万全の対

策をとります。特に、京丹後市がそういう風にやられるんじゃないかなー、ということがないようにですね、

しっかりとした体制を、自衛隊としてはとっていくと。実際、しっかりとってます。来ても、撃ち落とせる、

対応できるということであると。もう一つ、二つ目は弾を撃って来るということは考えにくい。米軍が反応

することでございます。で、北朝鮮っていうのは、そう簡単には撃ってくるとは思えない。これ今世界問題、

国際問題になりますし、彼らも、それだけの攻撃をするとリスクがあるということです。私たちは、この京

丹後市のみなさまの安心安全をしっかり確保していきたいというところでございます。 

 

市長；私からちょっと補足します。私もね、どう考えているのかということが問われるので。これに対して

は、おっしゃられるように、ある、ということは的になるんじゃないかという風には当然思います。だけど、

今からわたしが申し上げることは、こういう理解でいいですかということで防衛のみなさんとやりとりをし

て、そういう理解でいいということでいただいた話なんですけど、どういうことかというと。当然敵になる

リスクは高まると思います。他方で考えないといけないのは、相手方にとって相手方が的にしたいインセン

ティブ（やりたい刺激）が高まることだと思うんですが、同時にこれは、抑止力を技術的に高める機能を持

つわけですね。これを配備することによって、さまざまな、例えばイージス艦ですとか、青森ですとか、い

ろんなところのレーダー機能とあわさって探知する。あるいは万が一あってはならないことですけども、発

射されたときに撃ち落とす可能性っていうのは格段に高まると。そうすると、的にしたいというインセンテ

ィブと、的にしたいんだけど、実際配備されると撃ち落とされる、いわゆるディスインセンティブ（やめよ

うという刺激）というとの比較だと思うんですね。説明は、的にしたいインセンティブの高まりよりも、的

にしても撃ち落とされるんじゃないかというディスインセンティブのほうが高い、なので、トータルで見て

抑止力が高まる、こういう理解でいいですか、っていうことで、防衛省の人に確認したことがあるんですが、

そういうことだということでしたので、そういう理解でおります。抑止力は全体として高まるという風に受
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け止めながら、わたしとしては判断したいということでございます。 

 

住民；PAC３が、ちゃんと撃ち落とせるっていう保証はあるんですか？ もし落ちたときに、どういう補償を

してもらえるのか、教えて下さい。 

 

防：あの、PAC３、イージス艦、全て含めて日本の自衛隊、技量の高い、技術的にも高めてですね、対応でき

るように、そういう万全を尽くして対応させてもらっております。あと、飛んだとき被害はどうなるのか、

というところでございますが、私そこまではちょっと分からないです。その被害を誮が補償するのかと、ち

ょっとすいません、私の見解ではちょっと分からないです。 

 ※射程 30ｋの PAC３ではミサイルにはほとんど対抗できないのが実情です。 

 

⑧住民；その、もしも何かあったときに、どうすることもできない、ということですね。安心安全からはほ

ど遠いような気がするんです。今たくさん説明を聞いたんですけれども、どの説明も安心安全というものを、

住民が安心して聞ける内容ではなかったです。はい。なぜ、戦争の道具になるものを、ここに持ってこなく

てはいけないのか。地位協定、安保のことになると、私はまだ、生まれてない時代の話なので。ただ、レー

ダーというものは、抑止力抑止力と言われますけれども、抑止力だけではないと思うんですね。十分にこれ

は、相手国に対して、攻撃的な意味のある兵器だと思うんです。それを、持ってくることに対して、危険度

というのは絶対あがるわけじゃないですか。もし飛んできたときには、国際問題でわからない、そういった

ものが、果たして安全なんでしょうか。子どもや嫁に今から帰って、説明会聞いて来たよと。ミサイルもし

かしたら万が一飛んでくるかもしれないなんてなことを言ってたよと。でも、飛んで来たら撃ち落とすみた

いなこと言ってたよと。でもそれって安心安全なことなんですか？ それ自体が。私はちょっと説明しかね

ます。 

 

防：あのー、先ほど市長さんがお話ありましたように、あくまでディフェンス、防御ということでございま

す。見方によって、攻撃だという解釈でもいいでしょう。でも私たちは、ほんの、あくまでも防御です。防

御に何かあったときのレーダーですから。あくまでもこれは、わたしたちが、このレーダーによって、いわ

ゆる命中率を上げ、そしてなおかつ、相手の抑止力にできるというところが一番の目標でございますので、

あの、わたしたち、防衛省ではそういう風に考えてございます。 

 

⑨住民：三つあります。一つは、今日の説明会に桝賀さんのほうから、一言あってしかるべきではなかった

かということ。あなたは、昨年 12月の袖志地区の説明会で、この間非常にみなさんの丌安にたいして、誠実



 

 

24 

 

に対応できなかったとおっしゃったんですね。だけどここではね、去年５月 30日に（説明会が）あって、８

月７日に（説明会が）あって、それ以降まったく桝賀さん、見えてないわけです。今日もありましたけどね、

伝えます、検証します、検討しますということね、何十回となくおっしゃって、帰えられたんです。で、今

日も、10ヶ月ぶりにここにおいでになって、そのことに対しての、この間の丌誠実さに対してね、謝罪はま

ったくないというのは、どういうことなんでしょうか。まずそれ一点です。 

もう今日は時間ありませんから。市長もね、今日は防衛省主催だから、市長はちょっと黙っとって下さい。

別途京丹後市主催で、何回でもやって下さい、市長の主催で。 

二つ目はさきほど持ち出されましたが、確かに今年の２月に丹後の宇川の区長会から意見書を出しましたよ

ね。私と小林さんと、一応連名で。あの中に書いてあると確かにおっしゃいましたけども、一番最初に書い

てあることをもっと強調してほしいんです。ほかのみなさんはね、あとの振興策どうのこうのと書いてある

んちゃうかと読まれた方も多いと思うんですが、この意見書にはね、ちゃんとこういう風に書いてあるわけ

ですよ。相当な分量に渡って意見書を提出することが、この Xバンドレーダー基地の設置に向かわれること

に賛成したということではございませんと。 

宇川住民の中にはね、丌安がいっぱいあると。来てほしくないという声もたくさんある。現にこれは二月か

ら３月の、いわゆる反対署名で過半数をね、集めて証明されてるわけですよ。住民の皆さん、「憂う会」がね。

そういうことを考えますと、都合のいいことだけを取り出して説得せんといてほしい。 

それから三つ目ですけど。さっきの３６項目の回答がありましたが、なるほどこの３６項目が出て、初めて

ですね、桝賀さんが比較的丁寧に説明されたんだろうと思いますけど、文書で回答をください。まるでその、

たとえ話であげられた交通事故にしてもね、あるいはその、いわゆる犯罪という、大きな犯罪もありますし

いろいろあります。交通事故で命を失ったりけがをすると大変ですけど、それをなんかね、こないだ（宇川

の区長会へ）来た飯田誯長でもそうでしたけど。一般の交通事故と同じような扱いでもいけるような説明を

されとるでしょ。そんなはずないでしょう、日米地位協定があったら。だからそうおっしゃるならね、さっ

きの回答を、３６項目について、文書で回答して下さい。以上。 

 

防：まず一つ目ですね、分かりました。遅れまして済みませんでした。本来であれば、もっと米軍からです

ね、しっかり情報がとれていれば、もっとはやく皆さんにご説明する機会があったと思います。ただ米軍が

ですね、やっとここまできて、やっとこの時点でみなさまに、やっとお話しできるような時点になったと。

そういう意味合いでですね、あの遅れたことに対してはすいません、どうも申し訳ございませんでした。（立

って頭を下げる） ただ、何回も言いますけど、米軍の情報が来なかったんです。たとえ皆さんが開いてい

ただいても、よく分からないんですけど、というような説明しかできなかったです。それが非常にですね、

問題であって、ちょっと市と調整しながらありましたけど、開催できませんでした。ただ、もう一つはです
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ね、袖志のほうは、用地の調整、いわゆる取得の調整ですね、そのときに 12月末、行かせてもらいましたの

で、そのときに、袖志のほうはそちらのほうをメインで、いわゆる土地の取得の面で行かせてもらった次第

です。いずれにしましても理由はさておき、みなさまのところ、去年のところから、全然ご説明しなかった

ことは謝罪を申し上げます。どうもすいませんでした。 

 

二番目でございます。私も、要望書のところはですね、しっかり、振興策だけでなく、他のしっかりしたこ

の安心安全対策もありますよ、というのを強調させて説明させていただくということでございます。 

※レーダー設置に賛成ということではない、には触れず。 

そして三番目ですね。なんで、一般の交通事故ばっかり書くんだ、っていう話でございますが、やっぱり車

力のほうを見てもそうですけど、あちらの警察さんといろいろご相談させてもらって。一番多いのは交通事

故だと、実際、車力では交通事故が多いものですから、やっぱりその交通事故というのが一番現実的な対応

であれば、一番それは、ご説明に使うのにいいのかということで使わせていただきまして、別に意図するこ

とは、なにかそのあらわしているわけではございません。 

※一般事故と同じようにならないでしょ、という質問には答えず。36項目への文書回答の件は無視。 

 

防（司会）；申し訳ございません。最初に申し上げた、、、 

 

住民：はい！ 最初には、説明をしてから考えると言ったやないか。９時以降に続いたらどうするんだと言

ったらまず説明させて下さいと彼、桝賀さん言ったじゃないか。９時に絶対切るなんて言ってないでしょ。 

 

防；あとの片付け、明日の学校のことがございますので、、、 

 

「憂う会」と防衛局とのやりとり 

⑩住民：いえ。私にしゃべらせてください。私は、「憂う会」の事務局長をしてます。桝賀さんは「ウルウ会」

だとか、「ウレエル会」だとか妙な言い方をされたけれども、「米軍基地建設を憂う宇川有志の会」といいま

す。先日、３月２７日に、中山市長に対して宇川の袖志と尾和、それから、自衛隊の方々の地域をのぞいて、

約１０００名の有権者がある中で、５６１筆の、その後まだ増えてますが、米軍基地というものは歓迎しな

い、市長には協力を撤回していただきたい、という署名を提出しました。そして、その理由は、何度も繰り

返して言われる安心安全について、何もやられてないじゃないかということです。先ほどもあったけれど、

あなた（桝賀氏）は５月３０日そこでしゃべってから、８月７日はあそこ（オブザーバー席）におられたけ

ど何もしゃべらなかった。市長は８月７日が最後です。それ以後、何もない。初めてです、ぼくたちは、こ
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の説明が。 

そして、今聞かせていただいた説明では、はっきり言って、先ほど市長が言われた、地元の人間の安心安全

の確保を、我々は全然感じることができない。もうますます、心配ですよ。あなた、しっかりやるしっかり

やるばっかりで、具体的なことは何もない。ぼくは３６項目、全部について反論がありますけれども、もう

時間がないので、たとえば 10番目。基地が作られたとして、その拡幅や施設内容の変更を米軍が言い出した

ら拒否できるのかという質問に対しては、あなたは「現時点では聞いてない」と、答えただけです。「米軍が

言い出したら拒否できるのか」って聞いてるんですよ。拒否できるんですか？ そういうところであたなは

ごまかしているということを言いたいし、内容も聞かなければならない。これは一例です。 

 

それからね、安心安全特に事故のことを、たくさん言われたので、事故のことについて聞くならば、たとえ

ば、そこの国道をお年寄りが田んぼに行くために軽トラックを運転してて、そこに、米軍の、左右間違えた

ような車がガーっと来てぶつかったと。公務中に。あるいは出勤中に。というような時に、一体、どういう

ふうにしてそれが救ってもらえるのかというような話なんですよ。通訳がいますか？ 警察に。その補償、

ちゃんとしていただけますか？ そういうものが何もいないのに、おじいさんが車を当てられてですよ、そ

れでケガして、なにもでけへんどうしよーって。で、向こうは、相手は、日本語のわからないアメリカの人

だ。どうやってこれ、警察が助けてくれるのか。そしてそのあと、警察が調べて、公務中ということになっ

たら、警察が（検察へ）あげても途中で米軍のほうに行くでしょ？ 補償はどうなるのか。さきほど保険は

全員入る義務がありますと言われましたが、それちゃんと確認できますか？ 防衛省がちゃんと確認できま

すか？ 走る Yナンバーの車全部が任意保険に入ってることをあなたがたはちゃんとチェックできますか、

できて初めて、ああ保険にはちゃんと入ってるんだなとなる。その保険だって内容が大切ですよ。我々今、

補償は一億、無制限、当たり前じゃないですか、日本人の社会では。彼らが入ってる任意保険。どれだけの

額か。 同じように警察は対応する対応すると言われたけれども、同じだけの補償がある、ということをち

ゃんと示してください。そうでないと安心とはとても言えない。 

 

ましてや公務外だったら、相手とは示談交渉だけでしょ、最終的には。こういう書類がありますよ、ここの

書類に書いて下さいって持ってくるだけでしょ？ 全然助けてもらえないやないですか。米軍関係者は（入

っていないか、入っていても）たいがいいい加減な保険で、ごしょごしょやってる間にどっか行っちゃった、

転勤しちゃった、あるいは本国へ帰っちゃった、いっぱいあるんですよ、そういう例が。それをどうするの

かということを、ちゃんと説明していただかないと、同じようにやります、しっかりやります、こんなの、

全然、内容がないし、ウソと一緒です。 
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それからもうひとつ。現地連絡所というのを作ってここに連絡していただいたらしっかり対応しますとあな

た言われたけれども、現地連絡所は昨年の 12月１日に出来た。小山さんは４月１日からですか。本山さんと

いう方がおられました。その方に、いろいろ気になることがあって電話をしても、「上に伝えます」、「わたし

には分かりません」、そればっかりなんです。それで、一週間くらいたってからこないだの件はどうなりまし

たかと聞いても、「いえ、上からは何も指示を受けてません」。一月たって聞いてもおんなじですよ。そんな

ところには、留守電一個おいておいたらそれで済むじゃないですか。「上に伝えます」と録音しておいて。二

人も人間がいて、そのうち一人は週替わりですよ。月曜日に来たら、私何も分かりません、来たばっかりで

す、それで金曜日になったらまた帰ってしまって翌週は別の人。もう一人の方は、上へ伝えます、聞いてま

せん。そういうような施設が、今後しっかり対応すると言われても、対応してもらえるとはとても思えない。

それで近畿中部防衛局に電話をせよと、真山報道官という方が言われた。だから電話をした。そこの方も、

よう分からへん、ということを言うておられる。特に米軍のことに関しては分からないという風に言われま

す。 

交通事故にかかわっては、まずは、保険というものはちゃんと確認できるのか、通訳はちゃんとおるんか。

これが最低必要。それと、公務外のときの示談交渉うんぬんで、その人がもう本当に泣き寝入りしなくては

ならないようなことになったらどうするんだ、それをどこで補償してくれるのか。防衛省がちゃんとやって

くれるのか、額をひっくるめてですよ、通常のわれわれが事故を起こしたときに払う額と同じ額が迅速に払

われるのか。それがないと、最低、交通事故に関わる安心安全の第一歩が踏み出せない。第一歩ですよ。そ

れでも。事故なんかいやに決まってるわけですから。 

 

それと、もっとこれから何回も説明会を開いてほしい、そうでないととても安全安心なんて、我々は理解す

ることはできない、今言われただけではね。それから、その、米軍によく理解してもらっています、米軍に

申し入れますってあなた言われるんだけど、米軍の責任者と、我々地域の宇川の代表者が話が出来る場を、

作って下さい。責任者と、我々は話がしたい。ここの人間の安全安心なんだ、我々はここに住んでる、あた

なはここに住んでない。説明会が済んだらすぐ大阪に帰るでしょう？ ねえ。我々はここに住んで、常にそ

の方々と一緒に生活を一緒にというか、クロスしながらですけども、この場でいろいろな関わりがあるのは

我々なんですよ、地域住民なんです。ここの主権者なんですよ。だからここへ来る米軍の責任者と我々が話

を出来る場を作ってほしい。それを約束していただけますか？ たくさん言いましたけど、どれも、しっか

りしてもらわなんことばっかりで。それができなければ安心安全は確保できません。市長、聞いていただけ

ましたか？ 

 

防：ええと、最初の質問ですね、米軍の、仮に基地が作られたとしてもその後、拡幅や施設の変更を拒否で
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きるのかという話でございます。私はですね、やはりここはひとつ、こういった地元の負担がどういう風に

かかるのか、っていうところが、、、地元に負担があるならば先ほど言いましたように、米軍のほうに、しっ

かりその、地元はどうなんだということをご説明して、しっかり理解してもらってそれなりの対策を米軍に

とっていただこうと思ってる、そういう方法を使います。 

二番目ですね。補償の関係ですね。そもそも、日本人同士の場合でも、あなたはどんだけの保険に入ってる

んですか、っていちいち聞けるっていうことは、日本人同士でもあり得ないと思っています。 

 

住民：特殊な方がこられるから聞かなきゃいけない！ 

 

防：ただですね、そういう状況の中ですね、わたしたち局が、もし、先ほど言った、仮にこういう場合、こ

ういう場合があった場合にも、局がしっかり対応させてもらうと、国としてちゃんと、米軍とのあの仲介も

含め、対応も、どういう風な形が一番いいのかということをちゃんと示し、今日は業務誯長がいますが、し

っかり対応させていただきます。 

三つ目はですね、ちょっとうちの現地連絡事務所、去年 12月にできたわけですが、非常に対応が悪いと、悪

いというか、もっとしっかりやれ、という話ですが、前回の説明会をやりました小山が室長になりましたの

でしっかり、真摯に受け止め、今後も地域の安心安全に資するよう、一層、きめ細やかにですね、この小山

がしっかり対応させていただきます。そういう意味合いでのですね、毎日でも、そういう、情報等みなさん

のご意見等がうかがえる、対応ができる事務所にもう私自身はなっていると思っているところでございます。 

 

住民：なってないから言ってるんだよ。 

 

防；で、最後はですね、米軍と、やっぱり住民の方っていう、その中で私が国としてサポートするというと

ころで今、私たちのこの役務があるわけでございますが。いろいろと、米軍との対応の中で、あの、なかな

か、彼らも軍の人間でございますので、やっぱり機密とかいろいろ義務を負っておりますので、なかなかし

ゃべれない部分もございます。それはやはりわたしたちのノウハウでしゃべっていただいて、いろいろ情報

を聞いて、みなさんにいろいろお知らせする形がわたしたちの責務でございますので、そこはこれからもし

っかり対応していきたいと思っているところでございます。以上でございます。 

 

住民；はい反論！ 反論！ だって今いい加減なこと言うてごまかしてそのままで終わりじゃ困るでしょ。

我々せっかくたくさん集まってるのに。一つ目ですけれども、私は米軍がやることについては関知できない

のではないかという風に聞いた。それに対して、地元の状況を考えて前もって話をするという風に桝賀さん
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は言われたけども、あなた沖縄でどう言われた。東村高江の、あのヘリパットのときに。「米軍がやることに

ついては一切関知できません」と、住民に言ってるじゃないですか。それと同じこと、ここで起きるんじゃ

ないの？ そんなこと絶対ないってあなた言える？ 米軍が言ったら拒否できんのと違うんですか。出来て

しまったら。 

 

ほか二点目。その、交通事故の関係については今後我々がしっかりするために検討するといったけど、あな

たがたが検討してもダメなんだ。住民が、「こういう場合はこうしてもらわないと困ります」という案を出し

て、それをあなた方がそれやりましょうという話になって、初めて保障になるんですよ。飯田さんはさきほ

ど、公務外のときなんかは、もう、示談になってしまうと。向こうのアメリカ兵と、わけのわからないアメ

リカ兵と示談になって何にもしてくれないみたいなことを、そうなるでしょうって言ったら、うんうんと頷

いておられた。そうではなくて、そうなった場合にちゃんと、通訳を付けてきちっと話ができて、きちっと

補償ができるシステムをあなたがたが作ると言わないと、保証とはいえませんよ。安全安心の確保はできま

せんよ。そういうことを、しっかりしてもらわんと困る。ひとつひとつの事実として具体的に。システムと

して。保険のことも、あなた、人のこと、個人情報を聞くもんじゃないと言われたって、保険に入ってなか

ったら、そんな車とぶつかったら何も補償してもらえない、そしたら困るのは我々だけじゃないですか。そ

ういう方が、特別にたくさん宇川に入ってくるんだから。そこの部分の制度を作ってもらわないと、保障に

はならない。そういうことをちゃんとしてくださいと言ってるんですよ、何もしてないんだ、あなた。去年

からずっと半年以上。米軍の情報がなくても、説明することはいっぱいあるんですよ。今の事件事故なんか、

どこででもいつでも説明できることですよ。 

 

防（飯田）：えー、交通事故の、まず示談交渉におきましてはですね、ま、当然当事者同士にはなるんですけ

ど、我々としてもですね、出来うる限り被害者の方が、心配にならないようにサポートはさせていただきま

す。例えばその、米軍人に対してですね、保険会社をとるにしてもですね、米軍人を通して、早めにとるよ

うに、申し入れるということを行ってまいりたいと言う風に思います。それと、保険の問題についてまあ、

事故により、被害を発生させた当事者が責任を負うことが、個人個人が責任を負うことが明らかでありまし

て。本来任意保険というのは、文字通り個人の判断で入るわけですけれども、ま、そこはですね、加入を義

務づけているということころで、ま、米軍人も、当然その、万が一に起こした場合は自分自身で責任をとり

なさいということです。 ※要するに防衛省は知らないということ。 

 

住民：払えない人がたくさんいるんですよ！ 
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防：ええ、、、任意保険に入られているところでございまして、われわれとしましても、米軍に確認してまい

りたいと思います。 ※何を、どう確認するのか、できるのか丌明。 

 

防（桝賀）；あの、、、標的の村、というところで、わたしが映画出演させていただいているところがあるんで

すけれども、あれ、非常に、心外でですね、全然違う話なんですけれども、あれはヘリのコースの話と違っ

てあそこだけを取られてですね、お前が言った、言ったって言われますけど、あれは全然違う話なんですよ。

あれは私はちょっとあの、、、あそこだけとられると非常に、、、 ※どう違うのか説明はなし。 

 

住民：すいません、あの、説明会ですけどこれで終わりですか？ 

 

防（司会）；はい。 

 

住民：今日のじゃないよ。これからのことだ。安全安心について全然まだ納得できてない。 

 

防；明日またございますし、峰山におこしください、申し訳ございませんが、、、先ほどから申しあげてると

おり、今もう９時 20分になってます、終わらせていただきます。 

 

防（桝賀）：あとですね、私が先にお話させていただきました連絡事務所。小山がそこに所長としております

ので、そこでまた議論なりさせていただきたいと思ってますので、またみなさんそこで議論させていただけ

ればと思います。 

 

住民：具体的なものが出ないとダメだよ。 

 

住民：文書回答について回答しなさいよ！ 

 

住民：文書にするかしないかだけはっきりして。 

 

住民：説明会に全然なってないがな！ 

 

（怒号）                   
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