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４月１７日（木） 防衛省峰山住民説明会 

 峰山小学校 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 

 

質疑応答  

※音声が聞きとりづらい箇所は[・・・]と表記。 

※質問者のみ「住民①」などと番号付きで表記。それ以外の抗議、意見等は多くの方が同時に話しているた

め、「住民」とだけ表記。 

 

防：それでは、ご意見、ご質問のある方ございましたら。あ、はいどうぞ。 

 

住民①：２点お伺いしたいのですけども、説明内容の中で、資料に載せられていない７項目、こちらが載せ

られていない理由を教えていただきたいんですけども、これは後ほどお伺いするとしまして、もう一点ござ

いまして、「事件等が発生した場合のフローチャート」についてお伺いしたいんですけども、こちらが、公務

上の交通事故の場合についてはしっかりと書かれているんですけれども、これ以外のケース、「公務外の凶悪

事件が発生した場合」の対応についてお伺いしたいです。 

例えばなんですが、名護市で起こったケースでは、酒に酔って住宅に侵入したアメリカ兵が、お子さんの

前でお母さんが殺害された（した）というケースがございまして、こういった「公務外の凶悪事件」につい

てはどのように対応されるかということについてお伺いしたいのですけども。 

このケースではお金を渡して終わりだったようなんですけれども、京丹後市さんのほうではどのように対

応される予定でいらっしゃいますか。 

 

防：はい、あのまず、その事件事故対応のお話でございますけども。まあまずはそんなことは起こさせない
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ということでですね、さきほどのお話にありましたように、ますは当事者であります米軍規律保持等をです

ね、指導をしっかりしていただく…いや、していくというところです。それとあと、その起きた場合につき

ましては、まずは警察のほうの捜査ということで、警察のほうが適切に対応されるということだと思います。   

それとあとその被害の補償につきましてはですね、地位協定に基づきましてですね、まあまずは、今回の

ああいう、個人対個人の、まあその当事者の責任で行うことでございますので、個人がまずは賠償責任を負

うということになります。 

 

桝賀：次に７項目ですね、４番の安全安心対策ということで７項目のやつ別にございますが、これもですね、

前回から７項目は全部お話しているので、ここの４番だけ大きく囲んで[・・・]はずしているだけでござい

まして、別に４番の所に７項目を別にはずしたわけではございません。 

 

住民②：はい。 

 

防：あ、どうぞ。 

 

住民②：質問させていただきます。５月から米軍人の人たちが来るということになっていますけれども、ホ

テルに泊まる、あるいは完全に施設ができるまでは軍属の人たちもホテルに泊まる、あるいは賃貸の住宅に

住むということになっていますが、この施設、あるいは例えば５月から軍人の人たちが来る、そのホテルと

いうのは、いわゆる地位協定に基づく米軍の施設というふうに扱われるのかどうなのか、いわゆる、法律が、

日本の国内法がそのまま適用されるのか、あるいはその人たちが住んでいるということで、そのホテルなり

賃貸マンションというのは、いわゆる米軍の施設としての扱いで、日米地位協定に基づく扱いがされるとい

うことになるのか、ちょっと教えていただきたいのがひとつ。 

もうひとつ、事故の関係で、相手側当事者が「米軍人等の場合」の「等」というのは、軍属の人たちも含

むのかどうなのか、そのあたりを教えてください。 

 

桝賀：最初の質問のほうにお答えさせていただきます。これもですね、先ほど言いましたように、これはあ

くまでもですね、暫定なんです。暫定だというのはどういうことなのか言うと、暫定で峰山の町内で宿泊な

どを考えているということでございますので、先ほど言いました、たとえば東京のほうでも米軍が地協定上

のホテルございます。でも、これは全く米軍の地位協定に関係してくることではございません。今考えてい

るのは。国内法に基づくホテル、いわゆる宿泊施設、というふうに考えている次第でございます。 
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防：それと、米軍人等の「等」は軍属を意味しております。 

 

住民③：140人と言われてたんですが、これは全員その、単身、独身ですか？ 

ちょっと私は地元で丌動産をやっているものですから。 

 

桝賀：あのですね、車力と考えますと、たぶん独身だと…独身というか、単身、一人で来るというふうに考

えております。ちょっとはっきり家族が何人いるかというなのありましたけども、車力でいうとだいたいほ

とんど単身、一人で来られる方が多いのかなということでございます。あのそれよりも、はっきりしたです

ね、お話は、何らかの手段でお話しさせていただきますが、車力と一緒では・・・と承知しております。 

 

住民④：米軍関係者の人数ですが、これ軍属、米軍合計 160名来られるというわけですが、独身云々と関係

するんですけども、この基本としては男性が 100％ですか。 

それともう一点、地元振興策ですが、道路の拡幅を数か所されるわけですが、丹後町から峰山町に続く道

路のところ、今でも街灯というか防犯灯が暗いのもある、丌十分なところがたくさんあると思うんです。こ

れの丌十分なところの充実化は考えておられますか。ちょっとお答え願います。 

桝賀：まず二つのうち一つ（の質問）ですね。これも車力の時と同じように考えますと、男性だと思います。 

防：パーセンテージは分かりませんが、女性の・・・。あの私、昨年車力の通信所のほうに行ってまいりま

して、むこうで現地を見てまいりました。その中にはですね、いわゆる軍人ではありません。いわゆる軍属、

あの、民間の契約社員の方ですが、アメリカから来ている女性を数名見かけました。現にそこで勤務されて

いると聞きました。ただその何人とか、パーセンテージはちょっと申し訳ございませんが聞き及んでおりま

せんので申し訳ございません。 

 

桝賀：先ほどの道路の関係。私も府道の関係をなるべく早くやらせてもらったらというところでございます

が、歩道をつけたりしますので、やっぱり、いわゆる道路基準に合わせてみますと、当然ながらしっかり電

灯はつけていくと思います。それは一般的な考え方でございます。はい。 

 

住民⑤：峰山の○○と言いますけれども。先ほどの、10月から米軍・軍属 160名、越してきますけども、米

軍人の方は 20名、軍属は 140名、これがずっとレーダー運用後も（このような）構成になるんでしょうか。  

それと、あの峰山からは 6 月、あ、10月？10 月 11 月、140 名が通うんですけれども、その通う手段は、

皆さん車で一台一台個人が乗っていくのか、ちょっと宿泊地の一か所から出発するのか、その宿泊のホテル

名を教えてください。 
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桝賀：まずひとつですね、10月からこれ最大で 160名、あくまでも 10月は設置する、10月は設置しますん

で、10月 1日から 160名来るかどうかは分かりません。ただ少なくともですね、設置してそしてなおかつ試

験的にやっていくにあたっては、やっぱり人数は増えていくことはあると。少なくとも 160人がいつ、その

10月以降に全部集まると考えているかは分かりませんが、少なくとも10月以降にはありえるということで、

10 月以降に最大では 160 名来られます。それを本格的に 12 月末からその体制がずっと続きます。そのよう

に考えてもらったら結構です。 

 

住民⑤：じゃ、運用後もその…あの…ひゃく… 

防衛：はい。 

住民⑤：米軍の方 20名… 

防：はい。 

住民⑤：軍属の方 140名の構成がずっと続く… 

防：はい。はい。（住民⑤の発言にかぶっている） 

 

桝賀：それと二番目のお話でございます。まずですね、米軍の運用というのは三交代制、24 時間体制です。

で、三交代制ですね。三回で一日まわる、8 時間ごとですね。で、交替していくと。だからそういう意味で

はですね、160 名が全部ばっと行くのではなくてですね、そのうち先ほど言いました軍属の方が 140 名いま

すから、そのうちの三分の一の方が交替で行く、というふうに考えていただければ結構かなと、思っている

わけでございます。 

それでですね、今、あちらに行くのにどのような形で行くのかっていうのを、さきほど、一番危惧されて

いるのが、それぞれが自動車で、個人の自動車で行かれると、交通渋滞を起こすよね、と。特に国道の関係。

考えますと、これは、あの、住民・・・じゃない、地元としてはちょっとな、というところはあると思うん

ですが、私たち、この、市長からの要請もありまして、できるだけですね、集団で行っていただくような形、

を今米軍に申し入れる・・・ことを考えているわけでございます。そうしないと、なかなか個々でやられる

とみなさんのご迷惑があると思うんで、できるだけ集団で移動していく手段をとって対応させていただきた

いなと思っているところでございます。 

ホテルのほうはですね、これ、はっきり言って私たちが契約してるわけじゃございません。むこうの軍属

の方と、ホテルとが民民で契約しているわけでございますので、まだそのへんのところをうちが、どこに泊

まるんだとかいうところは、まだ承知しておりません。ただ少なくともですね、峰山町内のホテル、という

ところは承知しております。 
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住民⑤：それは一か所ですか？ 

 

桝賀：いえ、一か所、ということは…。一か所で全部収めるところってあります？峰山に。 

 

住民⑤：それは知らん。 

 

桝賀：私もそこは承知してませんが…。まあそのへん、一か所じゃちょっとありえないと思います。 

 

住民⑤：ホテルと名のつくところは一か所しかないけどねえ。 

 

桝賀：いずれにしてもこれ民と民の間でございますので。 

 

住民⑤：民と民っていうのはどういうことですか。 

 

桝賀：いわゆる、国が直接借り上げてお渡ししているわけではないと。ホテルはですね。軍属の方は民間の

会社の方です。 

 

住民⑤：米軍の方も泊まりますよね。 

 

桝賀：あ、米軍の方はひとつのホテル。米軍は 20人でひとつ。20人と 140人。20人は米軍の方。これは米

軍とホテルが契約している。で、こちらの 140人は、民間の会社とホテルが契約している。 

 

住民⑤：民間の会社っていうのはアメリカの会社ですか。 

 

桝賀：はい？ 

 

住民⑤：民間の会社っていうのアメリカの会社ですか。 

 

桝賀：・・・。 

 

住民⑤：アメリカの会社ですか。民間の会社っていうのは。 
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桝賀：そうです。そうです。 

 

住民⑤：軍属だから、軍の所属になるんじゃないんですか。 

 

桝賀：いえ、あくまで民間の会社が受け入れている。まず軍属というのをちょっとご説明します。軍属とい

うのはですね、一般的にはですね、あの、どう言ったらいいんかな、軍の雇用の事務官。例えば私は自衛官

じゃないですね、私は軍じゃないですね、防衛省です。という方と、あと民間のですね、あのー、いわゆる

技術者。はっきり言ってＸバンドは民間の技術者の力をお借りしてやっているところがあるんです。それと

ですね、民間の、あのー、警備。この三つが軍属っていうことで最大で 140名。そういう内訳になっている

わけでございます。 

 

住民⑤：まあでも民間にしてもその軍の施設に働く人ですから、責任は軍が負うわけですよね。事故があっ

た場合の対応はね。 

 

桝賀：（住民の質問に割り込む形で）当然あのー・・・ 

 

住民⑤：その場合、ある程度どこに宿泊するかとか民間におたくたちが任せていいのかっていうことになり

ますよね。把握してもらわないとこっちは困るわけですよね。そんな民間民間でやってもらってるとかっ

て・・・。 

 

桝賀：当然ですね、あのー、指揮、の、あのー、司令部がその指揮を全部持っているわけでもございません

ので、民間の業者、民間の警備士（？本人発言のママ）に対してはちゃんと指導します。ただ実際、契約と

いうのはですね、やはりその、親会社がおやりになるべき、というところでございます。 

 

住民⑤：それは防衛省の人がわかんないというのがおかしいんでしょ。だって・・・ 

 

桝賀：いえ、わかります！わかりますけどそれを・・・ 

 

住民⑤：[・・・]（防衛省桝賀氏が住民の質問にかぶる形で発言しているため聞き取れず） 

 

桝賀：わかります！わかりますけどそれを、相手のホテルの方と、そちらの民間会社の許可なしにお話して
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いいのかどうかというところに私は問題があると。そういう意味です。承知はしてます。でもそれを業者の

この契約に勝手に入っていいのかと。 

 

住民⑤：まあ５月にわかることですけど、それは。 

 

住民：安全安心と関わってどうなのかという話ですよ。住民にとっては。 

 

防：すいません、先ほどの質問がちょっと聞こえなかったので、申し訳ございません。 

 

住民⑤：はい？ 

 

防：聞こえなかったんです、申し訳ありません。 

 

住民⑤：最後は意見ですこっちの。 

 

防：あ、そうですよね、ありがとうございました。 

 

住民⑤：だからそういう、防衛省のほうで、今度どう厳格に把握するのかっていう意見ですよ。とりあえず

峰山に住んでて、軍属は民間で契約するから防衛省は関係ないんだっていう・・・ 

 

桝賀：いえ、関係ないとは言っておりません。 

 

住民⑤：じゃあ、どういうあれなの。 

 

桝賀：承知しております。民間のところと、そちら、ホテルと契約をやってるところの、両者の許可なくお

話していいのかというところに問題がありますっていう話をさせていただきました。 

 

防：はい、そちらの方。 

 

住民⑥：峰山町の○○と言います。先ほどからずっと話を聞いてますけども、なんら問題がないような。い

ただいた紙を見ましても、こう対処します、こう対処しますというやつは書いてますけども、どういうふう
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に危険があって、どういうふうに問題なんだと。私たちはこうしてやっていくんだというふうな話じゃない

でしょう。事なかれ主義の、先ほどから聞いとっても、なんにも問題ないみたいな、全部ちゃんと対処でき

るような、そういう態度で説明されてます。 

どうなんですかね、実際、来年再来年と実施されて、問題が起こってきたときに、あなたたちは今日の説

明でなんら説明しなかった、いうことで責任が取れるんですか、そんな姿勢で。この基本的な問題について、

まず、はっきりしていただきたい。 

まず軍事基地の最先端にあたるわけですよ。いわゆる長距離弾道弾の追撃のために、コンピューターでも

ってそれに対するロケット砲を発尃して、鉄砲の弾を鉄砲の弾であてるようなことをコンピューターでやろ

うというんです。その時間稼ぎのために、アメリカ本土でなくって、この丹後半島にレーダー基地を置こう

としとるんですよ。敵さんは一番先にこれ狙ってきますよ。短距離弾・中距離弾の場合には、そんな計算し

て、ロケットをロケットで撃ち落とすようなことはできないわけです。そういう危険な問題があるんだとい

う説明だって、あってしかるべきでしょう。 

 

（会場大きな拍手） 

 

住民⑥：違うんですか？もしあなたがたが今説明していなかったこと、たくさん問題あります。今後起こ

ってきます。沖縄に先例があります。 

 

（会場大きな拍手） 

 

住民⑥：違いますか？あなたがたはどう責任取るおつもりですか？こういうことについてまず、責任ある方

の答弁をひとつはお願いしたい。 

それから、いわゆる安保条約に基づいて、米軍との基地条約に基づいて、やってくるわけです。だから沖

縄で起こっとる、いわゆる、ペリコプターが墜落しても、あるいは犯罪・事件が起こっても、基地の中に逃

げ込んでしまいさえすれば、日本の警察は手を出せない。大学に落ちたヘリコプター。米軍が先に来て取り

囲んでしもたら、日本の警察は手を出すこともできない。 

 

住民：そうだそうだ！ 

 

住民：ほんまや。 
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住民⑥：そんな先例だってあるんですよ。 

 

住民；ほんまや。 

 

住民⑥：宇川でそういう問題が起きたときにどうしますか。そういう問題を、大変な問題を実は抱えとるん

ですと、いうふうな説明が、私はあってしかるべきだと思うんです。 

 

住民：そのとおり！ 

 

（会場大きな拍手） 

 

住民⑥：さっきから聞いとるとね、事なかれ主義、事なかれ主義で、なんら問題はありません、問題が起こ

ったらこう対処できます、っちょなことばーっかり言うとる。いいんですか、そんなことで。二つ目はそれ、

答えてください。 

 

桝賀：えーまずですね、あのー、安全安心対策。先ほどお話いたしました。一番にですね、米軍が運用を始

めます。二番に、その中でどういう工事が入ります、で、そういう基地の内容になります、なお且つですね、

米軍は何人来ます、そして米軍はどこに住みます、ということに対して安全安心対策として７項目、挙げさ

してもらいました。で、私たちですね、この 160人という人数をどうとるかということはあるんですけども、

こういう細かい施策をですね、しっかりやれば、あのー、沖縄ははっきり言ってね、人数の多さが全然違い

ます。その中で 160人とはいえ、しっかり細かい、この施策をしっかりやれば、しっかりできると。実際車

力もそういうふうに、あのー、しっかり対応できてると、いうところで今この７項目の・・・ 

 

住民：車力だって事故起こってるよ！ 

 

桝賀：（声を大きくして）施策をやってるわけでございます。 

 

住民：質問をずらしてるよ！ 

 

桝賀：あとですね、 
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住民：まともに答えろよまともに・・・ 

 

桝賀：この、えーと、レーダーが来たということでですね、狙われるんじゃないか、という話でございます。

まずひとつに、このレーダーを置くことによって精度が非常に高い。今まで、日本・・・ 

 

住民：だから余計狙われるんだ。 

 

桝賀：[・・・]対応ができると。精度が非常に高くなればどうなるかと言いますと・・・ 

 

住民：危なくなる。 

 

桝賀：日本の防衛システムが非常～に有利になる。 

 

住民：戦争をやろうとしてるだけやん。 

 

（会場から多くの抗議の声） 

 

桝賀：当然それをもって、あの、普段からそういう情報収集する。その中で、どっかの国が動けば、すぐイ

ージス艦が来て、PAC3が来て、そこを完全に封鎖すると。そういうような形をですね、より精度が高くなる。

高くなれば、当然ながら撃ち落とされる。撃ち落としてもらう。そういうことをですね、相手国がわざわざ、

そういうことを、リスクを感じて、そういうことを実際やってくるかどうか。実際撃ち落とされるのにわざ

と撃つだろうか、それが[・・・]予想でございます。なお且つ撃つっていうことは・・・ 

 

住民：その予測が違うって言ってんのよみんな。 

 

桝賀：やはり相手国のリスクにもなるわけですから、そういう意味でですね、あのー、国のほうは対応させ

ていただこうかなと思ってるわけでございます。 

で、先ほど言いましたように、あのー、もし何かあった場合に基地に入ればいいんじゃないかっていう話

がありました。で、私もですね、こちらのほうに来る司令、に、あのー、色々こういう関係の話をさせても

らった。司令もそんなことはない、しっかり対応するよ、とちゃんと言ってきている、言ってくれているわ

けでございます。 
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住民：今までだってそう言ってきてるやないか。沖縄でそう言ってきたやろ。 

 

住民：言葉だけだ。 

 

桝賀：しっかりそういうところ、調整しながら、すぐ対応できるようにですね、今後も、うちの現地事務所

も含め、私たちも含め、しっかり対応させていただこうと思っている次第でございます。 

 

住民：対応できていたら沖縄の問題は起こらない！ 

 

住民：そのとおり！ 

 

住民：[・・・]で対応できるって言ったのどういうことですか？ 

 

防：あのー、申し訳ございませんが、挙手していただけませんでしょうか。 

 

住民：答えになってませんよ。 

 

住民⑥：全然答えになっていません。 

 

住民：そうだ！ 

 

住民⑥：そういうねえ、子どもだましのような話をね、時間かけてとくとくとくとくやるのはやめてくださ

い。なんか先ほどの説明では９時に終わるんでしょ？そんな子どもだましみたいなことで時間とって。貴重

な時間を潰して、どういうことなんですか。はっきりと、あなたがたがここの場で、隠してものを言わなか

った、あなたがただって、感じてるんだよ。黙って、ものを言わなかったような問題が、今後起こってきた

ときに、あなたがたはどう責任を取りますか、この答えは聞けてません。 

それからもうひとつ、危険性の問題で付け加えて言っときますが。短距離・中距離弾を探知して、どう防

ぐかということになると、敵の照準を合わす電波を妨害して、いわゆる、そらす、というんですかね、命中

させないようにする、いう方法があるわけです。ジェット機なんかの場合には、ジェット機を止めて、光る

ものを、花火のようなものを落下させて、後ろからくるロケット弾を、赤外線探知ですから、その花火のよ

うなものの方に向かわせる、そういう防衛システムもあるわけです。 
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住民⑥：この前に、尖閣列島で中国の艦船から、照準照尃のための電波が届いた。あれは、日本の自衛隊は

すぐ反撃をしなかったからよかったですけど、まさに危険な行為、戦争が始まる、戦闘が始まる、危険な行

為だ。ああいう電波と電波の戦いが現に起こっとるわけです。だから、短距離弾・中距離弾が、単に宇川の

ほうだけじゃなくって、京丹後市全体、どこに落ちるか分からないという、そういう危険な品物であるわけ

です。  そういうことだって知っとるんでしょう？あんたがた。全然知らないんですか？答えてください。 

 

桝賀：実際ですね、そういうレーダーのシステム、そういう技術向上というのは、もちろん技術研究本部で

実際研究もしてますし、私自身もですね、あのー、いわゆる、東京で、情報通信課というところにちょうど

いまして、そういうものの、あのー、技術はちゃんと承知しております。そういう中でですね、私たちは、

その技術研究本部と、あと、本部含めてですね、技術の向上を含め、それでも十分に対応していくというの

がこれは防衛省の姿勢でございます。 

 

住民：そういうこと言ってて原発が事故起こしたんだよ。同じだよ。 

 

住民⑥：責任持つんですか、持たないんですか？それ言ってください。今日説明ないことで、事件が、問題

が起こったときに。 

 

防：それはあの・・・米軍、と、私ども日本政府の責任だと思います。万が一のことがあったら。ただ、そ

れがないようにしていくと。 

 

住民：ないって・・・。起きるんだよ。起きたときにどうできるかや。 

 

参加者（？）：（正面ではなく、後ろを向いて住民側にむかって話し始める） 

私は旭川で、元自衛官です。で、こういう、日米共同訓練とか、あの、何回もやってる。それで、今言われ

た、責任を取れるか取れんかと言われると、実際のところ答えれません。ただしその責任を取らんように、

事故が起きようにしたことは間違いありません。 

だから、例えば、責任を取る、それまでに、実際に、もう起こったら誰も責任なんか取れんでしょう。覆

水盆に返らず。だからそれを起こさんように、今説明さしてもらっとる。それを理解してやらんと。 

 

住民：でも実際起こっとるやん。 
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（あちこちから抗議の声） 

 

参加者（？）：だから京丹後市ではまだ何もないんです。 

 

住民：そりゃある前から起きてどうする。 

 

住民：そんな論理ないよ。 

 

参加者（？）：で、旭川でも同じです。それから北海道の札幌でも一緒です。我々はそうやって・・・ 

 

住民：誰の代理人で言うとんや！ 

 

参加者（？）：ちゃんと聞きなさいよ。 

 

住民：質問をしろ質問を！ 

 

参加者（？）：そういう・・・ 

 

住民：誰に向かって言うとんや！前向いて言え！ 

 

参加者（？）：[・・・]（聞き取れず） 

 

住民：誰に言ってんの？ 

 

参加者（？）：[・・・]（聞き取れず） 

 

住民：誰に言うとんや！やめい！ 

 

参加者（？）：[・・・]（聞き取れず） 

 

住民：自衛隊のサクラ、やめろ！ 
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参加者（？）：[・・・]（聞き取れず） 

 

住民：質問と違いますよ。司会者。 

 

住民：はい、質問。 

 

防：はい、どうぞ。 

 

住民⑦：丹後町の○○と言います。昨日もいろいろと話をさせていただきましたが、昨日はもう９時になっ

たら切るんだというようなことでですね、十分なことも言えないまま最後終わってしまって、明日来て下さ

いみたいなこと言われたんでまた来たわけですけども、あのいくつか、昨日から引き続いての質問がありま

す。  

ひとつは、いろんなことをたくさん、桝賀さん説明されたけれども、全て言葉だ。あなたの言葉はなかな

か聞き取りにくい。もういっぱいそういう声がありました。僕は前の方にいますから聞こえますけどね。で

それを、ちゃんと文書にして、答えられたことを。責任をもって説明会をやってるんだから、それをちゃん

と責任をもつためには文書にして住民に配ってほしい、という声があった。 

 

（会場大きな拍手） 

 

住民⑦：でもあなたはそれを事実上拒否した。「何らかの形で」と言って文書で答えるとは一言も言わなかっ

たけれども、なぜそれは文書で答えられないのか、まずそれを聞きたい。聞かせてください。 

 

桝賀：（マイクを通さず話す）最後まで。 

 

住民⑦：は？ 

 

桝賀：（マイクを通さず話す）最後までお願いします。まとめて。 

 

住民⑦：全部言えと？たくさんありますよ。 

 

桝賀：（マイクを通さず話す）常識の範囲で。 
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住民⑦：はい、常識の範囲で。 

次にはね、いろんな事件事故のね、ことも、昨日も言いましたけれども、「米軍に申し入れます、米軍は理

解してくれています」、そこまででは、宇川の地域住民は安心できません。米軍がちゃんとそれを実行すると

いう保証がないと安心はできません。口で、実行するって米軍が仮に言ったってほんとにするかどうかわか

らへん。でも、あなたが、「しっかりやる」、と言うより、まだ米軍の責任者がそう言ってくれた方が、まだ

責任の追及の仕方がある。昨日も最後にこれは要求もしたことだけども、米軍の責任者と宇川の住民が話せ

る場所を、どうしてつくれないのか。昨年の説明会のときにあなたは、そういう選択肢もあるっていうこと

を言ったんですよ。その選択肢をとっていただきたい。それ２点め。 

 

住民⑦：それから、あの特に交通事故に関わってですね、警察が、我々民間人が事故を起こした時と同じよ

うにやるんだという、まあ昨日もそういうふうに言われました。ところが、同等にやるんだと言われたけれ

ども、その、経ヶ岬、自衛隊、じゃない、米軍基地に来るアメリカの人たちはこれはあの、同等の人たちで

はないわけですね、法的に。そういう中で、同等には、やれないことがいっぱいあるわけですよ。 

まず言葉。英語喋るんだから、話ができない。そこで同等にやってもらおうと思うならば、警察にも、そ

この対策室にも、通訳の方が当然必要だ。それについても、必要だと言っても、昨日は答えられなかった。

先ほど飯田さんは、米軍に通訳もひっくるめて要求します、みたいな、申し入れます、みたいなことを（言

っていたが）。米軍から通訳が出てくるのを待ってたら、どうなる。また米軍に申し入れるだけでほんとに通

訳がいるのかいないのか。昨日の３６項目の質問の中にも、公務担当者、通訳のことを質問書きましたけど、

桝賀さん答えなかった。それがどうなるのか、具体的には。 

 

住民⑦：そして、あの、保険には入ってるというふうに言われるけれども、その保険に入っていることをど

うやって確認するのか。その保険が、我々民間人、我々が入っている保険と同額の補償がもらえるだけの保

険に入っているのか、それがちゃんと確認できなければ、安心を感じることはできません。現地の住民は。 

そして実際に事故が起きた、そして裁判になった、公務と公務外で、公務内だったら、むこうの裁判権で

しょ、第一裁判権はむこうにある。だからそれで遅れてしまう。そして出てくる賠償額は、たいがい一般常

識よりもとっても低い。それから支払われる時期も、ものすごく遅い。というのが現実です。 

そんなんは、いやなんです。同等というならば。同等を保障するということが、どうやってあなたがたが

それをどう保障するのか。それを聞かせてもらわないと、安心安全にはならへん、いうことです。 

それと・・・ 

 

桝賀：（マイクを通さず話す）常識の範囲内で。 
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住民⑦：「常識の範囲内」ですから最後ひとつね。 

昨日、36項目の多くについて回答いただいたけれども、全く納得できない回答がいっぱいあるので、再質問

をしたいと思います。出した我々、宇川のね、憂う会は、再質問をあなたにしたい。確認したいことはたく

さんある。それに対してあなた、答えていただけますか？はい、以上です。 

 

桝賀：まず最初にですね、ええっと、あるいは文書を出せと。まあ昨日の私にですね、持ってるんならそれ

を出せという話で[・・・]。 

 

住民：聞こえません。 

 

桝賀：自分で[・・・]メモなんですけど、あの、何らかの方法で検討させてください。これが回答でござい

ます。で、二番目はですね、この・・・ 

 

(会場から抗議の声) 

 

桝賀：事件事故の米軍申し入れの関係でございますが、米軍の責任者と直接話をしたいということでござい

ます。で、私の、防衛局の仕事はですね、まさしく地元の方と米軍の方の橋渡しをするノウハウを私たちは

持っているわけでございます。それでですね、住民側もできるだけ主張できるような形を私たちはとると。

そして米軍側も[・・・]とると。その仲介役をいつも私たちはさしてもらってるわけでございます。 

で私はですね、当然ながらこれ、地元対策がございますので、住民側がうまくできるような形でいつもと

らしてもらってる話でございますので、これからも私たちを通してですね、いろいろ、あのー、みなさんに

お伝えさしてもらいたいと、思ってるわけでございます。 

で、最後にですね、再質問、あのー、していただいても結構でございます。あのそれに対してお答えする

方法をですね、また、どういう形でするのか、また、ご相談さしてください。 

 

住民：答えになっとらん！ 

 

防：えっと、あと、交通事故の際のまあ任意保険の話でございますけれども、まあ昨日もお話しましたけど

も、事故等によりましては被害が発生した場合は、当然その当事者間、えー、責任を負うことはまあこれは

当然明らかになりますけども。本来任意保険は加入が個人の判断でございますが、米軍は加入を義務付けて

いるところであり、まあ米軍人等ですね、当事者として万が一の場合に責任が及ぶ内容の任意保険に加入し
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ていることを[・・・]。 

それであの米軍のほうもですね、そういった任意保険の加入については、いわゆる私有車両、いわゆるＹ

ナンバーをですね、持つときには任意保険のチェックをしておりますので、また今後ですね、こちらに来る

米軍についてもですね、どのような形でチェックをするとかですね、確認してまいりたいと思っております。 

それと先ほどその、まあ公務中の場合の賠償の話ですけども、まああの、額については我々もですね、軍

令ベースで決められたものがございますので、決してその民間の場合とですね、丌利になるようなものでは

ございませんし、まあ、当然支払う時期もですね、被害者の立場にたって早目にということで考えていると

ころでございます。 

 

住民⑦：はい、いいですか。ひとつ、ちょっとだけ反論ですけども。今の事件事故のことね。 

米軍の基地があるから、そこに、アメリカの人たちが来て、そのことによって事件やら事故が起きる。起

きなければいいですよ、でも起きる、起きてるんですよ実際に。そして起きたときどうするんかという話。

で、（基地が）なければ（起き）ないことが起きる。そのときに、（事件事故が）起きたときに、（基地が）な

いときと同じことを補償できるだけのものを・・・もうそりゃ起きてしまったらね、全部補償することはで

きないけども、そのためのシステムを今作っておいて貰わないと困るんですよ、（米軍が）来てからでは。そ

このところをどうするのか。 

 

住民⑦：今、ちゃんと米軍で保険も確認できます（と言うが）、あなたちゃんと確認できるんかい、そういう

責任あなたにあるんかい。ないでしょ？「やってもらってると思います」くらいでしょ？そこをちゃんとし

てもらわないと。「ちゃんと確認できます、防衛省で確認できます、額はこんだけです、あなたがたに迷惑か

けません」ということをちゃんと出してください。 

それができないと、もともと（基地が）なければ受けなかった被害を受けることになったときに、そのと

きにちゃんとやりますというシステムを作ってください。ないです。あなたの今の説明では。あなたがたの。 

それと、しっかり、その、「何らかの方法で」とか「いつか適切に」ではなくて、「いついっかまでに、ど

ういう形で、答えます」と、質問に対して。そう言っていただかないと信用はできない。以上です。 

 

（会場大きな拍手） 

 

桝賀：あのー、事件事故につきましては、当然ながら起きないようにするのが、一番の私たちのところであ

りますので、まず一番そのように対応させていただきたいと思っています。 
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（会場失笑） 

 

桝賀：で、仮にですね、あのー、（事件事故が）あった場合にもですね、迅速にやる。そして私たちにははっ

きり言って、今まで、この国の機関としてのノウハウがあります。それをしっかりみなさんに対応さしてい

ただくような形を、しっかりとらしていただきますんで、今後も宜しくお願い致します。 

 

（会場失笑と抗議の声） 

 

住民：うそばっかりやないか！ 

 

住民：答えになってない！ 

 

住民：はーい（質問挙手） 

 

防：すみません、えー、もう、お約束の時間、９時まわりました。 

 

住民：最後に（質問を）お願いしますー 

 

住民：すみませーん（質問挙手） 

 

防：えー、ここでこの説明会を終わらせていただきたい・・・ 

 

住民：あのねえ！市長さんに聞きたい！最後市長さんに聞きたい！ 

 

住民：最後のお願いです！（質問挙手） 

 

住民：市長！これで工事するんですか？！ 

 

住民：あと３名手を挙げてる！３名くらい、いいんじゃないんですかー？ 

 

住民：はい、延長です、延長です、はい延長しましょう！(拍手） 
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住民：３名手を挙げてる。いいじゃないですか！ 

 

[・・・・・]（怒号があちこちで飛び交い聞き取れず。場が騒然とする） 

 

住民：お願いします！ 

 

住民：マイクマイク！ 

 

住民：安心安全じゃないよ！[・・・]丌安な気持ちは安心安全じゃないよ！安心安全は、みなさんの丌安を

とることでしょ！ 

 

防：すみません、あのー、延長とおっしゃるんですが、この体育館、１０時までお借りすることになってお

るんですが、ここを片づけて明日子どもさんたちがまたここを利用される・・・ 

 

住民：なんでそんな会場を使うんだよ！ 

 

[・・・]（怒号が飛び交い、聞き取れず） 

 

防：[・・・]それのご理解をお願いします。 

 

住民：子どもたちにとっても大事なことです！ 

 

住民：そうやそうや！ 

 

住民：１５分で片付きますよ！ 

 

[・・・]（怒号飛び交い聞き取れず） 

 

桝賀：あのですね、先ほど申しましたように、現地に連絡所がございます。その中でですね・・・ 

 

[・・・]（怒号飛び交い聞き取れず） 
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住民：安全安心は全然確保されてませんよ！これで終わりですか？！ 

 

住民：市長さん！これで安全安心が確保されたという風にお考えですかあなた？！ 

 

住民：これだけまだ多くの人がまだ質問がある！ 

 

[・・・]（あちこちで怒号、人が立ち上がるパイプ椅子の音が飛び交い、聞き取れず） 

 

中山市長：あのー・・・防衛省が言われたように、際限ない話ではないと思いますけども、時間があります

からね。 

 

住民⑧：すいません！（質問挙手） 

 

中山市長：だけど、おこなった話、[・・・]。そして私も、市の安全安心を守るんだという立場で、様々な

検証をさしていただいて、そして、必要な協力も条件付けながらさしていただいておりますので、聞いてい

ただいたらお答えしますので、ただ、全体の時間がありますのでね、えー・・・・ 

 

[・・・]（あちこちで怒号。聞き取れず） 

 

住民：もう一点、さっきの話聞いてあげてよ！ 

 

（防衛省退室しようと席を立つ） 

 

住民⑧：よろしくおねがいします！聞いて下さい！ 

 

住民：帰るんですか！帰るんですか！ 

 

住民⑧：私たちは・・・・ 

 

[・・・]（怒号で聞き取れず） 
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（防衛省再び着席） 

 

住民⑧：すいません、私は沖縄に縁のある人間なんですけども、京都には基地がなくてほんとによかったあ

と思ってます。でも、おとといくらいの朝日新聞に、米軍基地がこの経ヶ岬にくるということが決まったよ

うな報道がありました。びっくりしました。それで、あの、府民だより、私たちと京都府とつながるのはこ

の府民だよりなんですね。（府民だよりを防衛省に見せながら）この京都府民だよりなんです。で、２月と４

月号を持ってきたんですけども、この中には、京丹後に米軍基地ができるなんて一言も書かれていません。 

ですから、お願いです、ひとつ質問は、府民である私たち京都市民は、そういったこと、知らなくてもい

いと思っておられるのでしょうか。ぜひ、あの、それをお答えいただいて。 

それから先ほど、説明会は何回もしますとおっしゃってたので、ぜひ、京都府民全員がこの問題について

考えるチャンスをください。説明会を開いてください。宜しくお願いします。それだけです。 

 

（会場大きな拍手） 

 

中山市長：はいありがとうございます。私にも質問という、今そういう時間帯だと思いますけども、いすれ

にしてもですね、去年、防衛省のほうから、京丹後市、また、京都府に対して申し入れをいただきました。

それを受けて、京丹後市として、また京都府の方も、一所懸命全市をあげて、また京都府も専門家の皆さん

に依頼をされて、さまざまな観点から検証して、そしてその上で、条件を付して、そしてそれが執行される

という前提の中で、必要な協力を行うということで、私も表明をさせていただきましたし、知事の方もそう

いった、厳しい条件の中で、付しながら表明さしていただいたということだというふうに思っております。  

その上で、今さまざまな手続きが進んでいるということでございますので、今日はそれについて、工事に

向けてのお話をいただいたということでありますので、引き続き京丹後市もしっかりと周知しながら進めて

いきたいと・・・・ 

 

住民：安全安心がまだ確保できてないですよ！？ 

 

中山市長：[・・・](聞き取れず) 

 

住民：[・・・](聞き取れず) 

 

中山市長：[・・・]・・・というふうに思っております。 
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住民：これで工事するんですか！？ 

 

住民：市民の立場に立って考えて話をしてください！ 

 

住民：これで工事するんですか！？本当に！ 

 

住民：宇川の住民は安全安心に納得してませんよ全然！昨日今日。具体的なことが何もないから！ 

 

住民：安全安心が確保できてないのに撤回でしょう！ 

 

防：それでは最後あとおひとかた、お願いします。 

 

住民⑨：ちょっとねえ、もうあの、私声大きいからマイクいらんわ。こんな説明で、まともな答弁もなしで、

こんな終わり方していいんですか？これで説明会が済んだと、言えるんですか？ 

 

住民⑩：すみません、そもそもの話をちょっと聞きたいんですが。日本の防衛のためというふうに仰ってる

んですが、聞くところによると、アメリカの文書にはアメリカ本土の防衛のためというふうにはっきり書か

れているということなんですけども。 

 

（会場拍手） 

 

住民⑩：誰が、誰が、日本防衛と仰ったのか、はっきり答えていただきたいんですが。ちゃんと説明してい

ただいたんですね？ちょっとそこお伺いします。 

 

(会場拍手) 

 

住民：辟易するわ、あんたらの答弁は。 

 

桝賀：このＸバンドレーダーにつきましては、当然ながら、今のこのバッチシステムというところに対して

非常にですね、性能が高くなるわけでございます。 
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住民：反吐が出るわ。 

 

(会場抗議の声) 

 

桝賀：で、これがですね、当然ながらアメリカのＸバンドレーダーですけども[・・・] 

(情報は)日本側にも流れます。それを流す、この情報によってですね、このミサイルシステムというものが

より精度が高くなると。より精度が高くなるということは、当然、日本の国にとっても非常に・・・ 

 

住民：危ないですよ！ 

 

住民⑩：あなたがそう思っておられるだけですね。アメリカの誰がそう仰っているのかって聞いてるんです。 

 

桝賀：防衛省と、防衛省としては・・・ 

 

桝賀：防衛省としては・・・ 

 

住民⑩：あなたがそう思っているだけですよね。 

 

桝賀：防衛省としては・・・ 

 

住民⑩：アメリカのだれがそう仰っているのか。 

 

桝賀：防衛省としては・・・ 

 

住民：アメリカの誰が言ったのかって聞いてるんですよ。 

 

住民⑩：具体的な名前を教えてください。お願いします。 

 

桝賀：防衛省としては、そういうふうに理解をしているというところではございます。 

 

住民⑩：じゃあアメリカは誰もそれを言ってないってことですね、あなたがそう理解されてるだけですね。
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笑。あなたの間違いかもしれないかもしれないってことですね。 

 

住民：どこが安全なんですかそれの！ 

 

住民⑩：誤解ってこともありますよね。誰が仰ったのか言えないってことですね。誰も仰ってないってこと

ですか。 

 

(会場拍手) 

 

住民：バカかおまえ！税金泥棒かおまえは！ 

 

防：もうよろしいでしょうか。 

 

中山市長：えーと、私に聞いていただいてる時間でもあると思いますので・・・ 

 

(会場抗議の声) 

 

中山市長：米国はそういう言い方をされてる[・・・]。我々に対して国と防衛当局がお聞かせいただいてい

るのは、今、[・・・]日本の防衛にとっても重要なことであると、日本の抑止力を高めていくということに

つながるというご説明をいただいて、それを前提に、さまざまなことを対応しているということで。それは

そのように受け止めているところでございます。（多くの抗議の声で聞き取りづらい） 

 

住民：答えになっとらん。 

 

住民：日本を、丹後を、戦場にしていいのか。 

 

防：それではさきほど２名の方、延長ということでご質問頂載しました。もう９時も十何分まわっておりま

すので・・・ 

 

（会場抗議の声） 
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防：ここで終わりにさせていただきたいと思います。 

 

（防衛省職員が椅子を片づけ始める） 

 

住民：何も解決してないよ！ 

 

住民：今日で終わりにするなよ！引き続きまたやれよ！ 

 

住民：明日も明後日もあるで！ 

 

住民：市長これで工事オッケーするんですか？ 

 

住民：これでええんですか！ 

 

住民：これでいいんですか！ 

 

住民：やめてもらわな困る、こんなことでは！ 

 

住民：市長答えて下さいよ！ 

 

住民：これで工事するんですか？！ 

 

住民：おかしいおかしい 

 

住民：誰も納得してませんよー！ 

 

住民：おんなじことばっかり何回も言って、騔されませんよみんな！納得してませんよ！ 

 

（防衛省全員出ていく） 

 

住民：逃げるなー！ 
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住民：逃げるなー！ 

 

住民：逃げるなー！ 

 

住民：桝賀逃げるなー！ 

 

 

                   

 

 


