■ 2020 年 2 月 21 日

総務企画危機管理委員会

録音から文字をおこしたものです。内容を変えないように、てにをはや言い回しなどを訂正しています。
また補足説明をしている部分は（）で示しました。 正式なものは、議事録をご覧ください。

《総務部に関連する質問》
◯よしまた委員

ふたつのテーマで質問します。

まず最初に、県庁の電力調達についてです。

入札制度の導入を提案したいと思うんです。
1 月に福島県に視察に行ってきました。直

接の目的は再生可能エネルギーの促進のため
に地方自治体がどういう役割を果たせばいい
だろうか学んでこよう、という事だったんで
すが、その中で、電力調達に競争入札を導入
した自治体の例を聞いてきました。

例えば二本松市では、市の施設の 7 割に

入札を導入した結果、7000 万円の電気代節
減効果があったそうです。

また福島で再生可能エネルギーにとりくん

でいる団体から、大阪吹田市の取り組みを聞
きました。1 億７千万円の効果があり電気料

金が 3 割減ったということでした。調べて

みると各地で競争入札されているようです。
そこで伺います。県庁舎における電力入札

の導入状況について教えてください。
〇宇野行政経営管理課長

県庁舎の電力につきましては、当課が所管

しておりますところで申し上げますと、本庁
舎並びに合同庁舎となりますが、それぞれ東
北電力株式会社との随意契約により調達して
おりまして、現在入札による電力調達は実施
していないというところでございます。

このようなことから今年度におきまして、

電力入札の導入可能性に付きましては、検討

を行ってきたというところでございまして、
合同庁舎ごとに行われております電力調達事
務を集約致しまして、当課におきまして一括
して入札すると方向で現在準備を進めている
というところでございます。

〇よしまた委員

一応確認しておきますが、合同庁舎につい

ては競争入札を導入するという事で検討して
いるで良いですか？
〇行政経営管理課長

ご指摘のように、合同庁舎についてという

事で準備を進めているという事でございま
す。

〇よしまた委員

分かりました。

目的についても触れておきたいと思うんで

すが、吹田市の HP にはこう書かれています。
「平成 29 年に吹田市電力の調達に係る環

境配慮方針を策定し、電力の調達契約の競争
入札を実施する場合に、再生可能エネルギー
比率の高い電気を供給する等、環境に配慮し
た小売電気事業者から電力の調達を行ってい
ます。
」

こう書いていて、再エネ比率も重視してい

るということでした。

二本松市も再生可能エネルギーの導入に力

を入れているんですが、
担当者に聞きますと、
入札ですから、落札するケースというのは
色々あって、それが東北電力という場合もあ
ると。それでも、電力料金が安くなるという
事で良いと思っています、という事でした。
再エネとか環境考慮とか様々あるんですけ

ど、今日はそこまで望みません。電気代を安
くするためという事で、まず競争入札の導入
を始めてみればと思っていましたけど、合同

庁舎についてはやるという事でございまし
た。

県が、電力調達に入札方式を導入する趣旨

について伺います。

学校は生徒等が一日の大半を過ごす活動の

〇行政経営管理課長

場であり、安全性の確保は極めて重要な問題

電力小売り全面自由化によりまして、新たな

診断の実施を含む私立学校の耐震化推進に向

電力契約に付きましては、平成 28 年度の

電力会社の市場参入というものが可能となっ
たこと、また複数の施設の電力契約を一元化
する取り組みが広がっていることなど電力の

調達方法が多様化している状況でございま
す。

である事から、県としてはこれまでも、耐震
けて関係団体の会合の場等の機会を捉えて助

成制度の周知活用の呼びかけを行うととも
に、関係する学校法人を訪問し、個別に要請
するなどして来たところであります。

今後はこれまでの取り組みを継続しつつ、

県では、合同庁舎における電力調達への入

文部科学省の耐震改築の補助事業が来年度で

いますが、その趣旨と致しましては、契約や

ない学校法人に対しては、耐震診断の実施、

札方式の導入を行っていきたいと考えてござ
支払い事務の一元化によって業務の合理化・
効率化が図られること、また民間事業者の適
正な競争によって一定程度の料金が縮減され
る事等の効果を見込んでいるというところで

終了する事から、未だ耐震診断を実施してい
耐震化計画の策定提出を強く求めていくなど
して、耐震化の一層の促進に向けて取り組ん
でいきたいと考えております。

ございます。

〇よしまた委員

〇よしまた委員

来年度が勝負となると思いますので、ぜひこ

ます。

います。

ぜひその効果が表れるようにを願っており
次に、私学に関わる問題についてうかがい

来年度で今のところは終わる事になれば、

れは、こう言った方向で強めて頂きたいと思
先日、
弘前市で開催された「私学のつどい」

ます。

に参加してきました。生徒・親・先生が力を

況の調査結果が出ました。

催されておりまして、高校生の活気あふれる

昨年の年末に、私立学校施設の耐震改修状
お伺いしますが、県内の私立学校における

耐震化の状況についてお答えください。
〇富谷総務学事課長

文部科学省が実施している私立学校施設の

耐震改修状況調査によると、平成 31 年 4 月

あわせて私学助成の拡充などを求めて毎年開
姿からエネルギーをもらいました。

来年度から私立学校の実質無償化がはじま

ります。それにともない、県が（これまで）
出してきた助成をどうするのか、ということ
が問われてきます。

来週から議会がはじまるので、その際の

1 日現在、本県の私立幼稚園・中学校・高

テーマになってくると思いますが、一言意見

319 棟のうち、耐震性のある棟数は 255 棟

昨年度でいえば、私立高等学校等就学支援

等学校等における耐震化の状況は、全施設

を述べさせてください。

であり耐震化率は７9.9％となっております。

費補助が 1 億 7 千万円ほど計上されていま

〇よしまた委員

訳で、事柄の性格からいえば、別の形で私立

100％を目指していくという事になると思

うんですが、耐震化の促進に向けて県はどの
ように取り組んでいるでしょうか？
〇総務学事課長

した。実質無償化によってこの分は無くなる
高校に通う子どもたちへの支援に振り向ける
べきだと思っています。今日報道も出ていま

したがそういう検討状況で、
明日議会で提案・
審議されるという事ですので、一言その要望
を述べておきたいと思います。

《企画政策部に関連する質問》
◯よしまた委員

私から二つのテーマを質問します。

まず公益通報者保護制度についてです。

実は最近ある相談を受けたんですが、その

際、公益通報者保護制度よって守られるべき
人物が、もしかして守り切れていないんじゃ
ないのか、と思った事がありました。

いま政府や与党の中でも制度の見直し議論

が出ているようですが、今日はまず、公益通
報者保護制度の概要についてお伺いします。
〇白山広報公聴課長

公益通報者保護制度は事業者等による、一

定の法令違反行為を内部の労働者が通報する

事を " 公益通報 ” として、この公益通報をし
た事を理由とする公益通報者の解雇の無効と
並びに公益通報に関し、行政機関等が取るべ
き措置を定める事により、公益通報者の保護

を図るとともに、国民の生命・身体・財産・
その他の利益の保護に関わる法令の規定の順
守をはかり、もって国民生活の安定及び社会
経済の健全な発展に資することを目的とする
ものです。

公益通報とは、労働者が不正の目的でなく、

労務提供先等について通報対象事実が生じ、
また生じようとする旨を通報する事とされ、
また通報対象事実とは、国民の生命・身体・
財産・その他の利益の保護に係る法律として
定められているものに規定する罪の犯罪行為
の事実等とされています。公益通報の通報先

を受け、一方公益通報された行政機関は、必

要な調査、
適当な措置をとる義務を負います。
本県では知事部局における外部の労働者か

らの公益通報の受付窓口を公報広聴課の行政
相談室としております。
〇よしまた委員

県の対応という事で言うと、事業者内部の

公益通報というのはありえます。当然、県庁
内で通報したいという職員がいた場合あり得
ますが、今日はそういう事を想定せず、県が

行政機関として権限を持つ場合のケースに
絞ってお聞きしたいと思うんですが、先ほど
窓口での受付という事でしたが、仕組みの問
題でお聞きします。

窓口に（通報者が）来た場合のことはわか

りました。窓口に来ない場合、色んな形で権
限を持った所に色んな通報が来るという場合
がありえますが、その場合も公益通報保護の
対象としてなりうるという事で良いでしょう
か？

〇広報広聴課長

本県では、外部の労働者からの公益通報に

ついては先ほど申し上げた通り、広報広聴課
が窓口になっておりますけれども、それ以外
でも、事務を所管する担当課等のおいても通
報を受け付ける事ができる体制としておりま
す。

〇よしまた委員

県に対する外部の労働者からの公益通報に

としては、1 事業者内部、２通報対象事実に

ついて、近年の件数について伺います。

政機関、３行政機関以外のその他の事業者の

〇広報広聴課長

ついて処分又は勧告等をする権限を有する行
外部の 3 つがあり、このうち行政機関への

通報には、通報対象事実が生じ又は生じよう
と信ずるに足りる相当の理由がある事が必要
とされています。

これらの要件を満たして公益通報した労働

者は、公益通報した事を理由とする解雇の無
効、その他不利益な取り扱いの禁止等の保護

県に対する外部の労働者からの公益通報、

いわゆる外部通報の過去 3 年の受付件数を
申し上げますと、平成 28 年度 1 件、平成

29 年度０、平成 30 年度 1 件となっており
ます。

なお平成 30 年度 1 件については、県が処

分等の権限を有しない通報であった事から、

通報者に対して権限を有する行政機関を教示
したものです。

〇広報広聴課長

公益通報者保護制度については国の消費者

また今年度の外部通報の受付件数を 1 月

庁についてホームページなどの政府広報媒体

その内受理したものは 2 件、県が処分等を

周知を図っている他、県のホームページにお

現在で申し上げますと 3 件でございまして、
有しない通報であったために通報者に対して
権限を有する行政機関を教示したものを１件
となっています。
〇よしまた委員

冒頭に紹介したケースがこの 3 年かどう

かというのは別の問題なんですが、その時に

や制度に関する説明会・研修会等により広く
いても公益通報の概要あるいは県庁内の公益

通報受付窓口をお知らせしているところで
す。

県としては引き続き、県庁ホームページの

活用等により県民に対する当該制度の周知に
努めて参りたいと考えております。

県の方が、公益通報者保護制度を自覚してい

〇よしまた委員

た。もちろん自覚していないからと言って公

制度は公益通報者を守るうえで十分なものに

めつけている訳ではありません。きちんと対

先日は弁護士のみなさんが東京でシンポジ

ないんじゃないかなと思う場面もありまし
益通報者が不利になるような対応をしたと決

制度の仕組みそのものの問題ですが、この

はなっていません。

応して頂いていると思っていますが、しかし、

ウムを開いたようですが、一番課題になって

を県職員が自覚して運用される事が必要だろ

て公益通報ができない。それは罰則がないか

公益通報者として保護の対象になるという事
うなと思いました。

県職員に対してこの制度をどのように周知

されているのかをお聞きします。
〇広報広聴課長

本県では庁内における公益通報者保護制度

の適切な運用を図るため、年度当初に開催す
る広報公聴責任者会議において、知事部局に

いたのは、報復という問題です。報復を恐れ
らだというような事が議論になっているよう
です。

制度そのものに弱点があり、改正に向けた

議論も国であるいは与党でされているようで
すが、いまある制度は制度として十分に機能
を発揮してもらうように努力を求めたいと思
います。

もう一つ、長期人口ビジョンについて伺い

おける外部の労働者からの公益通報等の処理

ます。

務処理要領を配布するとともに、庁内のイン

ひと・しごと創生

る電子データとして、当該事務処理要領の他

いう事を前提にやりたいと思うんですが、人

を定めた労働者からの公益通報等に関する事
トラネットを介し、職員が何時でも参照でき
事務処理に係るポイントあるいはフロー等を
掲載し公益通報の適切な処理について周知を

これも来週からはじまる議会に、
「まち・

青森県長期人口ビジョン」

が改定されて報告されるようですので、そう
口減少は言うまでもなく大きな課題です。

青森県人口 80 万人ということを覚悟した、

している処です。

さまざまな施策・ビジョンが必要だと提言さ

〇よしまた委員

が 1 割減って 72 万人のビジョンになったと

ぜひそういう努力を強めて頂きたいと思う

んですが、最後に県民に対して、この制度の
周知はどうしているのか教えてください。

れている研究者もいらっしゃいますが、それ
いう事になるようです。

同時に、高校再編などは典型ですが、
「人

口減少」と言えば何でも許されるというよう
な感じになっていないか、という事も感じま

す。

後合計特殊出生率の低下や女性人口の減少な

くつかの聞いておきたいと思います。

亡数の増加によりまして長期的な減少傾向と

今日は、政策論ではなく入り口の問題をい
まず人口動態の推移という事を考えた時

に、「定着」とか「人口流出」とかが話題に

どによる出生数の減少と高齢化などによる死
なってございます。

1999 年には自然動態が初めてマイナスと

なります。社会動態という側面ですね。それ

なりまして、以降は自然減、社会減の両面で

見ても２０２０年以降社会減が縮小し始める

また委員もご指摘なされましたが、2010

はそれでとても大事な課題です。ビジョンを

人口減少が進んでおります。

と。72 万人という事も考えた時の一つの過

年以降は自然減の幅が社会減の幅を上回る状

が大事な課題で、そのために県政が何をする

月から 2018 年 9 月までの 1 年間では自然

程になっている訳で、社会動態をどうするか
かが大事な事で私も思う事もいろいろあるの
で提起していきたいと思っているんですが、
同時に、現状では、社会動態以上に自然動態

態となっておりまして、直近の 2017 年 10

減が 9946 人、社会減が 5820 人となってお
ります。

が大きくなっています。

〇よしまた委員

然動態と社会動態のこれまでの推移はどう

の方が少ない。社会減を上回る自然減になっ

確認しておきたいんですが、本県人口の自

なっていますか？

〇田中企画調整課長

一言でまとめますと、自然減よりも社会減

ているという事ですが、これは今後も推計と
しては続く傾向になるでしょうか。

青森県の人口の自然動態と社会動態のこれ

〇企画調整課長

青森県の総人口は 1983 年の約 153 万人

は景気動向等に左右されてその幅は年によっ

月公表しております推計人口は直近の 2020

口が減っているという状況にあっては、社会

までの推移についてお答えいたします。

をピークに減少してきておりまして、県が毎
年 1 月時点で 124 万 3000 人となってござ
います。

総人口の動きを自然動態と社会動態に分

けますと、人口のピークとなった 1983 年ま

では自然動態の増加が社会動態の増加を上回
り、人口が増加していたという状況でござい
ました。

1984 年に社会動態の減少が自然動態の増

加を上回り人口減少に転じております。社会

先程申しあげました通り、社会減というの

て違いが生じますものの、絶対数としての人
減の拡大というのはそれほどの大きな幅はな
い一方で、自然減に付きましては、今後高齢
化が進んでいる中によって、死亡される方は
一定の数があるでしょうという事を考えます
と、今後も当面は自然減の方が大きいと見込
まれるところでございます。
〇よしまた委員

自然減の方が大きくなるという事が今後の

動態は景気動向と連動して増減する傾向がご

傾向としても続くという事でした。

その幅に違いがありますものの、一貫して社

という事を考えると慣性（モメンタム）が働

6000 人前後の減で推移してございます。一

す。

ざいますものの、従いまして、年によっては
会減の状態が続いておりまして、近年では年
方自然動態ですけれども、戦後から高度成長

期にかけまして年間１万 5,000 人を超える

規模の自然増となっておりましたが、その

人口という事を考えるとですね、人口減少

くということをよく見る必要があると思いま
人口置換水準は 2.07 と言われています

が、国全体で言うとですよ、合計特殊出生率

が 2.07 を下回ったのは 1974 年。私が生ま

れた年なんです。ところがすぐに人口が減っ

人口の減少などにより、年少人口と生産年齢

2015 年。その間、40 年にわたって人口が

ございます。

たわけではない。人口が減少を始めたのは
増え続けてきた訳ですね。そこには人口増え

人口の減少が続くものと見込まれるところで

るという慣性、出産可能年齢期の女性の数が

〇よしまた委員

ムがあったと思います。

Population

なっている。だから社会動態以上に自然動態

うに、現在の経済・社会構造を将来というス

多いことなどによって生み出されるモメンタ
現在は人口モメンタムが減少する慣性に

が減じていく理由はここにあると思います。
人口が減るという事を経済の縮小を宿命と

せずですね、一人ひとりが大切にされる行き

人 口 推 計 と い う の は、 国 連 な ど で は

projection というそうです。つ

まり人口投影。プロジェクターで投影するよ

クリーンに投影したものと考えられていま
す。

そういう意味では、将来推計を将来のもの

届く経済社会構造をを造っていく事が求めら

だけとせず今の問題としてとらえ、人口減少

もその一つなんですが、大きくで良いですの

が求められていると思う。先ほどおっしゃっ

れていると思います。子育て環境などの問題
で、
本県人口の将来展望についても伺います。
〇企画調整課長

本県人口の将来展望についてお答えいたし

ます。

県が先日、
「まち・ひと・しごと創生青森

県長期ビジョン 2020 年改訂版」の案を公表
させていただきました。この中では青森県が

を生み出した経済・社会構造を転換すること
た 72 万人のその仮定で言っても、一番新し
く問われるのは 2020 年以降に社会減が縮小
し始めると（いうことですよね）
。2020 年っ
て今年ですからね。直ちに社会減は縮小する
ことが前提になっていて、直ちに問われてく
ると。私も議会でしっかりと提案したいと思
いますが、以上で終わります。

目指すべき将来の方向に沿って対策を進める

《危機管理局に関連する質問》

事によって 3 つの仮定がありますが、「合計
特殊出生率が 2030 年に 1.8、2040 年には

2.07 まで上昇するということ」「平均寿命は
2040 年に全国平均並みとなること」
「社会
減が 2020 年以降縮小し始め 2045 年に転出
転入が均衡すること」。その 3 つの仮定で推

計致しますと、2080 年以降、青森県の総人

口は約 72 万人程度で安定するという推計を
示させて頂いております。

またこれを年齢３区分別で見ますと、年少

人口が 2035 年まで、生産人口が 2055 年ま
でそれぞれ減少を続けますものの、その後は
増加に転ずる見込みになってございます。

青森県では特殊出生率が 2009 年の 1.26

を底に 2016 年の 1.43 まで上昇してきてお

りまして、今回お示ししました将来展望にお
いては引き続き上昇続けるものと仮定の元で
推計を行っておりますものの、当面は女性の

◯よしまた委員

コロナの事で一言申し上げておきます。

私達（日本共産党青森県議団）も１月 31

日に緊急に県に申し入れを行いました。対策
を万全にという事でその時点で考えている事
を提起したわけですが、いま事態がさらに広
がってるという事で県も対応されたという事
です。さらに万全を尽くして戴きたいと思い
ます。

全国の状況から対応が必要である、すでに

分かっている事もいくつかあります。検疫の
体制の問題――特にクルーズ船の問題は上手
く行っていない訳で、そこから専門家の知見
を得るだとか、部屋を分けるだとか、そうい

う事をしっかりと今から情報収集しておく。
さらに検査機器を拡充すること、医療機関の

情報提供ですね。医療機関への情報提供とと

止がなされなければ模擬弾を使った訓練はし

情報提供など、今からさらに必要だと分かっ

勢は私も共有します。

も県民に対してどこに行けばいいのかという
ている事だと思いますので、対策本部の中で

ないようにという（ものです。この）県の姿
しかし F16 に模擬弾が装着されているか

しっかり検討頂きたいと思います。

どうかは分からないはずなんですね。米軍は

るいくつかです。

を米軍が守っているかどうかが一番端的にわ

さて、お聞きしたいのは三沢基地に関連す
まず 11 月におきた米軍 F16 による模擬弾

落下の事案についてです。

この問題では先月、委員会で防衛省に要望

活動も行ってきました。防衛省からも重大な
事案だという認識が示されました。

この問題の前提は模擬弾が見つかる事で

す。見つからない限りは、模擬弾だったのか
どうかすら物的に証明できません。

そこでうかがいますが、模擬弾の回収につ

いて現在どういう状況でしょうか。
〇古川防災危機管理課長

昨年 12 月下旬に米軍が実施した回収作業

では模擬弾は発見されなかったところです
が、現在の状況について東北防衛局に確認し

たところ、その後捜索活動は行われておらず、
現在、今後の捜索方法等について米軍と東北
防衛局が協議しているとの事です。

県では米軍に対して原因究明と再発防止策

教えてくれてないと思います。県のこの立場
かるとすれば、それは F16 が飛行しないこ
とです。しかし F16 は飛んでいます。県が
繰り返し、デモフライト訓練の中止を要請し
ていることからもわかります。

お聞きしますが、デモフライト訓練という

のはどういう訓練でしょうか？

模擬弾落下

後の訓練回数とあわせて答弁ください。
〇防災危機管理課長

米軍三沢基地所属Ｆ１６戦闘機によるデモ

フライト訓練については、操縦者の技量の維
持や、航空イベント支援の為の事前訓練等を
理由として、三沢飛行場上空おいて行われる
訓練であり、急上昇急降下急旋回を伴うもの
であると承知しております。

また模擬弾落下事案が発生した１１月６日

以降、デモフライト訓練は日数で５日、訓練
回数で１０回実施されております。

が講じられるまで、模擬弾を使用した訓練を

〇よしまた委員

弾を使用した訓練は再開されていないと認識

の理由について教えてください。

ま方の不安も踏まえ、地元の理解を得ながら

〇防災危機管理課長

自粛を要請しており、これまでのところ模擬
しておりますが、米軍においては県民の皆さ
丁寧な対応をするべきだと考えております。

県はこの訓練の中止を求めていますが、そ

県ではデモフライト訓練について、市街地

県としては引き続き、防衛省等との関係機

に近接した三沢飛行場上空で行われる危険な

視し、地元自治体と連携しながら適切に対応

民に対し多大な騒音被害を与えている事か

関を通じて、米軍の対応等、事態の推移を注
していきたいと考えております。
〇よしまた委員

なかなか事態が進まなくて、そうした苛立

ちも募ってくると思いますので、強く要請し
て頂きたいと思うんですが、答弁されたよう
に県の姿勢は、この事故の原因究明・再発防

飛行訓練であるとともに、三沢飛行場周辺住
ら、これまでも事前連絡のある都度、米軍及
び東北防衛局に対して訓練を中止するようを
要請し、また渉外知事会の要望活動等の機会
を通じて米側及び防衛省に対しての訓練の中
止を要望しております。
〇よしまた委員

危険だと。それから騒音の事もあるという

事でこれも私は共有する立場です。

〇防災危機管理課長

軍機がロープウェーのケーブルに接触し 20

隊機の安全性は住民はもとより、搭乗員の生

時イタリアは、米国との交渉の結果、米軍機

り、国が最大の注意を払って必要な対策を講

1998 年イタリアで、低空飛行訓練中の米

人が死亡するという事故がありました。この
の飛行にイタリア当局の許可を必要とする合
意を結びます。当時のイタリア側の交渉代表

県としては F35A 戦闘機を始めとした自衛

命及び我が国の防衛に関わる重要事項であ
じていると認識しております。

今後とも基地の運用をともなって民生安定

者だった元空軍参謀長が「しんぶん赤旗」の

が損なわれる事があってはならないとの考え

軍事・外交・対米関係では意見が違う方です。

切に対応してまいりたいと思い考えておりま

インタビューに答えました。いうまでもなく、
こう言っています。

「日本の米軍基地に駐留する米軍要員が日

のもと、地元自治体と密接に連携しながら適
す。

本の国内法の順守を免除されているというの

〇よしまた委員

にも、新たな合意に書き換える必要性につい

ひ入手して研究して頂きたいと思いますし、

は考えられない事です。日米関係を守るため
て真剣に検討すべきです」

イタリアの空軍参謀長だった人が、
「日米

関係を守るためにも」と言っていることは重
いと思うんです。

現在、県も地位協定の改定を求めて声を上

げてますが、それが主権国家として最低限の
ものだということを模擬弾落下事案は教えて
いるということを指摘しておきます。

次に F35 ですが、昨年 4 月に自衛隊機が

このアメリカ議会に出てきた報告書は、ぜ

あるいは先ほど答弁されたように防衛省・国
が最大の責任を持っているという事であれば
防衛省にしっかりと入手して研究せよと（い

うべきです）
。アメリカの中の正式報告です
から。これは立場が違っていたとしても真相
を究明するという姿勢の問題ですから、材料
が新たに分かれば真摯にその知見を吸収する
という事を求めておきます。

最後にオスプレイですが、2 月 4 日、米軍

墜落した訳ですが、F35 について最近、米国

三沢基地に、北海道で行われている日米共同

旗で紹介されていたもので恐縮なんですが紹

と報道がありました。

で新たな報告書が発表されました。これも赤
介させてください。

米国防総省の運用試験評価局が 1 月 30 日

訓練に参加する米軍のオスプレイが飛来した
県に事前の連絡はあったでしょうか？

に米議会に提出した年次報告書ですが、そこ

〇防災危機管理課長

が残っており、うち 13 件は作戦の有効性や

来について、事前に連絡はなく、東北防衛局

されている。報告書によると、「欠陥を修正

たとの事です。

では F35 について、873 件の未解決の欠陥
安全性に影響をあたえるカテゴリー１に分類
しても、新たな欠陥が発見され続け、結果と

2 月 4 日の米軍三沢基地へのオスプレイ飛

に確認したところ、米軍からの連絡が無かっ
県では渉外関係主要都道府県知事連絡協議

してわずかな減少にとどまっている」と指摘

会、いわゆる “ 渉外知事会 ” を通じて、航空

昨年 4 月の F35 の事故の際、航空自衛隊

び防衛省等に要望してきたところであり、米

しています。

三沢基地所属の F35A 戦闘機に欠陥はないと
いう認識でしたが、現在でもその認識変わら
ないでしょうか？

機の飛行に関する事前通報に関して、米側及
側は地元の要望に真摯に対応すべきであると
考えております。

県としては今後とも、基地の運用にとも

なって民生安定が損なわれる事があってはな
らないとの考えのもと、地元自治体と密接に
連携しながら、適切に対応して参りたいと考
えております。
〇よしまた委員

事前には分からなかったという事ですが、

現在の時点でオスプレイが来たという事実は
掴んでいらっしゃるでしょうか？
〇防災危機管理課長

事実は承知しておりません。

〇よしまた委員

結局、報道ベースでしかわからないという

ことだと思うんです。

飛来したかどうかという程度の事まで分か

らないのは問題だと思うんです。どこまでも
米軍が主で県民が従というのであれば、この
関係は健全ではありません。

冒頭に紹介したイタリア空軍の元参謀長は

こうも言っています。

「（米軍の飛行をイタリアの許可制にした交

渉の中で）私は米国にこう言いました。
『あ

なた方はこれを受け入れなければならない。
わが国においては、我々が全面的に主権を
持っているからだ』」。

主権国家同士のあり方としてはこれがグ

ローバルスタンダードなわけです。県は県で
県民の立場を守るという事でしっかりと、こ
うした態度からも学んでですね、対応して頂
きたいと思います。

この点でも地位協定の改定は最低限必要だ

と再度強調して終わります。

