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2021 年度政府予算に対し、以下のとおり要望いたします。

【反核・平和に関する要望】
1、2017年7月の国連総会では歴史的な核兵器禁止条約が採択された。2020年10月には、批准国が50ヶ国を超え、2021年1月には発効することも発表され、核兵器禁止が大きな国際世論になっている。神奈川県内では、すみやかな核兵器廃絶を願い核兵器を禁止し廃絶する条約の締結を求めるヒバクシャ国際署名に県下33人の自治体の首長が賛同署名をしているのに加え、相模原市、鎌倉市、座間市、大和市、逗子市、南足柄市、葉山町では、表現の若干の差異はあるものの、核兵器禁止条約に参加を促す市・町議会の決議が採択されている。唯一の戦争被爆国として政府は核兵器禁止条約を批准・参加し、核の傘に依存する政策を改めること。

2、 防衛省は「史上もっとも高価な兵器システム」と言われる米国の最新鋭ステルス戦闘機・F35の大量購入を決めた。最終的にはF35Aは 105 機、F35Bは 42 機の147 機体制である。安倍内閣による大軍拡計画の象徴であり、これによる軍事費の増大がコロナ禍での国民のくらしをいっそう圧迫するものとなっている。これら 147 機ものF35をどこに配備するのか、昨年以降検討されていればその計画を明らかにされたい。

3、 防衛大学の学内に蔓延する陰惨ないじめ問題で福岡地裁は昨年 2月、元防衛大生の提
起した損害賠償請求訴訟で違法な暴行があったと認め、いじめを行った元上級生の被告 8
人中 7 人に対して 95 万円の支払を命じた。この 7 人は現在、自衛隊の幹部になってい
る。今年も防衛大学におけるいじめ裁判が横浜地方裁判所に提訴されている。防衛省は「再発防止」のために具体的にどのような指導を防衛大学で行っているのか、示されたい。

【米軍基地内におけるコロナ対策に関する要望】
今年になってコロナウイルス感染が横須賀を母港とする米艦船やともに行動する自衛艦、県内各基地で発覚した。県内住民として、米兵、軍属とその家族などによる日本国内へのウイルス持ち込みに対する、不安・懸念がかつてなく広がっている。
日米地位協定では、米軍関係者については、通常の入国審査も行なわれず、日本の検疫も
実施されていない中で、「どこに患者が収容隔離されているのか」「どのような対処・治療が施されているのか」「患者が隔離されている基地周辺での出入・検査はどうなっているのか」など米軍による新型コロナウイルスの感染拡大に不安の声が高まっている。
以上の状況をふまえ、県内基地からの感染拡大、住民への感染を防止するために以下の措
置を緊急に行うことを要請する。
1. 米軍に対して、在日米軍内の新型コロナウイルス発生時は情報を迅速に県民に公表す
ること。
2. 感染した在日米軍兵兵士・軍属・その家族等に対しては県民と接触することのないよ
う、提供施設内での厳格な隔離等を実行するための要請を行なうこと。県内施設(病院・ホテル等)で隔離される場合は、ただちに知らせること。
3. 米兵等の入国、検疫などについて、通常の米国人と同様に扱うよう、米国政府・米軍への申し入れなど厳重な措置を講じること。
4. 未曾有と言われる国民の生命・安全の危機に際し、米軍関係者や米軍施設にも日本の法令が適用できるよう、日米地位協定の抜本改定を行なうこと。

【日米地位協定に関する要望】
 日米地位協定は、1960 年に締結されてから一度も改定されていない。この 60年間米軍基地に関わる状況も大きく変化し、環境問題、米軍・米兵に関わる事件・事故などへの対応や解決のためには、日米地位協定の抜本的改定が不可欠かつ急務となっている。昨年、全国知事会で「日米地位協定の改定を国に求める提言」を全会一致で採択された。
　在日米軍への基地の提供や米軍、米軍、米兵や家族らの日本における地位を定めた日米地位協定が、現在、重大問題として国民の関心を集めている。
　日本の日米地位協定は一度も改定されないまま基地および米軍には日本の国内法が適用されないとされ、基地の立ち入りもできず、深刻な基地被害が放置され、日本の主権と国民の基本的人権を大きく制約してきている。しかし、そのような地位協定の在り方は、ドイツ・イタリア等の他国においては決して「当たり前」ではないことが、この間の沖縄県などの調査で明らかになっている。今日の状況をふまえドイツ・イタリアなどのように米軍に国内法を適用する日米地位協定を改定するべきである。
　日本共産党は2018年の第 5 回中央委員会総会で、「平和のための五つの緊急提案」のひとつとして、在日米軍に異常な特権を与えている日米地位協定の抜本改定をはかることを掲げた。この問題をめぐっては、沖縄県の翁長前知事の要請をうけ、全国知事会が 6回にわたる研究会を経て、2018年7月、「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択し、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させること、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記することを求めている。独立国としてあまりにも当然の要求である。全国知事会が全会一致でこの提言を採択したことを政府は真摯に受け止めるべきである。
　この間、この「提言」が求める国内法の適用が進展したのか。また、米軍が「横田空域」の航空管制を行っているが、この法的根拠は何か。「横田空域」に航空法など日本国の法令は適用されているのか。これらについて明らかにされたい。

1、 第1条関連(定義)
(1) 軍属の定義を明確にすること。特に合衆国軍隊に直接雇用されていない軍属の職種を具体的に明らかにすること。
(2) 米軍人、軍属(これらの家族も含む)が居住する人数を市町村ごとに明らかにすること。

2、 第2条関連(施設・区域の提供と返還)
(1) 米側に提供している施設及び区域に関する、それぞれの協定(個別協定)については、使用目的、使用範囲、使用条件等を詳細に記載するとともに、その内容を日本国政府が定期的に審査すること。これを明らかにすること。
(2) 日米地位協定第2条第3項では「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的として絶えず検討することに同意する。」と規定している。その「絶えず検討」した結果を定期的に明らかにすること。
(3) すべての米軍基地の返還を求めているが、下記については即時返還を求める。
① 根岸住宅地区〔横浜市〕全域(既に使用が終了している)。
②池子住宅地区及び海軍補助施設
〔横浜市〕横浜市域の全部。
〔逗子市〕米軍住宅854戸の用地とされる80ヘクタール以外の土地。
③ 横須賀海軍施設
〔横須賀市〕通信設部分試験施を含む旧長井住宅地区の全面返還。
④相模総合補給廠
〔相模原市〕 JR横浜線と並行した道路整備による東西方向のアクセス向上の用地。北側道路の整備による宮下~上矢部方面のアクセス向上の用地。
⑤ 相模原住宅地区
〔相模原市〕 ウォーターフィルタープラント(浄水場)区域の土地。東側外周部分の道路整備による南北方向のアクセス向上の用地。北西側外周部分を歩行者用の緑道として整備の用地。横浜水道道の開放による南北方向のアクセス向上の用地。
⑥キャンプ座間
〔相模原市〕 ゴルフ場外周道路の整備による周辺地域の渋滞緩和及び南北方向(第7ゲート付近~県道51号)のアクセス向上の用地。市道新戸相武台のトンネル拡幅再整備による安全性向上及び交通利便の用地。ゴルフ場とされている土地。旧まがり坂(峰の坂道)の復活による東西方向のアクセス確保の用地。旧新磯高校東側の道路整備による南北方向のアクセス向上の用地。水道施設用地。
〔座間市〕水道施設用地。
⑦ 厚木海軍飛行場
〔綾瀬市〕 西門南側地区(約5ヘクタール)の土地。ピクニックエリア(約6ヘクタール)及びゴルフ場地区(約39ヘクタール)の土地。
⑧提供水域の返還にかかわって
ア. 横須賀海軍施設水域に存在する水上機の滑走水域として設定された漁業制限水域は、水上機がないもとでは必要がないと思われるが、国は「米軍が運用上必要なものであるため、漁業制限をしているものと承知しており、返還を求める考えはない」としている。運用上必要なものであるかどうか、米軍に確認し、理由も含め明らかにすること。制限水域の解消を求めること。
イ. 相模湾の潜水艦行動訓練区域の解消を図られたい
ウ. 遊休化している小柴水域の早期返還を図られたい。
(4) 提供した土地は、代替え施設の提供を条件とすることなく無条件で返還すること。
(5) 提供地の境界を明確にするとともに、提供地内の土地についても、 公図を整備するなど、将来返還に向けて、権利者間に紛争の生じないよう措置すること。
(6) 米軍が定めている現行の日本環境管理基準(JEGS)について、
防衛省の HP に掲載しているが、読みやすく工夫をすること。広く告知すること。
日本語の解説書を作成し公表するとともに、問題が発生した場合の立入調査はもとより、その運用実態を地方公共団体が定期的に検査・確認できる仕組みを早急に確立すること。

3、 第3条関連(施設・区域内の合衆国の管理権)
(1) 国会議員、自治体議員や地元地方公共団体の人員が基地内への立入りを求めた場合は、速やかに応ずること。また、その際、日米両政府は、公務を遂行する上で必要かつ
適切な援助措置をとること。
(2) 演習・訓練は、その影響を提供施設又は区域外に及ぼさないよう努めること(横浜MM 地区での米軍の訓練行動など)。ノースドックでの弾薬の積み降ろしを禁止すること。
(3) 原子力艦の寄港時の事前通報及びその内容を遵守すること。また、事前通報の公開制限を早期に解除すること。
(4) 原子力艦の原子力事故対策については、予防対策及び応急対策・住民避難について、「安全神話」を排して、早急に対策を講じること。
原子力の重大事故から住民の生命を守ることは国の責務であるから、その保障がない限り原子力艦船の入港を拒否すること。
(5) 根岸住宅に囲まれて生活する居住者の生活環境の改善。

4、 第4条関連(施設・区域の返還時の原状回復・補償)
(1) 地位協定を改定し、米国が原状回復義務を果たす責任を負うこととすること。
(2) 前記改定に至る前においては、基地の返還にあたっては、日米両国政府の責任において環境調査を実施・公表し、環境の浄化や障害物件の撤去等の適切な措置を講じた上で返還すること。
(3) 基地の返還に伴う環境調査や環境浄化については、基地使用履歴が必要不可欠であり、使用者としての米国と、基地の提供者である日本国政府が共同で対処する責任があることを確認し公表すること。

5、 第5条関連(受け入れ国における移動の自由、船舶・航空機の出入国、施設・区域への出入り)
(1) 核兵器積載可能な艦船の寄港や航空機の飛来等について、 1992年7月に、米国大統領の戦術核撤去完了の声明があったが、有事の際の核配備など国民の疑惑と不安は完全に解消されてはいないので、非核三原則を厳守するよう米国に求めること。
(2) 施設・区域間の米国艦船(徴用船舶を含む)が港湾に出入りする場 合には、必ずしも港湾管理者に通告がなされていないことから、港湾施設の円滑かつ安全な管理に資する観点から、国が港湾管理者に速やかに通知すること。

6、 第6条関係(航空・通信体系の協調)
(1) 一都九県にわたる「横田空域」の管制業務について、同空域の活用により首都圏空域の効率的な運用を図るため、日本側に早期に全面返還すること。
(2) 「岩国空域」における管制業務については、民間機の円滑な定期運航や安全性を確保するため、日本側に早期に全面返還すること。

7、 第9条関連(軍隊構成員等の出入国)
(1) 合衆国軍隊の構成員、軍属、それらの家族の人数を居住する市町村別に明らかにし、かつ、市町村別居住者人数につき、その提供施設内居住者人数、施設外居住者人数を明らかにすること。特にコロナ感染者が出た場合は、発症・発覚と同時に公表すること。
(2) 人、動物及び植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法令を適用すること。

8、 第10条関連(運転免許・車両)
(1)基地内に車庫を有する場合の米軍構成員等の私有車両の登録について、自動車の保管場所の確保等に関する法律を遵守さること。
(2)米国と日本は交通法規が異なるので、米軍構成員等は、日本の運転規則に関する講習を受講するとともに、基地の外での運転に際しては、日本語で記載した運転免許証、その受講済証明書(日本語で記載)を携帯すること。
(3)米兵等の運転免許所につき、日本の法令に基づく免許停止等の行政処分を適用させ、免停などの場合、基地外での運転を禁止すること(自動車運転免許の付与権限は日本側にある)。

9、 第13条関係(租税)
(1)米軍構成員等の私有車両に対する自動車税は2006年に税率が引き上げられたが、民間車両の税額と比較すると著しく低い税額となっているので、民間車両と同税額とすること。米軍人・軍属の国保料金の徴収状況の実態調査を国の責任のもとに行うことを求める。徴収業務が自治体ではなく、国レベルで行い、実態把握に努めることを求める。

10、 第15条関連 (販売所等の諸機関)
(1)基地内の諸機関が提供する役務についても、物品の販売の場合と同様に、日本人に対する役務の提供を規制すること(基地内ゴルフ場の日本人の使用。基地資源を使って商売をしてはいけない)。

11、 第16条関連(日本法令の尊重義務)
(1)米軍構成員等による犯罪、交通事故を防止し、住民の不安の解消を図るため、規律の厳正な保持、教育訓練の徹底、警らの強化等適切な措置を講ずること。
(2)米軍の主催する行事において、銃刀法に違反する事例があるので、中止させること。
(3)米軍機に航空法など国内法を適用すること。
(4)2017年10月11日、米軍普天間飛行場所属の CH53E 大型輸送ヘリが沖縄県東村高江の牧草地に不時着し炎上する事故が発生した。米軍は、同年10月20日に、この事故現場の牧草地の土壌を重機で掘り返し大型トラックで運びだした。西銘晃さんが所有する牧草地であるが、「(ヘリ炎上の)周辺の土壌も西銘さんの同意がないまま運び出された」(2019年8月12日沖縄タイムス)とのことである。
牧草地土壌を米軍が持ち出した行為について、①所有者の同意を得て持ち出したのか。所有者が同意したのはいつか。②同意を得ずにもただしたとすれば、その法的根拠は何か。
③同意を得ずに持ち出したとすれば、窃盗罪(刑法第235条)など、刑法の財産権を侵害する財産犯に抵触しないのか。④持ち出した土壌(「浦添市の牧港補給地区内に保管された後の対応が不明」2019年7月27日沖縄タイムス)の所有権は、今日、誰が有しているのか。これらについて明らかにすること。

12、 第17条関係(刑事裁判権)
(1)わが国が第1次裁判権を有する場合、米国は日本側から被疑者の拘禁の移転要請があるときには、無条件で速やかにこれに応じるとことする合意内容に改訂すべきこと。
(2)基地の外における事故現場等においては、米軍主導ではなく、日本国の当局の主導
の下での統制が的確に行われるよう、改めて統制の方法について早急に定めること。また、
我が国の当局が、米軍財産とされる証拠物を捜査・押収できるよう運用をあらためること。
(3)公務執行中の米軍構成員及び軍属の作為又は不作為から生ずる罪について、米国側の司法手続きによる処分の審理過程を被害者、遺族及び地元地方公共団体に通知する仕組みを構築すること。
(4)公務執行中に米軍構成員及び軍属による違法行為が発生した場合、死亡等の結果を引き起こした重大な犯罪や悪質な犯罪等、特に社会的な影響が大きいものについては、実質的に日本側において裁判権が行使できるよう米国に運用を改善すること。
(5)公務執行中の米軍構成員及び軍属の犯罪に対する処分結果の通知については、2013年10月の日米合同委員会で、米国側の最終の裁判結果のみならず、裁判の各審級での結果や懲戒処分も通報の対象とされ、公表や被害者・家族に開示するための枠組みが合意されたが、起訴期日その他判決に至る司法手続きの経緯を被害者、遺族及び地元地方公共団体に通知する仕組みとはなっていないので、これを改善すること。

13、 第18条関連(請求権・民事裁判権)
(1)公務外の米軍構成員等が起こした違法行為において当事者間での解決が困難な場合で、被害者への損害賠償額が満たされない場合には、日米両国政府の責任において補償が受けられるようにすること。
また、米軍構成員・軍属の家族が加害者となった場合の規定がなく、被害者にとって、自
ら責任を追及していく難しさは米軍構成員・軍属の場合と全く同じであり、したがって、
米軍構成員及び軍属の公務外の違法行為と同様に、それらの家族による被害を受けた場合、
一義的に加害者個人が賠償責任を負い、当該加害者に資力が無いなど十分な補償ができな
い場合には、日米両国政府の責任の下、被害者が十分な補償を受けられるようにすること。
(2)1996年12月のSACO最終報告によって、「見舞金」等に関する日米地位協定の運用の見直しが示されているものの、被害者に対する日米両国政府による支払いについて法的義務として認めたものではないので、法的義務であると改めること。
(3)SACOにおいて、18条6項の米側見舞金と確定判決との差額を日本政府が支払うよう努力すると明記しているのだから、確定判決の通り遅延損害金も含めて支払うこと。
(4)嘉手納、横田、厚木などの訴訟における米国の損害賠償金の分担が規定通りに米国から支払われていない。国は、公務執行中の米軍等による日本国政府以外の第三者への損害について、国が支払った賠償金のうち、日米地位協定で定める分担案に応じた分担金を、
米国に強く請求し確実に回収すること。国民の税金を取り戻す責務を果たすこと。

14、 第25条関連(合同委員会)
(1)米軍基地の運用等に関して地元地方公共団体の意見を聴取し、その意向を尊重するとともに、日米合同委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者の参加する地域特別委員会を設置すること。
(2)SACO最終報告において、「日米合同委員会合意を一層公表することを追求する」としているのだから、日米合同委員会の合意事項は速やかに公表すること。
  同様にSACO最終報告には、「日米合同委員会において地位協定の運用を改善するための努力を継続」とあるが、この間どのような努力を行ってきたのかを具体的に示されたい。

【橫須賀基地関係要望】
1. 米海軍横須賀基地強化に関わって
現在、米海軍横須賀基地には、原子力空母ロナルド・レーガン(以下RR)が配備され、米海軍横須賀基地を長期にわたって原子力空母の母港としている。今日、世界では核兵器禁止、平和の地域協力の流れが生まれているにもかかわらず、米海軍横須賀基地は、日米一体化の軍事強化が強められ横須賀基地の返還、平和の横須賀港への道を遠いものにしている。
横須賀基地に配備されている自衛隊の護衛艦「いずも」の「ヘリ空母化」の改修が行われ、敵基地攻撃能力を持つ F35B ステルス戦闘機が 14 機搭載されようとしている。これは、専守防衛の自衛隊から、安保法にもとづくアメリカとともに戦争する自衛隊にするものであり断じて許されない。「いずも」の空母化改修が進めば、母港である横須賀基地は、日米の空母の戦争出撃拠点となる。

以下、横須賀基地にかかわる諸課題の解決・改善を要求する。
① 横須賀基地母港化の撤回を米政府に要求すること
空母が横須賀に初入港し母港となってから 47 年、原子力空母に代わってから 12 年が経った。1966 年の原子力潜水艦「スヌーク」の初入港から原子力艦船の橫須賀寄港は昨年で通算 1000 回となった。原子力艦船の通算滞港日数は延べ 8000 日を超えた。このことは、首都圏で巨大地震が発生した時、「横須賀港に浮かぶ原子炉」の原子力艦船の原子炉事故による放射能被害の可能性が高いことを示している。原子力空母や原子力潜水艦の母
港となっている横須賀基地の母港化を撤回するよう米政府に要求すること。
②原子力空母RRの定期修理について
 1964 年の日米の合意文書(覚え書き)のエード・メモワールによって、横須賀基地での原子力艦の動力装置(原子炉)の修理と、放射性廃棄物の原子力艦からの搬出は禁止されている。にもかかわらず原子力空母RRの定期修理が、昨年 1 月から米国の 600 人の修理工を招いて横須賀基地内でおこなわれた。そして、2019年 5 月 2 日、空母RRから放射性廃棄物の搬出がおこなわれた。次の点を明らかにするよう米政府に要求し、国民に公開すること。
ア、 横須賀基地で実施された 2019 年 1 月~ 4 月までの原子力空母RRの定期修理の全容を明らかにすること。
イ、 定期修理は放射能管理を伴う原子炉の修理をおこなっている。これは、エード・メモワールに反することである。
このような禁止されている定期修理について、見解を明らかにすること。
ウ、 禁止されている搬出によって出された放射性廃棄物の内容を明らかにすること。
③米海軍イージス艦について
米海軍横須賀基地を事実上の母港にしている、米イージス艦が 2017 年 1 月から相次いで事故を起こしている。これらの米イージス艦は、横須賀を拠点にしている米第 7 艦隊に所属している。
ア、これらの米イージス艦の事故原因の徹底究明と再発防止策を強く米軍側に求め、速や
かに関係自治体も含めて市民に公表すること。
イ、万一、船の航行が頻繁な「浦賀水道」で同様の事故が起きた場合は大惨事が想定される。その意味でも橫須賀を母港とした米イージス艦の撤退を求めること。
④ 巨大地震・津波による原子力艦船の原子炉事故について
横須賀市や首都圏は、政府・地震調査委員会が発表でも、首都直下地震や三浦活断層による地震・津波発生の確率が高まり、原子力空母や原子力潜水艦の原子炉事故の不安が市民の中で広がっている。
以下、米政府に要求し県民に情報を公開すること。
ア、 米軍は横須賀を母港としている原子力艦船の巨大地震による原子炉事故についてどのように想定し、どのような事故対策はどのように策定しているのか明らかにすること。
イ、 日本政府は、南関東直下地震や南海トラフ、三浦半島活断層による地震発生の可能性が高まっている中で、どのような事故対策はどのように策定しているのか明らかにすること。
⑤横須賀へのオスプレイ配備は止めるよう米軍に求めること
⑥ 2019 年5月12日、定期修理が終了した原子力空母の出港時に市民の監視行動を行
っていたモーターボートに対して、機銃を設置した米海軍の警備艇が近づき、市民に向け
機銃に手をかけて4分間威嚇し続けた。横須賀市に管理権のある水域における合法的な米
海軍への抗議行動に対して威嚇行為を行うような行動は止めるよう米軍に求めること。

2. 自衛隊施設の機能強化について
自衛隊は海上自衛隊を中心に米軍基地周辺に存在し、米軍基地と共存している自衛隊施設も少なくない。
　基地関連施設の面積は 10,068ha、そのうち住宅地 2,598ha、米軍施設は 4 ヶ所で約 337
・2ha、自衛隊施設は 38 ヶ所で約 281.4ha、合計で約 618.6ha を占め、横須賀市全体の 6・1 %、住宅地の約 23・5 %を占めている。
横須賀では、米海軍と海上自衛隊が新ガイドラインの改定と戦争法の成立、集団的自衛権の行使容認により、平時から米軍と自衛隊の統合部隊化が進み、自衛隊を戦争に動員しようという動きが強まっている。
海上自衛隊幹部(2等海佐)が最大の規模と戦力をもつ米第7艦隊の旗艦ブルーリッジに
置かれている第7艦隊司令部へ派遣され常駐していることが明らかになり(2015 年 6 月
12 日付「朝日新聞」)、2015 年 11 月の日米統合実動演習では原子力空母ロナルド・レー
ガンに自衛艦隊司令官が乗艦して、米軍とともに指揮をとったことも明らかになった。
米軍と自衛隊そのものの一体化を象徴しているのが、共同交戦能力(CEC)という先端シ
ステムが空母とイージス艦など米海軍と海上自衛隊の艦船、航空機に搭載され、日本で共
同運用されようとしていることである。
①橫須賀における自衛隊施設の機能強化の実態について明らかにするとともに機能強化に反対すること。
②「いずも」の空母改修について
横須賀に配備されている自衛隊護衛艦「いずも」の空母化改修が防衛大綱で示された。「いずも」の空母化が磯子区の JMU で進んでいる。母港である横須賀基地は、日米の空母の
戦争出撃拠点となる。このような計画はただちに中止せよ。現在の進捗状況はどのようになっているか。見解を明らかにされたい。「いずも」への F35 の搭載は止めること。
③ 海上自衛隊船越新庁舎の海上作戦センターのヘリポートは、ヘリコプター離発着時の騒音が近隣の住民・学校に多大な影響を与える。ただちに使用の中止を求める。
④横須賀市の比与宇弾薬庫の拡張は約束違反である。中止を求める。

【厚木基地関係要望】
1、 空母艦載機7部隊の岩国移駐が2018年3月に終了し厚木基地周辺の爆音被害は
減少しているが、一方で岩国基地周辺の爆音被害が増大している。空母艦載機の岩国移駐
は、爆音被害の国内たらい回しになっており、真の解決策ではない。空母艦載機の爆音の
おおもと原子力空母ロナルド・レーガンの横須賀母港を撤回すること。
2、 米海軍は「空母艦載機の岩国移駐後も厚木基地は硫黄島で実施されている FCLP(陸
上空母着陸訓練)の予備飛行場として指定され得る」としている。いかなる事情において
も厚木基地で FCLP を行わないこと。
3、 空母艦載機の岩国移転後も空母艦載機やその他の外来機の厚木基地飛来をやめて爆音を根絶すること。
4、 空母艦載機の移駐に代わる厚木基地の機能の強化・拡大(MV―22 オスプレイの訓練拠点化など)や新たな部隊の配備は行わないこと。
5、 人口密集地にある厚木基地の早期・全面返還を行うこと。空母艦載機の岩国移駐に
よって軍人 1700 人、軍属 600 人、家族 1500 人合計 3800 人が岩国基地に移動した。使
用しなくなった施設、土地、住宅などを直ちに返還すること。また、住宅については、現
在使用している戸数、空きになっている戸数を明らかにすること。
6、 第5空母航空団の中で岩国基地に移駐しなかった第 12 ヘリコプター海洋打撃部隊
(HSC－12)、第 77 ヘリコプター海上打撃部隊のヘリコプターなどが長時間、人口密集
地上空を飛行し、騒音被害を基地周辺住民に与えている。米軍ヘリコプターの飛行を中止
すること。
７、今年になって 1 月末から 2 月にかけて、岩国基地の複数のオスプレイが、厚木基地に飛来し、青森・三沢基地を経由して千歳基地に向かい、北海道での日米共同訓練に参加した。しかもこの内容は、2 月 26 日に事後通告されたものである。また 6 月 29 日にもナンバー不明のオスプレイが 2 機着陸し、東富士演習場へむかい、訓練後 7 月 1 日に岩国基地に向かった。これも同様に事前報告も事後報告もされていない。2019 年には相模原市南区南台の相模台小学校上空飛行(8 月 7 日)での飛行や、基地外での転換モードとヘリモード飛行の切り替えもされている。いつ事故が起こるかわからない状況である。
本年 9 月、厚木基地を活用した自衛隊の降下訓練計画が地元自治体に通告された。
自衛隊は、米軍機を使った自衛隊の降下訓練は昨年から、全国各地で行っているもので、
今回の訓練はその一環であると説明されているが、厚木基地の自衛隊と米軍の運用計画が、
地元自治体や市民に一切明らかにされておらず、オスプレイの事実上の訓練、整備、補給
基地化が進められているなか、今回の訓練による厚木基地の活用は、日本が米軍と一体に
なって、海外の戦争に組み込まれ最前線基地にされることを住民は心配している。こうした 基地外での転換モードとヘリモード飛行の切り替え訓練やタッチアンドゴーなどの危険な訓練をやめること。また、無通告での飛来を止め、自治体が強く求めている事前の情報提供をきちんと行うこと。県内各地から、オスプレイをはじめとした戦闘機の訓練に不安の声が広がっている。かながわ県民全体に危険を及ぼす飛行ルートを公開すること。米軍が公表しない場合、住民の安全の観点から、国の責任でルート追跡・感知の仕組みをつくること。
８、2019年1月、米海軍が MV ― 22 オスプレイの新たな整備拠点の設置を検討し、
2月 20 日に企業説明会を開いている。説明会にはスバル、日本飛行機、ベル・ボーリン
グ、大韓航空、エリクソンの5社が参加した。米海軍は、整備拠点は沖縄から 1600km
以内、木更津駐屯地と岩国基地は整備場所に適さない、整備業務に放射性物質を扱うこと
を含む、複数企業に業務を委託する等としている。そして、2019年9月か 10 月に正
式募集をして、募集から1年後に契約を始める予定としている。日本飛行機が業務を請け
負うとすれば厚木基地が新たな整備拠点となり、整備後の試験飛行を人口密集地の厚木基
地から MV ― 22 オスプレイが離陸するという基地周辺住民にとって新たな危険な状況を受けることになり絶対に認められない。厚木基地を MV ― 22 オスプレイの新たな整備拠点にしないこと、そして、整備は米本国で行うことを強く求める。
９、 1971 年(昭和 46 年)12 月 20 日、横浜防衛局長から大和市長などに宛てられた
文書「施横第 5626 号」(通称「46 文書」)における「厚木基地においては、ジェットエ
ンジンを主たる動力とする飛行機(ターボプロップ機を除く。)は、緊急止むを得ない場
合を除き、使用しません」の項目を厳守し、海上自衛隊哨戒機P-1の厚木基地配備を撤
回すること。
10、 海上自衛隊 P ―1などの厚木基地でのタッチ・アンド・ゴー訓練を止めること。
11、 蓼川下流の浸水被害防止に係る治水対策のうち、調整池は整備されたが厚木飛行
場内の排水施設との接続工事は完了していないので早急に完成させること。また対象区域
の右岸側 72 ヘクタールの調整池の工事も早急に着工すること。
12、１０月２１日沖縄嘉手納基地に所属するペトリオットミサイル部隊が、ノースドックを経て、厚木基地内でミサイル発射訓練を行うことが公表された。住民にも事前通告のない暴挙である。今後このようなミサイル訓練は、県内のどこの基地でも行わぬこと。恒常的な配備は絶対に行わぬこと。

【キャンプ座間関連要望】
１、相模総合補給廠の管理部隊「第35戦闘維持支援大隊」のキャンプ座間への移転、及
び第1軍団司令部(前方)の相模総合補給廠への一時移転(2016年3月30日、能力の構築と認証のためー米軍ホームページ「キャンプ座間の歴史」)は重大な基地機能の変更に関わる内容である。事前に自治体への情報提供、協議はもたれたか。明らかにされたい。
２、キャンプ座間の基地縮小など、座間市の負担軽減策等の推進を図ること。
３、座間市内栗原地内に所在する米軍水道施設の早期移管に向けて、具体的な進捗状況
を明らかにするとともに、米軍水道施設の代替機能としてキャンプ座間における座間市営
水道の導入に向けての進捗状況を明らかにすること。
４、 厚木基地の空母艦載機の岩国基地への移駐後も、爆音は解消されていない。テレビ
受信料の減免区域の拡大及び受信料を全額補助すること。
５、日米合同委員会において定められている軽自動車税の税率を国内課税と同様の税率
に定めること。
６、基地内及び周辺の生活環境の保全及び安全確保のため、大気汚染防止法、水質汚濁
防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、土壌汚染対策法、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律(廃掃法)など、国内法や条例を適用すること。また、1973 年の日米合同委員会
の合意事項では「汚染が発生したときに水質測定、立ち入り調査を米軍へ要請できる」と
なっているが、自治体の希望により毎年調査できる内容に改めること。

【相模総合補給廠関連要望】
1、「日本の陸上自衛隊幹部指導者は、相模総合補給廠にある多領域任務部隊(マルチ
ドメインタスクフォース)の戦術作戦センターを訪れ、オリエントシールド 2019 の米軍
単独の指揮所演習を視察しました」。(米陸軍第17砲兵旅団フェースブックサイトより)
と公表されている。
相模総合補給廠の「多領域任務部隊の戦術作戦センター」という施設について、米軍から
どのような施設なのか情報の提供はあるのか。自治体への情報提供はされているのか、こ
の施設の存在の経緯を含め、具体的な説明を求める。
2、 相模総合補給廠の「第38防空砲兵旅団司令部」発足から2年を迎え、本格的な活動を展開していることがインターネット上でもうかがえる。
「旅団司令部」について、自治体への新たな情報提供が2019年以降されているか。
されていたらその内容の説明を求める。ミサイル防衛部隊の役割は、日米一体化のもとで、自衛隊が山口・秋田に配備される予定で中止となった陸上イージス・アショアやその代替策との連携が懸念される。住民の不安を一掃するために、相模総合補給廠のミサイル防衛部隊の役割や任務等を示し、情報提供を求めるとともに、兵站基地としての機能を超え、基地の機能強化にならないよう撤退を求める。
３、 相模総合補給廠の倉庫群の内容は建設当初のみ、内容や量が情報提供されるが、その後の変動については、一切情報提供されることがない。2017 年 爆発火災事故が発生したが、当時、相模原消防が協定に基づき、消防応援に駆け付けたが、爆発倉庫の内容が判明せず、放水消火活動ができず、爆発火災の消火を待つのみの事態となった。付近には病院、集合住宅、保育園学校等が隣接していることからも極めて重大な問題である。定期的に相模原の消防隊が立ち入り検査を行ない、適切な管理指導ができるよう改めるべきである。
４、 相模総合補給廠は兵站基地だが、現在は訓練基地として機能強化が進んでいる。キャンプ座間だけでなく、相模総合補給廠でのヘリコプター訓練は隣接する住宅・学校への騒音被害をもたらしているため、訓練を中止すること。また、補給廠内で行われているCBRN訓練（化学兵器、生物兵器、放射性物質、核兵器に関わる訓練）も中止すること。
５、 米軍基地内での訓練・研修等の動きについての情報提供がなく、米軍が市内で迷彩服のまま、昼食やホテルなどに出入りすることが多くなり、市民の不安を呼んでいる。こうした時間帯は「公式」「非公式」なのか、市民との間でのトラブルが発生しないか、不安である。日本国として、米軍の市内での活動の在り方のルールが米軍と取り決めがあるのか、地元自治体に示してほしい。
６、 相模総合補給廠の共同使用部分については、市民利用の利便性を高めるよう、出入り口の夜間閉鎖などの規則については、見直しを検討していただきたい。

【横浜市域の米軍基地に関する要望】
1、 日米合同委員会で返還が合意された池子住宅地区の横浜市域の「飛び地」は、いま
だ返還時期が明確になっていない。使用していない米軍基地は、日米地位協定に基づいて
ただちに返還するよう米軍に求めること。
2、 米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住する住民の制約された生活環境改善(街
灯の維持管理、草刈りなど)のため引き続き国は速やかに対応されたい。
3、 一昨年 11 月 6 日の神奈川新聞や 11 月 7 日の朝日新聞で、横浜市域の米軍住宅建
設の中止と根岸住宅の返還を前提とした共同使用に向けた協議を行う旨の報道がなされ
た。以下3点についておたずねしたい。
　1) これまでの防衛省の累次にわたる回答では、池子の住宅建設計画に何ら変更はない、　との回答であったが、2018年 11 月の池子住宅建設中止の理由は何か、明らかにされ　たい。
　2) 横浜市域の池子住宅地区及び海軍補助施設は、住宅建設計画が中止になった以上、　地位協定に基づき、直ちに返還すること。また現在の空き家の戸数を明らかにされたい。
　3) 根岸住宅地区の「日米共同使用」とはどのような内容なのか、明らかにされたい。　また、根岸住宅地区の全面返還に向けた工程を明らかにされたい。
4、 横浜ノース・ドックで米空軍が軍事訓練や陸上自衛隊と米陸軍との実働訓練などが
行われている。今年も防衛省南関東防衛局からの情報として 10 月上旬から 11 月上旬までの間、米軍が東富士演習場に於いて実弾射撃訓令を実施すること、及び訓練車両等の搬出入を瑞穂ふ頭・横浜ノースドックを経由して行うとの連絡を受けたと通知を受けた。またノース・ドックに昨今タゴス船が恒常的に出入りする姿が見られ、米国の対中などの戦略に深く組み込まれていのではないかとの疑念が生じている。政府・防衛省としてタゴス船の出入りを確認しているのか、明らかにされたい。
　こうしたことは、基地の使用目的から逸脱し、日米地位協定に違反している可能性が極めて高い。訓練を目的としていない施設で軍事訓練を容認することは、ますます軍事訓練ができる施設を増やすとともに訓練の常態化につながる。他国の地位協定の検討をおこなった沖縄県の調査報告書では、訓練や演習について受け入れ国側の許可や承認を必要としている事から見ても、安保条約によって米軍に施設・区域を提供していることから、同条約上の目的達成のため、訓練等の軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としていると強弁することは国際常識から逸脱していると言わざるを得ない。二度とこのような軍事訓練を行わないよう強く米軍と国に求めること。
５、 根岸住宅地区は、日米共同使用期間を短縮し、早期に返還を実現すること。また、日本人居住者の生活権の保障と住環境の整備に国として責任を果たすこと
６、 返還方針が合意されていない瑞穂ふ頭(ノース・ドック)、池子住宅地区(横浜市域)、鶴見貯油施設、小柴水域の早期全面返還にむけて米国と交渉を開始すること。
７、 米軍施設跡地の国有地を自治体に無償貸与する場合は、国の責任で危険物の撤去や構築物の解体など原状回復を行い、自治体に負担を課さないこと。日本側がやむを得ず原状回復を行う場合は、原状回復に必要な埋設物や構造物についての一切の情報を米側に提出させること。
先頃金沢区の旧米軍施設小柴貯油タンクで、作業員が転落死するという不幸な事件が起こった。今後このような事故が起こらないため、米韓の地位協定で行われているように、危険物の撤去、構築物の解体・占有以前の現状に復帰させる措置を米軍の側で行わせること。そのために日米地位協定の改定を求める。
８、 米軍基地の実質的な拡大となる横浜市内の造船所での米艦船の修理は国として拒否すること。
９、 自衛隊の横浜港のふ頭使用を横浜市に求めないこと。

【茅ヶ崎】
1、 神奈川県は沖縄に続く米軍基地県となっており、ジェット機爆音の問題は積年の課題である。オスプレイの通告なしの飛来、艦載機の休日訓練による爆音など、騒音被害は依然として深刻な状況にある。県内米軍基地の整理・縮小・返還は神奈川県の県是です。ジェット機爆音の騒音問題、オスプレイの飛行、配備、米軍再編に係わる基地強化に対し厳重に抗議し米軍横須賀基地における原子力空母の母港化撤回など米軍基地縮小を求める。
2、 唯一の戦争被爆国として日本政府に対して、核兵器禁止条約に参加するよう要望することを強く求める。

【二宮、大磯】
1、 大きな騒音で住民を驚かしている自衛隊および米軍の航空機の飛行について情報提
供を行い、住民の負担を軽減されたい。
2、 オスプレイなどの軍用機の低い高度での空飛行が確認されている。低空飛行は中止
されたい。

以上

