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令和２年３月２３日 

 

 木更津市議会議長 近 藤   忍  様 

 

基地政策特別委員会 

委員長 永 原 利 浩 

 

視 察 結 果 報 告 書  

 本委員会は、所管事項調査のため行政視察を実施したので、その概要を報告します。 

記 

１．期  日 

令和元年１１月６日（水）～７日（木） 

２．視 察 地 

(1) 佐賀県 

(2) 陸上自衛隊相浦駐屯地・崎辺分屯地 

３．調査事項 

(1) 佐賀空港の自衛隊使用要請に関することについて（佐賀県） 

(2) 相浦駐屯地の概要について・地域との関わりについて・水陸機動団について 

４．参 加 者 

 (1) 委 員    

    永原 利浩   石井 徳亮   田中 紀子 

    斉藤 高根   鈴木 秀子    

 (2) 執行部 

    企画部 企画課長 小原 和弘 

（3）随 行 

局次長 池田 ゆかり 

５．概  要 

   別添のとおり 
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視 察 結 果 の 概 要 

 

佐賀県 

 ① 県  制 施 行  明治１６年５月９日 

 ② 人 口  ８１４，９３６人 （平成３１年４月１日現在） 

 ③ 面 積  ２，４４０．６８㎢ 

 ④ 一般会計当初予算規模  ４，４８８億５，８００万円（平成３１年度） 

 ⑤ 財 政 力 指 数  ０．３４（平成２９年度） 

 

〔県勢概要〕 

 佐賀県は九州の北西部に位置し、東は福岡県、西は長崎県に接し、北は玄界灘、南は有明海に面

している。東京まで直線距離で約 900キロメートル、大阪まで約 500キロメートルであるのに対し、

朝鮮半島までは約 200キロメートル足らずと近接しており、大陸文化の窓口として歴史的、文化的

に重要な役割を果たしている。 

気候は年間の平均気温が 16度前後の地域が多く、穏やかである。 

降水量は東の脊振山から西の国見山にかけての山あいで多く、１年間に 2,500ミリメートル以上

降っている。一方北部の玄界灘近くや南部の佐賀平野は雨が少なく、1 年間に 1,800 ミリメートル

程度。県鳥はカササギ、県木はクス、県花はクスの花。 

「佐賀（佐嘉）」の地名の由来は、「樟（クスノキ）の栄え繁るところ」から取られたと言われる

ように佐賀には古くからクスノキが生い茂っていたとみえて、8 世紀前半に編集された「備前風土

記」にもクスのことが記されている。 

 

〔調査事項〕 

１.佐賀県 

佐賀空港の自衛隊使用要請に関すること 

（視察概要） 

○要請から受け入れという判断に至った経緯について 

  佐賀空港は昭和 44年に知事が空港建設を表明し、予定地を川副町の干拓地とした。 

  平成２年３月県と旧関係８漁協（千代田町、諸富町、早津江、大詫間、南川副、犬井道、広江、

東与賀町）が「佐賀空港建設に関する公害防止協定」を締結した。 

この時締結した公害防止協定書覚書付属資料の中で「公害防止協定案についての意見に対する県

の考え」11で「県は佐賀空港を自衛隊と共用するような考えをもっていない」とあり、「空港の運

用変更の場合」には「事前協議」の対象になるとの記載がある。 
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・平成 10年７月佐賀空港開港。 

・平成 26年７月 22日防衛省から佐賀県に対し、佐賀空港の自衛隊使用について要請があった。 

１． 陸上自衛隊が新たに取得するオスプレイ 17機の配備先として佐賀空港を使用する。 

２． 市街化が進んでいる目達原駐屯地のヘリコプター約 50機の部隊についても佐賀空港を使

用する。 

３． 沖縄の負担軽減のために米海兵隊の訓練移転を含めて佐賀空港を活用する。 

（平成 27年 10月 29日に中谷防衛大臣より取り下げ） 

・平成 27年２月 13日左藤防衛副大臣が山口知事に要請内容を説明した。 

山口知事から副大臣に対し、計画の全体像・将来像を明確にするよう申し入れ 

・平成 27年 10月 29日中谷防衛大臣から山口知事に対し、計画の全体像・将来像を説明した。 

米海兵隊の佐賀空港の利用に関する要請は取り下げると説明した。以降、佐賀県が、計画の全

体像・将来像の明確化のための精査・確認作業を開始、防衛省との間で３年半に５往復にわた

る質問・回答のやりとりを実施 

・平成 28年３月 24日佐賀県議会において「佐賀空港の陸上自衛隊配備に関する決議案」①が可決

される。 

自衛隊との共用については佐賀空港の利活用の議論から排除すべきでないとし、県は、県民の 

安全・安心を守る責務等を第一にしながらも、空港を抱える当事者として、議論の前提となる

環境を早急に整えるとともに国の動きに対して的確に対応することを要請する等の決議 

・平成 29年５月 30日佐賀県が「佐賀空港の自衛隊使用要請に関する論点整理素案」を公表する。 

・平成 29年７月３日佐賀県議会において「佐賀空港の陸上自衛隊配備に関する決議案」②が可決さ

れる。 

県に対して、公害防止協定に基づく事前協議を行う環境を整えながら、防衛省の要請を受け入

れる判断を要請する等の決議 

（漁業者の理解を得ることは不可欠であり、漁業者側の声を確実に国へ届けることが大切）  

 ・平成 30年２月５日陸上自衛隊目達原駐屯地所属ＡＨ６４Ｄヘリ１機が住宅地に墜落する事故が

発生した。（女児１名負傷し、搭乗隊員２名死亡） 

・平成 30年７月 23日小野寺防衛大臣から県に対し、オスプレイの機体の安全性に関する説明及び

ＡＨ６４Ｄヘリの事故原因を説明した。 

・平成 30年８月８日佐賀県が小野寺防衛大臣のオスプレイの機体の安全性に関する説明に不合理な 

点がないことを確認し、事故後中断していた防衛省との協議を再開した。 

・平成 30年８月 24日山口知事と小野寺防衛大臣が合意文書を確認した。 

県と防衛省との間で以下の合意事項について最終確認 

① 環境保全と補償に関する協議会の設置 
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② 防衛省の着陸料 100億円の支払いと佐賀県の基金の創設 

③ オスプレイの安全性に関する情報共有のルール化⇒ホットラインを作り連絡できる体制 

・平成 30年８月 24日同日小野寺防衛大臣が佐賀県議会議長に佐賀県との合意事項等を説明した。 

・平成 30年８月 24日同日佐賀県が「防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の

変更について有明海漁協と協議をさせていただく」という判断を行い、有明海漁協に対し山口知

事が協議の申し入れを行った。 

 

○受け入れという判断以降現在の状況について 

・平成 30年９月４日佐賀県が「佐賀空港の自衛隊使用要請に関する論点整理」を公表した。 

オスプレイの安全性、環境・漁業・農業への影響、佐賀空港への攻撃の懸念、バルーン大会、

ラムサール条約、佐賀空港の防災拠点等 20の論点について、概ね不合理な点がないもの 16点、

科学的知見等がないため評価できないもの３点、評価する立場にないもの１点とし、防衛省が

説明の中で示した適切な対策等を確実に講じることが必要としている。 

・令和元年５月 24日山口知事が有明海漁協を訪問し、漁協のオスプレイ等配備計画検討委員会の場 

であらためて公害防止協定覚書付属資料の変更について協議の申し入れをした。 

・令和元年８月９日防衛省が有明海漁協へ説明した。 

防衛省から計画の概要、排水対策など環境保全対策について説明。 

・令和元年９月 17日から防衛省が漁協各支所への説明を開始した。 

15支所中 12支所に説明は済んでいる。残り３支所については説明を受けるかどうか検討中。 

（令和元年 11月６日時点） 

 公害防止協定覚書付属資料の変更について、佐賀県が誠意をもって丁寧な説明を続けていくと説明

があった。終了後、意見交換を行った。（非公開） 

 

（考察） 

・佐賀県も佐賀県議会も受け入れに向けて同じ考えであることが確認でき、公害防止協定覚書付属

資料の変更について誠意をもって説明していることが良く理解できた。暫定配備期間を明確に示せ

ないことは相手のあることだから仕方のないことではあるが、佐賀空港を恒久配備先にするという

防衛省の説明は間違いのないことと実感した。 

・陸上自衛隊オスプレイの配備については順調に進めている途中であり、問題は特にないように感

じられた。しかし目達原駐屯地のヘリコプター部隊も移設すると、現在の民間飛行場の飛行回数に

訓練飛行が加わり、音による影響が若干懸念される。視察翌日の新聞報道にオスプレイ配備の反対

集会開催記事が掲載されており、正式配備には時間がかかると想定される部分も見受けられた。 

・今後有明海漁協に対して、期限を決めないで丁寧に説明をしていくとのことだが、漁協が持って
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いる土地の買収から建設までいつまでかかるのか状況が見えてこなかった。 

・佐賀では、原発、諫早湾干拓、オスプレイ配備、新幹線の国政４課題があり、諫早湾干拓で国に

対して不信感がある。国に振り回されてきた歴史的背景で今があることがわかった。 

・佐賀空港周辺の土地は民家や公共施設もなく、広大な平野が広がっていた。畑は水路がすぐ浅く

なり、少しの雨であふれて冠水してしまうということで、稲作はできず、大豆が作付けされている

ようだった。 

・木更津と似た環境で、空港から直ぐに海に出られる立地であり駐屯地として整備されるには適し

ている場所であると現地を見て強く思った。海苔の漁期が始まったことから海に海苔網がパッチワ

ークの様に広がり、とてもきれいな景観だった。 

・非公開の意見交換の内容については不参加の委員及び他の議員への周知に努めた。 

 

２.陸上自衛隊相浦駐屯地 

駐屯地の概要、地域との関わり、水陸機動団について 

（視察概要） 

○駐屯地の概要について 

 相浦駐屯地は佐世保の中心街から西に約７ｋｍの位置にある。九十九島国立公園に面した景色の良

い場所に作られている。この地から南東に 12ｋｍ離れた場所にある崎辺分屯地が３月に開設した。 

 この場所は約 160年前の干拓事業で作られた。正門から入って西側の低くなっている場所は昔は海

だったところ。 

 安政４年から慶応元年 大潟地区新田干拓事業 

 昭和 16年 海軍佐世保鎮守府第２海兵団開団（海軍の教育部隊） 

 昭和 20年から 30年 米軍駐留（キャンプ・モーア） 

 昭和 30年 10月 相浦駐屯地開設 

 昭和 44年 ８月 第３教育団本部 

 平成 14年 ３月 西部方面普通科連隊新編 

 平成 15年 ３月 第 301普通科直接支援隊新編 

 平成 25年 ３月 第３教育団廃止、西部方面混成団新編 

 平成 27年 ３月 水陸機動準備隊新編 

 平成 27年 10月 相浦駐屯地開設 60周年 

 平成 30年 ３月 水陸機動団新編 

相浦駐屯地の面積は約 90万㎡（東京ドームの 20倍）周囲約 6.5ｋｍ 

九州の駐屯地で２番目の広さの敷地に隊庁舎、山岳訓練場、レンジャー訓練塔、緊急脱出訓練場、

戦闘訓練場、上陸訓練場などがある。 
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○地域との関わり 

佐世保市防災訓練参加 

１． 目的 

防災意識の高揚及び災害時における自助、共助の精神の普及を図るとともに、万一災害が発生

した場合の対応力の向上と防災関係機関相互の連携強化を目指す。 

 ２．想定 

   長崎県北部に震度６強の地震が発生し、津波の恐れがあり、同時期に大雨洪水警報・土砂災害

警戒情報が発表され、佐世保市は災害対策本部を設置 

３．時期、場所 

  平成 30年９月１日（土）佐世保市宇久島 

４．訓練項目 

   （１）災害対策本部設置訓練 

   （２）救助訓練 

      離島における被災者の避難訓練 

       水陸両用車で海から上陸し救援、避難誘導、ホバークラフトにて島から避難 

       炊き出しによる生活支援活動 

       装備品展示 

離島に対しての災害派遣にも対応できることが大きな特性 

自治体と連携して実効性を高めていくことが必要 

 佐世保市長もいろいろな手段で人命救助することが重要という意見 

＊災害時においても水陸両用作戦能力は有用である 

地域の方々との連携 

  地元の方々の理解があって訓練ができることから 

  ・自治体・協力団体等への表敬 

・地域のイベント等への参加・・・加津佐海岸の清掃活動（南島原市）、九十九島クリーンアップ

作戦、アメリカンフェスティバル 

  ・他機関等との連携・・・警察学校からの研修受け入れ、防衛講話 

  ・「安全･安心な街づくりに関する協定」締結（平成 31年３月８日）・・・陸上自衛隊相浦駐屯地

及び相浦警察署が相互に連携し、地域住民や行政等の関係機関と連携した活動を推進すること

により、地域社会と一体となった安全安心な街づくりに寄与する。 

  ・協定に基づき、災害危険箇所合同実地調査（令和元年５月 29日）・・・佐世保市作成のハザー

ドマップに基づき、相浦地域を中心に河川の氾濫や地すべり危険箇所を確認した。 
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  ・佐世保商工会議所と連携し「佐世保自衛隊グルメ」事業協定締結・・・自衛隊への理解促進及

び観光交流人口の拡大による地域の活性化を目的とする。水陸機動団カレーを提供する飲食店

もある。 

 

○水陸機動団について 

 編成について 現在約 2,400人が所属している。 

  団本部及び本部付隊  幕僚が所属している 

  水陸機動連隊二個連隊 普通科連隊 歩兵の部隊 

  戦闘上陸大隊     水陸両用車両で海上から着上陸する 

  偵察中隊       島嶼防衛にあわせて偵察する 

  特科大隊       迫撃砲等を装備する 

  施設中隊       ドーザーなどで整地をしたり他の隊員が動きやすく支援をする 

  通信中隊       水陸機動団は船に乗り、上陸して陸地で活動する。広域で活動するため、

衛星通信をし、会話ができるようにする。その基盤を作る。 

  後方支援       補給や装備品のメンテナンスをする。衛生、治療をする。 

  水陸機動教育隊    基本的な教育を担任している部隊 団に所属している隊員のボートの操

縦や基本的な訓練を団員に施している。 

  水陸機動団は全てが相浦駐屯地に配置しているわけではなく、主力は相浦駐屯地に所在するほか、 

大分県の玖珠駐屯地に戦闘上陸大隊、湯布院駐屯地に特科大隊を配置している。この後視察する崎 

辺分屯地にも戦闘上陸大隊を配置している。 

 いろいろな訓練場、演習場で厳しい訓練を経て戦力になる。 

 説明後、緊急脱出訓練場の見学 

  水陸両用車の模擬車両を作り、深さ５メートルのプールに逆さに沈めて脱出訓練をしている。 

相浦駐屯地から移動し崎辺分屯地の視察 

戦闘上陸大隊 水陸両用車を運用する部隊を配置 

  水陸両用車の説明後、実際に走行させる様子を見学 

 

（質疑応答） 

Q1  島嶼防衛を主たる任務とすれば、奪還を目的とした隊員を移動させるためのオスプレイはどこに 

配備されることが望ましいと考えているか。 

A1 佐賀空港が最適と考えている。理由は５点。水陸機動団が所在する陸上自衛隊相浦駐屯地から近

く、島嶼部等への迅速かつ効率的な輸送に適していること。島嶼部への侵攻に対処する水陸両用作

戦には、統合運用に基づく陸海空自衛隊の緊密な連携が不可欠であり、同作戦に関わる主要部隊が
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多く存在する九州北部に所在していること。Ｖ－２２オスプレイの運用に必要な滑走路を有してい

ること。周辺に市街地がなく、海に面しているため、騒音などの面で地元住民の方々への負担を最

小限に抑制しつつ十分な地積の確保が可能であること。市街化が進んでいる陸上自衛隊目達原駐屯

地からも近く、同駐屯地に配備されているヘリコプターの移設先としても活用しうること。 

Q2 相浦駐屯地にはオスプレイを配備できる状態ではないのか。またその理由は。 

A2 オスプレイの恒久配備先を検討するにあたって考慮した点は、先ほどの５点が挙げられるが、他

にも人員や積載物をより早く、より遠くまで輸送するため、航続距離、燃料消費等の観点から、回

転翼モードでの飛行と比較して優れている固定翼モードでの飛行が基本となる。仮に滑走路の無い

場所から離陸する場合であっても、回転翼モードで離陸した後、固定翼モードに転換のうえ、目的

地まで飛行した上で、当該目的地に滑走路が無い場合は、回転翼モードに転換し着陸することとな

ると考えている。このようなことから、オスプレイを配備するに当たっては、その能力を最大限に

発揮するために、約 1,500ｍの滑走路が必要。滑走路を有しない相浦駐屯地は、配備先として適切

ではないと考えている。 

Q3 水陸機動団は、昨年 10月鹿児島県種子島で米海兵隊第３海兵師団（沖縄）と島嶼奪還に向けた共

同訓練を実施したが、その際、事前に鹿児島県及び種子島が所在する西之表市・中種子町・南種子

町の１市２町に対しては、いつの時点でどのような説明を誰が行ったのか。 

A3 昨年９月 27日及び 28日に訓練の目的・期間・場所・実施部隊等の訓練概要について、九州防衛

局の担当者から説明した。 

Q4 昨年 10月の訓練はいつだったのか。 

A4 何日に行ったかは資料を持ち合わせていない。実際に九州防衛局の担当者が行って説明したが、

訓練の協力依頼、調整については昨年の夏ごろから話をしていた。マスコミには８月上旬に報道さ

れていた。 

Q5 水陸機動団は、今後米海兵隊と陸上自衛隊オスプレイを用いた共同訓練をすることになるのか。 

A5 将来的には、陸上自衛隊及び海上自衛隊による米海兵隊と連携した訓練・演習の実施により、水

陸両用作戦能力の更なる充実を図ることを目的として、陸上自衛隊オスプレイ部隊が米海兵隊との

共同訓練を実施することは想定されるが、その実施時期については、陸上自衛隊オスプレイを装備

する輸送航空部隊を新編した後、要員養成の進捗を見つつ検討していく。 

Q6 陸上自衛隊オスプレイは佐賀に配備することは無理な段階なので、相浦駐屯地に陸上自衛隊オス

プレイを配備したうえで、相浦駐屯地から陸上自衛隊オスプレイに乗って共同訓練に行くというこ

とは困難か。その場合はどう考えているか。 

A6 オスプレイの恒久配備先は佐賀空港であり、相浦駐屯地は滑走路が無いため配備先としては適切

ではないと考えている。しかしながら、訓練に参加するための部隊の移動方法については、その時々

の状況により様々なケースが考えられることから、現時点で一概にお答えすることは困難だが、そ
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の上で申し上げれば、オスプレイの特性上、垂直離着陸が可能なため、例えば、一時的に、訓練等

において、滑走路を有しない相浦駐屯地に回転翼モードで着陸したうえで、水陸機動団が陸上自衛

隊オスプレイに搭乗し、訓練場所に移動することは可能だと考えている。いずれにしても、水陸機

動団とオスプレイの訓練については、今後の検討であり、現時点で決まっているわけではない。 

Q7 木更津に配備されるとしたら、水陸機動団が木更津に来て訓練する可能性もあるか。 

A7 水陸機動団とオスプレイの訓練については、今後の検討であり、現時点で決まっているわけでは

ないため、答えられる段階にない。その上で一般論として言えば、互いに離れた地域に所在する輸

送機と、輸送される部隊との訓練を実施する場合、輸送される部隊の近隣演習場等に輸送機が出向

いて来て、部隊と一緒に訓練する方が、移動にかかる時間等の観点からは効率的であると考えてい

る。 

Q8 米海兵隊との共同訓練以外に、水陸機動団が陸上自衛隊オスプレイを用いて訓練を行う際、訓練

地域の自治体、住民には事前にどのようなことを行う予定か。（お知らせをするのか。） 

A8 水陸機動団が陸上自衛隊オスプレイを用いた訓練については、陸上自衛隊オスプレイ部隊を新編

した後、要員養成の進捗をみながら検討していきたいと考えている。自衛隊の駐屯地周辺における

単独訓練については、部隊の裁量であるので、従来、逐一地元に事前提供してきてはいないが、今

後、オスプレイの飛行情報に関する事前提供のあり方に関しては、どのような訓練を実施していく

のかということと併せて検討していきたいと考えている。 

Q9 米海兵隊オスプレイの機体整備については覚書の中で、駐屯地周辺にはお知らせがあった。今度

は陸上自衛隊だから教えなくても良いとなるのか。 

A9 オスプレイは非常に関心が高いので、今後は地元の要望も踏まえて検討する。 

Q10 水陸機動団の訓練は相浦駐屯地に来た方が良いという話だが、木更津の市民は気になっている。

木更津で訓練の可能性はあるという話だったがどうなのか。 

A10 訓練の内容によるが、相浦駐屯地で実施する訓練の規模、参加人数、航空機の数から圧倒的に木

更津のほうが少ないと思う。やるかやらないかの質問で、やらないということは現時点では言えな

いが、可能性は低い。大きな訓練は木更津ではできないし、移動の点を考えれば木更津での訓練は

考えにくい。 

Q11 市民へのお知らせはどうするか。 

A11 訓練が決まれば自治体と相談する。 

Q12 暫定配備が木更津に決まり、訓練を相浦駐屯地でやることについて、佐世保市はどう考えている

のか。 

A12 まだ配備していない段階で、訓練も何も決まっていない。訓練が決まれば自治体と相談する。 
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（考察） 

・島嶼防衛の最先端を視察でき有意義だった。オスプレイはどこに配備すべきかという質問に対し

ても相浦駐屯地に近い佐賀空港であるとの明確な答弁であった。 

・施設・資機材・訓練内容を確認すると、現在の島嶼防衛行動がいつ発生するか心配されているた

め、準備に対する考えが緊迫している状態と感じられた。相浦、崎辺周辺には米軍基地も含め、滑

走路施設がないので、音による周辺住宅地への影響も少なく、住民意識にそれぞれ差があるとも感

じた。 

・相浦駐屯地は水陸機動団の教育をする場所、崎辺分屯地は昨年の３月に開設され、日々訓練をし

ている様子をみた。今後、木更津に来て陸上自衛隊オスプレイと協同訓練を行う可能性はあるとい

う。水陸機動団の若い隊員が戦争に巻き込まれないことを願いたい。 

・木更津とは違い滑走路がなかった。水陸機動団の活動は海上自衛隊の船に乗って出動することも

あるということだった。 

 

以上、視察結果について概略報告する。 


