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それでは改めまして，みなさんこんにちは。
ただいまから、百里基地・茨城空港対策特別委員会を開催いたします。
はじめに，委員長あいさつ 荒川委員長お願いいたします。
改めましてみなさんこんにちは。今日は，文教福祉常任委員会ということで午前中現地視
察ということで，大変ご苦労様でした。引き続きの委員の皆さんは大変ご苦労様でした。昨
日の雨に打って変わって今日は天気がよくなりました。梅雨に入りまして，うっとうしい日
が続きますが，この委員会できるだけ会期中の中ですべて同じ日に合わせてということで今
日の日になりましたので，ご協力のほどお願いいたしまして会議がスムーズに行きますこと
をお願いいたしましてあいさつといたします。
ありがとうございました。つづきまして、議長あいさつ 市村議長お願いいたします。

市村議長

改めましてこんにちは。お忙しい中大変ご苦労様です。31 日から 18 日までということで
今定例会今日の特別委員会で委員会は最終になろうかと思います。後は最終日を待つだけ担
っていると思います。今日は北関東防衛局への陳情，百里基地への申し入れなどいろいろご
ざいますが,日程等内容についてご協議をいただければありがたいと思います。また，議会
報告会の内容などもあるようですのでよろしくお願いしたいと思います。
本日は大変ご苦労さまです。

植木副委員長

ありがとうございました。つづきまして、執行部を代表いたしまして島田市長よりごあい
さつをお願いいたします。

島田市長

改めましてこんにちは。議員の皆さんには午前中の文教福祉常任委員会に続いて，大変ご
苦労さまでございます。また，百里基地・茨城空港対策特別委員会が，時間前に開会されま
ことにご苦労様でございます。常々百里基地及び茨城空港利用促進に対しまして，ご支援，
ご協力いただき厚くお礼申し上げるところでございます。ご承知のとおり茨城空港は，４月
末で 1,000 万人が搭乗及び見学合わせて来場されたということでございました。また，大き
な記念式典も開催され,さらに力を入れている最中でございます。また，韓国便が７月から
週３便が運行されるということで，既に券も売り出しされて，片道 500 円というすばらしい
運賃で発売されているようでございます。いち早くという方々があるかもしれませんが，数
に限りがあるようですのでよろしくお願いしたいと思います。
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また，基地対策の関係で百里基地周辺整備協議会の皆さん方が今日大井川知事にあって，
内容はＮＨＫの受信料の廃止に伴っての要望かなということでございます。また，地元の私
どものほうでも，そういう問題に対処していかなければいけないということで，こういう中
で皆さんお話を聞かせていただきながら進めていければと思いますのでよろしくお願いし
ます。
話し合いの中で，今の状況を踏まえ，担当から説明をし，皆さんの話を聞くとともに理解
を得ながら進めてまいりますので，よろしくお願いします。
本日は誠にご苦労さまです。
植木副委員長

ありがとうございました。
それでは、協議に入ります。進行は荒川委員長にお願いいたします。

荒川委員長

それでは協議に入る前に、４月の人事異動後初めての委員会となりますので、異動された
方自己紹介をお願いします。
（執行部自己紹介）

荒川委員長

それでは議事に入ります。まず，「防衛省北関東防衛局陳情等について」であります。執
行部より説明をお願いします。

大原基地対策課長

基地対策課長の大原です。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。
それでは，資料１の「北関東防衛局陳情実施要項（案）」をご覧ください。航空自衛隊百里
基地に起因する障害等に対する諸施策，措置等周辺対策について，北関東防衛局へ陳情を行
うものでございます。 実施期日等につきましては，北関東防衛局と調整をさせていただい
ておりますので，よろしくお願いいたします。日時につきましては，平成30年７月10日（火
曜日）午後１時55分からでございます。陳情場所につきましては，北関東防衛局の会議室で
行います。陳情者につきましては，小美玉市長，小美玉市議会議長，小美玉市議会「百里基
地・茨城空港対策特別委員会委員」の皆様となります。日程につきましては，小美玉市役所
を午前10時出発予定で，小川支所を経由して北関東防衛局へ向かいます。交通手段につきま
しては，昨年同様，公用バスを使用いたします。昼食後に会場に移動していただき，午後３
時終了予定でございます。次に，ページをめくっていただき，当日の北関東防衛局陳情参加
者名簿（案）をご覧ください。 参加される方の乗車場所等を記載してございます。修正等
ございましたら，担当課までお願いいたします。つづきまして，「百里基地周辺対策に関す
る陳情書（案）」をご覧ください。昨年の陳情内容をもとに分かりやすくするために，修正
箇所は見え消しで行っております。赤字で書いてある箇所は，今年度新たに付け加えさせて
いただきました。見え消し箇所ですが，これまで再編交付金の継続を強く要望してきたこと
と，北関東防衛局に対して交付金継続のお力添えの感謝の内容を省きました。今年の陳情も，
毎年の要望に対して，「未だ対策が不十分である」ということを訴えていく内容でございま
す。赤字修正を踏まえまして，陳情書（案）全文を読ませていただきます。
陳情書（案）読み上げ
陳情者名は，小美玉市長，小美玉市議会議長，小美玉市議会 百里基地・茨城空港対策特
別委員会委員長の連名となります。続きまして陳情内容でございます。次の１ページをご覧
ください。陳情書（案）の文面同様，昨年の陳情内容をもとに分かりやすくするために，修
正箇所は見え消しで行っております。赤字で書いてある箇所は，今年度新たに付け加えさせ
ていただきました。また，昨年の陳情に対して北関東防衛局からの回答を，各項目ごとに四
角で囲ってございます。10項目を記載してありますので，１つずつ概略を説明させていただ
きます。１百里飛行場の民間共用化に伴う地域振興策等について昨年度との変更箇所はござ
いません。前段部分につきましては，具体的整備内容を要望若しくは陳情において示した場
合は，特段の措置を講じられるよう要望するものでございます。後段部分につきましては，
不測の事態などの緊急時に，新滑走路を使用した場合に飛行場西側の騒音区域に対して，速
やかな対応策の提示及び具体化を図るよう，引き続き要望するものでございます。２基地周
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辺障害防止対策について 防衛施設周辺における（国の）ＮＨＫ受信料の助成制度見直しに
伴いまして，内容を見直しました。防衛省では，基地周辺障害防止対策として，赤字になり
ます。これまでテレビ放送の聴取障害世帯に対し，受信料の二分の一を助成してきたが，今
般，住宅防音工事を完了した世帯は平成30年８月31日をもって助成を終了し，一部住宅防音
工事を実施した世帯も平成36年３月31日には助成を終了すると決定した。しかしながら，自
衛隊機は民間機と比べ一日の飛行回数の変動が大きく，また飛行パターンも多岐にわたるた
め地域住民の生活に大きな障害を与えているところである。という内容に改めまして，
（１）
の項目をテレビ放送受信料の減免に代わる措置を講じることに改めました。３住宅防音工事
の助成について１番下の行になります。
（１)の内容につきましては，告示後住宅を補助対象
とすることと，２ページ２段目の赤字になります。申請からではなく，工事希望届の提出か
らとし，工事に至るまで，長期間待たずに実施できることを引き続き要望するものでござい
ます。現在は工事希望届から，交付申込書が届くまでに長期間を要しているため，引き続き
要望いたします。
その下になります。見え消し，
「なお，申請から1年が経過しても工事に至らない場合は，申
請者宛に文書にて状況報告を通知すること。
」につきましては，交付申込書から工事に至っ
ては，１年以内に対応していただいているのが現状ですので，この箇所を消さしていただき
ました。
（別紙にて説明）(２)ですが，新たに，
「現在の工事内容では防音効果が十分とは言
い難い。現状を調査検証し，十分な防音効果のある工事仕様に改善を図ること。」を追記し
ました。これまで，防音工事を実施した市民の方から，工事後の騒音効果は効果適面ではな
いとの声が聞かれているためでございます。(２)の内容を追記したことによりまして，以下
()の数字項目をずらしました。赤字(３)(４)は昨年度に引き続き要望するもので，空調機器
に係る電気料金の全戸対象となるような事業化，10年経過した空調機器の自動更新や工事申
請の即時対応の要望です。(５)(６)(７)につきましても，昨年度に引き続き要望するもので，
太陽光発電システムの助成制度の設置と対象区域内での補償，騒音測定器の増設，防音工事
の対象区域の拡大でございます。４移転の補償等について２ページから３ページになりま
す。昨年度に引き続き，同じ内容でございます。区域指定告示後の建物について，告示日か
らすでに36年を経過していることから，移転補償の対象とすること。また，速やかな買い入
れと区域外の土地であっても申請地と隣接していれば，買い入れができるようにすることを
引き続き要望するものでございます。３ページをご覧ください。５障害防止対策事業及び民
生安定施設整備事業について これらの事業につきましては，計画的な導入を図り，周辺対
策に努めているところでございます。平成31年度におきましても，円滑な事業の推進が図れ
るよう，次の事業を要望するものでございます。 障害防止対策事業につきましては，継続
事業で防音（仮称）玉里小中一貫校の工事，新規事業で防音（仮称）小川北義務教育学校の
設計でございます。民生安定施設整備事業につきましては，継続事業で上水道施設更新の実
施設計及び配水管工事，新規事業で小川文化センター改修工事，市道小108号線道路改修工
事の用地買収費以上５事業の予算確保を要望するものでございます。６特定防衛施設周辺整
備調整交付金について 特防交付金による施設整備につきましては，昨年度に引き続き，同
じ内容でございます。基地の起因する問題の対応かつ円滑に事業を推進するため，交付金額
の増額を要望するものでございます。また，２次分の内示時期が遅いため，12月の補正予算
にも間に合わず，事業に支障をきたしているため「交付金の二次分内示については10月まで
に行うこと」を要望するものでございます。７農耕阻害損失補償について４ページをご覧下
さい。対象区域及び最低補償額の見直しについて，引き続き要望するものでございます。(2)
の補償額の最低補償について，制度の見直し若しくは新たな制度化を図ることの「若しくは
新たな制度化」を今回省かせていただきました。これまで，制度の見直し若しくは新たな制
度化を図るよう要望してまいりましたが，制度の見直しを重点におくことを踏まえ，新たな
制度化を図ることを省かせていただきました。８再編関連訓練移転等交付金について再編交
付金につきましては，平成29年３月31日を持って終了しましたが，新たな「再編関連訓練移
転等交付金」の創設に係る，局へ感謝の文面を省かせていただきました。赤字の「再編関連
訓練移転等交付金は，平成29年度から10年間にわたり交付されるものの，」を追記し，毎年
の予算措置による先が見えない不透明な交付金であるため，安定的な額の継続を求める内容
を引き続き要望いたします。赤字の「また，平成30年度から特定防衛施設周辺整備調整交付
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金と同様に一次，二次配分方式となったが，二次分内示は10月までに行うこと。」を追記い
たしました。今年度から，特防交付金と同様，２回に分けての内示になったため，事業に支
障をきたすことから「交付金の二次分内示については10月までに行うこと」の内容を追記し
ました。９関連機関への申し入れについて４ページから５ページになります。(１)から(６)
の内容につきましては，昨年度と変更はございませんが，冒頭の内容が騒音被害に関する内
容であったため，詳細項目(2)～(6)の内容にそぐわないため，冒頭文面赤字の「このような
状況のもと百里基地の飛行運用等に関し，」と追記し，基地の飛行運用等に関する内容にな
るように追記しました。(１)は特にやむを得ない場合を除き，早朝，夜間，昼休みの時間帯
の飛行自粛，行事等の際の飛行自粛の要望です。５ページになります。(２)は，騒音の拡大
及び住民が危険と感じられるような訓練は，飛行場上空では実施しないことの要望です。
(３)の赤字「基地に関する事故・事件」を追記し，航空機を始め，基地に関する事故・事件
等の発生の場合は速やかな連絡，原因究明の結果連絡をする要望です。(４)は，航空観閲式
及び航空祭の交通渋滞に対し，万全の対策を講じる要望です。(５)は，防衛省管理地の除草
作業時期の適期に実施する要望であります。(6)は，基地の活動に際し，地元関係者の理解
を得るための施策を実施する要望です。10訓練移転に係る安全対策等について昨年度と変更
はございません。平成19年度より実施されている日米共同訓練に伴う安全対策につきまして
は，「米軍再編に係る百里基地への訓練移転に関する協定」に基づき，今後とも万全を期す
よう，引き続き要望するものでございます。また，訓練に係る情報についても，速やかに提
供されるよう要望するものでございます。さらに，オスプレイについて，国内・外で事故を
起すなど，極めて飛行安全に不安の残るオスプレイを訓練計画に位置づけないよう，引き続
き要望するものでございます。以上，10項目の陳情内容でございます。ご審議のほどよろし
くお願いいたします。
荒川委員長

ありがとうございました。ただいま，執行部よりご説明いただきました。これらに対して
ご意見があればお受けしたいと思います。

藤井委員

８番目の再編交付金ですが，特定防衛交付金と同じく１次２次となっていますが交付月と
いうのは何月と何月ですか。

大原基地対策課長

例年ですと 11 月下旬ごろに来てます。特防のそのころ同じ今回の再編についても 11 月下
旬に来るのではと見込まれています。

藤井委員

１次２次方式ということで２回に分けて交付するということになったわけですか。

大原基地対策課長

これにつきましては，今年度から新たに１次分２次分内示ということになりまして,１次
分につきましては定額分ということで，２次分につきましては訓練移転が行われたときの実
績分ということで国のほうからは説明を受けております。

藤井委員

そうしますと，１次分の定額は予定がつきますが，２次分のことについてはそのときの演
習の成果によって配分されるということになるわけですか。

大原基地対策課長

国のほうから実績分というお話もありますが，大体は１次分で内示が来てまして,その額
に同等ぐらいの額が示されるというようなことは確認しております。

荒川委員長

その他ございますか。地元で長島委員ありますか。なければ陳情につきましては，このと
おり７月 10 日に実施をしたいと思います。続きまして，百里基地への申し入れにつきまし
て，執行部よりご説明をいただきたいと思います。

大原基地対策課長

引き続き，例年実施しております，百里基地への「申し入れ書（案）」について説明させ
ていただきます。着座にて失礼いたします。
資料２の「百里基地への申し入れ日程（案）」をご覧ください。日時につきましては，平
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成 30 年７月，日にちは 24 日（火）若しくは，30 日（月）を予定しておりますが，日にち
については後ほどお諮りさせていただきます。時間は午前 10 時から午前 10 時 30 分終了の
予定でございます。申し入れ場所は，百里基地の会議室で行います。申し入れ者は，小美玉
市長，小美玉市議会議長，小美玉市議会「百里基地・茨城空港対策特別委員会委員」の皆様
となります。行程につきましては，市公用バスにて，小美玉市役所を午前９時 15 分出発予
定で，小川総合支所を経由しまして百里基地正門前に午前９時 50 分着予定でございます。
基地正門前で基地対策班の隊員がバスに乗車し，司令部庁舎に移動しますが，到着後，島田
市長，市村議長，荒川委員長におかれましては基地司令に表敬をお願いいたします。次に，
当日の参加者名簿（案）をご覧ください。参加される方の乗車場所等を記載してございます。
修正等ございましたら，担当課までお願いいたします。続きまして，資料の「申し入れ書（案）」
をご覧ください。北関東防衛局への陳情書と同様に，昨年のものをベースに修正箇所は見え
消しで行っております。赤字で書いてある箇所は，今年度新たに付け加えさせていただきま
した。今年度新たに付け加えた赤字を元に，読み上げさせていただきます。申し入れ書（案）
読み上げ上から７行目の赤字追記につきましては，昨年「百里基地申し入れ」の時に，長島
委員から基地へ「夜間のエンジンテストを控えてほしい」との意見が出されたことや，市民
の方からも同様の話がありましたので，
「20 時以降のエンジン調整について」を追記させて
いただきました。次に，中段の赤字「昨年 10 月に基地内で発生したＦ-4 戦闘機の火災事故
の重大さを認識し，安全飛行の確保，点検整備の強化等を強く申し入れます」を追記しまし
た。昨年に発生したＦ-４戦闘機の火災事故を常に認識し，安全飛行の確保をしてもらうた
めの内容でございます。その下になりますが，今年は航空祭になりますので，航空観閲式を
「航空祭」として修正いたしました。ちなみに今年の航空祭は，12 月１日（土）が招待者，
一般公募の方の事前公開，12 月２日（日）が一般公開の予定でございます。以上，申し入
れ書（案）の内容でございます。まず，冒頭に説明させていただきました。申し入れの日に
ちについてのご審議，その後に内容についてのご審議のほどよろしくお願いいたします。
荒川委員長

ありがとうございました。ただいま，執行部よりご説明いただきました。最初に日時で２
つほどありますが，どちらでもよいということですか。

大原基地対策課長

百里基地のほうには，すでに両日仮押さえということで取っていただいておりますので，
どちらの日にちでも構わないということでございます。

荒川委員長

わかりました。それでは，24 日の火曜日にするか 30 日の月曜日にするかどちらかですけ
ど，皆さんどちらがよろしいですか。早いほうがよいですか。

笹目委員

31 日から議会報告会が入っているから。

荒川委員長

24 日にしますか。どうですか皆さん。
「良い」と呼ぶ声あり

荒川委員長

それでは 24 日にいたします。９時 15 分に市役所本庁舎出発ということで，よろしくお願
いいたします。それと内容についてみなさんからご意見をお伺いいたします。何かございま
すか。

笹目委員

内容ではないですが，バスの乗車場所で小川支所玄関前になっているが，２枚目の参加者
名簿にはアピオスになっているがどちらなの。

大原基地対策課長

大変失礼いたしました。昨年までアピオスでしたが，今年につきましては小川総合支所の
玄関前ということでお願いしたいと思います。

荒川委員長

本庁とアピオスではなくて小川支所玄関前の訂正。内容的にはどうですか，申し入れの大
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丈夫ですか。
「なし」と呼ぶ声あり
荒川委員長

問題ないということで作っていただいて，これは市長が手渡すんだよね。

大原基地対策課長

手交につきましては，市長,議長，委員長でお願します。

荒川委員長

朗読して出すの３人一人ずつやるのか。

大原基地対策課長

朗読については，市長のほうから行います。

荒川委員長

続きまして，茨城空港利用促進策の現状につきまして，執行部よりご説明をいただきたい
と思います。

小川空港対策課長

茨城空港利用促進策の現状についてご説明いたします。表紙をおめくりいただき， １ペ
ージをご覧ください。ページは右上に表示しております。チャーター便利用者を含む茨城空
港発着航空機の搭乗者数です。29 年度は，68 万人を超え，前年度と比較し約 6 万 8,000 人
の増，率では 11.2％の増となりました。２ページをご覧ください。茨城空港の来場者数を
まとめたものです。昨年度は，過去最高の 146 万 400 人となり，６年連続して 100 万人以上
を達成しております。また，４月末には来場者 1,000 万人を達成し，開港から今年度５月ま
での累計来場者数は，1,013 万 9,200 人となっております。また，昨年度の茨城空港来場者
数のうち搭乗者の割合は約 46％で，５割が見学者などとなっております。３ページをご覧
ください。平成 29 年度の PR 事業でございます。茨城空港 PR 活動につきまして，茨城空港
応援大使も参加しての PR 活動を 30 回実施いたしました。今年度も多くの催しに参加する見
込であり，今後，北海道へのチャーター便のお見送りイベントを予定しております。４ペー
ジをご覧ください。茨城空港で独自のイベントとして，スカイスリーフェスタを４回開催い
たしました。５月は，畳づくり職人,板金職人など子供向けの職業体験教室，10 月にはポル
シェカー約 50 台を集めたイベント，また，ハロウィンの仮装を楽しむイベントを空港と航
空広場で実施しました。２月には 1980 年代以前の旧車 50 台を集めたイベントを「そらら」
で開催し，多くの来場者で賑わいました。また，9 月には，空港と「そ･ら･ら」での大規模
合コンイベント「そらコン」を開催しました。百里基地の隊員の方にもご参加いただき，当
日は 386 名の参加者があり，イベント時間内に 30 組のカップルが誕生しました。２月３日
には，節目となります第 10 回の小美玉ゆめ未来芸術展表彰式と展示会を「四季文化館みの
～れ」において開催いたしました。昨年度は，1,194 点の作品応募があり，優秀な作品とし
て選ばれた 118 点の入賞者に対して表彰式を行うと共に全応募作品の展示いたしました。５
ページをご覧ください。茨城空港の就航状況と運航ダイヤです。国内線は，10 月 27 日まで
の運航ダイヤが発表されており，札幌・神戸は２往復，福岡・那覇は１往復，となっており
ます。国際線は，現在，上海便が週６便（水曜日を除く）運航しております。また，開港時
に就航しておりましたアシアナ航空のソウル便が運休している中，イースター航空による韓
国定期便が，７月 31 日に就航いたします。運航便数は，火，木，土曜日の週 3 便で，運航
ダイヤは，茨城発 17:10 分・ソウル着 19:40 分，ソウル発 14:00・茨城着 16:10 となります。
最後に６ページをご覧ください。チャーター便の運航状況でございます。現在，タイガーエ
ア台湾により 10 月 25 日までの台湾へのプログラムチャーター便が月･木曜日に運航してお
ります。また，６月，７月に北海道（利尻，稚内，中標津）へのチャーター直行便が運航さ
れます。その他としまして，空港ビルの増築工事につきまして，ご説明いたします。
国際線側に，現在国内線側にあるコンビニエンスストアと同じ形で増築工事が行われます。
面積は 100 ㎡ほどで，今月中に工事入札を行い，年内中に工事を完了させると聞いておりま
す。今後も茨城空港の利用促進のため，引き続き県と連携を図り，安定的な来場者数を確保
するため，様々なイベントを企画立案し，賑わいづくりの実践と PR 活動に努めてまいりま
す。以上で説明を終わります。
No.8－6

荒川委員長

ありがとうございました。以上茨城空港利用促進状況につきまして，ご説明をいただきま
した。この件につきまして何かご意見等ございますか。

長島委員

駐車場の件ですが，職員駐車場の裏に新しく駐車場をつくるというようなお話を聞いたの
ですが，市のほうに連絡は来ているか。

小川空港対策課長

県の空港対策課のほうから先般お話をいただいておりまして,本年度中に空港に 500 台分
の臨時駐車場を整備するとのことでございます。

長島委員

駐車場の件でホームページを見ますと，当初は 1,500 だったか今は 3,100 となっている。
その臨時駐車場を含めて 3,100 なのかな。

小川空港対策課長

第１・第２駐車場と臨時駐車場を合わせまして 3,100 台のスペースでございます。プラス
新たに 500 台分を造るということです。
この前，利用促進協議会総会がありましたけど，協議会のメンバーから出た要望がありま
したけれど，駐車場のこととかもまだ回答は出ていないでしょうけど，無料化にしているか
ら混んでいるとか協議会の人から出た内容が分かれば委員さんにも伝えて。

荒川委員長

小川空港対策課長

空港利用促進協議会総会のおり県の空港対策課長さんに出席いただきまして，総会終了後
に懇親会と称して意見の交換会を行ったところです。その中で駐車場関係のお話がありまし
た。第１駐車場は常に満車の状態で第２駐車場も多くの方が利用していると，逆に臨時駐車
場側が割りとアクセスが良いということで臨時駐車場の舗装されている部分も結構使われ
ているなかで，家族の方がギリギリにおみえになったみたいで，運転手のお父さんだけ残さ
れて沖縄便が飛んでしまったという実際のお話も聞きました。搭乗者が優先的に第１・第
２・舗装されている臨時駐車場を使えるような工夫を今後したらどうだというような意見交
換がございまして,県としましても茨城空港のセールスポイントの大きなひとつが駐車場の
無料ということもございますが，十分検討しましてご回答のほうはさせていただきます。と
承っております。今現時点では，明確な回答はいただいておりません。

荒川委員長

その他ございませんか。なければ以上で利用促進の現状につきましては終了したいと思い
ます。
次に，その他について、何か皆さんの方からありましたらお願いします。

大原基地対策課長

２点ほど，お知らせをさせていただきます。 まず，１点目につきまして，「下吉影官舎
の整備概要」について，ご説明させていただきます。資料の「下吉影官舎の整備概要」をご
覧ください。１ページをめくっていただきまして，
「下吉影官舎の配置図」になります。
配置図の上側が北側になり，県道大和田・羽生線になります。新設建物は８階建て，建面積
約 1,300 ㎡，延べ床面積約 7,200 ㎡，駐車場 124 台，124 世帯が入居できる官舎になります。
続きまして，３ページをご覧ください。北面，県道大和田・羽生線から見た外観と，東面か
ら見た立面図になります。次に４ページをご覧ください。「下吉影官舎の工事工程」になり
ます。平成 30 年３月時点の工程表になりますが，工程表の真ん中左側，四角枠「解体工事
の開始 平成 30 年５月中旬以降」とありますが，現在の工事状況につきましては，既存官
舎を覆う幕の，単管パイプの設置をおこなっており，年内（12 月末まで）には解体工事が
終了する予定です。その後，来年３月～４月に新設宿舎の工事が始まり，完成は 32 年 12 月
の予定です。「下吉影官舎の整備概要」についての説明は，以上になります。
続きまして２点目の，百地基地内にあります「広報資料館リニューアル」のお知らせをさ
せていただきます。資料をご覧ください。今月 29 日（金）に，百地基地「広報資料館」が
リニューアルいたします。当日午前 10 時から，広報資料館前でリニューアルオープン式典
が行われます。館内展示物につきましては，基地の歴史の一覧や部隊紹介に加え，現在まで
百里基地で運用してきた航空機の写真，これまで展示してきた大戦中の写真や文献等のほ
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か，隊員製作のコックピットやプラモデル，救難機のバブルウィンドウを用いた捜索体験な
ど，隊員による創意工夫が感じられる広報館になっているとのことです。以上，簡単ではご
ざいますが，説明を終わらせていただきます。
荒川委員長

荒川委員長

その他ございませんか。なければ執行部との案件は終わりにさせていただきます。ご苦労
様でした。この後議会案件となりますので執行部の方退席していただいて，ありがとうござ
いました。
(執行部退席)
議会案件に入ります。「議会報告会の報告内容について」協議をお願いいたします
委員協議中
去年の発表内容の口述書を削ったり，加えたりしていくということで。

荒川委員長

次に，
「視察研修について」協議をお願いいたします。
場所，日程について

笹目委員

委員長，副委員長にお任せします。

荒川委員長

長島委員
関口委員
藤井委員
荒川委員長
植木副委員長

それでいいですか。副委員長と事務局と相談して決めます。日にちはいつごろがいいでし
ょうか。10 月 11 月。9 月の定例が終わってから。
総務は 10 月。
文教も 10 月。
早い者勝ちだから。
重ならないように。常任委員会優先で。その辺のことで任せてください。
閉会のことばを副委員長よりお願いします。
それでは，以上で百里基地・茨城空港対策特別委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。
閉会 午後２時５８分
５８分
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