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午後 ２時２０分 開会 

 

○副委員長（幡谷好文君） 皆様お疲れ様でございます。これより、百里基地対策特別委員

会を開催いたします。 

はじめに、委員長あいさつ石井委員長お願いいたします。 

○委員長（石井 旭君） 本会議に続きましお疲れのところ本当にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症ということで、前定例会は委員会の方も開催できなかったわけで

ございますが、本年もあっという間に、ことしはあと少しということでありまして、来年に向

けて３点ほど協議事項がありますが、来年に向けていろいろとコロナもありますが、皆さんの

お考えとかいろいろ活動のこととか、私的には今まで違った活動が来年はできればと思ってお

りますので、皆様のご意見をたくさんいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○副委員長（幡谷好文君） ありがとうございました。 

続きまして、議長あいさつ笹目議長お願いいたします。 

○議長（笹目雄一君） 皆さん本会議に続きまして、百里基地対策特別委員会へのご出席誠

にご苦労様でございます。 

本日の協議でございますが、３点ほどございますので、皆様方には石井委員長を中心に慎重

なるご審議をお願い申し上げましてあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○副委員長（幡谷好文君） ありがとうございました。 

続きまして、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。 

○市長（島田穣一君） それでは、皆さんご苦労様でございます。 

 本会議につづいてということで、百里基地対策特別委員会が開催され、誠にご苦労様でござ

います。 

 また、この基地対策につきましては、コロナ禍の中でいろいろと事業、行事が、延期、中止

になっている状況でございます。そういうなかでもやはり首都防衛のかなめの基地であるわけ

でありますので、隊員は日々訓練をされ、さらにはそれに伴ってのいろいろな部隊の協力体制

のもとに今進められている状況だと思います。 

また、部隊の異動なども発表されておりまして、どうなってくるのかなという心配もありま
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すけれども、やはり国のすすめのなかでの動きでありますので、我々もしっかり見守っていか

なければならないと思っているところでございますし、また、官舎なども移動されるというこ

とで、立派な官舎がいま整備中ということでございますので、そういうものも見守っていると

ころでございます。地元の皆さんには大変心配されていると、また、騒音でご苦労されている

というところがあるわけでありますけれども、やはり防衛省とわが小美玉はそれぞれ協定を結

び、またお互いに共存共栄というなかですすめている最中でございますので、ご指導いただき

ながらさらに安全安心な環境の中ですすめていきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。ご苦労様です。 

○副委員長（幡谷好文君） ありがとうございました。 

それでは、協議に入ります。 

進行は石井委員長にお願いいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

①基地対策に係る要望活動について 

○委員長（石井 旭君） それでは、議事に入ります。 

まず、基地対策に係る要望活動について基地対策課より報告をお願いします。大原基地対策

課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） 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。 

 例年、市長、議長はじめ百里基地対策特別委員会委員の皆様による要望活動を実施しており

ますが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、担当部署にて要望活動を実施しま

したので、その内容を報告させていただきます。 

1 ページをお開き願います。「基地対策に係る要望活動について」でございます。 

１、百里基地申し入れについて、令和２年７月９日航空自衛隊百里基地へ基地周辺の騒音軽

減に向けた改善策等の申し入れを実施しました。申し入れ書の中身を項目ごとに分けた内容と

百里基地からの回答になります。申入れ書のコピーを別に添付させていただきました。 

順次、申し入れ事項、百里基地の回答の順で説明させていただきます。 

１、20 時以降のエンジン調整や定期的に実施される模擬空対地射爆訓練について、騒音軽

減に向けた改善策を講ずること。 

20 時以降の飛行訓練は控えるよう努めていくと共に、模擬空対地射爆訓練は飛行時間の短

縮に努めていく。 
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２、昼 12 時から 13 時の時間帯での飛行自粛について、限定的な期間にとどまらず、緊急事

態を除く年間を通じた昼時間帯の飛行自粛を実施すること。 

昼の時間帯の飛行自粛は、８月は離陸制限を引き続き実施し、緊急事態を除く年間を通じた

昼時間帯の飛行自粛は検討する。 

３、度々発生している戦闘機訓練中の部品落下事案について、点検整備の強化、安全飛行の

確保等の実施並びに、軽微な機体の不具合等が生じた事案も速やかに本市へ連絡し、原因の究

明及び調査結果等を適時報告すること。 

安全飛行の確保等に万全を期し、機体の不具合等が生じた場合は速やかに市へ連絡する。 

４、航空祭開催時に交通渋滞が発生しないよう万全の対策を講じること。なお、救急車等緊

急車両の通行の妨げや、路上駐車等地域住民に支障をきたさないよう更なる万全の体制をとる

こと。 

航空祭における交通渋滞の緩和が引き続き図れるよう、関連部署と情報共有を図る。 

続きまして、２ページでございます。 

５、航空観閲式に向けた飛行訓練については、飛行ルートや訓練時間に十分配慮すること。 

今年の航空観閲式は現時点で開催は未定だが、日程等決まり次第速やかにお知らせする。ま

た、実施する場合は訓練の飛行ルート、訓練時間について時間の短縮等改善に向けて努力する

との回答でした。 

 なお、今年の航空観閲式につきましては、先日 11 月 28 日土曜日、埼玉県狭山市にある航空

自衛隊入間基地において、無観客で実施されましたのでご報告させていただきます。 

続きまして、２．防衛省北関東防衛局陳情について、令和２年７月 27 日、本市に所在する

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、防衛省北関

東防衛局へ陳情活動を実施しました。百里基地への申し入れ同様、主な内容とその回答になり

ます。なお、局からの回答を入れました陳情書のコピーを別に添付させていただきました。 

それでは、主な内容、北関東防衛局の回答の順で説明させていただきます。 

１、今後、まちづくりにおける公共施設整備等が具体化した場合、特段の措置を講じること。

民間機使用の西側滑走路にて自衛隊機の緊急着陸等不測の事態が生じた時は、速やかな対応策

の提示と具体化を図ること。 

環境整備法に基づき、具体的な要望を伺いながら対応していく。不測の事態など西側区域に

影響がでた場合は、騒音状況を確認しながら対応していく。 

２、ＮＨＫ受信料の補助制度見直しに伴い、テレビ放送受信料の減免に代わる措置と、電話
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通信料の減免措置を講じること。 

テレビ受信料の廃止は制度見直しに伴い、引き続き地域住民の方へは丁寧な説明をしていく。

電話受信料に関する措置については、難しい旨のご理解を頂きたい。 

３、防音関連工事を実施した教育施設学校等に対しての維持費の安定的な補助継続を図るこ

と。 

引き続き予算確保に努めていく。 

４、住宅防音工事の対象の拡大、工事申請時の即時対応、住宅防音工事の工事仕様の改善等

を図ること。 

住宅防音工事の工事期間については、早期に工事ができるよう対応していく。空調機器、防

音建具の機能復旧工事は予算確保と早期工事に努力していく。太陽光発電システムについては

注視していくが、制度上難しい旨ご理解いただきたい。騒音測定機の増設については、百里基

地の配備機種の変更により影響がでれば対応していく。 

３ページになります。防音工事対象区域の拡大については、今後の課題として検討していく。 

５、移転補償は告示後の建物も対象とし、申し出から速やかに買い入れができるようにする

こと。騒音の影響を受けている指定区域外の土地についても買い入れができるようにすること。 

予算確保に努めながら実態を勘案していくが、難しい旨ご理解いただきたい。 

６、令和３年度事業について、予算額を確保すること。 

概算要求を本省と折衝し、引き続き予算確保に努めていく。 

７、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額、二次交付金の早期内示を図ること 

交付額の算定に一定の時間を要するためご理解いただき、引き続き努力していく。 

８、農耕阻害損失補償の対象範囲は飛行コースの整合性を図り最低補償額、制度の見直しを

図ること。 

損失補償の対象範囲等の内容変更は難しい旨、ご理解いただきたい。補償額の最低補償につ

いての制度見直しは、本省に伝えていく。 

９、再編関連訓練移転等交付金の安定的な額の継続及び二次交付金の早期内示を図ること。 

予算の範囲内での交付をご理解いただきたい。 

10、百里基地の飛行運用等について特段の措置を図ること 

飛行時間帯の自粛は、飛行運用等百里基地に申し入れる。基地運用等に対して、速やかな情

報提供や対応、航空祭の交通渋滞緩和に向け万全を期し、基地に申し伝える。防衛省管理地の

除草作業は定期的管理に努めていく。基地要望に関しては幕僚幹部に伝え、要望に沿えるよう
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適切に努めていく。 

11、日米共同訓練実施にあたっては安全対策等を図ること。 

日米共同訓練実施の際は現地対策本部を設置し、地域住民の安全、安心を確保する。訓練移

転等の情報開示は速やかに実施し、オスプレイの訓練参加は計画承知していない。 

以上、北関東防衛局への主な陳情事項及び回答について報告させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（石井 旭君） 説明が終わりました。 

これについて、何かご意見ご要望があればお願いします。 

香取委員。 

○２番（香取憲一君） 北関東防衛局へ 11 項目の陳情事項及び回答２ページのところにあり

ました。項目の２番目ＮＨＫ受信料の補助制度見直しに伴い、テレビ放送受信料の減免に代わ

る措置と、電話通信料の減免措置を講じることということで、要望していただいて右の回答を

いただいたということなんですけども、やはり騒音地区の住民の皆さんからは平成 30 年、２

年前にＮＨＫ受信料措置が終わってしまった。何とか復活できないのだろうかということで引

き続きご要望をいただいている現状でありますが、いまこの回答書をみるとなかなかそれは難

しいというような回答になっている。これは、制度の変更によりと書いてあったんですが、も

うちょっと具体的にどういう制度が、なんの制度がどういうふうに変更になったのかお願いし

ます。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただ今のご質問にお答えします。この受信料の見直しとい

うことで、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するという

ことで、全国的に当然の制度でございまして、全国的に見直しが行われるということで、小美

玉市の中でも該当者がおりまして、この日にちをもって終了するということになっております。

まだ、住宅防音工事を未実施というところで完了していない世帯がございますので、この方に

つきましては、令和６年３月 31 日には助成終了するわけですが、すべて住宅防音工事が終わ

られた世帯については、ＮＨＫ受信料いわゆる国から年額上限額で約 7,000 円なんですが、こ

れが出ていたのが、もう受信料が廃止ということで、一部住宅防音工事を終わられた方につい

ては減額をされているということでございます。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 香取委員。 

○２番（香取憲一君） ありがとうございます。これは百里基地だけではなくて、全国の騒
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音問題を抱える、自衛隊を抱える基地に対象になっている制度が変更になってしまったという

ことでよろしいのでしょうか。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） おっしゃいますとおり、全国的に騒音区域を抱えている基

地についてはこの制度が行われているということで、これが徐々にいまお話しましたとおり、

なくなっていくという状況でございます。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 香取委員。 

○２番（香取憲一君） 了解しました。なかなか現実としては、復活折衝を願ってもかなり

厳しい状態ということでよろしいのでしょうか。粘り強くというか。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただいま、議員のほうからおっしゃったとおりになかなか

難しいということで、ただ、この制度が復活するというか、これがこの制度に基づいて行われ

ていくということでございますので、うちのほうとしましては、この陳情の中に書いておりま

すテレビ放送受信による減免に代わる措置を講じてくれとか、あとは電話通信料の減免に関す

る措置を講じてくれというように、この制度の代わりに、なくなった代わりにこういうことを

やってくれというような要望の内容でございます。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 長島委員。 

○１１番（長島幸男君） 10 番のところに書いてある、防衛省管理地の除草作業は定期的管

理に努めていく。と述べられていますが、今年の夏頃近くの基地周辺の方からここ数年除草作

業やっていなくて相当伸びてしまって水田などに支障がきたすということで、わたくしも言わ

れたので、課長のほうに連絡をしまして、それは小川の事務所ではなくて、北関東防衛局へ連

絡したのですか。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただいまの長島委員からのご質問でございます。除草作業

ということで、お話については百里防衛事務所にもお話をしまして、実際北関東防衛局の担当

職員が現地を見に参りました。この陳情の中では１回目は７月まで、２回目は 10 月までに実

施することということで、当然うちのほうにも他の方からこの草刈りの件についてお話が来て

おりまして、７月と 10 月の２回だけではすぐに伸びてしまうというお話も伺っております。

それに基づきまして、わたしどものほうから局の職員にも現状を見てもらいまして、この２回

だけではなく、これからの検討ということはおっしゃっていたのですが、５月頃にも除草作業
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をしていきたいと、検討したいというような回答をいただいております。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 長島委員。 

○１１番（長島幸男君） わかりました。課長にはお話したのはちょうど屋敷の脇のあたり

が伸びていたのですぐにわかったんですが、農地でもあまりいっていないところの周辺も、わ

たしらもあそこら見てみると、相当伸びているところがあるので、いま、お話したように定期

的にお話していただいて、周辺で基地の所有地についてはよく管理をしてほしいということで、

再度お願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（石井 旭君） ほかに、何かご意見ご要望があればお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（石井 旭君） 特にないようですので、次に移ります。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

②令和２年度百里基地における部隊の動きについて 

○委員長（石井 旭君） 続いて、令和２年度百里基地における部隊の動きについて報告を

お願いします。 

大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） 続きまして、４ページになります。 

百里基地における令和２年度の部隊の動きでございますが、現在飛行しておりますＦ４戦闘

機約 20 機が用途廃止の予定でございます。また、第 301 飛行隊Ｆ４飛行隊が三沢基地へ異動、

異動後の百里基地の隊員約 430 名減の予定です。 

この異動に伴いまして、令和２年度末の百里基地隊員数は約 1,420 名の予定でございます。

異動後の百里基地の飛行隊は第３飛行隊 F２飛行隊のみになり、戦闘機は F２戦闘機約 20 機の

みになります。 

また、部隊の異動による隊員数の増減は、整備士、パイロット等も含まれる人数です。 

 なお、先月 11 月 20 日金曜日、百里基地におきまして部隊改編行事の式典が行われ、その中

で第 301 飛行隊の壮行会が開かれ、歴代飛行隊長、基地への協力団体等参列のもと、とり行わ

れました。 

 現在、301 飛行隊は三沢基地に異動しておりませんが、異動時期及び F４戦闘機の用途廃止

日が分かり次第、皆様に改めてお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

以上、「令和２年度 百里基地における部隊の動きについて」報告させていただきます。 
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○委員長（石井 旭君） 説明が終わりました。 

これについて、何かご意見ご要望があればお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ないようですので、次に移ります。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

③下吉影宿舎整備進捗状況について 

○委員長（石井 旭君） 続いて、下吉影宿舎整備進捗状況についてお願いします。 

大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） 続きまして、５ページをお開き願います。 

下吉影宿舎整備進捗状況についてでございます。 

平成 31 年１月からの工事で、防衛省北関東防衛局発注の事業で、現在、来年１月工事完了

予定の８階建て宿舎でございます。 

写真を６ページにつけさせていただきましたが、現在、駐車場などの外構工事を行っている

状況でございます。写真は先月 11 月 30 日、北側県道大和田羽生線から撮影したものでござい

ます。 

今年３月に百里基地対策特別委員会の中で、宿舎建設に係る懸案事項を述べさせていただき

ましたが、その後について報告させていただきます。 

建設前の４階建てから８階建てになることによって、秋から冬の時期に日影が生じ、影響を

受ける建物の２名の方から意見がだされておりました。 

２名の方の意見は、「建設工事は反対ではないが設計時に回覧のみの周知で、事前説明の必

要性」を強く主張された意見でした。 

 その後、先月 11 月に北関東防衛局、百里基地並びに当事者との話し合いがおこなわれ、当

事者からは「事前説明がなかったことは今でも納得していないが、今後は百里基地隊員と何ら

かの交流の場が図れれば良い」との意見が示されました。 

 具体的な打開策については、北関東防衛局からは示されなかったとのことですが、今後も引

き続き２名の方に対して理解を得られるよう説明していくとのことでございます。 

 以上、下吉影宿舎整備進捗状況について報告を終わらせていただきます。 

○委員長（石井 旭君） 説明が終わりました。 

これについて、何かご意見ご要望があればお願いします。 

 香取委員。 
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○２番（香取憲一君） もうすぐ完成ということで、８階建て 124 戸となっておりますが、

付帯事項で申し訳ないのですが、以前１回目のときに聞いたんですが、その後残っている雷神

官舎とか、野田官舎のほうの動きというか、どのような感じなのでしょうか。入居率というか。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただいまのご質問でございますが、野田官舎と雷神官舎に

ついてお話をさせていただきたいと思います。 

 野田官舎につきましては、４階建ての建物が２棟ございまして、ここに 14 世帯が現在入居

されているというお話を聞いております。この２棟につきましては、令和３年度、来年度解体

予定と話を聞いてございます。野田官舎につきましては、５階建ての建物が４棟ございまして、

こちらには現在約 100 世帯の方が入居されているという状況でございます。 

続きまして、雷神官舎でございますが、こちらにつきましては、４階建ての建物が３棟ござ

いまして、現在につきましては 10 世帯の方が入居されているということでございます。これ

につきましても今後３棟のうちの１棟を解体するというお話を聞いている状況でございます。

以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 香取委員。 

○２番（香取憲一君） ありがとうございます。以上です。 

○委員長（石井 旭君） ほかに、何かご意見ご要望があればお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ないようでございますので、以上で報告を終わります。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

④その他 

○委員長（石井 旭君） 続いて、その他、何かございましたらお願いします。 

  幡谷副委員長。 

○副委員長（幡谷好文君） すみません、２番項のＦ４戦闘機の用途廃止ということで、そ

の後Ｆ４戦闘機は処分とかそういう形になってくると思いますが、１機くらい欲しくないです

か。そういうことはこれから話ができるのかなという質問なんですが。それについてどうでし

ょう。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただいまの幡谷副委員長のご質問でございます。 

 聞き取りづらいところがあったのですが、１機ぐらい残してもらったほうがいいというご質
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問でよろしいでしょうか。 

○副委員長（幡谷好文君） １機ぐらい譲っていただいて、空港公園か、そ・ら・らに飾る

ことはできないかなという、そういうことです。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） ただいまのご質問でございます。 

 このＦ４戦闘機につきまして、約 20 機用途廃止ということで、百里基地で運用しているわ

けなんですが、実質この持ち物につきましては国の持ち物ということで、実際は防衛省の持ち

物ということで、もしそういう要望があれば今後防衛省のほうに、北関東防衛局を通じてお話

をするような形になると思います。百里基地で運用しているにあたりまして、当然いま、空港

公園のほうにもＦ４戦闘機が１機飾られていると思うのですが、塗装なども薄くなってきてお

りますので、あとは今後のことも考えまして、その辺はこれから調整とか要望とかさせていた

だければと思います。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） ほかにご意見はございませんか。 

 小川委員。 

○１４番（小川賢治君） 令和２年度の部隊の動きということで、301 飛行隊が三沢基地異動

ということで、隊員約 430 名減とありますね。この 430 名の方は小美玉市民だったんですかね。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） この 430 名の方については、市民の内訳は確認しておりま

せんので、今後確認次第お示ししたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

○委員長（石井 旭君） 小川委員。 

○１４番（小川賢治君） 確認の報告はいいのですが、それだけ小美玉市の人口が、隊員の

異動によって減ってしまったのかなということですので以上です。 

○委員長（石井 旭君） ほかにご意見はございませんか。 

市村委員。 

○１８番（市村文男君） 何年か前に事故があったときに、５市町連絡会でも作って小美玉

市がきちっと窓口になってということで話をした経過がありますが、そのときそうしましょう

ということで市長から話をいただいて、その後はその形がスムーズにいっていたと思うんです

けれども、そのあと事故がないようですからあれですけれども、その形をきちんとしているの

かどうかだけお願いをしたいと思います。 

○委員長（石井 旭君） 大原基地対策課長。 



－14－ 

○基地対策課長（大原光浩君） ５市町連絡会につきまして、いま、市村委員のほうから話

がありましたとおり、現在のところ大きな事故もなく運用しているということで、５市町連絡

会につきましては活動という活動はしていないのですが、前回百里基地でＦ４の足が折れたと

きに火災ということで、そのときには５市町の関係する担当部署のほうにはわたくしどものほ

うからこういう状況が起きたということで連絡を入れさせていただきました。 

あと、コロナのときも百里基地の状況ということで、うちのほうから５市町のほうには担当

部署に連絡をさせていただいたという経緯がありますので、５市町連絡会については今後も引

き続き何かしら緊急のことが起きてはならないのですが、そういうことが起きた場合には早急

にうちのほうから連絡をさせていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○委員長（石井 旭君） ほかにご意見はございませんか。 

 〔「なし」の声あり〕 

○委員長（石井 旭君） すみません、わたしのほうから１点お伺いします。 

予算もかかると思うのですが、いままで基地対で研修に行った先は、うちのほうは北関東防

衛局に行っていますが、本庁である防衛省のほうに行っているということで、前回行った三沢

基地は春と秋と、うちのほうでいえば北関東に行って本庁に行くということで４回ほど行って

いるということなんですが、そういったことで本庁のほうに行って１回増えるわけですが、そ

ういった予算も含めてなんとかそういうことを活動していきたいなと思うのですが、ご意見の

ほうよろしくお願いします。 

大原基地対策課長。 

○基地対策課長（大原光浩君） 前回のときも多分防衛省のほうへの陳情ということで、局

以外にも行ったほうがいいのではないかというご意見が出されたと思います。そのときにわた

くしどもも検討させていただきますということで、その辺のことも今年、あくまでも検討にな

ってしまうのですが、行えればなという考えはあったんですが、このような状況になってしま

いましたので、今年は当然行くことができませんでした。来年につきましても行きますとは言

えないんですが、今後検討ということにさせていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（石井 旭君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 ほかにご意見はございませんか。 

長島委員。 

○１１番（長島幸男君） 毎年この基地周辺の住居者ですね。この方が何年か前から移転と
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いうことで申請はしてあるのですが、これは基地対策課のほうでは掴んでいるのかな。今年度

何名移転したとか、よろしく願いします。 

○基地対策課長（大原光浩君） 移転措置についてご説明をさせていただきます。 

 毎年度の移転措置の実績につきましては、北関東防衛局を通じまして、実績をうちのほうで

確認してございます。令和元年度、昨年度につきましては、移転補償につきましては、土地の

みで５件ということを確認してございます。毎年何件か移転補償が出てきておりますが、その

都度局へ実績について確認をしている状況でございます。以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 長島委員。 

○１１番（長島幸男君） うちの地区で２月にほぼ移転できるのではないかなというような

お話が出ているところがあるので、いま、お聞きしたのですが、よろしくお願いいたします。

以上です。 

○委員長（石井 旭君）ほかにご意見はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ないようでございますので、本日の案件は全て終了しました。副

委員長と交代します。 

○副委員長（幡谷好文君） それでは、以上で百里基地対策特別委員会を閉会いたします。

ご苦労様でした。 

 

午後 ２時５４分 閉会 


