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平成 28 年	 第 3 回定例会	 安全安心推進特別委員会	 

	 

平成 28 年 12 月 13 日	 

鈴木委員	 

	 米軍から助けてもらうという発想はそのとおりだと思うのだが、私は地元に

鶴見貯油施設という施設を抱えていて、逆に彼らが何か起こしたらもっと大変

な事態になると思っています。ビッグレスキューかながわなどをやっていただ

いて、本当に頑張っていると思います。けれども、私は特別委員会で初めて米

軍のこの問題を扱わせていただくので、全然違う角度から現場の一住民として

聞かせていただこうと思いお伺いさせていただきます。	 

	 昭和 54 年と平成 13 年でしたが、昭和 58 年は鶴見の貯油施設の中のタンクに

雷が落ちて、大爆発を起こしたことがあります。平成 13 年は重油が漏れ流出が

なかなか止められない状態になり住民に不安を与えました。これらのことから、

正直申し上げて米軍とどういう付き合いをしていけばいいのかということです。

私は市会議員と一緒に施設に入り、米軍施設の関係者の方々と初めて交流を持

ち、中に入っている重油がどういう種類のものか全部チェックをさせていただ

いた。その後、現場としっかり対話ができるようにということで、ソフトボー

ル大会もできるまでになりました。	 

	 今回資料を見させていただき、そういった観点を踏まえると詰めがいまひと

つ甘いんじゃないかという思いがするので、大きく二つについて聞かせていた

だきたい。	 

	 一つは、この中で災害準備及び災害対策に関する神奈川県と在日米陸軍との

覚書を読ませていただきました。平成９年作成の災害時の在日米軍との相互応

援マニュアルがあるようですがネットで調べてみたらなかった。マニュアルと

いうので当然ＢＣＰと似ているだろうと思い、基地対策部長からはじめて見せ

てもらいました。ＢＣＰにしては余りに厳しい内容だなと見ていたが、この平

成９年に出た相互応援マニュアルは全市町村が持って知っているのか。また市

町村はこういうマニュアルがあって、こういうことを在日米軍と神奈川県とで

やっているということは把握しているのか。	 

基地対策課長	 

	 在日米軍との相互応援マニュアルの内容といたしまして、これは米軍との間

の災害時の連絡手段、連絡経路について主に記載したものでございまして、非

常時の連絡先、通常は公表されていないような連絡先、アドレス、電話番号な

ども記載したものでございます。まさしく通信手段のマニュアルの意味で、こ

れはホームページには掲載をしておりません。その内容につきましては、個別

にお問い合わせがあった場合には内容の差し障りのない部分については御紹介

することはございますが、一般的にこれは知らしめているものではないという

状況でございます。	 

	 この現行のマニュアルは、本年１月の在日米軍会合の司令官との意見交換会

の中で改訂を発表いたしましたので、その趣旨及び大まかな概要につきまして

は記者発表をし、その時に記者に提供した資料の中には入れましたが、一般的

にこの内容は公表はしていないものでございます。	 
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鈴木委員	 

	 このマニュアルには東海地震におけるとか書いてあるが首都直下型地震なん

か書いていない。被害の状況がどうなった時に県がどのように動くのかという

ようなことについて、もちろん電話番号や連絡体制など明かす必要は当然ない

が、市町村等々には神奈川県としてはこういう手を打っているということにつ

いて、何らかの形でこれは知らせておくべきではないのか。	 

	 要するに、何にもない中にいきなり起きたら、何だ、災害時の在日米軍との

相互マニュアルなんていうのがあるのかと。多分ここにいる人たちみんな初め

てだと思うよ。あるのなら見せてもらおうじゃないかと思ったけどネットに出

ていない。ネットに出ていないということは、議員なんか知らないで、実際に

何か起こったらこれはどうするんだということになっていった時に、県として

は一応そういう通信手段なり何なり最悪の時にはきちっと連携体制を持ってい

ることだけでも出しておくべき。これは。近辺に基地を持っている人たちから

すれば、この問題は一番の神経質な問題です。	 

基地対策課長	 

	 委員の御指摘のとおりだと思います。これは大規模地震災害やそれに類する

ような災害が起きた時に、現行の位置付けとしましては、米軍との相互応援の

覚書に基づいて、米軍との間でいろいろやり取りをする場合の通信手段につい

て記載したものでございます。米軍との間でそういった連携をとりつつあると

いうことは、いろんな場面で広報はしているのですが、住民の方一般にお知ら

せをするという体制にはなっていないということは確かですので、様々な米軍

基地に対する関心がある中ですので、今後住民の方に対してマニュアルの内容

を御披露することはちょっと無理だということで御理解いただきたいのですが、

県がどういう体制や通信手段があるのか、災害時にどのように米軍と連携体制

をとっていくのかということについては、今後工夫をさせていただきまして、

住民の方、県民の方、あるいは市町村の方に対して、いろいろと間接的に役に

立つことがあると思いますので、そういった情報を提供していく手段を講じて

いきたいと考えております。	 

鈴木委員	 

	 相互応援マニュアルを拝見させていただいて心配しているのは二つです。	 

	 まず、この覚書の中身は、県側は県として受けるだけであって相互にはなっ

ていないのでは。相互マニュアルとは書いてあるが、基地に何かあった時、こ

れは県として米軍はどうしてくれるのか、ということに対する覚書だよね、と

いうことが一つ目。	 

	 二つ目には、この中に出ているのは、災害準備と災害対策のためだけです。

災害が起こったらとは書いていないからすごく心配しています。要するに、覚

書を交わしていただいたが、中を見ると準備と対策というものに対して相互の

支援体制を強化するということだけで、私からすると準備にどんなことやって

いようが何をしようが、災害の時にこの災害時のマニュアルがあるという論法

が成り立たないと思います。	 

	 要するに、災害時の時にはこのマニュアルをと言っても、こうするとかああ

すると書いてあるわけではない。ここにはものすごくいろいろなことが書いて
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あると思っていたのだが、申し訳ないが、先ほどからの答弁とは全然違う話で

はないか。	 

	 私がすごく心配しているのは、何かが起こった時に、県として助けてくださ

い、友達とか何とかそれは結構です。だけど、私が言いたいのは、基地の中で

災害など何か起こった時に、誰がどのようにして助けてくれるのかを決めなけ

ればいけないのではないかということです。	 

	 例えば鶴見貯油施設ですと、Ｆ９からＦ７、８ぐらいで引火度はものすごく

低いことがわかりみんな安心しました。けれども、万々が一大黒埠頭あたりの

タンクがどんどん倒れた時、どれだけの耐震を持っているか分からないわけで

すから、火が出た時に引火していったら大変な騒ぎになるわけです。そういう

シミュレーションをやっていったら、考えれば考えるほど基地問題は、現実に

何かが起こった時、災害でも特に大地震が起こった時どうするのかということ

について、どこまで県が米側に肉薄していくかということが私はとても大事で

はないかと思いましたので、最初はこの質問をさせていただいたところでござ

います。	 

	 当然これはいろんな基地対策の人たちがやってくださり、また災害危機管理

の方たちもやってくださっているのですが、どうかその視点を忘れないで対応

をお願いしたいと思います。	 

	 その中で、相模総合補給廠での火災でこの最終報告のまとめ方が私は分から

ないのですが、まずこの最終報告は、あくまでも国から来た最終報告ですね。

例えば、再発防止策の内容についてとか。	 

基地対策課長	 

	 委員御指摘のとおりでございます。これは最終報告と言っていいかと思いま

すが、それは米側から日本政府に対して説明があった内容です。逆に言えば、

日本政府が米側から聞き取りをした内容について日本政府が取りまとめ自治体

に対して説明があった内容でございます。	 

鈴木委員	 

	 その中でこの覚書を見てみると、計画と実施に関する基本事項について、神

奈川県と在日米軍は相互支援にあたり関係する県内米軍基地所在自治体と連絡

を密にし、当該自治体と当該自治体に所在する基地との関係を尊重すると書い

てある。この中に相模原の消防署が相模総合補給廠に入ったが、こういう状況

下でこれは神奈川県と相模原市という観点からどういう角度で総括をされてい

るのか伺いたい。	 

基地対策課長	 

	 相模総合補給廠の爆発火災について、市との関係ということですが、補給廠

の爆発火災が昨年の８月にあり、本当に周辺の住民の方々は非常に不安な状況

に置かれたということです。事故直後の連絡体制は、いわゆる災害時の相互応

援のマニュアルとか覚書に基づいて行われるというよりは、国が定めた事件・

事故に関する連絡通報体制というのが別に、これは日米合同委員会合意として

定まっておりますので、それに基づいて、言うなれば地元の本省では防衛省、

地元で言えば南関東防衛局をキーとする形で地元に対する情報提供が行われた

ものです。	 
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	 一方で、当然これは現場で火災が起きている状況ですので、その中で消防、

警察といったものに対して一時的な通報がなされて、その中でそれぞれの機関

が対応していったところです。	 

	 それで総括ですが、こういった最終報告を頂く中で、まずは地元市の意向を

踏まえ対応をしていく内容につきましては、私ども神奈川県としても事前にい

ろいろ調整の中で聞かせていただいており、地元市としての要請状況も踏まえ

た上で、神奈川県として相模総合補給廠の事故に対する再発防止策や、今後に

向けて依然として残された課題について働き掛けとかしていったということで、

地元市とは連携して対応していったものだと受け止めております。	 

鈴木委員	 

	 今の答弁で私が分からないのは、当該自治体とそこに所在する基地との関係

を尊重するという形の覚書を米側と交わしているのであるならば、これは当然、

相模原市、横浜市、川崎市という大きな消防を持っている地域とどんな話合い

をしているのか。	 

	 例えば鶴見貯油施設は横浜市ですが、神奈川県は実際にはどういう橋渡しを

この覚書の中から具体的なアクションプランを何か持っているのか。	 

基地対策課長	 

	 具体的なアクションプラン、覚書の位置付けにつきましては、神奈川県と在

日米軍との覚書の中にうたわれた考え方でございますので、それにつきまして

は、在日米軍と神奈川県の方で、それぞれ地元自治体への配慮、神奈川県で言

えば様々な防災施策の中で反映し、米軍で言えば米軍の中で地元自治体への反

映をしていくということをその時点においては確認したものだと受け止めてお

ります。	 

	 ちなみに、在日米海軍というと厚木航空基地ということになりますが、周辺

の各関係市とはそれぞれ類似する覚書を締結している状況だと承知をしており

ます。	 

鈴木委員	 

	 私はなぜここにこだわっているのかというと、先ほどから相互という言葉で

記載をしているのであれば、やはりこれは覚書に基づいて何らかの形で、もう

一歩踏み込むというようなことまで考えてもいいのではないかと思います。と

いうのは、これは 2008 年に交わしているからもう 10 年近くたっているわけで

す。松沢知事の時代です。覚書には今話したことも設定するとは書いていない

が、お互いに具体的なことについて入ることもできるかもしれない。そういう

可能性はある覚書なんじゃないかと私は思うのです。	 

	 そうなってくると、私は県としても、確かに地位協定などあり国のことだと

いう問題もあるかもしれないが、こういう具体的な覚書があるのであるならば、

少なくとも何か基地に関わる連絡会のような機会を、横浜市や相模原市と設け

るような御努力を願えればと思います。これは要望とさせておいてください。	 

	 その関連で、例えば実際に鶴見の貯油施設で爆発事故が起こった場合、この

連絡は正規のルートですとどんな形で地元に来るのですか。	 

基地対策課長	 

	 在日米軍基地で事件が起きた場合、もちろん貯油施設の爆発に限らず様々な
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形態の事件・事故というものが想定されるわけですが、平成９年３月に日米政

府間が合意いたしました通報手続というものが定められております。この中を

見ますと、その通報手続にはいろんな事故の形態、類例というか例に挙げなが

ら、一つのルートとしては米軍基地からその司令部を通して大使館にいく。そ

れで、外務省を通じ所管省庁ですとか地元に対して通報されていくというルー

トが確認されております。もう一つのルートは、やはり事件・事故ですので、

地元の現場の米軍の司令官から地元、現地の防衛局、この地域で言いますと南

関東防衛局を通じて、県とか市町村に対して連絡が入るルート、大きく分けま

すと二つの経路が想定をされているところでございます。	 

鈴木委員	 

	 やはり立派なルートができていらっしゃる。これで今までの経験から、現場

に届くまでってどれくらい時間がかかるものですか。	 

基地対策課長	 

	 私の経験も含めて御答弁させていただきますが、私がこれに直面したのは昨

年の８月の相模総合補給廠が爆発した際でございまして、この時深夜の１時ご

ろに爆発火災が起き、かなり直後の段階で神奈川県も含めます地元相模原市の

消防や神奈川県の消防課の方に速報的な連絡が入ったということです。必ずし

もそれは日米両国政府で定められた通報体制によったものではなく、消防や警

察といった既存のルートを通していったものだと承知をしてございます。	 

	 その後、基地対策課長である私が把握した情報ですが、最初は神奈川県の安

全防災局に夜間の当直がおりますので、そこに様々な連絡が市民の方等から問

い合わせが入ります。その状況から米軍基地での異常を察知しまして私の家に

電話がありました。それを受けたものは数十分後だったと思います。午前２時

よりは少し前だったと思います。	 

	 その後、私のほうですぐにテレビやネット情報を確認した上で、夜の２時少

し過ぎだったと思いますが、所管する南関東防衛局の担当者も家で休んでいる

状況でしたがすぐ電話をしました。ちょうど彼は正に第一報が入った直後でい

ろいろな所に連絡を取っている最中でしたが、私からの連絡を受け爆発事故が

起きているということを私にその場で伝えたという状況でした。	 

	 その後私は関係方面に連絡しつつ、多分午前４時過ぎだったと思いますが、

県庁に出勤したところ、それが南関東防衛局からの最初の電話だったのかどう

かは分かりませんが、直後に南関東防衛局に出勤した職員から電話連絡をいた

だいたので、これは本当に事故が起きたリアルタイム、直後ということではあ

りませんが、夜間の対応としてそういう対応をしたということもございます。	 

	 またこれも私の経験ですが、平成 25 年の暮れに三浦市内でヘリコプターが不

時着事故を起こした事故がございます。三浦市は基地の所在市ではないという

こともあったということも言われておりますが、米軍が到着するまでに非常に

時間を要したということと、昼間の時間でしたので当然警察とかマスコミにい

ろんな情報が入る中で、南関東防衛局から県や地元市に連絡がいくのが遅れた

ということが指摘されており、事件や事故の対応によって様々なケースがあり

得るものだと認識しております。	 
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鈴木委員	 

	 国との対応、米軍との対応があり壁が大変に厚いと思うのですが、先ほどか

らお願いしたような形で、何か壁を一つでもいいから取っていただきたい。	 

	 そして、沖縄の国際大学にヘリコプターが墜落した時に一切近づくことがで

きなかった。近づくことができなかったといっても、米軍のヘリ、基本的に海

兵隊の場合は、神奈川を飛んでいる時はないのでしょうが、沖縄等々の海兵隊

の場合は塗料等々が塗られていて、民間人が万が一近づいた場合には大変なこ

とがあるとかというようなことは誰にも知られていない。その中で、事故があ

っても、どんどん時間がたっていく。やはりこれからどんな事故があるかも分

からない、それを今のような形でもって、必然的に言うとそれなりの時間がか

かって現場に連絡がくるというのは、もう基地対策課長のおっしゃるとおりで、

鶴見においても、もうとんでもない時間がかかってやっぱり現場に来ているわ

け。今そこで黒い重油は出ているんですよという状況下なのに。この苦しみと

いうのはやはり何とかしてさしあげないといけないという思いがしたので、ル

ート等も含めた形での覚書の中の対策をお願いしたいと思います。	 

	 もう一つは、基地対策課長のお話にもありました相模総合補給廠の事故があ

った時に、例えば現場やマスコミやいろんな方から電話が集中すると思う。そ

れこそ 119 番に電話したり、神奈川県の安全防災局にする人もいるでしょう。

素朴な疑問ですが、もしこういうときに出会いました、じゃ、神奈川県として

はこういうところに連絡をしてくださいみたいなものってあるのか。例えば、

私が鶴見に住んでいて鶴見給油施設からすごく重油が漏れている、これは本当

に危ないぞといった途端に、神奈川県どうなっているんだ、横浜市に先にかけ

るんだろうが、所管をしている神奈川県としてはそういう電話はどこにかけれ

ばいいのか。	 

危機管理担当部長	 

	 一義的には、県で言いますと安全防災局の当直がおりますので、ここにかけ

ていただく。もしくは県警、あるいはそこの所属する市の消防が適切だと思い

ます。	 

鈴木委員	 

	 今危機管理担当部長からお話を頂いたので私が一つ提案を申し上げたいのは、

何らかの形で基地に関わる件については、一本化したダイヤルというのをきち

っと設けて差し上げたほうが私はいいと思うのです。そうしなければ、何かあ

った時に一刻も早く対応するためには、安全防災局の方も大変ですが、一般の

県民からすればどこにかければいいんだと。そもそも、神奈川県に安全防災局

というものがあること自体が知らない。これは失礼な言い方じゃないです。安

全防災局という局があるのか分からないわけだから、当然県だと安全防災局に

連絡がまわってくる。そして担当者の方がいろいろ対応をしてくださるのでし

ょうが、今すぐとは申し上げないが、何らかの形で危機対応の電話なり、連絡

体制をいずれつくっていただければという要望をしまして、私の質問を終わり

ます。	 

	 


