
 事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズ　

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズをはじめます　

141      項目の事前質問への防衛省の「回答」（２回目説明会会場配付版）、簡単まとめ　  

「標的にならない」がなくなった！！　（質問５５〜６０）

抑止力神話が崩壊しました　（質問５、６、７、９）

「誘導弾の射程約１００      km  」って、やっぱウソだったんだ！　（質問５）  

駐屯地でヘリが離発着！！　（質問１０〜１４）

石垣島で、地上戦？！　（質問４９〜５０）

やはり、駐屯地とは別に訓練場を作るんですね　（質問２７）

いずれ米軍も入ってくる　（質問３０〜３１）

自衛隊は有事に空港、港湾を利用、その時住民の避難は？　（質問６２）

尖閣有事に石垣島が巻き込まれても、損失を補償、援助する制度はない　（質問８５〜８９）

「島だけを守る部隊」はウソだった　（質問１３１〜１３３）

やっぱり「陸自の石垣配備は尖閣対応」　（質問１３４）

やっぱり「３日間助けてもらえない」はウソだった　（質問７２）

災害発生時でも、全隊員が救助出動できるわけではない　（質問７４）

自衛隊配備で津波被害は防げるか　（質問７０）

部隊配備で「被害を局限できる」の文言が消えた！！　（質問５４）

ちょっとさびしい「経済効果」　（質問９０〜９５）

あまりにさびしい「雇用増」　（質問９８〜９９）

基地造成の経済効果は「作業員の雇用や資材の調達」だけ！　（質問９７）

八重山出身の自衛隊員は石垣島で勤務できる？　（質問１００）

自衛隊家族宿舎は字毎に置けますか？　（質問１０２）

駐屯地内の売店やクリーニングは利用できますか？　（質問１０５〜１０７）

上下水道など駐屯地のインフラ整備は市が負担？　（質問１０８〜１１２）

陸自配備は緊張緩和につながりますか？　（質問６０）

尖閣諸島をめぐる「対抗措置の連鎖」　（質問４５、４７）

自衛隊は主たる任務に支障のない範囲で住民を助ける　（質問６９）

島嶼奪回作戦・「対地射撃」で島民・観光客は？　（質問８６）

「ミサイルで　攻撃されたら　逃げ場なし」（防衛省）　（質問７９〜８０）

防空壕なしで、ミサイル攻撃に生き残れますか？　（質問８１〜８４）

「理解をお願い」するのなら、まず位置、面積、装備の計画を示してください（質問２１〜２３）

なぜこの場所に決めたのか？（質問４０〜４２）

自衛隊は島の住民を守るために市と協議してきましたか？　  (  質問１３５〜１３８）  

自衛隊の航空機、艦艇を住民避難用に使うのは、国際人道法上問題ありませんか？（質問１３９）

やっぱり、いざとなったら島外避難しかないのですね　（質問１４０）

防衛大綱の言う抑止力とは？（質問５３　  8      月      28      日投稿）  

なぜ陸自の部隊を配備するのですか？（質問４９　  9      月      10      日投稿）  

「東シナ海戦争」に備えたミサイル基地（質問１〜３　  10      月      21      日投稿）  
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　　「事前質問への防衛省回答を読む」シリーズをはじめます。

5月 26日投稿

　おとといの 2回目の説明会で、石垣に配備されるミサイルが実は中国の主

力である中長距離弾道弾や巡航ミサイルを迎撃するのは困難である、きちん

とした根拠を述べて反論して下さいとの指摘に防衛省はほとんど答えられま

せんでした。

　それは、実は抑止力をほとんど期待できないミサイルを配備する事でミサ

イルの標的になり石垣が激戦地となってしまうという現実を隠し通せなく

なったという事です。

　抑止力のないミサイルを配備するという事は、防衛省の抑止力神話が瓦解

するということです。

　抑止力に依存する論陣は主張が出来なくなる大問題が露呈して来ました。

　この件だけでなく、2回目の説明会での答えがどれだけいい加減なもので

あるか、ビデオを参照しながら今後シリーズで解説して行こうと思います。

　ご期待下さい。
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141 項目の事前質問への防衛省の「回答」、簡単まとめ

5月 24日２回目説明会会場配付版の回答についてのまとめです。

5月26日投稿

（１）いくつもの質問を大ぐくりにして回答したものが多いため、「回答」数は 64件だ

け。そのくくり方はいたって乱暴で、いろいろ違った角度から具体的にたずねたものを

いっしょくたにして同じ答えで済ませています。中には、災害対応関係の質問をまとめた

中に「国民保護法」関係の質問が混入しているというお粗末なものも（これはさすがに説

明途中で気がついて謝っていましたが）。

（２）64件の「回答」の中で、「作成中」という無回答が12件あります。当日口頭で少

し触れたものもありますが、提出時に無回答なら試験では 0点ですよね。

（３）残った 52件の「有効回答」の中で、「石垣島への部隊の配置は、力による現状変

更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるもので

あるとの考えです」という「定型句」で済ませたものが 8件あります。

（４）「現時点で〜」とか「現在のところ〜」などと、「ない」と思わせておいていずれ

導入しかねないごまかし回答が９件あります。ヘリ部隊、オスプレイ、米軍共同訓練、尖

閣への部隊配備などなど。

これでは、とても、「理解が深まった」とは言えませんね。一方、文書で認めたのはこれ

が初めてという重要な回答もいくつかあります。事実をあげた具体的な質問に「定型句」

で答えたために、指摘された事実自体は認めたことになる回答もいくつかあります。大事

な質問にどう答えなかったかも含めて、シリーズでお伝えしたいと思います。面白いこと

はたくさんあるので、みなさまも、「回答」に目を通して、お気づきの点をどしどしお知

らせください。
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「標的にならない」がなくなった！！　　　　　　　　

5月 27日投稿

「事前質問への防衛省回答を読む」シリーズです。

　写真をご覧ください。4月22日の防衛省説明会で沖縄防衛局森企画部長が、「万一尖閣

諸島周辺で武力衝突が発生した場合、石垣島に置かれたミサイル基地が相手方のミサイル

等で攻撃されるおそれはありますか？あるとすれば、その攻撃にどのように対処するので

すか？また、攻撃される恐れがないという場合、その判断理由を明らかにしてくださ

い。」という質問への答えを示したスライドです。答えは

「『有事』の意味するところが必ずしも明らかではありませんが、石垣島に部隊を配置し

たことにより、標的になるようなことはありません。」

でした。

ところが、5月 24日の２回目防衛省説明会では、同じ質問への回答（下の囲み）では、

「標的にならない」という文言が消えました！その代わりに入ったのは、３つの「定型

句」ですが、その３番目は「我が国の領土・領海・領空を守ることは防衛省・自衛隊の使

命であり、」です。

防衛省は、「ミサイル基地を置いても標的にはならない」という軍事の常識に反する「説

明」で住民を安心させるのは不可能で、責任追及される恐れもあると感じはじめているの

かもしれません。それよりは「領土・領海・領空を守る使命に協力してください」という

方向に軌道修正をはかる方が良いと。

今回の回答には、ほかにもそれを伺わせる記述がいくつかあります。シリーズでご紹介し

たいと思います。

関連質問と回答
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質問55 ミサイル部隊が配備されたら、近隣諸国も同じく、ミサイル部隊を配備し、この島に向

けるのではありませんか。（ 該当するものに○ ）

　１ 配備し、そうするだろう　２ 配備しないしないだろう
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質問56 自衛隊が配備されると標的にされると耳にしますが本当ですか。

質問57 配備のリスクと配備しなかったときのリスクについて

質問58 万一尖閣諸島周辺で武力衝突が発生した場合、石垣島に置かれたミサイル基地が相手方

のミサイル等で攻撃されるおそれはありますか。あるとすれば、その攻撃にどのように対処する

のですか。また、攻撃される恐れがないという場合、その判断理由を明らかにしてください。

質問59 基地に住む住民の命と財産はいかにして守られるのか。私たちは石垣で自然豊かな平和

な暮らしを営んできた。ここにミサイル基地を置くということは、島のどこにいても標的になる

危険があるということだ。国民の命、財産を守れないなら、軍事力によらない防衛や同盟に発想

転換すべきだ。それは今の憲法（ 特に9 条） を忠実に守ればよいことだ。

質問60 東シナ海における安全保障環境について、今回陸上自衛隊配備が計画されている石垣島

は、政府が「安全保障環境が厳しさを増している」と認めている東シナ海地域に面しています。

例えば、平成25年12月17日閣議決定の「国家安全保障戦略について」は、この地域の情勢につい

て、「領域主権や権益等をめぐり、純然たる平時でも有事でもない事態、いわばグレーゾーンの

事態が生じやすく、これが更に重大な事態に転じかねないリスクを有している」中国が「継続す

る高い国防費の伸びを背景に、十分な透明性を欠いた中で、軍事力を広範かつ急速に強化し」、

「とりわけ、我が国の尖閣諸島付近の領海侵入及び領空侵犯を始めとする我が国周辺海空域にお

ける活動を急速に拡大・活発化させ」ている、と述べています。政府自身がこのように認識して

いる以上、この地域における今後の政府の努力は、何よりも緊張をやわらげ、平時の環境を保持

することに向けられるべきでしょう。そこでおたずねします。

この地域にミサイル部隊を含む陸上自衛隊を配備することは、グレーゾーン事態をなくすなど、

緊張緩和につながるとお考えでしょうか。だとすれば、その理由をご説明ください。

（ 回答）

○ 石垣島及びその周辺離島には約５万３千人と多くの住民が暮らしているものの、陸自部隊が

配置されておらず、島嶼防衛や大規模災害など各種事態において自衛隊として適切に対応できる

体制が十分に整備されていないことは、領土・領海・領空を守り抜く上でも重要な課題です。

○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部

に攻撃に対する抑止力を高めるものです。

○ 我が国の領土・領海・領空を守ることは防衛省・自衛隊の使命であり、石垣島の安全を含め、

国民の安心・安全を守れるよう万全を期してまいります。



抑止力神話が崩壊しました

6月 2日投稿

「事前質問への防衛省回答を読む」シリーズの続編です。

推進議員はもう抑止力を論拠に出来ません。

役に立たない抑止力ないミサイル配備で石垣が激戦場に！！

重要な問題が露呈、シリーズです。

止める会ＷＥＢチームの”島嶼防衛戦、情報処理班”の２人が半年以上かけて研究して来

た結果、防衛省が大変厄介な爆弾（ミサイル）を抱えているという事に行き当たりました。

先日 5/24に行われた２回目の説明会でこの様な追求を突き付けました。

当日のビデオのミサイルの性能に関する防衛省の答弁の部分です。

石垣が標的となり中国のミサイルの雨にやられ激戦場となり、市民、家族が死んでしまう

危険が迫って来ています。

6/7からの市議会で推進決議など絶対に許されません。

もし行われればどの議員が推進に賛成したかを発表し、その無責任さを糾弾して行きます。

皆さんどんどん拡散して下さい！！

（以下の動画をご覧ください）

https://youtu.be/-PrrqHJDNI4

関連質問と回答
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質問 5 今回石垣島に配備予定の地対艦誘導弾部隊が配置する誘導弾の型式、主要諸元、最

大射程、尖閣諸島周辺を射程内に収めるかどうかについて説明してください。

質問6 石垣島に配備しようとしている地対空ミサイルについてP A Cー3は速度の低い近距離弾

道弾用に作られた物で、ノドンや中国の主力である高速な中長距離弾道弾を迎撃するのは困難

であるそうで、数多い迎撃試験の中でもそれを対象にした迎撃試験は行われていませんが、石

垣に配備しようとしている地対空ミサイルの機種は何ですか。そのミサイルが中国の中長距離

弾道弾を迎撃出来る確率はどの程度ですか。また、中国のミサイル群が石垣を攻撃して来るの

は洋上での海空自の守りが敗退した時なので、戦闘機の守り無しではたやすく落とされてしま

う海自や空自の哨戒機や早期警戒機のレーダーとのデータリンクは出来ないでしょう。陸自の

地対空ミサイルは海空自とのデータリンク無しで水平線に出るまでレーダーに映らない中国の

巡航ミサイルを到達までの約２ 分間で迎撃出来ますか。出来るとしたらその確率はどれくらい

ですか。

ちなみに去年のホワイトサンズでの0 3式中距離地対空誘導弾の迎撃試験のニュースではデータ

リンクを使っていないとは書かれていません。

https://youtu.be/-PrrqHJDNI4
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これらの中国のミサイル群を” 完全に” 迎撃出来ないと標的として破壊され、同時に石垣島

も破壊され激戦場と化してしまいます。出来ないとしたら配備することで石垣島が激戦場と化

すリスクは恐ろしく重大です。配備されなければミサイルの標的にはならず、

そうなる事はありません。

・地対空ミサイルの機種は何か。

・それが中国の中長距離弾道弾を迎撃出来る確率は。

・海空自とのデータリンクを失って中国の巡航ミサイルを迎撃出来

る確率は。

この３点について明確にお答え下さい。

（ 回答）

○ 石垣島には、現時点において、１２式地対艦誘導弾及び０３式中距離地対空誘導弾を配備す

ることを予定しています。

○ １２式地対艦誘導弾の主要諸元は、全長約５０００㎜、胴体直径約３５０㎜、重量約７００ 

㎏、有効射程は百数十㎞ となっています。

○ 石垣島に地対艦誘導弾部隊を配置した場合に、１２式地対艦誘導弾の有効射程に尖閣諸島は

含まれているかどうか、地対空誘導弾が尖閣諸島周辺を収めるかどうか、地対空誘導弾が迎撃

できる確率については、これを公にすると、防衛省・自衛隊の任務の効率的な遂行に多大な支

障を生じさせるおそれがあり、ひいては我が国の安全を害するおそれがあることから、お答え

を差し控えます。

質問7 ミサイルの時代、沖縄の米軍基地は大陸から近すぎて、飛んでくるミサイルをほとんど

撃ち落とせないと言っているが、この配備予定のミサイル部隊では撃ち落とせるのか。（ 該当

するものに○ ）

１ 撃ち落とせる　２ 撃ち落とせない

（回答）

○ 中距離地対空誘導弾の配備は、他国等の航空機や巡航ミサイル等に対して、空港、港湾等の

重要施設を防護することを目的としており、航空機や巡航ミサイル等を模擬した試験では、標

的の迎撃に成功しています。

○ このような結果等を踏まえると、技術的信頼性が高いものであると考えています。

質問9 地対艦ミサイルについて、配備しようとしている１２式地対艦誘導弾は射程距離が１０

０〜２００Ｋｍと長く、海自、空自が海空優勢を保っている段階から交戦する攻撃的性格のも

のであると聞いています。海空優勢を保っている段階で石垣から攻撃すれば、それを失った段

階で石垣島は報復攻撃され、侵略される条件が揃います。尖閣奪取だけが目的の場合、石垣に

この様な攻撃性の高いミサイルを配備しなければ石垣が攻撃侵略される事はありません。その

ような危険を冒してまで早い段階に石垣から交戦する対艦ミサイルを配備しようというのは、

住民の命と安全を軽視したあってはならない

戦略と言わざるを得ません。また、この様な攻撃性の高いミサイルを配備すれば中国を刺激し

開戦の理由にされかねません。これは専守防衛の自衛隊の理念に反すると考えます。石垣市長

も、この様な攻撃性の高いミサイルの配備は良くないという見解を出しています。それでも強

引に対艦ミサイルを配備するのでしょうか。

（回答）

○ 石垣島に配置することとしている、中距離地対空誘導弾、地対艦誘導弾は、あくまで我が国

を防衛するための純粋に防御的な装備です。

○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部

への攻撃に対する抑止力を高めるものです。



「誘導弾の射程約１００ km」って、やっぱウソだったんだ！

6月 2日投稿

「事前質問への防衛省回答を読む」シリーズ続編です。

　地対艦誘導弾の型式、射程などをたずねた質問５に対する防衛省の答え。

　１）石垣島に配備を予定するのは１２式地対艦誘導弾

　２）その有効射程は百数十 km

　３）有効射程に尖閣諸島は含まれているかどうか．．．お答えを差し控える

　　http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

　新型の１２式だと認めたのも、射程の数字をあげたのも、防衛省としてはこれが初めて

です。陸上自衛隊ホームページには、今も１２式の射程は載っていません。実際は、2014

年に産経新聞が報じたように、「約２００km」に近いのでしょう。

　崎枝─魚釣島間の距離は１５７km、平得大俣─魚釣島間は１６６kmです。３）は、

「含まれているが、そうは言わない」ということですね。

　「配備推進協議会」がパンフに載せた「誘導弾の射程約１００km」という絵はこれで

すが、やっぱりウソでしたね。「ほら、外国軍の標的になんてならないよ」と安心させる

ための。これについては、フェイスブックに投稿がありました。

　http://loveishigaki.jp/archive/FBposting/range.pdf
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　今回、防衛省は開き直っているようです。「尖閣周辺の艦艇を狙えるミサイルの配備で

あることを承知の上で、市議会で推進決議をあげてほしい」と思っているのでしょう。そ

れは、当初予定の１９年度を「２年前倒し」して、この８月の概算要求に用地取得費を計

上するためです。万一石垣島が攻撃される事態になっても「あの時きちんと説明して、ご

理解をいただいたのですから…」と逃げを打てるようにして。

　こんな「だまし討ち」は許せません。ウソで固められていた地対艦誘導弾の正体も、よ

うやく少し明かされたばかりです。もっともっと情報開示と議論が必要です。

関連質問と回答
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質問 5 今回石垣島に配備予定の地対艦誘導弾部隊が配置する誘導弾の型式、主要諸元、最大射程、

尖閣諸島周辺を射程内に収めるかどうかについて説明してください。

（ 回答）

○ 石垣島には、現時点において、１２式地対艦誘導弾及び０３式中距離地対空誘導弾を配備する

ことを予定しています。

○ １２式地対艦誘導弾の主要諸元は、全長約５０００㎜、胴体直径約３５０㎜、重量約７００ 

㎏、有効射程は百数十㎞ となっています。

○ 石垣島に地対艦誘導弾部隊を配置した場合に、１２式地対艦誘導弾の有効射程に尖閣諸島は含

まれているかどうか、地対空誘導弾が尖閣諸島周辺を収めるかどうか、地対空誘導弾が迎撃でき

る確率については、これを公にすると、防衛省・自衛隊の任務の効率的な遂行に多大な支障を生

じさせるおそれがあり、ひいては我が国の安全を害するおそれがあることから、お答えを差し控

えます。



駐屯地でヘリが離発着！！

6月3日投稿

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズ続編です。

　質問１０〜１４は、ヘリ部隊やオスプレイに関する質問（を防衛省が勝手にくくったも

の）です。

　質問１４は、「ここ於茂登地区はアメリカの基地に土地を取られ、石垣島に移民で来て

５８年になります。静かな環境の中で農業中心に地域を守ってきました。自衛隊基地で環

境は大きく変化すると考える。ＣＨヘリやオスプレイが配備されると、地域社会に大きく

影響を与えると思いますが、どうなのか。」という切実なものでした。質問１０は、「駐

屯地への離発着」に切り込むものでした。

http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

　これに対する防衛省の答えは、

「駐屯地が開設された後は、状況により駐屯地に整備する予定のグラウンド等でヘリが離

発着することはある」

でした。11月の市長への計画説明の時にはこんな話は一切ありませんでした。今回初め

て、平得大俣の予定地をヘリ離発着に利用する、と明らかにしたのです。

　2月 15日にマスコミも締め出して行った「開南地区有志に対する説明会」では、陸上自

衛隊沖縄地方協力本部の山根寿一本部長（陸将補）が、「自衛隊の物資を移動するために

ヘリの離発着は必要」と語っていたそうです。物資の移動には、ミサイルの予備弾や発射

装置なども入るでしょうから、CH47やオスプレイのような大型機が予想されます。騒音

被害など、生活と環境への影響は必至です。

　本格的なヘリ部隊やオスプレイの配備自体についても、回答は、「現時点では．．．計

画はない」でした。「駐屯地が開設された後」はやりたい放題で、遠からず配備できると

思っているのでしょう。５つのそれぞれ異なる質問にひとつの答えで済ますのも、およそ

「丁寧」ではないやり方ですが。

　こういう新しい事実が次々に明らかになっているのに、６月市議会で決議、８月末概算

要求に用地取得費計上なんて、ありえないことです。

（写真は CH47A、陸上自衛隊ホームページより）
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関連質問と回答
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質問10 防衛省の真部朗整備計画局長は衆院安全保障委員会で、ヘリ部隊について「先島諸島へ

の配置の可能性を白紙的に検討している」と述べたと報道されている。（ 2 0 16 年1 月1 4 日

沖縄タイムス）検討の結果石垣島にヘリ部隊が配置されることが無かったとしても、防衛省が平

得大俣地区に建設しようとしている駐屯地内に、訓練や物資輸送を目的としてヘリ等航空機が離

発着、あるいは駐屯地上空及びその周辺空域を低空で飛行する可能性はあるのかどうか、お答え

願いたい。

質問11 先島にヘリ部隊の配置を検討中とのことですが、そうなった場合、今年度予算に「離島

防衛に有用」として盛り込まれたオスプレイも先島に飛来することになるのでしょうか。ヘリの

騒音、風圧などの被害に対しては、どのような対策と補償措置が取られるのでしょうか。

質問12 ヘリの配備はあるのか。

質問13 島嶼部に対する攻撃への対処として、迅速な展開・対処能力の向上させる計画から、

ティルト・ローター機を新たに導入する計画としていますが、ティルト・ローター機とはどのよ

うな機種でしょうか。石垣市に配備計画をしている自衛隊施設に、ティルト・ローター機の離発

着場を整備するのでしょうか。また、ティルト・ローター機の運航による、カンムリ鷲等への環

境アセスメントはどのように検討するのでしょうか。

質問14 ここ於茂登地区はアメリカの基地に土地を取られ、石垣島に移民で来て５８年になりま

す。静かな環境の中で農業中心に地域を守ってきました。自衛隊基地で環境は大きく変化すると

考える。ＣＨ ヘリやオスプレイが配備されると、地域社会に大きく影響を与えると思いますが、

どうなのか。

（ 回答）

○ 現時点で、石垣島にオスプレイを配備する計画やヘリ部隊を配置する計画はありません。

○ また、ヘリの離発着については、これまでどおり緊急患者空輸等において石垣空港を使用す

ることとなるほか、駐屯地が開設された後は、状況により駐屯地に整備する予定のグラウンド等

でヘリが離発着することはあると考えています。



石垣島で、地上戦？！
6月4日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問４９、５０は、島を守るには空と海が最も重要なのに、なぜ陸自の部隊を配備する

のか、などをたずねたものです。防衛省の答えは、

「防衛大綱において、島嶼部に対する攻撃への対処については、『安全保障環境に即して

配置された部隊に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開し、海上優勢及び航空

優勢を確保しつつ、侵略を阻止・排除』するとされており、石垣島に配置される警備部隊

等のみで対応するという考えではありません。」

でした。

　http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

これは、

１）防衛大綱のいう「島嶼部に対する攻撃」は、石垣島にも起こり得る、

２）石垣島に配置予定なのは、「安全保障環境に即して配置される部隊」である、

３）攻撃された時には、この部隊だけでは足りず、増援部隊を機動展開し、侵略の阻止・

排除にあたる、

と認めたものです。

　「えーっ、それって、島で戦争ってこと？自衛隊が来たら安全になるんじゃなかった

の？」と驚く方もおられるでしょう。確かにびっくりします。が、実は、防衛大綱の文章

は、これで終わりではないのです。

「．．．侵略を阻止・排除し、島嶼への侵攻があった場合には、これを奪回する。その際、

弾道ミサイル、巡航ミサイル等による攻撃に対して的確に対応する。」

と続きます。つまり、石垣島がミサイルで攻撃され、いったんは侵攻占拠され、奪回する

事態も想定しています。確かに、尖閣諸島周辺の外国艦艇を撃破できる地対艦誘導弾部隊

を配置すれば、尖閣有事の際にはそういうことも起こり得るでしょう。その時、住民や観

光客は、どうなるのでしょうか？

　国が「防衛」「奪回」の地上戦をも想定しながら先島への自衛隊配備を進めていること

は、今回の回答でさらにはっきりしました。この大事な情報は、多くの市民のみなさまに

共有していただきたいと思います。お友達、お知合いへの拡散をお願いします。

（図は、防衛白書の「島嶼防衛のイメージ図」です。）
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関連質問と回答
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質問 49 「経済界」（ 2010年 10月 5 日号） 掲載の「田岡俊次がズバリ答える！ 軍事の『常識』

『非常識』」において軍事評論家田岡俊次氏は、「島の防衛の決め手は制空・制海権あること」

「こちらに制空・制海権があれば、他国が孤島に上陸作戦を仕掛けてくることはまずない。仮に

奇襲上陸で占領しても、後続部隊も補給も来ないから立ち枯れになる。逆に、相手が制空・制海

権を握るなら、こちらが孤島に部隊を置いても孤立して補給が切れ、第二次世界大戦中のア

ッツ島、硫黄島など、太平洋の多くの島々で起きたように、守備隊は玉砕のほかない。」「離島

を防衛するには、航空・海上戦力によるしかない。」と述べている。このインタビュー記事以降、

航空自衛隊那覇基地では第 603 飛行隊が新編され、第 304飛行隊も編入された。（ この件につい

ては平成 27年版防衛白書 228ページに「解説南西地域の防空態勢の充実」として紹介されてい

る） インド洋に展開していた海上自衛隊はジプチに航空基地を設け、最近では南シナ海での活

動が報道されている。第 11管区海上保安部は増強され、警戒監視活動が強化されている。このよ

うな状況の中で石垣島という離島に陸自部隊を配備する意味について、またその配備を検討し

ている部隊が「警備部隊」「地対艦ミサイル部隊」「地対空ミサイル部隊」でありその他の部隊

（ いわゆる戦車部隊や砲兵部隊、与那国島のような沿岸監視部隊、施設科や補給処や音楽隊、

あるいは空自の P A C 3 部隊などといった他の装備・技術等を保持した部隊） では無いことにつ

いて、田岡氏の主張を踏まえながら、防衛省の見解を明らかにして頂きたい。
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質問 50 　平成 27年版防衛白書の 226ページ脚注に「平成 27年度は、島嶼部に対する攻撃への対

応における迅速な展開・対処能力の向上のための装備品として、オスプレイ（V22） や水陸両用

車（AAV7）を取得することとしている。」とある。また、若宮防衛副大臣は石垣島を配備先に

選定した理由として「先島諸島の中心に位置し、各種事態に迅速な初動対応が可能」（ 平成 27

年 11月 27 日琉球新報） と述べている。オスプレイや水陸両用車を石垣島に配備する計画はあ

るのか、無いのであればオスプレイや水陸両用車の取得で迅速な展開・対処能力の向上が図れる

のであるから若宮副大臣の述べた「各種事態に迅速な初動対応が可能」とする「配備する理由」

は打ち消れるのではないか、防衛省の見解を明らかにして頂きたい。

（ 回答）

○ 防衛大綱において、島嶼部に対する攻撃への対処については、安全保障環境に即して配置され

た部隊に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開し、海上優勢及び航空優勢を確保しつ

つ、侵略を阻止・排除するとされており、石垣島に配置される警備部隊等のみで対応するという

考えではありません。

○ また、石垣島への配置を計画している警備部隊等については、大規模災害を含む各種事態が生

起した際、迅速に初動対処にあたります。

○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部へ

の攻撃に対する抑止力を高めるものであるとの考えです。



やはり、駐屯地とは別に訓練場を作るんですね
6月6日投稿

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問２７は、

「陸上自衛隊沖縄地方協力本部の山根寿一本部長は、本年２月15日に行われた開南地区有

志に対する説明会で駐屯地の騒音についての質問に関連して、『駐屯地の中では訓練はほ

ぼ行わない。空砲を使う訓練などは訓練場で行うが、実は石垣島でどこに訓練場を置くか

はまだ決まっていない』と語ったということです。駐屯地以外に作るという訓練場の必要

面積、訓練内容、候補地の検討状況を教えてください。」

というものでした。

　それに対する防衛省の回答は、

「○　現時点において、具体的な訓練計画等は決まっておりません。」

でした。

http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

　昨年11月の市長説明の時には隠していた「駐屯地以外にさらに広大な訓練場が必要」と

いう問題を具体的に突いた質問に、これが「答え」だなんて、あまりに不誠実ですよね。

しかも、訓練の問題をさまざまな角度から取り上げた他の５つの大事な質問といっしょく

たにして、この「答え」なのです。

　同じように山根地本長の発言を取り上げた質問１３１、１３２、１３４への「回答」と

違って、ここでは山根発言の内容について争おうとしていませんから、発言した事実もそ

の内容も否定できないのでしょう。だから回答を拒んだのです。

　防衛省の説明は、「丁寧」でも「尽くされ」てもいません。この状態で「推進決議」な

んてあってはなりません。

　（写真は訓練の様子。陸上自衛隊ホームページより）
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関連質問と回答
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質問 24　 駐屯地の候補地はわかりましたが、そこで必要なすべての訓練をするのですか。強い

自衛隊を誇示するために、是非、そこに居るだけでなく、訓練をアピールして抑止力に繋げてほ

しいです。

質問 25　訓練により市民の行動が制限される場合があるか。

※ 自衛隊ではないが本島の 58号線の通行止めのような事

質問 26　平成 2 7年版防衛白書の 239ページ図表 I I I - 1 - 1 – 13「ゲリラや特殊部隊による攻撃

に対処するための作戦の一例」の中に、「避難住民の誘導など」として警察と自衛隊が共に行動

している図が示されているが、「ゲリラや特殊部隊による攻撃に対処するための作戦」として、

自衛隊は八重山警察署と協議・訓練を行っているのか、行ったとすればそれはいつか、行ってい

ないとすればそれは何故か、自衛隊配備と関係無く、防衛省の立場からすれば島嶼防衛のために

早急に行わなければならないことと思われるが、これらのことについて防衛省の見解を明らかに

して頂きたい。

質問 27　陸上自衛隊沖縄地方協力本部の山根寿一本部長は、本年２月 15 日に行われた開南地区

有志に対する説明会で駐屯地の騒音についての質問に関連して、「駐屯地の中では訓練はほぼ行

わない。空砲を使う訓練などは訓練場で行うが、実は石垣島でどこに訓練場を置くかはまだ決

まっていない」と語ったということです。駐屯地以外に作るという訓練場の必要面積、訓練内容、

候補地の検討状況を教えてください。

質問 28　島嶼部に対する攻撃への対処として、迅速な展開・対処能力の向上させる計画から、

島嶼部への部隊の機動展開訓練を実施する計画をしていますが、石垣市で同訓練を実施するので

しょうか。また、日米間や日対多国間で軍事訓練を毎年のように行っていますが、石垣市でも他

国と連携した訓練を毎年のように実施する計画でしょうか。

質問 29　銃を携帯しての歩行や、屋外練習はあるのか。

（ 回答）

○ 現時点において、具体的な訓練計画等は決まっておりません。



いずれ米軍も入ってくる
6月7日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問３０〜３１は、石垣島に駐屯地ができれば、米軍との施設・区域の共同使用、共同

訓練が行われるのではないか、とたずねたものです。

　防衛省の答えは以下の通りでした。

「○ 施設・区域の共同使用については、２０１３年１０月の「２＋２」共同発表や新ガ

イドラインにもあるとおり、より緊密な運用調整、相互運用性の拡大、柔軟性や抗たん性

の向上、地元とのより堅固な関係の構築といった観点から、今後、充実させるべき日米協

力分野の１つであると考えています。

　○ 他方、今般の事業は、自衛隊の部隊を配置するためのものであり、米軍による共同

使用のために行っているものではありません。

　○ また、現時点で、他国との共同訓練を行う計画はありません。」

　　http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

　前段では、共同使用の重要性をずいぶん強調しています。「２＋２」や新ガイドライン

で決まっているのだから当然やるべきだと。

　ところが中段では、「今般の事業は共同使用のために行っているものではありません」

と、一見まぎらわしいことも言っています。しかし、「今般の事業」とは、日本の予算で

自衛隊の駐屯地を作ることです。当然「共同使用のために」行っている事業ではありませ

ん。でも、作った駐屯地を共同使用しないというわけではありません。もともと、自衛隊

の施設を米軍が使うとか、米軍の施設を自衛隊が使うというのが、本来の「共同使用」で

すから。前段の趣旨からすれば、むしろ、大いに使用しよう、ということでしょう。

　後段の共同訓練については、お得意の「現時点では、ありません」で済ませています。

これは、防衛省の裁量でいつでもできる、ということです。例えば、「島嶼防衛・奪回」

の先輩の米海兵隊との訓練が必要だとなれば、即実行するでしょう。

　回答は、共同使用、共同訓練を全く否定していません。ですから、駐屯地さえできれば、

米軍は入ってくるでしょう。

　　（写真は陸自の日米共同訓練、防衛省サイトより）

17



関連質問と回答
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質問 30　「平成２ ６ 年度以降に係る防衛計画の大綱」は、「日米同盟の抑止力及び対処力の強

化」の項で、「米軍・自衛隊の施設・区域の共同使用の拡大を引き続き推進する」と述べていま

す。そうであれば、今回配備予定の陸上自衛隊駐屯地も米軍との共同使用の対象になると思いま

すが、お答えください。

質問 31　防衛力の能力発揮のための基盤作りとして、訓練や演習を米軍施設・区域の自衛隊によ

る共同使用の拡大を図ると計画していますが、尖閣諸島の一部も米軍訓練提供地域と聞いていま

す。尖閣諸島でも米軍と自衛隊が共同で訓練するのでしょうか。

質問 32　日米合同演習はあるのか。

（ 回答）

○ 施設・区域の共同使用については、２０１３年１０月の「２＋２」共同発表や新ガイドライン

にもあるとおり、より緊密な運用調整、相互運用性の拡大、柔軟性や抗たん性の向上、地元との

より堅固な関係の構築といった観点から、今後、充実させるべき日米協力分野の１ つであると考

えています。

○ 他方、今般の事業は、自衛隊の部隊を配置するためのものであり、米軍による共同使用のため

に行っているものではありません。

○ また、現時点で、他国との共同訓練を行う計画はありません。



自衛隊は有事に空港、港湾を利用、その時住民の避難は？
6月8日投稿　

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問６２は、自衛隊による石垣島の民間空港や港湾の利用と一般市民の利用への制限に

ついてたずねたものでした。

　政府・防衛省は、かつて、糸数慶子参議院議員による再質問主意書への答弁書で、同趣

旨の質問にこう答えていました。「お尋ねのような新石垣空港や石垣港の利用について確

たることを申し上げることは困難であるが、自衛隊の部隊の配置に当たっては、住民の生

活や地域の振興にも十分配慮することが重要であると考えている」と。つまり何も答えな

かったのです。

　http://loveishigaki.jp/archive/deploymentplan/index.html

　5月24日の防衛省の２回目説明会で配布された資料でも、この質問への回答は「作成

中」でした。よほど答えにくい質問なのでしょう。

　http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

ところが、沖縄防衛局の森企画部長は、口頭で次のように答えたのです（説明会動画のお

よそ38分付近）。

「有事の武力攻撃事態等では、部隊が動くために民間の空港、港湾を使う必要は出てくる。

個別に、どの空港をどう使うかなどは、その場に応じて関係機関と調整しながら進め

る。」

　この答えは、先の答弁書を大きく踏み越えて、「有事には使う」とはっきり認めたもの

です。一般市民の利用制限については触れませんでしたが、当然大幅に制限するでしょう。

　重大なのは、有事とは、住民の避難が必要な時だということです。ただでさえ５万人の

避難をどうするか大問題なのに、空港、港湾が自衛隊の部隊輸送に使われていれば、住民

は逃げる術を失いかねません。

　防衛省がこんな重大な答弁をしているのに、議論も対策もしないまま推進決議を急ぐな

んて、あってはならないことです。

（写真は南ぬ島石垣空港ホームページより）
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関連質問と回答（回答は、6月10日に沖縄防衛局ホームページで発表されたもの）

20

質問 62　「平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱」は、「運用基盤」の項で、「民間空港及び

港湾についても事態に応じて早期に自衛隊等の運用基盤として使用し得るよう、平素からの体制

の在り方も含め、必要な検討を行う。」と述べていますが、石垣島の空港や港湾が自衛隊の運用

基盤として使用されるのはどのような事態のときですか。その場合、一般市民の利用はどの程度

制限されるのですか。お答えください。

（ 回答）

○ 部隊等が迅速に展開するためには、民間空港及び港湾等を使用し得る体制等について検討をし

ていますが、現段階で個別具体的な内容についてお答えすることはできません。



尖閣有事に石垣島が巻き込まれても、損失を補償、援助する制度はない
6月9日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　仮に防衛省に協力して石垣島に尖閣諸島周辺まで届く攻撃用ミサイルの基地を置いた場

合、有事の際に攻撃を受けて死亡、負傷、家屋財産の焼失、経済への打撃などの損害を受

けたとき、国は補償してくれるのでしょうか？

　質問８５〜８９は、この問題をいろいろな角度から具体的に取り上げています。防衛省

は、例によってこれらを十把一絡げにした上で、以下のように答えています。

　

　「（回答）　武力攻撃事態等に伴う補償につきましては、当省の見解を申し上げること

は困難でありますが、政府見解を御紹介します。

・国民の被害には様々な態様が考えられ、その補償については個別具体的な判断が必要で

あることから、武力攻撃事態が終了した後の復興施策の在り方の一環として検討し可能な

措置を行うものと考えます。

・なお、国民保護法においては、国民が、国の職員等から要請を受けて、国民保護措置の

実施に協力したことにより、死亡、負傷等した場合には、その損害を補償する旨の規定を

設けています。」

http://loveishigaki.jp/…/deploy…/MODn2setsumeikaishiryou.pdf

　これは、行政からの要請で国民保護措置に協力した人々以外は、「どんな損害があって

も補償や援助の制度は無い」ということですね。「政府見解」では、事態が終った後で復

興施策の一環として可能な措置を考えるそうですが、「戦争だったんだから仕方ないよ

ね」ですまされそうな気がします。

　自然災害でも被害には「様々な態様」が考えられますが、まがりなりにも激甚災害法の

ような救済援助の仕組みがあります。武力攻撃事態の場合にはありません。それで協力し

てくれと言われても、困りますよね。

（写真は「武力攻撃事態の４類型」　内閣官房国民保護ポータルサイトより）
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関連質問と回答

22

質問 85　自衛隊を配備して逆に砲撃された、観光客が来なくなって生計が立てられなくなった、

農作物が作られなくなったという場合等の補償はありますか。尚、一回だけの石垣市民への説明

会だけで既成事実化されないよう切に願います。

質問 86　平成 27年版防衛白書の 226 ページに「事前に兆候が得られず万一島嶼を占領された場

合には、航空機や艦艇による対地射撃により敵を制圧した後、陸自部隊を着上陸させるなど島嶼

奪回のための作戦を行う。」とある。事前に兆候が得られていないならば、占領されたその島嶼

には、島民及び観光客等が存在しているものと考えられるが、事前に兆候が得られず万一石垣島

が占領された場合、自衛隊による奪回までの間、石垣島の島民及び観光客の処遇はどうなるもの

と防衛省は想定しているのか、またこの島嶼奪回のための作戦において島民及び観光客等の安

心・安全はどのように確保されるのか、「航空機や艦艇による対地射撃により敵を制圧」とある

がこの「対地射撃」とは何か、この「対地射撃」により島民及び観光客の生命・身体及び財産に

被害は生じることはないのか、被害が生じた場合防衛省あるいは「対地射撃」を行った隊員個人

がその責任を負い補償を行うのか、これらのことについて防衛省の見解を明らかにして頂きたい。
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質問 87　敵の侵攻があった場合、駐屯地にある施設や島内各所に配置されるのであろう警備部隊、

地対艦ミサイル搭載車両や地対空ミサイル搭載車両などの装備品等が敵の攻撃に晒される事態を、

防衛省の立場としては当然想定しているものと思われるが（ 想定していないならば迷彩服を着

用する必要も車両が OD色である必要もなく、農業や建設業に従事する島民が着用する一般的な作

業服やかりゆしウェアでの勤務、ゴールドやピンクの車両でも法令や規則等以外で問題は無い）、

その攻撃に巻き込まれた島民及び観光客の生命・身体及び財産に損害が発生した場合、誰がどの

ように補償するのか、防衛省の見解を明らかにして頂きたい。

質問 88　尖閣周辺有事などに伴い、石垣島に配備された部隊が攻撃を受け、その影響で住民の生

命や財産に被害が生じた場合、その損害を補償する制度はありますか。「国民保護法」（ 武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律） には激甚災害法の準用規定はなく、

あるのは被害者の権利利益の保全や特別融資の規程だけです。さらに、損失補償は、行政機関に

よる特定物資の収用、保管、土地の使用等に基づく損失の場合だけ、また損害補償は、行政機関

の要請を受けて国民保護措置に協力した人が死亡、負傷など損害を受けた場合にのみ適用される

とあります。これらに該当しない、家族や家や職場を失った一般の被害者たちは、誰に損害賠償

を請求すれば良いのでしょうか。

質問 89　尖閣諸島周辺で小競り合いが発生したときに観光業が被る打撃について、万一、尖閣諸

島周辺で小規模であれ武力衝突が起きると、石垣島自体は武力攻撃を受けることなく事態が収束

したとしても、観光客が「ミサイル基地の島」から脱出しようと空港に殺到するなど混乱が生じ、

その後島を訪れる観光客数が大幅に減るなど、島の基幹産業である観光業に大きな損害が発生す

ることが予想されます。これは、日本の他の地方にはほとんど影響せず、もっぱら石垣島や宮古

島だけが被る損害です。仮にそのような損害が生じた場合、国が事業者や住民の損害を補償する

制度はありますか。また、石垣島への武力攻撃事態がない状況でも、「国民保護法」に基づく

「被害者の権利利益の保全」や「特別融資」の制度は適用されますか。

（ 回答）

○ 武力攻撃事態等に伴う補償につきましては、当省の見解を申し上げることは困難であります

が、政府見解を御紹介します。

・国民の被害には様々な態様が考えられ、その補償については個別具体的な判断が必要

であることから、武力攻撃事態が終了した後の復興施策の在り方の一環として検討し可

能な措置を行うものと考えます。

・なお、国民保護法においては、国民が、国の職員等から要請を受けて、国民保護措置

の実施に協力したことにより、死亡、負傷等した場合には、その損害を補償する旨の規

定を設けています。



「島だけを守る部隊」はウソだった
6月13日投稿

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１３１〜１３３は、自衛隊沖縄地方協力本部本部長山根寿一陸将補が宮古島の賛成

派への配備説明会で話した内容について要旨次のように問う、具体的で論理的なものでし

た。

１）YouTubeの映像によれば、山根本部長は「宮古島に配備する部隊は宮古島を守る能力

しかない」と説明しているが、防衛省も同じ見解か、だとすれば、「石垣島に配備する部

隊は石垣島を守る能力しかない」ということになるのか、

２）仮にそうだとすると、陸自ホームページには８８式地対艦誘導弾の有効射程は百数十

kmとされているが、この誘導弾やその後継である１２式地対艦誘導弾（注：今回質問５へ

の回答ではじめて「有効射程百数十km」と数字をあげた）を石垣島に配備しても、宮古島、

多良間島を含む先島の他の島々を守る能力はなく、侵攻する敵を排除する能力はないと言

うのか、

３）もし仮に部隊や装備品の能力について防衛上説明できないというのであれば、個人的

見解として部隊・装備品の能力を説明した山根本部長は守秘義務違反を犯したことになる

のではないか、

４）山根本部長と防衛省の見解が異なるとするならば、陸将補という高い地位にある自衛

官が、防衛省が配備を計画している部隊や保有する装備品の能力について防衛省と見解が

異なることを、防衛省はどのように考えるのか。

　これに対する防衛省の答えは、

「山根地本長は、中距離地対空誘導弾及び地対艦誘導弾について、あくまで我が国を防衛

するための純粋に防御的な装備である旨を説明したものであり、宮古島のみしか守れない

という趣旨の発言ではないと考えています。」

というものでした。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　質問があげたYouTube動画

　https://www.youtube.com/watch?v=g5dV4xQUj1A

では、山根本部長は「宮古島を守る能力しかない」とはっきり発言しています。それに対

して、上記の回答では「山根発言の趣旨は違うと考える」と言い訳しながらも、今回はじ

めて「宮古島しか守れない」という主張をはっきり否定しました。防衛省は、質問の４）

について、考えを明らかにすべきです。
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　重要なことは、防衛省が山根発言の真意として「地対艦誘導弾等は我が国を防衛するた

めの防御的装備」と述べたことです。宮古島や石垣島に配置する装備が、これらの島々の

みを守るのではなく「我が国を防衛する装備」だと言うのは、この地域にある尖閣諸島周

辺や宮古海峡のような「紛争の火種」にも対応する装備であると認めたことです。つまり、

尖閣周辺や宮古海峡が有事になれば、相手国の軍隊にとっては標的にせざるを得ない装備

だということです。そうなれば、全島避難や市街地の破壊・焼失はほぼ避けがたくなりま

す。幸い、洋上の衝突が短期間で終わり、石垣島自体への攻撃が避けられたとしても、観

光客を失った経済は大打撃を受けます。

　山根本部長が「島を守る能力しかない」と言い張って隠そうとしたのはこのことです。

2月15日の「開南有志説明会」でも同趣旨の説明をしています。翌日の八重山毎日新聞に

は、「出席者の１人は『反対派が言うように、自衛隊が配備されると、標的になるのかと

の質問には、かえって標的にならない、避けられるという話だった』と述べた」とありま

す。

http://www.y-mainichi.co.jp/news/29366/

　住民の命が関わることについて、虚偽の説明で安全と思わせ、受入れに誘導するのは、

刑法にも触れる行為ではないでしょうか。

　配備に賛成している市議のみなさんも、当時行われた市議有志への説明会で山根本部長

から同じような説明を聞いたはずです。今もその「安全宣伝」に惑わされて「推進決議」

をしても大丈夫と考えているとしたら、将来に悔いを残すことになるでしょう。

（写真は山根発言のYouTubeの画像と、「宮古地区自衛隊協力会」資料の「射程図」）
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関連質問と回答

26

質問 131　Y o u T u b e に投稿されている宮古島での自衛隊配備説明会において、自衛隊沖縄地方

協力本部本部長山根寿一陸将補は「防衛省の見解ではなく、個人的見解」として宮古島への自衛

隊配備について説明している。ht t ps : // w w w. y ou t u be . co m /w a t ch ? v= g 5 dV 4 xQ U j1 A

今回のこの石垣島での説明会の内容と、市民からの質問に対する返答は、防衛省として正式なも

のなのか、説明者・返答者による個人的見解なのか、それを明らかにして頂きたい。

質問 132　Y o u T u b e に投稿されている宮古島での自衛隊配備説明会において、自衛隊沖縄地方

協力本部本部長山根寿一陸将補は、個人的見解との前提で、「宮古島に配備する部隊は宮古島を

守る能力しかない」と説明している。（ h tt p s: / / ww w .y o ut u b e. c om / w at c h? v =g 5 d V4 x 

QU j 1 A）　防衛省も同じ見解を持っているのか、同じ見解であるならば「石垣島に配備する部

隊は石垣島を守る能力しかない」ということになるのかを明らかにして頂きたい。

質問 133　陸上自衛隊のホームページを見ると 8 8 式地対艦誘導弾の有効射程は「百数十キロ」と

記載されているが、この誘導弾やこの後継である 1 2 式地対艦誘導弾を石垣島に配備した場合、

宮古島・多良間島・竹富島・西表島・波照間島等の他の島々を守る能力は無く、これら他の島々

に侵攻する敵を排除する能力は無いということなのか、併せて防衛省として説明して頂きたい。

もし仮に部隊や装備品の能力について防衛上説明できないというのであれば、個人的見解として

部隊・装備品の能力を説明をした山根陸将補は守秘義務違反を犯したことになるか、あるいは虚

偽の説明をしたということになるのではないかと思われるが、山根陸将補の説明内容について防

衛省の見解を明らかにして頂きたい。山根陸将補と防衛省の見解が異なるとするならば、陸将補

と言う高い地位にある自衛官が、防衛省が配備を計画している部隊や保有する装備品の能力につ

いて防衛省と見解が異なることを、防衛省はどのように考えるのかを明らかにして頂きたい。

（ 回答）

○ 山根地本長は、中距離地対空誘導弾及び地対艦誘導弾について、あくまで我が国を防衛する

ための純粋に防御的な装備である旨を説明したものであり、宮古島のみしか守れないという趣旨

の発言ではないと考えています。



やっぱり「陸自の石垣配備は尖閣対応」

6月 13日投稿

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　「開南有志説明会」で、注意深い参加者が「オヤッ」と驚いた発言があったと言います。

質問１３４は、そのことについて次のように尋ねたものです。

「本年２月 15日に行われた開南地区有志に対する説明会で、『石垣島に駐屯地を置いて

も標的になることはありえない』と強調していた陸上自衛隊沖縄地方協力本部の山根寿一

本部長は、『尖閣問題で有事となれば標的になるのでは』という質問に対して、『これば

かりは、その場の状況になってみないとわからない。それをつきつめられると作戦に関わ

ることになるので答えられない』と述べたと聞いていますが、事実ですか。」

　これに対する回答は以下の通りでした。

「○ 山根地本長は、石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が

国の意思を示し、島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるものである旨を説明したもので

あると考えています。

　○ また、尖閣諸島を含め、我が国の領土・領海・領空を守ることが自衛隊の使命であ

るものの、実際の自衛隊の運用については、個別具体的な状況に応じて決められるべきも

のであり、予断を持ってお答えすることは困難であるとの趣旨を説明したものと考えてい

ます。」
http://loveishigaki.jp/  …/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf  　

　前段は、他の多くの質問に対して何回も使っている「決まり文句」です。問題は後段で

す。「山根本部長の趣旨は、〜と考えます」という形式をとっていますが、山根発言が

あったことも、その内容も否定していません。有志説明会での質疑は石垣島に配備される

部隊に関することでしたから、この回答は「尖閣諸島を含め、我が国の領土・領海・領空

を守ることが配備部隊の使命」と認めたものです。多くのマスコミが報じ、4月22日の１

回目説明会の質疑応答の際に口頭で認めた

　http://loveishigaki.jp/…/presspo…/ymainichi20160509sasao.jpg

「石垣島への陸自配備は尖閣対応」ということを、今回はじめて文書で認めました。「外

国軍艦が接続水域を越えて領海に入ったら、海上自衛隊は海上警備行動に入る」と伝えら

れています。そういう時には、配備部隊も戦闘準備に入るのでしょう。

　尖閣有事の際に標的になるかについては直接触れず、「個別具体的な状況に応じて決め

られるべきものに予断を持ってお答えすることは困難」と言っています。今後は、この種

の質問には、「そんなことはありません」ではなく、「お答えできません」と答えるので

しょう。　防衛省の立場がここまで明らかになっているのに、「島を守ってもらえるか

ら」と、推進決議に賛成して良いものでしょうか。もちろん、「石垣島がどうなろうと尖

閣を守る」とか、「尖閣を守れないなら石垣島の未来はない」という意見もあり得るで
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http://loveishigaki.jp/


しょう。でも、それが住民多数の気持ちでしょうか。住民の安全をどう守るか、尖閣問題

をどう解決するかなどを、もっと徹底的に議論してから決めても遅くはないのではありま

せんか。
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やっぱり「３日間助けてもらえない」はウソだった
6月 15日投稿

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　「石垣島自衛隊配備推進協議会」が配った「石垣島への自衛隊配備の魅力」というパン

フレットは、真っ先に災害救援活動を取り上げ、「災害現場での人命救助は、最初の３日

間が一番重要！」、「今は石垣島に陸自部隊が配備されていないため、沖縄本島から陸自

第 15旅団が準備を完了し、石垣島に来て大規模な救援活動を行うには３日以上を要す

る。」と述べています。ご丁寧にも、大地震発生から救出される時間までの生存率が３日

後には 20〜30％まで下がる、というグラフまでつけて。

　質問７２は、この問題を取り上げて、次のように尋ねています。

「離島への自衛隊の災害出動には３日以上を要するから駐屯地がないと助かる人も助けら

れないと言う人がいます。しかし、『平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱』は『大規

模災害等の発生に際しては、所要の部隊を迅速に輸送・展開し、初動対応に万全を期す』

と述べています。那覇から何百人かの隊員を緊急輸送・展開するのに３日以上を要すると

は到底考えられず、大型ヘリが数台あれば数時間で可能と思います。まずそれらの隊員が

到着し、市や民間業者が提供する車両、重機などを利用しつつ生存者の捜索、救助の初動

対応を進め、その後増援部隊や重機、医療器具等の到着によって漸次態勢を強化するとい

うのが災害出動の本来の姿と考えますが、いかがでしょうか。」

　この質問は他の７つの質問とひとくくりにして「回答作成中」とされていましたが、6

月 10日に沖縄防衛局ホームページに次のような回答が公表されました。

「石垣島へ配置される部隊の具体的な編成については、現在検討中であるため、配置され

た場合との比較は困難ですが、例えば、これまでの急患輸送を例にとると、沖縄から石垣

島までは、ＣＨ－４７（陸）ヘリで約１．５時間、ＬＲ－２（陸）航空機で約１時間か

かっています。また、災害の内容、程度によって救援活動の内容は変わってきますが、自

衛隊が配置された場合、万全の態勢で対処する所存です。なお、離島における自然災害を

想定した訓練を毎年実施しており、今後も、自治体や関係機関と訓練を重ねることによっ

て、災害時に効率的かつ迅速な救援活動が実現できるものと考えております。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　「３日間」云々には触れず、「配置されれば万全の態勢で対処」と言ってはいますが、

「人員輸送に必要な時間は 1〜1.5時間」、「離島災害訓練は毎年実施しており、効率的

かつ迅速な救援活動が実現できる」という回答は、配備推進協の「３日以上を要する」と

いう馬鹿げたウソを完全に否定しています。

　自衛隊の災害出動は、国の防災で大事な役割を果たしています。自衛隊はこの分野で多
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くの実績を積み、訓練を重ね、日本のどの過疎地にも数時間のうちに展開できる態勢を整

えています。配備推進協のウソは、住民を脅かして配備賛成に誘導しようとの意図による

ものでしょうが、何よりも自衛隊に対して失礼です。こういう団体の配備請願を、市議会

が採択しても良いものでしょうか？

　この問題については、I LOVE いしがき ホームページにフェイスブックに投稿された文

章が載っています。ご覧ください。

http://loveishigaki.jp/archive/FBposting/sdf-rescue.pdf

（写真は、「石垣島自衛隊配備推進協議会」パンフの該当ページ）
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災害発生時でも、全隊員が救助出動できるわけではない

6月 16日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問７４は、災害時の配備部隊の役割についてこう尋ねています。

「駐屯地があったとしても、それで万全の態勢が整うとは限りません。国防は１日もおろ

そかにできないので、専門性が高いミサイル部隊等の隊員は、災害出動に全員が参加する

わけにはいかないでしょう。また、大地震で隊庁舎、車両、ミサイル発射装置、指揮通信

システム等に障害が生じた場合には、まず駐屯地機能の回復が必要で、停電、断水などへ

の対処とともに、機器の点検、復旧に人員と時間が必要になるでしょう。これらを考慮し

た上で、配備予定の隊員のうち何割程度が実際に救助、救援の初動対応に加われるとお考

えですか。東日本大震災で津波被害を受けた航空自衛隊小松基地、この度の熊本・大分地

震に見舞われた陸上自衛隊健軍駐屯地などに、参考になる事例があればご紹介願いま

す。」

　これに対する防衛省の答えは

「駐屯地や基地の近傍において災害が発生した場合、所在する部隊を派遣することになり

ますが、防衛・警備に対応する者もおり、その割合等についてお答えすることは出来ませ

んが、全力で救援活動を行います。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf　

でした。

　ここでいう防衛には、被災した装備の点検・復旧も含まれ、警備には損傷を受けた施設

や建物の警護・復旧も含まれるとすれば、この答えは質問の趣旨をほぼ認めたものです。

　全力をあげるが、隊員の何割かは駐屯地内の任務にあたらざるを得ない、というのが防

衛省の立場です。災害の規模が大きくて駐屯地の被害が大きいほど、その割合は増えるの

でしょう。他の箇所では「災害の内容、程度によって救援活動の内容は変わってきますが、

自衛隊が配置された場合、万全の態勢で対処する所存です。」と述べていますが、これは、

ここでいう「全力で救援活動を行う」と同じ意味でしょう。住民にとって万全になる、と

思うのは、配備部隊の本来の役割への無理解から来る過剰な期待です。
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自衛隊配備で津波被害は防げるか

6月 16日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問７０は、次のように尋ねています。

「石垣島で最も懸念されている大津波による犠牲者の大多数は、最初に津波が街を襲う段

階で発生します。津波の襲来中は、島の中央部に駐屯地があってもほとんど救援は出来ま

せん。この段階での犠牲者を減らすためには、自衛隊配備に要する経費を、計画的な避難

ビルの建設、市街地から高台に向かう避難道路の整備、学校や高齢者福祉施設の高台移転、

消防、警察の救急救命機能の強化などに振り向ける方がはるかに効果的と思いますがいか

がですか。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　この質問に対する防衛省の答えはありません。配備を進める立場にある以上、「イエ

ス」とは言えず、さりとて、明白な道理に逆らってまで「ノー」と言うわけにもいかない

のでしょう。石垣島への部隊配備の主な目的は、災害対応ではありません。それは、この

「無回答」ひとつとっても明らかです。

　石垣市にとって最も重要なのは、自主的な防災計画を練り上げ、実行することです。防

災を自衛隊に頼っても、肝心の津波襲来時への対策は一歩も進みません。
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部隊配備で「被害を局限できる」の文言が消えた！！

6月 17日投稿

　重要な事実があります。拡散お願いします！

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問５４は、防衛省が宮古島市に提出した配備計画説明文書のある表現について尋ねた

ものでした。

　「2015年 5月 11日に佐藤章元防衛副大臣が下地俊彦宮古島市長に手渡した「島嶼部へ

の部隊配置に関する基本的考え方」という説明文書は、宮古島の主な選定理由のひとつと

して、『陸自部隊が配備されておらず、島嶼防衛や大規模災害など各種事態において被害

を局限できる体制が整備されていない』ことをあげています。石垣市への説明文は若干表

現が違いますが、同趣旨です。

　島嶼防衛について言えば、これは、万一外国軍が攻めてきたときでも、軍事施設のない

非武装、無抵抗の住民しかいない島が占拠されるケースに比べて、ミサイル基地があり部

隊が武力で応戦するケースの方が、住民の被害を局限できるという主張だと思います。し

かし、住む場所が戦場になれば住民に甚大な被害が生じることは、沖縄戦をはじめ無数の

戦史が教えているところです。他方、今の国際法では、他国領土への侵略や非武装住民の

殺傷は認められていません。なぜそのように考えるのかご説明ください。」

　これは、万一島が外国軍に攻められた場合、部隊を配備して武力で応戦するのと非武装

無抵抗を貫くのと、どちらが住民の被害が少なくてすむか、という本質的な問題を提起し

たものです。防衛省が自ら市長への公文書で「部隊を配備すれば被害を局限できる」と書

いた以上、なぜそうかを説明しなければならないはずです。

　ところが、防衛省の回答は、

「（回答）

○ 石垣島及びその周辺離島には約５万３千人と多くの住民が暮らしているものの、陸自

部隊が配置されておらず、島嶼防衛や大規模災害など各種事態において自衛隊として適切

に対応できる体制が十分に整備されていないことは、領土・領海・領空を守り抜く上でも

重要な課題です。
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○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、

島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるものであるとの考えです。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

という「決まり文句」だけでした。何も答えになっていないのは明らかです。ちなみに、

上段の文章は、昨年 11月の石垣市長への説明文書の「主な選定理由」と同じ表現で、宮

古島市長への説明にあった「被害を局限できる」が「自衛隊として適切に対応できる」と

いうあいまいな言葉に置きかえられています。5月24日の２回目説明会では、この問題に

ついて、「具体的な質問なのだから具体的に答えてほしい」という会場からの発言があり

ましたが、防衛省はまともに答えず、ただ「決まり文句」を繰り返すだけでした。

　そして、驚くべきことが起こりました。6月 12日の宮古島市民向け防衛省説明会で配ら

れた資料の「主な選定理由」の文章から、「被害を局限できる」が消え、その代わりに、

石垣市向けと同じ「自衛隊として適切に対応できる」が入ったのです。１つ目の写真は昨

年5月に下地市長に渡した「主な選定理由」、２つ目は、6月 12日資料の「主な選定理

由」です。比べて見てください。

　市長に渡した公文書をこっそり変えるなんて、よくよくのことです。「被害を局限でき

る」が、防衛省にとって、よほど説明しにくい、不都合な表現だったからでしょう。

　結局、防衛省の立場は、「住民が被害を被るかもしれないが、領土・領海・領空を守る

ため、『自衛隊として適切な対応』に協力してほしい」ということです。そういう話だと

分かった以上、応じるかどうか、しっかり考る必要があります。
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ちょっとさびしい「経済効果」
6月19日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問９０〜９５は、配備による「経済効果」関連としてひとくくりにされています。
http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　このうち質問９２は「駐屯地が出来た場合、地域経済への影響（ 効果） は」、質問９

３は「自衛隊駐屯地が出来ることで地元へのメリットは何ですか」、質問９４は「隊員及

び家族が来て、石垣市民が増えますが、経済効果は防衛省として、どの程度予測していま

すか」と尋ねています。

　これらに対する防衛省の答えは、

「自衛隊配置による経済効果について、確たる数字を持っておりませんが、石垣島に新た

に警備部隊等を配置することに伴い、新たな施設の建設や建設した施設の維持管理、隊員

やその家族に関する支出など、島内における様々な消費活動が生じることが想定されま

す。」

というものです。

　えっ、それだけですか？「経済効果」、「経済効果」って騒いでいる人もいるんですが

〜。島内への発注とか取引とかって、ほとんどないんですね。

　新たな施設建設の効果は、建設期間内だけのものです。与那国町でも、建設時は飲食店

や宿泊業などちょっとしたブームだったようですが、今は閑散としているとか。また、人

口の２％に満たない、しかも多くが駐屯地で暮らす隊員と、既婚隊員の家族による支出は、

石垣島に来る観光客、新規移住者、U & Iターン、別荘居住者などに比べれば、ずっと限

定的でしょう。「５００〜６００人の大企業」と空騒ぎした配備推進協と違って、責任を

問われる立場の防衛省は不用意なことは言えません。でも、それにしても少ないですね。

　他方、「観光や農業で潤っている様な過疎な地域で、自衛隊を配備して経済効果にいい

影響を与えたという例はございますか。」という質問９１には、無回答です。良くなった

例があれば挙げるはずですが、ないのでしょう。

　また、地方都市としては稀な石垣市の人口増が、年間約3000人の転出者とほぼ同数の

転入者の微妙なバランスで保たれている事実をあげて、部隊配備に伴って観光業関係や移

住希望の転入者が減れば、配備による人口増のメリットはじきに消えてしまうがどう考え

るか、と尋ねた質問９５にも答えがありません。どこかの例をあげて、「人口は減りませ

ん」と言えば済むことなのに、そんな例がないのでしょう。

　防衛省の回答と「無回答」からは、平時が保たれたとしても「経済効果はむしろマイナ
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ス」という姿が見えてきます。まして、尖閣諸島周辺で武力衝突が起き、観光客が「ミサ

イルの島」を避けたりすれば、経済へのダメージは破滅的です。

関連質問と回答
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質問 90　石垣島に自衛隊を配備して、一部の人や団体への金銭的利益というメリット以外のメ

リットはありますか。抑止力云々の一点で押し通すつもりのようですが、軍隊を配備しても力に

対して力で向き合っても何も解決しないのは、古今東西、歴史等を振り返ってみても周知のとお

りです。現状で十分、むしろ米軍の普天間基地などは次々に無条件で返還されていってほしいも

のです。

質問 91　周辺国の脅威というより、自国の動きの方が脅威に感じられます。観光や農業で潤って

いる様な過疎な地域で、自衛隊を配備して経済効果にいい影響を与えたという例はございますか。

質問 92　駐屯地が出来た場合、地域経済への影響（ 効果） は。

質問 93　自衛隊駐屯地が出来ることで地元へのメリットは何ですか。

質問 94　隊員及び家族が来て、石垣市民が増えますが、経済効果は防衛省として、どの程度予測

していますか。

質問 95　宮古島市で行われた宮古地区自衛隊協力会への説明会で、沖縄防衛局の森浩久企画部長

は、陸上自衛隊配備のメリットのひとつとして、自衛官と家族による人口増加と１億円台から 2

億円台になると予想される地方税収入をあげたそうです。石垣市のここ数年の人口の推移を見る

と、年間 350人から 450人程度の死亡を、600人から 700人程度の出生が上回っているものの、

これらをはるかに超える年間 3000人台の転出者があります。転入者が少なければ、石垣市の人

口は他の地方都市並に減っていくはずですが、幸い転出者数とほぼ等しい約 3000 の転入者数が

あるために、人口はかろうじて微増しています。この転入者の多くは、観光業の関係者と美しい

自然に魅せられた移住者と思われ、ミサイル基地の配備には最も敏感と予想されます。仮に、こ

れらの転入者数が 100人　200人程度減っただけでも、配備によるメリットは数年で消えてしま

います。このようなおそれがある限り、単純に人口増をメリットとすることはできないと思いま

すが、いかがですか。

（ 回答）

○ 自衛隊配置による経済効果について、確たる数字を持っておりませんが、石垣島に新たに警

備部隊等を配置することに伴い、新たな施設の建設や建設した施設の維持管理、隊員やその家族

に関する支出など、島内における様々な消費活動が生じることが想定されます。

○ また、自衛隊配置の経済効果以外として

・全国に配置されている部隊においては、地元自治体が主催する各種行事を支援していること

・全国の駐屯地に所在する隊員が、地元で開催される各種行事に積極的に参加していること
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・全国の駐屯地においては、地元の方々に駐屯地を開放し駐屯地開設記念行事や季節の祭り等を
開催していること

が挙げられると考えています。



あまりにさびしい「雇用増」
6月22日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問９８は

「駐屯地が出来た場合、地元住民の雇用があるか」

　質問９９は

「部隊が配備されれば、駐屯地の中で一般市民も働き口があるのですか。給料はどれくら

いですか」

とたずねています。

　これに対する防衛省の回答は

「○ 駐屯地内には営内で生活する隊員の生活必需品などを販売する売店等が設けられて

いますが、これらの店舗は、公募により委託民間事業者を決定することとなっています。

○ このため、雇用・給与を含めた経営全般については、当該民間業者に委ねることにな

ります。」

でした。
http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　えーっ、これだけ？「石垣島自衛隊配備推進協議会」さんのパンフでは「500名〜600名

の大企業」っていうのに、事務職員も施設職員も採らないの？

　回答から明らかなように、防衛省・自衛隊による直接雇用はありません。もちろん、事

務職員や施設職員も採りません。実は、陸上自衛隊には、もともと「施設科」や「会計

科」などの職種があるのです。
http://www.mod.go.jp/gsdf/about/branches/index.html

　例えば、「会計科」の概要は、「隊員の給与の支払いや部隊の必要とする物資の調達等

の会計業務」だそうです。これらの仕事に必要な人員は、初めから配備される部隊に含ま

れています。石垣島で雇う必要はありません。

　そもそも、武器弾薬の調達とか、ミサイル運搬車両の保守というような軍事機密に関わ

る仕事を、地元で新規採用する職員に任せられるでしょうか？それらを全て自前でまかな

うのが、軍事組織です。

　雇用としてあげられているのは、営内の隊員向け売店などで働く人のことだけです。こ

れらの店舗は、公募で民間の委託業者が請負い、雇用、給与は全てその業者に任されます。

もちろん、公務員に準拠した給与や待遇が適用されるわけではありません。雇用条件は業

者任せですし、業者自体が一定期間毎に公募（競争）ベースで変わり得るので、安定した

雇用になる保証もありません。
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　「駐屯地での働き口」に期待しても、多くはむなしい結果になりそうですね。

　（写真は、「会計科」と「施設科」の仕事。陸上自衛隊ホームページより）　　
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基地造成の経済効果は「作業員の雇用や資材の調達」だけ！
6月25日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問９７は、基地造成工事について、

「今般、防衛省が石垣市へ配備を計画している自衛隊基地の造成にかかる予算の概算額は

いくらでしょうか。また、それにより、石垣市や関連事業者への経済効果はどの程度見込

んでいるのでしょうか。」

とたずねています。

　これに対する防衛省の回答は、

「○ 防衛省としては、『平得大俣の東側にある市有地及びその近辺』に隊庁舎、グラウ

ンド、火薬庫、射撃場など全国の一般的な駐屯地に備わっている施設を整備することを念

頭においていますが、詳細な施設配置などについては今後の基本検討などを進める中で確

定していくことから、現時点で造成の予算額については決定していません。

○ また、造成工事による石垣市や関連事業者への経済効果について、現時点でお答えす

ることは困難ですが、一般論として、石垣島内における作業員の雇用や資材の調達などが

考えられます。」

です。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　写真は、防衛省ホームページにある「平成28年度予算の概要」から取ったものです。宮

古島の平成28年度用地取得経費等は108億円ですから、奄美大島の造成工事等経費は87億

円程度でしょう。おそらく、石垣島でも同程度と思われます。

　造成の予算額はまだ確定していないのでしょうが、100億円規模の造成工事の経済効果

が「作業員の雇用や資材の調達」とは、いったいどういうことでしょう。「石垣島自衛隊

配備推進協議会」のパンフは、「建設工事の受注や備品の受注が増える」と大宣伝してい

たのに。

　これは、防衛省は、石垣市の業者に何かを受注させるなどとは、およそ考えていないと

いうことです。

　国や公共機関の物品購入や工事には、入札参加資格というものがあり、企業規模や実績

で評価されるAからDまでの等級に応じて、応募できる予定価格の範囲が決まっています。

石垣島の業者の大部分は等級が低いため、大規模工事については初めから入札に参加でき
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ません。沖縄防衛局は、地元業者の関心を惹こうと、防衛関係の仕事があるたびに、工事

を分割したり、ジョイントベンチャーを勧めたりして、何とか機会を作ろうとしています

が、100億円規模の工事では、とてもこんなやり方は通用しません。だから、防衛省は

「受注」という言葉は使わないのです。

　ではどうするかというと、いつものパターンです。つまり、工事は本土の「防衛関連」

大手が受注し、それを下請け、孫請けにやらせます。その際、孫請け企業が工事の間だけ

臨時募集する作業員の雇用や、工事用資材の調達などが、「経済効果」になるというわけ

です。防衛省も正直に書くものですね。

　利益の大半は元請け大手が吸い上げてしまい、島に落ちるお金はごくわずかです。建設

業者の話を聞いても、「もうけはないけど、仕事が続くのは助かる」が実態のようです。

　でも、業種毎の基地工事期間は、長くても１〜２年です。その先、ミサイル基地のマイ

ナスイメージで観光関係の工事が減りでもすれば、丸損ですね。

（写真は、防衛省の「平成28年度予算の概要」より）
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八重山出身の自衛隊員は石垣島で勤務できる？
6月30日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問100は、

「子供がまだ中学生ですが、高校卒業して自衛隊に入れば、石垣の自衛隊で働けるのです

か。」

とたずねています。

　これに対する防衛省の答えは、

「自衛隊に採用されると、全国の自衛隊施設で勤務することになりますが、石垣島に部隊

が配置された場合、部隊の任務と、隊員個々人の専門性が合致すれば、地元で働きたいと

いう隊員の希望も考慮されます。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　これは、「全国の施設で勤務」が原則だが、「部隊の任務」と「本人の専門性」が合う

場合には、「希望も考慮される」ということですね。まず、石垣島に配備予定のミサイル

部隊の任務と合致する「ミサイル操作」とか「捜索標定レーダー操作」などの「専門性」

を持つことが必要条件です。このような専門性は、電子回路やソフトウェアの知識なども

要求されるでしょうから、誰でも簡単に身につけられるものではないでしょう。さらに、

「．．．も考慮される」の「も」は、「選考基準はいろいろあるが、地元出身であること

『も』考慮の対象になる」という意味です。つまり、この回答は、どちらかと言えば、

「地元だから無条件に優先配置するわけではないですよ」と釘をさしている内容です。

　ところが、写真は「石垣島自衛隊配備推進協議会」のパンフの一部ですが、まるで、八

重山出身の自衛隊員（約100名）の大半が石垣島で勤務できるかのように書いています。

宮古島で行われた配備賛成の一部住民向け説明会では、自衛隊沖縄地方協力本部の山根寿

一本部長（陸将補）が、「駐屯地ができると、宮古島出身の270人の陸自隊員に帰る場所

が出来る」とまで言ったそうです。でも、今回の防衛省の回答に照らしてみれば、八重山

出身隊員の大多数が石垣島に勤務できるなんて、夢物語ではないでしょうか。

　こうした防衛省の公式回答と、「良いことづくめ」の説明との大きな落差には、「山根

さんたちが宣伝に熱を入れすぎた」こととは別の、もうひとつの意味があるのかもしれま

せん。なぜなら、本土の陸上自衛隊の中には、熊本市に司令部を置く西部方面隊第８師団

のように、隊員の80%を地元出身者が占める例もあるからです。その方が、地域とのコ
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ミュニケーションや郷土防衛意識の向上に役立つという理由で。

　https://ja.wikipedia.org/wiki/第8師団_(陸上自衛隊)

　だとすると、山根さんが全く根も葉もないことを言ったわけではないし、回答も「専門

性」などときつい言葉を使わずに「資質」程度にし、「．．．も考慮される」は「．．．

を考慮する」として良かったはずです。なぜそうしなかったのか？

　それは、専守防衛の本土駐屯地と、領有権争いを抱える緊張の東シナ海に配備する艦艇

攻撃用ミサイル基地との、性格の違いにあるのではないでしょうか。紛争時には攻撃対象

になり、地上戦も起き得る環境では、隊の任務と、家族近親者を守りたい気持ちとの間で、

葛藤が生じる場面もあり得ます。また、「於茂登岳では、塹壕、トーチカとトンネルを

いっぱい作り始めたそうだ」とか、「最近○○隊員の両親と妹家族が本土に移ったそう

だ」というようなうわさが住民の間で流れれば、部隊幹部にとっても、あらぬ疑いをかけ

られかねない地元出身隊員にとっても、望ましい状態とは言えません。それを考えると、

防衛省が、「なるべく地元出身者は配置しない」方針を取ったとしても不思議ではないで

しょう。

　いずれにしても、「お子さんが自衛隊に入隊すれば石垣島駐屯地で働ける」わけではな

いようです。

（写真は、「石垣島自衛隊配備推進協議会」パンフの該当ページ）
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自衛隊家族宿舎は字毎に置けますか？
7月2日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１０２は、

「自衛隊の家族の人は何処に住むのですか？ 石垣市は字別対抗駅伝が盛んで、一カ所に

集中することがないように、分散するのは可能ですか。」

とたずねています。

　防衛省の回答は

「○ 一般に、自衛隊駐屯地で勤務する隊員には、駐屯地内に居住する者と駐屯地の敷地

外に居住する者があります。

　○ 今後、部隊の配置場所に係る調整状況を踏まえ、駐屯地の敷地外に居住する隊員や

家族用の宿舎の設置場所等については、今後、具体的な検討を進めることとなります。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　字毎に宿舎を置けるかどうかは、答えていません。ですが、実質的にはノーと言ってい

ると思います。

　なぜなら、ここには、ほかの質問への答えにあるような、「地元のご要望や石垣市のご

要望をお聞きして」といった「含み」を持たせる表現がないからです。「具体的な検討」

は、防衛省が、防衛省の都合で進めるのでしょう。

　実は、２月15日の「開南有志説明会」でも、似たようなやりとりがあったといいます。

「廃校の心配もある大本小学校へ隊員の子どもたちを入学させられないか」という質問に、

陸上自衛隊沖縄地方協力本部の山根寿一本部長（陸将補）は、「我々も協力したいが、そ

れには学校の近くに宿舎が必要。宿舎は一ヶ所にまとめる方が安くできるため、分散して

建てるのは、『某省』が認めない恐れがある」と答えたとか。なるほど、そういう事情も

あるのですね。あまり期待しない方が良さそうです。

　もっと多くの若者の参加で島の行事が盛り上がるようにするには、自衛隊配備はお断り

して、観光産業を中心に平和で豊かな暮らしを発展させる方がより確実だと思います。
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（写真は駅伝競争の一風景。2015年12月7日の八重山毎日新聞より。本記事の内容とは関

係ありません。）
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駐屯地内の売店やクリーニングは利用できますか？
7月4日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１０５〜１０７は、

「一般市民も自衛隊敷地内の施設、体育館、グランド、売店、喫茶店、クリーニング、散

髪店、プール等を利用できますか。」

など、駐屯地内施設の一般利用についてたずねたものです。

　これに対する防衛省の答えは、

「○ 全国の駐屯地においては、駐屯地内に設置されるグラウンド等について、部隊運用

や財産管理に支障がない範囲で、付近の青少年の健全なスポーツ等の場としても活用を

図っているほか、地元の方々に駐屯地を開放し、駐屯地記念日行事や季節のお祭り等を開

催しています。

　○ 石垣島の駐屯地に建設されるグラウンド等の使用につきましては、地元の御要望や

駐屯地開設後の部隊運用等を踏まえ、個別に調整させていただきたいと考えています。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　「部隊運用や財産管理に支障がない範囲で個別に調整」という制限つきですが、グラウ

ンドの利用等はある程度考えているのでしょう。しかし、売店、喫茶店、クリーニング、

散髪店については、何も触れていません。

　２月15日の「開南有志説明会」では、「開南地区にはお店が一軒もないのですが、駐屯

地の売店などは共用できますか？」という質問に対して、自衛隊沖縄地方協力本部の山根

寿一本部長（陸将補）は大変積極的で、「みなさんに特別な身分証明書を発行すれば、そ

れはできますよ。」と言ったそうです。でも、今回の正式回答は、少しトーンが違います

ね。誰か上の人から、「東シナ海の最前線ミサイル基地に一般人を入れるのは好ましくな

い」とでも言われたのでしょうか。

　仮に「特別な身分証明証」が発行されたとしても、食堂のある営内で暮らす隊員たちの

売店には、生鮮食料品や女性の衣服の品数は、あまり多くないだろうと思います。
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（写真は、陸上自衛隊目達原駐屯地 http://www.hirokawahiroto.com/archives/2504 と

福島駐屯地 http://endless.tea-nifty.com/blog/2008/10/post-ab2a.html の売店風景）
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関連質問と回答
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質問 105　一般市民も自衛隊敷地内の施設、体育館、グランド、売店、喫茶店、クリーニング、

散髪店、プール等を利用できますか。

質問 106　もし配備となった場合、地元の理解を深める為に基地の一般公開もしくは交流会など

の必要性があると思うが、他の基地にはそのような企画はあるか。

質問 107　平得大俣地区に建設を計画している駐屯地内には、報道されている射撃場の他、体育

館・グラウンド・温水プール等のスポーツ施設も建設されるのか、建設されるのであればその射

撃場・体育館・グラウンド・温水プールなどの施設は島民に開放されることを予定しているかど

うか、お答え願いたい。

（ 回答）

○ 防衛省としては、「平得大俣の東側にある市有地及びその近辺」に隊庁舎、グラウンド、体育

館、火薬庫、射撃場など全国の一般的な駐屯地に備わっている施設を整備することを念頭におい

ていますが、詳細な施設配置などについては今後の基本検討などを進める中で確定していくこと

から、現時点では決定しているものはありません。

○ 全国の駐屯地においては、駐屯地内に設置されるグラウンド等について、部隊運用や財産管理

に支障がない範囲で、付近の青少年の健全なスポーツ等の場としても活用を図っているほか、地

元の方々に駐屯地を開放し、駐屯地記念日行事や季節のお祭り等を開催しています。

○ 石垣島の駐屯地に建設されるグラウンド等の使用につきましては、地元の御要望や駐屯地開設

後の部隊運用等を踏まえ、個別に調整させていただきたいと考えています。



上下水道など駐屯地のインフラ整備は市が負担？
7月5日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１０８〜１１２は、

「駐屯地周辺のインフラ整備は。」

「駐屯地は、上下水道が整備されるのですか。周辺地域も合わせて整備されるのです

か。」

「防衛力の能力発揮のための基盤作りとして、地域コミュニティーとの連携から、防衛施

設とその周辺地域とのより一層の調和を図るため、防衛施設周辺対策事業を推進する計画

がありますが、石垣市へ自衛隊基地を配備した場合、どのような対策事業が行われるので

しょうか。」

など、駐屯地周辺のインフラ整備と対策事業についてたずねたものです。

　これらに対する防衛省の回答は、

「○ 駐屯地の整備に当たっては、関係法令などの規定に従い、また、石垣市ともよく調

整しながら適切に進めてまいります。

　○ また、部隊配置に伴って実施する防衛省の補助事業の具体的な内容については、今

後、石垣市の御要望をよくお聴きして、調整していく考えです。

　○ 当省の補助事業は、環境整備法に基づき、周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻

害されると認められる場合に助成を行うものですが、例えば、道路、公園及びし尿処理施

設などの整備に対する助成を行なっています。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

というものです。

　「防衛省の補助事業」とは、防衛省のホームページ

http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/

にあるように、年1,200億円超の国費を使い、「迷惑料」のふれこみで全国の基地周辺地

域に「はこもの」やインフラをつくる事業です。これは、原発立地自治体への「交付金」

と同じように、住民を「補助金」づけにして、「依存症体質」に引きずり込むものです。

そのリストを紹介したフェイスブックへの投稿があります。

http://loveishigaki.jp/archive/FBposting/MDlist.pdf
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　ですから、ここで問われるのは、

　　「苦しくとも自分たちで切り拓いてきた経済か、それとも基地依存経済か」

　　「安全で平和な暮らしか、それともミサイルが飛んでくるかもしれない暮らしか」

の選択だと思います。

　見逃せないのは、上下水道など駐屯地自体の整備について「石垣市ともよく調整し」と

言っていることです。実は、石垣島、宮古島と並んで陸自ミサイル部隊の配備計画がある

奄美大島の地元紙に、最近写真のような記事が載りました。何と、駐屯地の水源確保関連

調査のために、奄美市の予算を1,800万円も使うというのです！

　えっ、インフラを「整備する」んじゃなくて、「市に整備させる」のですか？

　「お国のためには協力を」と、市が、防衛省に補助金を出す．．．。

（写真は、奄美地元紙の記事）
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陸自配備は緊張緩和につながりますか？
7月12日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問６０は、東シナ海地域の安全保障環境の厳しさを強調した政府文書（写真）をあげ

て、次のように訊いています。

「政府自身がこのように認識している以上、この地域における今後の政府の努力は、何よ

りも緊張をやわらげ、平時の環境を保持することに向けられるべきでしょう。

そこでおたずねします。この地域にミサイル部隊を含む陸上自衛隊を配備することは、グ

レーゾーン事態をなくすなど、緊張緩和につながるとお考えでしょうか。だとすれば、そ

の理由をご説明ください。」

　防衛省の回答は、

「○ 石垣島及びその周辺離島には約５万３千人と多くの住民が暮らしているものの、陸

自部隊が配置されておらず、島嶼防衛や大規模災害など各種事態において自衛隊として適

切に対応できる体制が十分に整備されていないことは、領土・領海・領空を守り抜く上で

も重要な課題です。

　○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、

島嶼部に攻撃に対する抑止力を高めるものです。

　○ 我が国の領土・領海・領空を守ることは防衛省・自衛隊の使命であり、石垣島の安

全を含め、国民の安心・安全を守れるよう万全を期してまいります。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　「配備は緊張緩和につながるのか」という質問には、全く答えていません。「回答」と

して並べた３つは、ほかの箇所でも何度も使っている「定型句」、「決まり文句」です。

大事な質問への回答を拒否ないし回避しながら、「丁寧に答えた」とか「説明は尽くし

た」などとは到底言えません。

　ただし、この「無回答」は、「無情報」ではないと思います。

　おそらく、配備に賛成している方の多くは、「陸自部隊を配備すれば中国は尖閣諸島に

近づけなくなるから、緊張状態は解消される」というような回答を期待していたのではな

いでしょうか。防衛省としても、できればそう答えたいところでしょう。

　しかし、そうしなかったのは、防衛省が「緊張は緩和しない」と判断しているからで
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しょう。中国が陸自の地対艦誘導弾や地対空誘導弾を無力化できる弾道ミサイルや超音速

巡航ミサイルを保有していることは、防衛省が一番良く知っているからです。ですから、

上の回答は、「緊張はむしろ激化するだろうが、軍事力によって領土、領海、領空を守り

抜くのが防衛省・自衛隊の使命」ということでしょう。そういう話だと分かれば、期待し

ていた人たちも、考え直す方が良いと思います。

（写真は、政府の「国家安全保障戦略について」からの抜粋）
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尖閣諸島をめぐる「対抗措置の連鎖」
7月14日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問４５は、

「中国海警局等の艦船の対応に、海上保安庁が増強され、領空侵犯等の対応に、那覇の航

空団の所属機が追加配備された中で、現時点で､中国海軍などの軍事的な動きが直接無い

今、石垣島、宮古島への、攻撃的な陸自部隊の配備は、新たな『現状変更』と解釈され、

新たな脅威を生むことにならないのか。」

　また、質問４７は、

「中国は、2012年の我が国による尖閣諸島国有化を『現状変更』と決めつけ、それを『根

拠』にして公船による継続的な領海侵入を始めました。今回、尖閣諸島を行政区域に含む

石垣市に、新聞等で『尖閣諸島を射程に収める』と報道されている地対艦誘導弾の部隊を

含む陸自部隊を配備すれば、中国が『領有権問題における新たな現状変更』と決めつけて

『対抗措置』を取るおそれはないでしょうか。仮にそうなれば、我が国も更なる措置を余

儀なくされ、『更に重大な事態に転じかねないリスク』を招くことになりませんか。そう

はならないと判断されるなら、その根拠をご説明ください。」

とたずねています。

　防衛省は、質問４５に対しては、答えにならない「決まり文句」を２つ並べただけです。

一方、質問４７に対しては、

「○ 中国が海洋における活動の拡大・活発化させていることに加え、軍事や安全保障に

関する透明性が十分に確保されないまま軍事力の広範かつ急速な強化を推進していること

は強く懸念されるところですが、石垣島への部隊配置を含めた我が国の防衛力整備は、特

定の国を仮想敵国や脅威と見なし、これに軍事的に対抗していくという発想には立ってい

ません。

○ 防衛省としては、引き続き、国民の生命・財産と我が国の領土・領空・領海を守るた

め、適切な防衛力の整備を進めてまいります。」

と「答え」ています。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　前段は、特定の国を仮想敵国や脅威とは見なしていない、と強調しています。しかし、

質問は「こちらの姿勢」ではなく、「あちらの反応」をたずねたものですが、それへの答

53



えはありません。ですから、２つの質問とも「無回答」です。ですが、中国が対抗措置を

取る可能性を否定してはいません。

　防衛省の「姿勢」はいざしらず、マスメディアは「尖閣への中国脅威にらみ」配備を急

ぐ、と書いていますから（例えば5月30日付産経新聞）、実際に配備されれば、中国軍幹

部が「そんなミサイルはすぐ殲滅できる」と発言したり、尖閣諸島周辺海域にミサイル駆

逐艦が出没したりしても不思議ではありません。

　では、そうなったらどうするのか？後段に書いてあります。「防衛省としては、引き続

き、．．．適切な防衛力の整備を進め」ると。古来、領有権争いがある地域では、対抗措

置は対抗措置を呼び、軍拡競争になりますが、そんなことは、もちろん織り込み済みなの

でしょう。

　アメリカと日本の軍需産業や、日本を「戦争できる国」にしたい人たちにとってはうれ

しいことでしょうが、この石垣島に５万人の住民が暮らしていることは、忘れないでほし

いと思います。

（写真は尖閣諸島　朝日新聞2012年9月5日付より）
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自衛隊は主たる任務に支障のない範囲で住民を助ける
7月16日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問６９は、有事の際の住民の保護、避難について、次のようにたずねています。

「『国民保護法』における住民への警報、避難指示の記述は抽象的ですが、石垣島の場合、

具体的にどういう事態で警報、避難指示が必要になるとお考えですか。

　防衛省は、島に危険が迫っていると判断するための基準をお持ちですか。

　防衛省が、危険が迫っていると判断したときは、ただちに市や県に連絡される体制に

なっていますか。

　５万人の住民の避難には、どの位の時間が必要とお考えですか。

　航空機、船舶など運搬手段の数は、どの位必要になるとお考えですか。

　避難指示は、全住民の避難に必要な時間を確保できる余裕を持って発することができま

すか。

　自衛隊は、住民避難をどのように支援してくれますか。

　避難している間に、島に残した家屋、農地、事業所、都市インフラなどが損害を受けた

場合、復興、帰還に必要な費用の全額を国が補償する仕組みはありますか。

　島外避難が間に合わない場合、山間部や洞窟に隠れればより安全ですか。また、頑丈な

防空壕に逃げ込めば生命を守れますか。そうだとすれば、防空壕の設置を奨励、援助する

用意はありますか。」

　この質問は、防衛省が誤って災害対応関連でひとくくりにした質問６７〜７４の中に入

れてしまったものですが、質問６９への答えと思われるものは、

「○ 国民保護法における住民への警報等、今後部隊が配置された場合に自治体と連携し、

その対応について協議することになります。また、住民避難についても、自衛隊の輸送手

段だけでなく、民間輸送手段も活用して、より迅速な避難方法の構築が必要と考えており

ます。」

です。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　たったこれだけです。具体的な、箇条書きの質問なのに。しかも、人の生き死ににも関

わることなのに。

　でも、防衛省のホームページにある「防衛省国民保護計画のポイント」という資料（写

真）を見ると、ああそうなんだ、という気もします。

　http://www.clearing.mod.go.jp/…/2011/2011/html/ns315000.html
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　自衛隊は、「武力攻撃の排除という主たる任務に支障のない範囲で住民を助ける」ので

す。運搬手段とか、避難に要する時間などは、自治体や警察が把握すべきことで、自衛隊

の任務ではない、と思っているのでしょう。

　そうだとしても不思議なのは、説明会でも回答文書でも、防衛省はこの「基本的考え

方」に全く触れなかったことです。「自衛隊は住民を守ってくれるはず」という多くの人

の善意の思い込みをむげに壊すこともない、と考えたのかもしれませんが、それはまずい

と思います。こういう大事なことは、いの一番に説明していただかなければ。

　そうすれば、住民としても、ではいざというとき誰が守ってくれるのか、市や警察は準

備ができているか、自分の生命財産は守れるかなど、いろいろ考えて判断を下すことがで

きます。

　次の説明の機会には、まずこのあたりから、じっくり話してほしいと思います。

　損害補償の仕組みについては、既にご紹介したように、防衛省は、一般住民には今のと

ころ何の補償もない、という政府見解を明らかにしています（質問８５〜８９への回答）。

　https://www.facebook.com/loveishigaki/posts/1020777571333348

　住民の保護、避難、防空壕については、ほかの角度から取り上げた質問もあるので、順

次ご紹介します。

（写真は、防衛省のホームページより）
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島嶼奪回作戦・「対地射撃」で島民・観光客は？

7月18日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問８６は、防衛省の「島嶼防衛・奪回」方針を取り上げ、

「平成 27年版防衛白書の 226ページに『事前に兆候が得られず万一島嶼を占領された場

合には、航空機や艦艇による対地射撃により敵を制圧した後、陸自部隊を着上陸させるな

ど島嶼奪回のための作戦を行う。』とある。事前に兆候が得られていないならば、占領さ

れたその島嶼には、島民及び観光客等が存在しているものと考えられるが、事前に兆候が

得られず万一石垣島が占領された場合、自衛隊による奪回までの間、石垣島の島民及び観

光客の処遇はどうなるものと防衛省は想定しているのか、またこの島嶼奪回のための作戦

において島民及び観光客等の安心・安全はどのように確保されるのか、『航空機や艦艇に

よる対地射撃により敵を制圧』とあるがこの『対地射撃』とは何か、この『対地射撃』に

より島民及び観光客の生命・身体及び財産に被害は生じることはないのか、被害が生じた

場合防衛省あるいは『対地射撃』を行った隊員個人がその責任を負い補償を行うのか、こ

れらのことについて防衛省の見解を明らかにして頂きたい。」

と問うています。

　防衛省は、これらについて、ほとんど何も答えていません。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　防衛省は、この質問を、有事の際の損害補償についての他の質問とひとくくりにして、

「一般住民には今のところ何の補償もない」という政府見解の紹介だけを「答え」として

います。

　https://www.facebook.com/loveishigaki/posts/1020777571333348

　しかし、上の質問は補償に関することだけでなく、防衛省の公式文書にもとづいて、

「島嶼防衛・奪回」で何が起きるのか、具体的な説明を求めたものです。防衛省は、質問

４９、５０への回答の中で、石垣島でも、有事にはこの「島嶼防衛・奪回」方針に基づい

て防衛にあたることを認めています。

　https://www.facebook.com/loveishigaki/posts/1017593741651731

ですから、防衛省はこの質問に当然答えられるし、答えるべき立場にあります。だのに、
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何も答えないのです。

　尖閣諸島周辺海域まで届く対艦ミサイルを置けば、東シナ海有事には外国軍の石垣島進

攻・占領もあり得ないとは言えません。その時、住民と観光客がどんな状況に置かれるの

か、自衛隊の奪回作戦で「対地射撃」にさらされないかは、住民と観光客にとって重大で

切実な問題です。それなのに、何も答えないまま、「説明を尽くした」とか「丁寧に答え

た」とかは、到底言えません。

　自衛隊配備を期待している方々も、「こういう質問に無回答」などの事実を充分ご検討

いただくよう願っています。

　（写真は平成 26年度版防衛白書の島嶼防衛イメージ図です。白い破線枠の内側が「対

地射撃」のイメージです。住民や観光客が全く描かれていないのが防衛省らしいところで

すが。）
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「ミサイルで　攻撃されたら　逃げ場なし」（防衛省）
7月21日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問７９と８０は、「島嶼防衛・奪回」戦で離島住民がどうなるかをたずねたものです。

質問７９は、住民の島外避難について、

「先の大戦の教訓から、離島住民の避難において島外避難と島内避難では住民の最終的な

安全に格段の差があるため、避難においては島外避難を優先して行わなければならないと

思われるが（『陸戦研究』平成27年12月号掲載、３等陸佐横尾和久著『マリアナ戦史に見

る離島住民の安全確保についての考察』）、石垣島に対する攻撃の兆候を事前に得た場合、

住民の移動方法及び移動間の安全確保について、並びに避難先での生活の保障について、

具体的な方策を明らかにして頂きたい。」

また、質問８０は、

「先の大戦におけるサイパンや沖縄での戦いにおいて、住民が軍と行動を共にした結果、

多くの住民が巻き添えになった。石垣島への部隊配備を計画している防衛省として、有事

における『部隊と住民の分離の徹底』についてどのような方策を持っているのか具体的に

例示して頂きたい。」

と問うています。防衛省は、この２つの質問をひとくくりにして、

「○ 住民の避難計画については、市町村において、① 武力攻撃事態等においては、国民

保護法に基づき住民の避難や避難住民の救援について定める国民保護計画、② 災害対策

基本法に基づき災害の予防や応急対策について定める地域防災計画がそれぞれ作成されて

おり、これらの計画に沿って住民の保護や避難が行われます。

　○ 防衛省・自衛隊としても、関係法令に基づき、防衛省・防衛装備庁国民保護計画及

び防衛省業務計画を作成しており、国民保護措置や救難措置の実施に万全を期していると

ころです。

　○ これらの計画に基づき、各種事態に応じて、自治体を始めとした関係機関と連携し

つつ、住民避難の支援などを実施することとしております。」

と「答え」ています。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　これらは、住民避難のことばかりで、質問８０の「部隊と住民の分離」については全く

答えていません。住民の生命に関わる戦史の重要な教訓です。防衛省としての考えを、き
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ちんと示していただきたいと思います。

　一方、避難に関しても、避難計画は市町村が作成しているから、自衛隊はそれに基づい

て関係機関と連携しつつ支援する、という形式的な回答で済ませています。「自衛隊は、

武力攻撃の排除という主たる任務に支障のない範囲で住民を助ける」という防衛省の「基

本的考え方」からすれば、これで充分と考えているのでしょう。避難先での生活保障につ

いても、何も触れていません。

　しかし、この「回答」で引用している防衛省・防衛装備庁国民保護計画を防衛省のホー

ムページで見てみると

http://www.mod.go.jp/j/approach/buryokutaio/kokumin_hogo.pdf

とんでもないことが、もう少し具体的に書いてあります。

　例えば、弾道ミサイル攻撃を受けた場合には、何が攻撃目標になっているか判断が難し

く、しかも短時間で着弾するため、自衛隊の行動は、ミサイルが着弾した後の被災地から

の避難、救援や、武力攻撃災害への対処が中心になるとされています。写真は、武力攻撃

の種類毎の自衛隊の国民保護行動について、陸上自衛隊長崎地方協力本部がまとめた要約

表です。ご確認ください。

　「防衛大綱」は、「島嶼防衛・奪回」の際には「弾道ミサイル、巡航ミサイル等による

攻撃に対して的確に対応する」と書いていますが、実際にその場面になったら、石垣島民

は島外に逃げることもできず、ただ着弾を待つしかないというわけです。

　防衛省は、こういう大事なことは、もっとはっきり説明すべきです。肝心なことを知ら

せないで、賛成だけを募るのでは困ります。

60



防空壕なしで、ミサイル攻撃に生き残れますか？

7月22日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問８１〜８４は、住民避難などのための地下壕、防空壕について、次のように尋ねて

います。

質問８１

「 住民および観光客などの生命を守るための巨大シェルターを建造する計画はあります

か。（ 該当するものに○ ）１ ある、２ ない　」

質問８２

「『軍事研究』平成27年10月号にて、『南西諸島防衛！ 国と沖縄県は何をなすべきか』

と題した防衛問題研究家賀谷眞悟氏によるレポートが掲載されている。このなかで賀谷氏

は、『（ 住民は） 戦闘を前提に考えると地下に退避する以外に効果はない』『公共工事

として地下壕を各集落に作ることは可能であろう』『県の業者に受注させれば反対派の声

も少なくなるであろう』として住民避難用の地下壕の建設を提唱している。防衛省として

住民避難用地下壕の建設を検討したことはあるのか、検討しているのであれば石垣島にお

ける地下壕の建設候補地及び建設にかかる費用を明らかにして頂きたい。検討したことが

無いのであれば、防衛省としては白書に記載されている島嶼奪回作戦遂行上、住民避難用

の地下壕は必要ないと考えているからなのか、検討していないその理由を明らかにして頂

きたい。」

質問８３

「先の大戦における硫黄島や沖縄での戦いにおいて、旧日本軍は地下陣地を構築し、島に

よっては島全体を要塞化して米軍の上陸を阻止しようとした事例があるが、石垣島におい

てその必要性の有無を防衛省はどう考えているのか明らかにして頂きたい。」

質問８４

「宮古島で予定されている駐屯地では、ミサイル部隊の指揮所を地下に設けると報道され

ていますが、なぜ地下に作るのですか。防御のためだとすれば、何からの防御ですか。石

垣島の駐屯地でも地下指揮所を作るのですか。」

　これ以外にも、質問６９は住民用防空壕の有効性、必要性を尋ねています。

　防衛省の「 回答」は、

「○ 防衛省としては、『平得大俣の東側にある市有地及びその近辺』に隊庁舎、グラウ

ンド、火薬庫、射撃場など全国の一般的な駐屯地に備わっている施設を整備することを念

頭においていますが、詳細な施設配置などについては今後の基本検討などを進める中で確
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定していくことから、現時点では地下指揮所を建設するかを含め、決定しているものはあ

りません。

　○ なお、当省としては、石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないと

の我が国の意思を示し、島嶼部の攻撃に対する抑止力を高めるものであるとの考えです。

　○ お尋ねの住民の避難については、地方公共団体において関係法令に基づき計画を作

成するものと承知していますが、今後、防衛省としても石垣市とよく調整し、協力してま

いりたいと考えています。」

です。　

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　ミサイル部隊の地下指揮所について尋ねた質問８４には、「現時点では未決定」と答え

ています。南西諸島の地対空誘導弾部隊司令部が置かれる予定の宮古島と並んで、石垣島

でも作る可能性を否定しませんでした。やっぱり、現実にミサイル攻撃もありと想定して

いるのでしょう。「防衛大綱」が、「弾道ミサイル、巡航ミサイル等による攻撃に対して

的確に対応する」と書いているのですから、そう考えるのが当たり前ですが。指揮所を地

下に置く可能性もあるのなら、ミサイル車両や予備弾は、もちろん地下の掩蔽壕に入れて

防御するのでしょう。質問８３が指摘しているような、地下要塞も考えているかもしれま

せん。そうであれば、陸自ミサイル基地を無力化しようとする外国軍は、ミサイル攻撃で

地上の装備、施設を破壊するだけでは足りず、掩蔽壕など地下施設の制圧をねらって着上

陸作戦に踏み切ることもあるでしょう。だとすると、一見荒唐無稽に見える防衛省の「島

嶼防衛・奪回」方針にも、何らかの軍事的合理性があるのかもしれません。

　地下指揮所を検討する一方で、住民避難用の防空壕については、まともな回答は一切あ

りません。

　しかし、防衛省のホームページにある防衛省・防衛装備庁国民保護計画

http://www.mod.go.jp/j/approach/buryokutaio/kokumin_hogo.pdf

は、弾道ミサイル攻撃を受けた場合、着弾前に島民が島外に避難するのは事実上不可能な

ことを認めています。弾道ミサイルは発射後数分で着弾しますが、３〜４百km彼方のミサ

イル搭載艦から発射される巡航ミサイルも20分程度で着弾します。ですから、島外避難が

不可能な点では、巡航ミサイルもほぼ同じです。では、ミサイル攻撃を受けたときに、住

民はどこに避難すれば良いのでしょう？

　同計画の13ページには、

「弾道ミサイルによる攻撃の場合は当初の屋内避難及び着弾後の弾頭の種類に応じた避難

になる」
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と書かれています。また、石垣市国民保護計画にも、

「弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令された

ときは、住民は屋内に避難することが基本である。（実際に弾道ミサイルが発射されたと

の警報が発令されたときは、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築

物の地階等の地下施設に避難することとなる。）」

http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/…/pdf/kokuminhogo/01.pdf

とあります（67ページ）。

　つまり、「まず堅牢な建物に避難を」が、防衛省と石垣市の答えです。しかし、広い開

口部を持つ民家や商店に逃げ込んでも、弾頭炸裂の爆風による内部の破壊もあり得ますか

ら、命の安全は保証されません。やはり、駐屯地の地下施設に準ずる強度を持つ防空壕、

シェルターを、街のあちこちや民家の庭に計画的に設置しないかぎり、ミサイル攻撃に耐

えて生き延びるのは難しいでしょう。

　防衛省には、石垣島がミサイル攻撃された時の想定と、住民避難用防空壕の有効性と必

要性、費用見積りを、はっきり説明していただきたいと思います。それなしに、陸自ミサ

イル基地の配備にご理解を、なんて言われても、無理な話です。

　（写真は、市販の核シェルターのイメージ図です。

　　http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00105/

市販品は核シェルターが多く、通常弾頭用は少ないようです。気密性が高ければ、津波襲

来時にも役立つかもしれません。）
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「理解をお願い」するのなら、まず位置、

面積、装備の計画を示してください
7月23日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問２１〜２３は、配備計画の基本的な情報に関するものです。

質問２１は、

「平得大俣に作ろうとお考えの駐屯地の面積を教えてください。市有地及びその周辺とい

うのはどこですか。どのような範囲の土地を想定しているのですか。」

質問２２は、 

「実際に予定されている具体的な面積、場所はどこなのか。

・配備される装備の具体的な内容。(車輌の数等)

・有事の際、ミサイル発射車輌は、島内の数カ所に展開すると思われるが、候補地はどこ

なのか。

・有事に限らず、平時における、装備への破壊活動の対策は。

・『自衛隊』として、石垣島、宮古島への部隊配備計画よりも、もっと有効で柔軟性のあ

る計画を立てられないものか。(装備、人員、予算の無駄な張り付けと考えないのか)」

質問２３は、

「最終的なきっちりとした位置、面積、設備は。」

とたずねています。

　防衛省はこれらに対して

「防衛省としては、『平得大俣の東側にある市有地及びその近辺』に隊庁舎、グラウンド、

火薬庫、射撃場など全国の一般的な駐屯地に備わっている施設を整備することを念頭にお

いていますが、具体的な部隊の配置先については現在、当省において引き続き検討してい

るところであり、また、詳細な施設配置などについても今後の基本検討などを進める中で

確定していくことから、現時点で、お尋ねの駐屯地の位置、面積などについて確定してい

ません。」

と「答え」ています。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　ご覧の通り、位置、面積についても、質問２２の装備についても、何も答えていません。

　ただし、4月22日の１回目説明会では、「まず受け入れてもらわないと図面が引けな

い」という身勝手な態度が大変不評でしたが、今回の正式回答では、「当省の今後の基本
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的検討で確定するが、まだ未確定」という表現に改めました。

　これは、意味のある変化だと受け止めたいですね。当然、次回には、「基本検討」の結

果に基づいて、位置、面積、施設配置の計画を示してもらえるのでしょう。質問８４への

回答で「現時点では未決定」とされた地下指揮所なども含めて。「ご理解をお願いする」

のならそれからです。

　面積については、5月24日の２回目説明会と記者質問で、沖縄防衛局の森浩久企画部長

が宮古島は22ヘクタールと例示し、「それと大きくかけ離れることはない」と述べたので、

その数字が一人歩きしているようです。しかし、宮古島の22ヘクタールとは、当初30ヘク

タールを予定していた大福牧場案が地下水源地問題で窮地に陥り、あわてて隣接する細長

い土地に変更した時の数字です。その後、宮古島市議会内の造反もあってその案も事実上

撤回され、現在は候補地が宙に浮いた状態です。しかも、大福牧場案の時期にも、それ以

外に、千代田カントリークラブの土地も利用する計画でした。ですから、「宮古島と同程

度」は、今の段階では何の答えにもなっていません。

　でも、しっかり「基本検討」すれば、施設、装備の配置に必要な面積は割り出せるはず

で、もう数字は出ているのではないでしょうか。位置は、使用する市有地を決めればおの

ずと決まるはずです。そうすれば、写真の奄美大島での駐屯地配置図のように、於茂登前

山や道路などの地形も考慮した配置計画図が描けるはずです。

　一方、質問２２にあるような、誘導弾搭載車両を含む装備品の種類、数量、島内展開地

点、テロや災害への対策などもきちんと示してほしいと思います。誘導弾搭載車両は、幅

2.5m、長さ11m、高さ3.4mという大型車両です。さらに、レーダー、指揮統制など多くの

車両がいっしょに行動します。

http://loveishigaki.jp/archive/deploymentplan/index.html

　それらが何基、どんな道路を通って、島内のどんな地点に展開するのか、そういう訓練

を月に何回行うのか、などは、住民の生活に関わる重要な問題です。しっかり説明しても

らわなければなりません。
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　　（写真は、石垣市と同様の陸自部隊配備が予定されている奄美大島駐屯地の配置計画

図。出典　http://nandemo-memo.jimdo.com/%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%…/）
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なぜこの場所に決めたのか？

7月25日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　なぜ、いきなり島の中心部の平得大俣地区東側に決めたのか。住民への説明、打診も一

切無しに。これは３地区の方をはじめ、石垣市民の誰もが抱いている疑問です。

　質問４０は、

「場所選定の経緯はどのようなものか。また、現在予定されている場所は配備場所として

適正なのか。

　質問４１は、

「なぜ、当初の候補地域にも入っていなかった平得大俣が、予定地区になったのか。また、

市有地の所有者の行政(石垣市)に説明はなされたのか。地元の３地区、開南・嵩田・於茂

登の同意なしに、施設の建設を進めるのか。」

　質問４２は、

「なぜ、７箇所の候補地のある中で、いきなり島の真ん中の平得大俣地区に何の説明も無

しに決めたのか。」

とたずねています。これに対する防衛省の答えは、

「○ 石垣島については、『中期防衛力整備計画（平成２６年度〜平成３０年度）』（平

成２５年１２月１７日閣議決定）に基づき、南西地域の防衛態勢強化の検討を進める中で、

石垣島を自衛隊の部隊の配置先の有力な候補地と考えていたことから、平成２７年７月、

同島内において、様々な観点から現地調査を実施し、その結果等を踏まえ、『平得大俣の

東側にある市有地及びその周辺』に陸自部隊を配置するとの結論を得たところです。

　○ 部隊配置に当たっては、市長を始め住民の皆様からの御理解・御協力を頂きながら

進めていくことが重要と考えており、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。」
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です。質問１２１も、民間調査会社による調査報告書は防衛省として満足できる内容のも

のだったのかたずねていますが、防衛省は「これらの調査の結果、候補地の選定に至った

ことから、当該業務の成果物に不足があったとは考えていません。」という木で鼻をく

くったような回答で済ませています。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　「結論を得た」と言うだけで、なぜそうなったかは、全く説明していません。せめて、

他の候補地と比べてここが良い理由、くらいは説明しても良かったと思うのですが。「引

き続き丁寧な説明に努めてまいります。」と言う以上、次回には、選考基準と選定理由、

事前に説明しなかった理由、をはっきり話していただきたいと思います。

　その際、特にきちんと説明してほしいことは、５月24日の２回目説明会で、沖縄防衛

局の森浩久企画部長が口頭でチラッと触れた、この場所の選定には「軍事的視点もある」

ということについてです。

　https://youtu.be/kPDAzNAgtZY

　森部長は、それ以上は言わなかったので、どういう軍事的視点かは分かりません。しか

し、ヒントになることはあります。例えば、陸上自衛隊ホームページの「装備」、「火

器・弾薬」の８８式地対艦誘導弾に関する

「海岸に面した山の背後から発射すると、あらかじめプログラミングされたコースにした

がって山腹をう回、洋上に出て低高度で飛翔し目標に命中するという、日本独自のアイデ

アが生かされている。」

という説明です。

　http://www.mod.go.jp/gsdf/equipment/fire/index.html

石垣島に配備しようとしている１２式地対艦誘導弾は、８８式の後継機で、同じアイディ

アが生かされています。

　陸自の地対艦誘導弾は、1980年代に専守防衛の兵器として開発され、当初は相手方の

レーダーに補足されにくく攻撃もされにくい内陸の山間部に配置し、上陸侵攻のために海

岸に近づく相手方艦艇を撃つように設計されたと言います。だから、「山越え発射」の性

能は必須だったわけです。
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　近年では、地対艦誘導弾は、航空自衛隊、海上自衛隊の哨戒機から相手方艦隊の情報を

得るデータリンク機能の導入によって、有効射程が約 200kmに伸び、陸海空３自衛隊の統

合運用の下で海上戦闘に加われる対艦攻撃用兵器に変身しました。そこで、尖閣など東シ

ナ海有事に対処するために、先島への配備を計画しているのです。このあたりのことは、

国防に詳しい作家の数多久遠さんの個人ブログにわかりやすい説明があります。

　http://kuon-amata.cocolog-nifty.com/…/2014/09/h272-9b46.html

　そのように性格は変わっても、当初のアイディアを生かして、於茂登岳の背後に置けば、

相手方の先制攻撃に耐え、生き延びて攻撃を続ける上で有利です。もちろん、そのように

良く守られた兵器を破壊しようとする相手は、より多くのミサイルを、市街地や集落にも

おかまいなしに撃ち込むでしょうが。

　いずれにせよ、森部長発言からすれば、平得大俣が７箇所の候補地の中で軍事的に最も

ふさわしいと判断したのは事実でしょう。であれば、防衛省は、石垣島でどんな軍事行動

を予想しており、その中でなぜ平得大俣が良いと考えたかを説明してほしいと思います。

少なくとも、上述のような範囲のことであれば、防衛省のホームページにも書いてある、

軍事機密でも何でもないことばかりです。

　そもそも、住民に軍事施設の受け入れを求めるのであれば、有事の際にその施設をどう

使うか、攻撃されるリスクは、住民の生命、財産をどう保護するかなど、有事への対応を

きちんと説明すべきです。それが、民主主義国を守る武装組織にとって、主権者たる住民

に対する基本的な責務のはずです。その意味では、「なぜここを選んだか？」の問いにさ

え答えない「事前質問への回答」をはじめ防衛省のこれまでの説明は、まだスタートライ

ンにもついていない状態だと思います。

（写真は、「7箇所の候補地」、「1987年版防衛白書における地対艦誘導弾の説明」、

「現行防衛大綱・中期防説明資料の中で『海上優勢確保のため』と紹介されている地対艦

誘導弾」です。）
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自衛隊は島の住民を守るために市と協議してきましたか？　

7月30日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１３５〜１３８は、2000年１月に制定された陸上自衛隊の最高教範「野外令」の中

から、第３編「作戦・戦闘の基盤的機能」の第３章「防衛作戦の実施」の第４節「離島の

作戦」に書かれている、島の防衛・奪回作戦における住民への対応、広報、避難、それら

に備えるための行政との協議に関する自衛隊の方針をたずねています。

　「野外令」の「離島の作戦」部分は、小西誠さんのフェイスブックに載っており、その

コピーを整理したものが、I LOVE いしがき ホームページの

http://loveishigaki.jp/…/deploymentpl…/JGSDFFieldManual.html

にあります。

質問１３５は、

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5345 離島の作戦の特性』『３ 

統合的かつ多様な作戦』には、『離島の作戦は、離島への機動、離島における戦闘、住民

への対応等から、海上・航空部隊等と連携した輸送・着上陸、又は対着上陸等の作戦、部

外支援等、統合的かつ多様な作戦となる。』とあるが、自衛隊は石垣市役所と『住民への

対応』についての協議等を行っているのか、行ったとすればそれはいつか、行っていない

とすればそれは何故か、自衛隊配備と関係無く、防衛省の立場からすれば島嶼防衛のため

に早急に行わなければならないことと思われるが、これらのことについて防衛省の見解を

明らかにして頂きたい。」

質問１３６は、

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5346 離島の作戦の重視事項』

『１ 情報の獲得』には、『敵の離島侵攻の機先を制する事前配置の処置及び奪回を含む

多様な作戦からなる離島の作戦を整斉と遂行するためには、離島の地形、気象・海象、敵

情等に関する確実かつ早期からの情報の獲得が重要である。このため、経空・経海による

地上偵察、航空偵察、関係部外機関等・島民の協力等あらゆる手段を活用することが必要

である。』とあるが、『関係部外機関等』とは石垣島内において具体的にどの『機関』を

指しているのか、その『島民の協力等』の具体例とともに挙げて頂きたい。」

質問１３７は、

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5346 離島の作戦の重視事項』

『６ 関係部外機関との連携』には、『侵攻に伴う被害等から住民の安全を確保するため

には、関係部外機関との連携が重要である。このため、早期から関係部外機関と密接に連

携し、情勢の推移に即応した住民避難等の部外支援について、十分な調整を実施すること

が必要である。』とあるが、『関係部外機関等』とは石垣島内において具体的にどの『機

関』を指し、その『調整』は既に行ったのか、行ったとすればそれはいつか、行っていな
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いとすればそれは何故か、自衛隊配備と関係無く、防衛省の立場からすれば島嶼防衛のた

めに早急に行わなければならないことと思われるが、これらのことについて防衛省の見解

を明らかにして頂きたい。」

質問１３８は、

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5355 部外連絡協力及び広報』

には『敵の離島侵攻に先んじて、適時に必要な情報を関係部外機関に通報して、先行的な

住民避難等ができるように支援する。やむを得ず敵に占領された場合は、住民の島内等避

難に努め、作戦行動に伴う被害及び部隊行動への影響を局限する。また、地方公共団体等

と連携した適切な広報により、住民に必要な事項を周知させ、住民の安全及び作戦への信

頼を確保する。』とあるが、『関係部外機関等』とは石垣島内において具体的にどの『機

関』を指しているのか、『住民の島内等避難に努め』とあるが石垣島内のどこに避難する

ことを想定しているのか、『作戦行動に伴う被害及び部隊行動への影響を局限する。』と

あるが島民にどのような被害あると想定しているのか、これらのことについて防衛省の見

解を明らかにして頂きたい。また、『地方公共団体等と連携した適切な広報』とあるが、

自衛隊は石垣市役所と『適切な広報』についての協議等を行っているのか、行ったとすれ

ば、それはいつか、行っていないとすればそれは何故か、自衛隊配備と関係無く、防衛省

の立場からすれば島嶼防衛のために早急に行わなければならないことと思われるが、これ

らのことについても防衛省の見解を明らかにして頂きたい。」

と問うています。これらをひとくくりにした防衛省の回答は、

「○ 石垣市の国民保護計画の作成等については、石垣市の国民保護協議会の構成員とし

て第１５旅団長が任命されており、平素より関係機関と協議を行っております。

　○ 石垣市国民保護計画において、『関係機関』とは教育委員会などの市の各執行機関、

消防機関、県、県警察、石垣海上保安本部、自衛隊、医療機関等となっております。また、

広報については、石垣市対策本部において、広報責任者を設置し、広報誌、テレビ・ラジ

オ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、インターネットホームページ等のほか様々な

広報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体制を構築しています。

　○ また住民（ 島民） は、避難住民の誘導、避難住民の救援、消火、負傷者の搬送、

被災者の救助、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置、保健衛生の確保に協力する

こととなっています。

　○ 石垣市国民保護計画においては、島内の避難所として学校等が想定されていますが、

具体的な避難所については、関係機関等の協議の中で決定されていくものと考えます。

　○ 仮定の状況に基づいて具体的にお答えすることは困難ですが、武力攻撃事態等にお

いて国民保護等措置を的確かつ迅速に実施するためには、国民保護措置の実施に関わる連

携要領について、平素から各省庁や地方公共団体などとの間で訓練等を通じ、連携を深め
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ることが必要と考えています。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　回答の１番目の段落（○印で区切ったもの）では、関係機関との協議について、石垣市

の国民保護協議会に第１５旅団長が加わり、石垣市の国民保護計画の作成に関わったこと

をあげています。ほかにもあれば例示したはずですから、これ以外に協議と言えるような

ものはなかったのでしょう。また、２番目の段落では、石垣市国民保護計画における「関

係機関」や、広報の体制を紹介していますが、個々の機関や広報担当と協議した形跡はあ

りません。

　「野外令」は2000年1月に作られています。その頃から、離島の防衛・奪回作戦を考え

ていたわけです。一方、石垣市国民保護計画の策定は、2013年3月です。石垣市国民保護

協議会は2010年12月に条例ができていますが、会合が開かれたのは第1回が2012年11月9日、

第2回が2013年2月15日で、いずれも石垣市国民保護計画案審議のために行ったものです。

つまり、それ以前の、「野外令」施行後ほぼ13年の間、島の住民を守るための行政との協

議は、一度も行われなかったと思われます。しかも、石垣市国民保護協議会の会合は、こ

の２回だけで、その後は開かれていません。ですから、同様の事態は今も続いているわけ

です。

　http://loveishigaki.jp/archive/civilprotection/index.html

　この間、尖閣問題をめぐってさまざまな事件や緊迫した政治情勢が生まれ、政府、防衛

省は「東シナ海地域で安全保障環境の厳しさが増している」と強調してきました。もしも、

その厳しさが石垣島への武力攻撃につながる恐れがあれば、当然、「野外令」の定めに

従って、行政をはじめ関係機関との協議を行ってきたはずです。質問が強調しているよう

に、これは部隊が配備されているかどうかとは、本来関係がありません。どの離島であれ、

侵略の恐れにさらされていれば行うべきことです。なのに行わなかったのは、防衛省・自

衛隊も、石垣市の行政も、石垣島にさしせまった武力攻撃の危険があるとは判断していな

かった、ということです。例えば、石垣市国民保護計画の策定の遅れについて、2010年度

の「事務事業評価シート」は、策定事業の「目的」も「手段」も「現状では、想定しがた

い」、「他国等による武力攻撃の想定が困難であり」と述べています。これは、石垣市の

行政に携わる多くの人たちの正直な気持ちを表したものでしょう（写真２）。

http://loveishigaki.jp/…/civilprotection/evaluationsheet.pdf

　ですから、防衛省・自衛隊が今回陸上自衛隊の石垣島配備を計画したのは、外国軍に侵

略されるかもしれない島を守るためではありません。やはり、「尖閣諸島を含め、我が国

の領土・領海・領空を守る」（質問１３４への回答）ため、つまり、東シナ海での戦争に

備えて島を前線基地として使うためなのでしょう。そういう「要塞の島」になれば、尖閣

など東シナ海の有事が石垣有事に直結し、外国軍がミサイル基地制圧のために上陸侵攻を

図る事態も現実味を帯びてきます。回答の最後、５番目の段落は、「武力攻撃事態も、部
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隊を配備すればあり得ますから、平素から連携を深めましょう」と言っているように聞こ

えます。

　回答の３番目の段落に、「住民は、．．．協力することになっている」とありますが、

これは「協力は義務」であるかのような印象を与える不正確な表現です。国民保護法第４

条第２項は、「前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請

に当たって強制にわたることがあってはならない」と定めています（写真１、「石垣市国

民保護計画の概要」より）。

　４番目の段落で、石垣市国民保護計画が学校等を島内の避難所として想定しているよう

に書いていますが、計画には、どこを島内避難所にするかの明確な記述はないと思います。

石垣市地域防災計画が避難所について詳しく書いているのとは大違いです。だって、島が

戦場になったときの避難所なんて、考えられますか？前に触れた2010年度の「事務事業評

価シート」も、「過去の凄惨な戦争体験の教訓からも実効性があるかの懸念も」と書いて

います。これは、多くの石垣市民の偽らざる気持ちでしょう。そもそも、「野外令」にあ

る、「やむを得ず敵に占領された場合の住民の島内等避難」で、学校に逃げ込めば助かる

と思う人がいるでしょうか。

　では、防衛省はどう考えているのでしょう？質問１３８がたずねた住民の被害想定につ

いては、何も答えがありませんね。敵の上陸を防ぎきれなかったら、部隊単位で休戦もし

くは降伏してでも、住民の生命を第一に守る覚悟はあるのでしょうか？それもなしに、

「関係機関等の協議の中で決定されていくものと考えます」としか答えないのなら、「離

島の作戦」につながりかねない配備計画などは、さっさとやめにしていただきたいと思い

ます。
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自衛隊の航空機、艦艇を住民避難用に使うのは、

国際人道法上問題ありませんか？
8月1日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１３９は、2000年１月に制定された陸上自衛隊の最高教範「野外令」

　　http://loveishigaki.jp/…/deploymentpl…/JGSDFFieldManual.html

の住民の避難に関する記述を取り上げて、次のようにたずねています。

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5348　事前配置による要領』

『８ 海上・航空部隊との協同』には『海上・航空部隊との協同においては、海上・航空

優勢の確保、敵の増援等に対する海上・航空阻止、火力支援、情報、離島への機動・兵站

支援・住民避難等のための輸送、救難等について明らかにする。』とあるが、『住民避難

等のための輸送、救難等』について陸海空自衛隊が保有する航空機及び艦艇を用いること

を想定しているのか、想定しているのであれば、紛争当事国の『軍艦』『軍用航空機』に

文民（ 島民及び観光客） を搭乗させることに国際人道法上問題は無いのか、文民（ 島

民及び観光客） が搭乗するのが商船または民間航空機だとしても陸海空自衛隊が保有す

る航空機及び艦艇の護衛・保護の下にあればそれは軍事目標となり得るのではないのか、

これらのことについて防衛省の見解を明らかにして頂きたい。」

　これに対して防衛省は

「○ 国際人道法上、紛争当事国の軍艦または軍用航空機により自国民を避難させること

を禁ずる規則はないと承知しています。

　○ いずれにせよ、我が国に対する武力攻撃の一環として我が国国民を攻撃することは、

国際法上違法な武力の攻撃であって、正当化されないと考えています。」

と答えています。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　上段○印の「禁ずる規則はないと承知している」は、答えになっていません。質問は、

「禁じられているか」ではなく、「問題は無いか」をたずねているのですから。

　国際人道法（戦時国際法）で現在最も重視されている「ジュネーブ諸条約第一追加議定

書」（1949年8月制定）は、「第48条　基本原則」で、

「紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文

民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを

軍事行動の対象とする。」

76



と述べています。ここで言う「軍事目標」は、第52条第2項で、

「軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資す

る物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況にお

いて明確な軍事的利益をもたらすものに限る。」

と定義されています。ですから、軍艦または軍用機は、軍事目標として軍事行動の対象に

なり得るという「問題」があるわけです。国際人道法に精通しているはずの防衛省は、な

ぜ、この肝心な点を説明しようとしないのでしょう。

　もちろん、急を要する場合には、軍艦や軍用機であっても使わざるを得ないことはある

でしょう。それを禁ずる規則など当然ありません。しかし、そういう場合には、5月24日

の第２回目の説明会で森浩久沖縄防衛局企画部長が口頭で述べたようにしかるべき標章を

つける、あるいは交戦相手に民間人の輸送を通告するなど、「その破壊が明確な軍事的利

益をもたらすものではない」ことを明らかにして、攻撃を避ける努力を尽くさなければな

りません。

　さらに、国際人道法との関連以外にも、

１．住民避難が必要となる有事には、自衛隊は「離島への機動・兵站支援」にも輸送力を

使う、

　　したがって、有事の避難に使える輸送力は限られる、

２．「おおすみ型（２代）」のような大型輸送艦でも、１隻に乗せられる民間人は1000人

まで、

　　したがって、先島住民10万人超の避難にはとても足りない、

という大きな問題があります。自衛隊の輸送力だけで全住民を避難させるのは、到底不可

能です。

　ですから、陸自配備を考える前に、沖縄県、宮古島市、石垣市、さらに航空会社、海運

会社などの「指定公共機関」と綿密に検討して、10万人超の避難が可能な態勢を整えるの

が急務です。既存の輸送力で足りないなら、国が予算を出して、有事には住民避難専用に

使える何千人か収容可能な船を何隻か沖縄県内に配置すべきでしょう。Wikipediaによれ

ば、「おおすみ型」１隻の建造費は272億円程度ですから、武器や装甲を外したり、中古

の船を購入したりすれば、駐屯地建設費よりはかなり安くあがるでしょう。「そんな無駄

なことに予算は使えない」とでも言うのなら、陸自配備計画はやめにしてください。

　下段○印の答えには賛成です。ジュネーブ諸条約第一追加議定書の第48条は、非戦闘員

である国民を攻撃することを禁じています。
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　しかし、戦闘員と文民が混在する島での地上戦や、島内各地の軍事目標を狙うミサイル

攻撃を受ければ、文民が巻き添えになることは避けられません。第一追加議定書も、やむ

を得ず巻き添えが生じ得ることは認めています。結果として、戦闘員より文民の犠牲の方

が大きい事例は、第二次大戦後の戦争でも多数見られます。

　それよりずっと良いのは、島を軍事施設がない状態に保つことです。そうすれば、尖閣

諸島周辺など東シナ海で武力衝突が起きても、下段○印の答えが認めている通り、軍事目

標のない島への攻撃は国際法違反です。少しでも多くの外国を味方につけたい紛争当事国

にとって、明白な国際法違反を犯すのは最悪の愚行です。それにもまして、必死で洋上の

戦いをしている最中に、軍事的意味の無い島への攻撃や上陸に戦力を割く司令官はいませ

ん。

　ですから、陸自配備計画は不要です。島の住民にとっては、百害あって一利なしです。

　　（写真は輸送艦「おおすみ」、出典：海上自衛隊ホームページ）
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やっぱり、いざとなったら島外避難しかないのですね
8月10日投稿

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１４０は、陸上自衛隊の最高教範「野外令」（2000年１月制定）

　　http://loveishigaki.jp/…/deploymentpl…/JGSDFFieldManual.html

を引用して、次のようにたずねています。

「開示された陸自教範１－00－01－11－２ 『野外令』の『5349 奪回による要領』『１ 

対処要領』には『敵の侵攻直後の防御態勢未完に乗じた継続的な航空・艦砲等の火力によ

る敵の制圧に引き続き、空中機動作戦及び海上作戦輸送による上陸作戦を遂行し、海岸堡

を占領する。じ後、後続部隊を戦闘加入させて、速やかに敵部隊を撃破する。状況により、

空中機動作戦を主体として、海岸堡を占領することなく速やかに敵部隊を撃破する場合が

ある。』とあるが、『継続的な航空・艦砲等の火力による敵の制圧』を実施している時点

での島民及び観光客の存在を防衛省はどのように想定しているのか明らかにして頂きた

い。」

　これに対する防衛省の「回答」は、

「○ 島民及び観光客の安全確保は優先すべきものであり、被害防止に万全の注意を払う

必要があると考えており、当該地域の住民の避難、保護等の処置を適切に実施します。

　○ 島民等の避難計画については市町村において、① 武力攻撃事態等においては、国民

保護法に基づき住民の避難や避難住民の救援について定める国民保護計画、② 災害対策

基本法に基づき災害の予防や応急対策について定める地域防災計画がそれぞれ作成されて

おり、これらの計画に沿って住民の保護や避難が行われます。

　○ また、何より、敵の侵攻以前に島外避難等の措置を迅速・的確に実施することが重

要であり、防衛省・自衛隊としましては、国民保護措置を適切に実施する考えでいま

す。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　「継続的な航空・艦砲等の火力による敵の制圧」、つまり「味方の対地射撃」で住民、

観光客が被災する可能性については、質問８６でも訊かれ、何も答えませんでした。今回

も、やはり直接の回答は避けています。答えにくいのでしょう。しかし、陸上自衛隊員の

誰もが従うべき「野外令」の記述について、「そんなことにはなりません」とは言えませ

ん。
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　そこで、防衛省は、この質問ではじめて、

・「島民及び観光客の安全確保は優先すべきもの」、

・「被害防止に万全の注意を払う必要がある」、

・「何より、敵の侵攻以前に島外避難等の措置を迅速・的確に実施することが重要」

と見解を述べました。島外避難の重要性は質問７９でも問われ、答えなかったのですが、

ここでは、はっきり認めています。「対地射撃にさらされたりする前に、みなさんには島

外に避難していただきます」ということです。やっぱり、それしかないんですね。でも、

避難が間に合わなかったらどうなるか、問題は残ります。また、あらためてたずねたいと

思います。

　質問されていないことに答えた形ですが、この見解自体は真っ当で、大事な内容だと思

います。緊張の東シナ海に面した先島にミサイル部隊を配備すれば、有事には「島嶼防

衛・奪回」作戦を余儀なくされる事態もあり得ます。そのときには、まず、住民・観光客

の島外避難を確実に実施しなければなりません。しかし、問題は、それが本当に迅速・的

確に実施できるかです。

　もちろん、「島嶼防衛・奪回」の事態が起きないように、陸自配備をやめるのが最上で

すが、でも、どうしても配備を進めたいなら、最低限、これまで実質的な回答を避けてき

た以下の質問にも、きちんと答えていただかなければなりません。

　●防衛大綱は敵の上陸侵攻以前にも弾道ミサイル・巡航ミサイル攻撃を想定しています。

防衛省・防衛装備庁国民保護計画は、ミサイル攻撃されれば、事前避難はほぼ不可能と認

めています。その中で、どう生き延びるか。

　　（質問８１〜８４）

　●10万人超の住民と観光客が避難するための必要輸送手段の見積りと確保の方策。

　　（質問６９、１３９）

　●10万人超の住民と観光客の避難に要する時間の見積り、侵攻前に逃げられるか。

　　（質問６９）

「防衛省・自衛隊としましては、国民保護措置を適切に実施する考えでいます」と言うか

らには、「市町村の国民保護計画に沿って」だけでは答えになりません。石垣市、沖縄県、

国土交通省、指定公共機関等との役割分担も含めて、防衛省・自衛隊としての実施計画を

具体的に示してください。

　そして、島民及び観光客の安全確保には、避難完了後も、

　●生命、健康、家屋、財産、収入への損害の補償、
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　●避難先での居住、就業、就学の保証、

　●先島市町村の自治体機能と住民サービスの継続、

　●メンタルケアをはじめ健康面でのサポート、

　●戦後の帰還を可能にする国による復興整備事業と帰還者への支援、

も必要です。先島だけが破壊される局地戦争であれば、政府の国策による犠牲者の大部分

は、先島住民と死傷した自衛隊員です。国全体が廃墟になる大戦争ならいざ知らず、支払

い能力を残した国には、何兆円かかろうとも、しかるべき補償とサービスを実施してもら

わなければなりません。

　今後、防衛省にはこれらの点を詳しく説明してもらい、有事想定と住民保護策について

さらに突っ込んで議論したいと思います。

　もちろん、島外避難や損害補償などの必要がなければ、それに越したことはありません。

そもそも、島外避難と損害補償を本気で考えれば、財政、インフラ、要員のどの面から見

ても、陸自の先島配備計画自体が成り立たなくなるでしょう。そんな計画は、直ちにやめ

ることです。

　有事（戦時）でも、軍事施設のない島への攻撃や占領は、国際人道法（戦時国際法）違

反です。これは、質問１３９への回答で、防衛省も事実上認めたことです。そして、東シ

ナ海洋上決戦の最中に、軍事的意味の無い島の攻略に人員と装備を費やすのは、およそ軍

事上あり得ないことです。だから、平時を保つために全力をあげるとともに、たとえ有事

になっても石垣島を戦場にしない方策を練り上げることは充分に可能です。そのためにこ

そ、知恵をしぼろうではありませんか。

（写真は「沖縄県国民保護計画の概要」の「離島における住民の避難」のイメージ図）
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防衛大綱の言う抑止力とは？

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問５３は、

「『平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱』は、『各種事態における実効的な抑止及び

対処』の項で、『島嶼部に対する攻撃に対しては、安全保障環境に即して配置された部隊

に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開し、海上優勢及び航空優勢を確保しつ

つ、侵略を阻止・排除し、島嶼への侵攻があった場合には、これを奪回する。その際、弾

道ミサイル、巡航ミサイル等による攻撃に対して的確に対応する。』と述べています。つ

まり、この記述は、島が戦場になり、ミサイルで攻撃され、侵攻占拠されて奪回する事態

をも想定しています。これは、今回配置される部隊が、機動展開される増援部隊を含めて

も、住民の生命、財産を守る抑止力として十分機能できない場合があるということですか。

お答えください。」

とたずねています。これに対する防衛省の回答は、

「○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、

島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるものであるとの考えです。

　○ 我が国の領土・領海・領空を守ることは防衛省・自衛隊の使命であり、石垣島の安

全を含め、国民の安心・安全を守れるよう万全を期しています。」

というものです。

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　この質問には、ふたつのポイントがあったと思います。ひとつは、住民の安全や保護に

全く触れていないこの「防衛大綱の島嶼防衛・奪回方針」が、無人の尖閣諸島や守備隊だ

けが駐留する孤島の話なのか、それとも数万人の人口を持つ宮古島や石垣島をも対象にし

ているのかを、防衛省自身にはっきり語ってもらおうということです。「今回配置される

部隊」を主語に選んだのは、そのためでしょう。もうひとつは、防衛省が言う「抑止力」

とは何かを明らかにすることです。「住民の生命、財産を守る抑止力」と限定したのはそ

のためでしょう。

　上記の回答は、ひとつめのポイントには何も触れず、答えを避けた形です。しかし、意
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外にも、別のことをたずねた質問４９、５０への回答で、答えがわかってしまいました。

そこで、防衛省は、上述の防衛大綱の文章の前半部分をそっくり引用して、「・・・とさ

れており、石垣島に配置される警備部隊等のみで対応するという考えではありません」と

述べたのです。つまり、石垣島も「防衛大綱の島嶼防衛・奪回方針」の対象であることを

認めました。陸自部隊は、このような島嶼防衛・奪回戦を想定して配備されるのです。こ

れをはっきり認めたのは、恐らくはじめてでしょう。

（本シリーズの「石垣島で、地上戦？！」をご覧ください

https://www.facebook.com/loveishigaki/posts/1017593741651731 ）

　である以上、防衛省は、国防の基本文書である防衛大綱の中で、「今回配置される部隊

（「安全保障環境に即して配置された部隊」）が、住民の生命、財産を守る抑止力として

十分機能できない場合がある」ことを認めているわけです。今回の回答も、質問のその箇

所については、否定していません。

　にもかかわらず、「石垣島への部隊の配置は、島嶼部への攻撃に対する抑止力を高める

ものとの考えです」と回答したのは、防衛省の言う「抑止力」が、「島と住民を守る」抑

止力ではなく、「国を守る」ないしは「日米同盟を守る」抑止力のことだからでしょう。

　なるほど、そのように考えれば、「防衛大綱の島嶼防衛・奪回方針」の意味は、わから

ないでもありません。何らかの事態で、外国軍が石垣島に押し寄せて来るとします。例え

ば、尖閣周辺で偶発的な衝突が海空戦に発展して、これを制した外国軍が石垣島の対艦ミ

サイル基地を制圧しようと攻撃してくるような場合です。外国軍は、侵攻に先立ってミサ

イルの雨を降らせるでしょうが、陸自部隊は堅固な地下壕にこもってそれをしのぎ、珊瑚

礁の海岸への上陸に手間取る相手に集中砲火を浴びせ、緊急展開した増援部隊とともに、

地下壕網や山岳地形を活用した熾烈な地上戦でさらに損害を与えます。一般に、離島は守

り抜くのは難しいが攻めやすいと言われているので、状況に応じて一旦撤退します。その

上で、本土に温存していた強力な陸、海、空統合機動防衛力を展開して、海上優勢、航空

優勢を取り戻し、対地射撃で上陸軍を掃討しつつ、着上陸作戦を成功させます。そして、

相手方を東シナ海に追い落とし、勢いに乗って尖閣を奪回します。そうすれば、相手方に、

「島嶼部への攻撃は割に合わない」ことをいやと言うほど思い知らせ、島嶼部への攻撃に

対する「国を守る」抑止力が高まります。相手方が本当は尖閣にもまして確保したい「南

西諸島（『第一列島線』）を越えて太平洋に出る道」も、閉鎖できます。
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　しかし、５万人が住んでいる島でこのような「島嶼防衛・奪回」作戦を実行すれば、住

民の生命、財産に多大な犠牲が出るのは明らかです。今回の回答でも、それは否定してい

ません。なのにこのような作戦を想定して陸自部隊を配備するのは、「国益のためには住

民が犠牲になってもやむをえない」と考えているからでしょう。これは、究極の先島捨て

石作戦です。そう言えば、回答の第２段落は、「石垣島の安全を含め、国民の安心・安全

を守れるよう万全を期しています」と述べています。領土としての「石垣島の安全」で

あって、「石垣島住民の安全」ではありません。防衛省も、慎重に言葉を選ぶのですね。

　こういう方針は、個人の基本的人権を最も重視する日本国憲法の精神に真っ向から反し

ており、全く認められません。

　住民が、生命・財産の危険を伴う陸自配備を拒否するのは、憲法上の権利であり、憲法

12条が「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これ

を保持しなければならない」と述べていることからすれば、義務でもあります。

　ついでに言えば、このような「防衛大綱の島嶼防衛・奪回方針」でうまく勝利できると

考えるのは、あまり現実的ではないと思います。外国軍が洋上の海空戦を制して尖閣を奪

取したとすれば、その先必要なことは、海上優勢と航空優勢を維持しつつ、先島の対艦ミ

サイル基地を無力化することです。そうすれば、尖閣諸島の実効支配を固めながら、公海

自由航行権に基づく太平洋への通過を妨げる要素を一掃できます。それには、ミサイル攻

撃で先島の地上軍事施設を「火の海」にするだけで、ほぼ充分です。一定の困難が予想さ

れ、国際政治の舞台で「領土拡張」とか「住民虐殺」の非難を受けやすい上陸掃討作戦な

どは、しない方が賢明です。相手方も、日本の防衛大綱は良く読んでいるのでしょうし。

その先、自衛隊が尖閣奪回作戦に踏みきるかどうかで状況は変わり得るとしても、美しい

先島が無残に破壊され、尖閣も失ったまま停戦処理に進むとすれば、何の「国益」も達成

されません。

　無謀な戦争に導きかねない先島への陸自配備は、先島住民と犠牲になる自衛隊員だけで

なく、圧倒的多数の日本国民にとって、「百害あって一利なし」です。それよりは、先島

を非武装の「平和の緩衝地帯」として保ち、領有権や資源に関わる外交交渉も活発に行っ

て、尖閣周辺で武力衝突が発生する環境自体をなくす方が、はるかに現実的だと思います。

(写真は、先日発表されたばかりの平成 28年度版防衛白書に載っている「島嶼防衛のイ

メージ図」です。
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http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2016/w2016_00.html

相変わらず、全く住民が描かれていません。実際には何万人もの人が住む島を対象にして

いるのですが。）

　

「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの一覧は、

http://loveishigaki.jp/archive/FBposting/QandAseries.html

をご覧ください。
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なぜ陸自の部隊を配備するのですか？

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問４９は、

「『経済界』（2010年 10月 5 日号）掲載の『田岡俊次がズバリ答える！ 軍事の『常識』

『非常識』』において軍事評論家田岡俊次氏は、『島の防衛の決め手は制空・制海権ある

こと』『こちらに制空・制海権があれば、他国が孤島に上陸作戦を仕掛けてくることはま

ずない。仮に奇襲上陸で占領しても、後続部隊も補給も来ないから立ち枯れになる。逆に、

相手が制空・制海権を握るなら、こちらが孤島に部隊を置いても孤立して補給が切れ、第

二次世界大戦中のアッツ島、硫黄島など、太平洋の多くの島々で起きたように、守備隊は

玉砕のほかない。』『離島を防衛するには、航空・海上戦力によるしかない。』と述べて

いる。このインタビュー記事以降、航空自衛隊那覇基地では第 603飛行隊が新編され、第

304飛行隊も編入された。（この件については平成 27年版防衛白書 228ページに『解説南

西地域の防空態勢の充実』として紹介されている）インド洋に展開していた海上自衛隊は

ジプチに航空基地を設け、最近では南シナ海での活動が報道されている。第 11管区海上

保安部は増強され、警戒監視活動が強化されている。このような状況の中で石垣島という

離島に陸自部隊を配備する意味について、またその配備を検討している部隊が『警備部

隊』『地対艦ミサイル部隊』『地対空ミサイル部隊』でありその他の部隊（いわゆる戦車

部隊や砲兵部隊、与那国島のような沿岸監視部隊、施設科や補給処や音楽隊、あるいは空

自の PAC3 部隊などといった他の装備・技術等を保持した部隊）では無いことについて、

田岡氏の主張を踏まえながら、防衛省の見解明らかにして頂きたい。」

と追及するものでした。この質問と、「防衛白書が言うようにオスプレイや水陸両用車の

取得によって迅速な展開・対処能力の向上が図れるのであれば、石垣島に陸自を置く理由

はないのでは」とたずねた質問５０をひとまとめにした防衛省の回答が、

「○ 防衛大綱において、島嶼部に対する攻撃への対処については、安全保障環境に即し

て配置された部隊に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開し、海上優勢及び航

空優勢を確保しつつ、侵略を阻止・排除するとされており、石垣島に配置される警備部隊

等のみで対応するという考えではありません。

　○ また、石垣島への配置を計画している警備部隊等については、大規模災害を含む各

種事態が生起した際、迅速に初動対処にあたります。

　○ 石垣島への部隊の配置は、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、

島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるものであるとの考えです。」

http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

でした。

　本シリーズの「石垣島で、地上戦？！」

https://www.facebook.com/loveishigaki/posts/1017593741651731 ）

と「防衛大綱の言う抑止力とは？」
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で述べたように、この回答の第１段落は、石垣島に配備される陸自部隊が、防衛大綱の

「島嶼防衛・奪回方針」を実践する、島内地上戦をも想定した部隊であることをはじめて

公に認めた、きわめて重要なものでした。

　しかし、一方で、この回答は、今回の配備計画の根幹に関わる「なぜ、石垣島に、他の

部隊ではなく、陸上自衛隊の警備部隊、地対空誘導弾部隊、地対艦誘導弾部隊を配備する

のか？」という疑問への答えを避けようと、おそらくは苦しまぎれに、持ち出したもので

もありました。確かに、「なぜこの部隊なのか？」ときかれて、「いえ、この部隊だけで

対応するわけではありません」では、答えになっていませんよね。

　この質問がいかに核心を突いたものかは、その後の 6月 20 日の石垣市議会本会議で、

配備推進請願の採択に反対した伊良皆高信議員があげた理由が、「海上自衛隊の常駐を優

先して国防のあり方を議論すべきで、陸自配備は急がなくて良い」だったことからもはっ

きりしています。「常駐」の当否はともかくとしても、「離島を守るには海上・航空重

視」は、質問者が紹介している田岡俊次氏の見解とも合う、軍事の専門家の間で半ば常識

化している意見です。これに背いて陸自配備を進めるのなら、なぜそれが必要か、配備先

の住民にも、広く納税者全体にも、納得のいく説明を示さなければなりません。しかし防

衛省は、上の回答でも、「事前質問への回答」全体を通じても、その説明を一切していま

せん。この根本問題を避けたままの配備なんて、論外です。

　それでも無理やり押し付けようというのですから、防衛省には、陸自を配備しなければ

ならない確かな理由があるのでしょう。しかも、その理由が広く人に知られては困るから

こそ、質問に答えず、説明を避けているのでしょう。では、それは何なのでしょうか？

　ちまたでは、次のような説が取り沙汰されています。

　１）冷戦期に北海道に配備されていた大規模な陸自部隊の生き残りのために、新たな配

備先が必要。

　２）海自、空自に比べてミサイルなど装備の国産化率が高い陸自の配備が、国内防衛産

業の強化に有利。

　３）防衛大綱の「島嶼防衛・奪回方針」のために必要。

　４）有事に相手軍の攻撃で不幸にも島の住民に犠牲者が出れば、国民の憤怒の嵐を呼び、

「戦争する国作り」が一挙に進む。

　１）と２）は、いずれも根拠のある、しかし公然とは主張しにくい理由です。多分、こ

れらは、実際に配備の理由ないし動機の一部を成しているのでしょう。とはいえ、有事を

招きかねない東シナ海への部隊配備の「大義」にはなり得ませんから、これだけの理由で

は、政府内部で同意を得ることも難しいと思います。
　

　３）は、有事の際、島に上陸してくる相手軍を配備部隊と増援部隊が迎え撃って打撃を

与え、一旦占領させた後、本土に温存していた陸・海・空３自衛隊の統合機動防衛力を緊

急展開して奪回作戦を成功させ、決定的な勝利を収めるという方針です。なるほど、相手
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軍が上陸作戦に踏み切るのは、島に破壊すべき軍事目標がある場合だけですから、陸自部

隊の配備は、この方針が成り立つための必要条件です。防衛大綱に書き、国内外でさまざ

まな演習も行っている、政府・防衛省公認の方針ですが、このような作戦を実行すれば住

民に多大の犠牲が出るのは避けられない以上、「陸自部隊を配備する目的は実はこのため

なんです」と説明するわけにはいかないでしょう。それに、実際の戦闘がこの方針が描く

通りに進むとは限りません。「防衛・奪回」の成功を配備目的とするのは、予算を得るた

めのシナリオとしてはともかく、軍事戦略上の目標設定としては包括性に欠けていると思

います。と言うことは、「誰も本気で信じてはいない」のかもしれません。

　一方、４）は、陸自ミサイル部隊が配備された状況で尖閣周辺など東シナ海に有事が発

生すれば、ミサイル攻撃によるか、上陸侵攻によるかを問わず、実際に起きる可能性があ

ります。たとえ戦時国際法で認められた軍事施設への攻撃の巻き添えになったのだとして

も、まぎれもない日本領土の島が攻撃され、無防備の同胞住民が殺傷されれば、「卑劣な

攻撃」への怒りが愛国的熱狂につながり、国民的支持のもと、法制、経済、軍備の各面で

「戦争する国作り」を進め得る条件が生まれます。参戦に慎重だったアメリカ国民の世論

を一気に変えた 1941年 12月の真珠湾攻撃のような効果です。戦闘そのものは早晩収束す

るにしても、一度始まった軍事化への動きはなかなか止まらず、新たな戦争に向かうこと

も考えられます。しかし、このような可能性を計算に入れて動いている人がいたとしても、

「先島住民を人身御供にして国民を動員する」ととられかねない話しは、口が裂けても言

えることではないでしょう。この「目的」が危険なのは、隣の大国にも「国民の不満を外

へ向けたい」という似たような動機があり得ることで、ともに「先島限定戦争」を容認し

かねない要素があることです。太平洋の向こうの大国にとっても、ライバルを東シナ海に

閉じ込めるためには好都合かもしれません。

　防衛省が答えない以上、陸自配備の本当の目的は推察するしかありません。でも、いず

れにしても、人に言えないことを隠れて進めようとしているのは確かでしょう。そんな配

備計画は、やめさせるほかありません。

（写真は、先島の離島奪回作戦を想定して行ったといわれる今年 8月の陸上自衛隊富士総

合火力演習の情景です。陸上自衛隊 FBページより 

https://www.facebook.com/jgsdf.fp/photos/…　）

88



89



「東シナ海戦争」に備えたミサイル基地

　「事前質問への防衛省の回答を読む」シリーズの続編です。

　質問１から３は、配備予定の部隊の性格・任務について、次のようにたずねています。

　「質問１　このミサイル部隊は何から何を守るのですか。（ 該当するものに○ ）

　　　ア「何から」・・１ 中国　２ 北朝鮮　３ 不特定

　　　イ「何を」　・・１ 島　２ 島と住民の生命　３ 島と住民の生命と財産　４ 島と

住民の生命と財産と日常生活

　　質問２　報道では、配備は「警備部隊・対艦ミサイル部隊・対空ミサイル部隊」と

なっていたがその真意と今後、配備部隊増強はあるのか。

　　質問３　中期防衛力整備計画のパンフレット中に、南西地域における対処イメージ図

中に、奄美諸島、宮古島、石垣島に警備部隊を配備することが示されていますが、警備部

隊の規模と具体的な任務内容をお聞きしたい。」

　これに対する防衛省の回答は、

　「石垣島には、現時点で、

　警備部隊（大規模災害等の各種事態において迅速に初動対応を行い得る部隊）、

　地対艦誘導弾部隊（島嶼に対する侵攻を可能な限り洋上において阻止し得る部隊）、

　中距離地対空誘導弾部隊（地対艦誘導弾と連携し、作戦部隊及び重要地域の防空を有効

に行い得る部隊）

等を配置し、人員規模は５００ 〜 ６００ 名程度とすることを考えています。」

でした。
http://loveishigaki.jp/…/deployment…/jizenshitumonkaitou.pdf

　質問１をはじめ答えていないことも多いのですが、ここでは、回答が述べている３つの

部隊の役割について検討します。

　まず、地対艦誘導弾部隊は、「島嶼に対する侵攻を可能な限り洋上において阻止し得る

部隊」とされています。この「島嶼」は、石垣島と周辺の島々だけを指す言葉ではありま

せん。本シリーズの「やっぱり『陸自の石垣配備は尖閣対応』」で取り上げた質問１３４

への回答にあるように、「尖閣諸島を含む我が国の領土、領海、領空」、つまり、尖閣諸

島をはじめ東シナ海の島嶼部を広く指す意味で使われています。ですから、この「島嶼に

対する侵攻」は、「尖閣諸島に対する侵攻」も含みます。９月に防衛省が宮古島市で示し

た説明資料（写真１）では、「島嶼に対する侵攻」ではなく、「島嶼部に対する侵攻」と、

より明確に表現しています。

　配備予定の 12式地対艦誘導弾（ミサイル）の有効射程は、質問５への回答で百数十

km、2014年以来産経新聞が一貫して報道しているところでは約 200km ですから、石垣島

に置けば、尖閣諸島を含む範囲をカバーします。さらに、防衛省の来年度概算要求には、
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射程約 300km の 12式改良型の地対艦誘導弾を開発する経費が計上されました。これで、

奄美、宮古、石垣に配備されるこの部隊が、東シナ海の島嶼部全体を対象にすることが一

層はっきりしました。

　「洋上において阻止」という表現も、大事な意味を持っています。これは、「島の周

辺」ではなく「洋上」で使う装備であることを強調しています。それもそのはずで、実は、

国防の基本文書である防衛大綱、中期防衛力整備計画、防衛白書などでは、陸上自衛隊の

地対艦誘導弾の整備が「海上優勢の獲得・維持」のためとされています（写真２）。「海

上優勢」とは、「海域において相手の海上戦力より優勢であり、相手方から大きな損害を

受けることなく諸作戦を遂行できる状態」（平成 28年版防衛白書の脚注）を表す用語で

す。つまり、地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が海戦に参加する（！）ための装備です。尖閣

諸島周辺など東シナ海は、昨年の閣議決定で政府が「尖閣領海に外国軍艦が入れば海上自

衛隊は海上警備行動に入る」と決めているような、大変緊張した状態にあります。ここで

有事が発生すれば、海上自衛隊の艦船が相手方に妨げられずに諸作戦を遂行できるように、

石垣島や宮古島からこのミサイルで相手方艦船を牽制し、必要とあれば発射して撃破する

ということです。

　ですから、地対艦誘導弾部隊は、「東シナ海戦争」を想定した対艦攻撃用ミサイルの部

隊です。このことが分かっていたからこそ、2013年の自衛隊「島嶼防衛・奪回」統合演

習の際に、中山市長は、「攻撃的だから」と、地対艦誘導弾の石垣島持ち込みを断ったの

でした。

　ですが、ここで、根本的な疑問が湧いてきます。それは、本当に、地対艦誘導弾部隊は、

島嶼部に対する侵攻を洋上で阻止し、海上優勢を獲得・維持するために必要なのか、とい

うことです。本来、その目的のためには、遠い島から撃つよりは、洋上戦闘の現場に近い

航空自衛隊の空対艦ミサイルや海上自衛隊の艦対艦ミサイルを使う方が、ずっと効果的な

はずです。なぜ、わざわざ、相手方のミサイルに攻撃されやすい狭い島の上に、しかも何

万人もの人が住んでいるところに、相手方の艦船を脅かす地対艦ミサイルを置くのでしょ

うか？防衛省は、この疑問に一切答えないまま配備を進めようとしています。本シリーズ

の、「なぜ陸自の部隊を配備するのですか？」をご覧ください。

　次に、中距離地対空誘導弾部隊は、「地対艦誘導弾と連携し、作戦部隊及び重要地域の

防空を有効に行い得る部隊」とされています。前記の宮古島での資料（写真１）では、

「地対艦誘導弾部隊と連携し」となっています。この方が意味が通りやすいでしょう。

「重要地域」とは、質問７への回答「中距離地対空誘導弾の配備は、他国等の航空機や巡

航ミサイル等に対して、空港、港湾等の重要施設を防護する…」を見ると、空港、港湾な

どを指していると思われます。これらは、５月 24 日の２回目説明会で沖縄防衛局の森浩

久企画部長（当時）が質問６２への回答として述べたように、有事には自衛隊が利用を予

定している施設です。つまり、この部隊は、地対艦誘導弾部隊をはじめとする自衛隊の作

戦部隊と使用施設の防空を任務としています。「市街地や住民を空爆から守ってくれる」

などと勘違いしないようにしましょう。
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　しかも、配備予定の 03式中距離地対空誘導弾は、本シリーズの「抑止力神話が崩壊し

ました」で示したように、主として航空機対応で、弾道ミサイルや超音速巡航ミサイルに

は対応していない装備です。ですから、実際にミサイル攻撃を受けた場合には、作戦部隊

と軍事施設すら守れない可能性が大です。

　警備部隊については、「大規模災害等の各種事態において迅速に初動対応を行い得る部

隊」としています。「各種事態」という場合、昨年 11月の若宮防衛副大臣の石垣市長へ

の説明文書など防衛省の公式文書では、「島嶼防衛や大規模災害など各種事態」と書いて

います。ところが、この回答では、防衛省・自衛隊の本務である「防衛」を落として、副

次的任務の「大規模災害」だけを例示しています。そもそも、ミサイル部隊は「侵攻阻

止」や「防空」なのに、警備部隊は「大規模災害対応」というのも、まことにちぐはぐで

す。こういう姑息な文章は、書いた人の信用を失わせるだけだと思います。

　でも、こんな書き方をしたからといって、そこに何の情報もないわけではありません。

ひとつの情報は、大規模災害のとき直ちに出動できるのはこの警備部隊で、ミサイル部隊

の大部分は国防の本務のために駐屯地に残らなければならないのだろう、ということです。

本シリーズの「災害発生時でも全隊員が救助出動できるわけではない」をご覧ください。

もうひとつは、島嶼防衛におけるこの部隊の役割については、あまり多くを語りたくない

のだろう、ということです。それは、この部隊が地上戦用の部隊だからです。

　実際、警備部隊は、質問７５、７６への回答にあるように、普通科（昔でいう歩兵）を

中心に編成されます。陸上自衛隊のホームページには、「普通科は地上戦闘の骨幹部隊」

とあります。ですから、この部隊の出番は、地上戦が始まるとき、つまり、洋上の海空戦

で侵攻阻止を完遂できず、相手方が石垣島の軍事施設の制圧をねらって上陸作戦に出ると

きです。部隊の第一の任務は、相手方の上陸に対して「迅速に初動対応」して、島内のミ

サイル部隊と軍事施設を守ることです。一方、この部隊は、「防衛大綱の島嶼防衛・奪回

方針」の中で、「安全保障環境に即して配置された部隊」とされる前線の先遣部隊でもあ

ります。本島や本土から急派される増援部隊の展開を援護し、共同して「侵略を阻止・排

除」します。それでも相手方の上陸侵攻を阻めなかった場合には、引き続き「島嶼奪回」

のために戦う任務を帯びています。これについては、本シリーズの「石垣島で、地上

戦？！」と「防衛大綱の言う抑止力とは？」で検討していますので、ご覧ください。

　以上から分かるのは、今回配備が予定されている陸上自衛隊の駐屯地（基地）は、本土

に置かれている多くの駐屯地のような、万一の外国軍の本土攻撃に備えた専守防衛の基地

ではないということです。それは、領有権などをめぐっていつでも起こり得る「東シナ海

戦争」を想定した、対艦攻撃用ミサイルの基地です。同時に、洋上戦闘が島への上陸侵攻

にまで発展する場合には、島内で地上戦を遂行する拠点にもなります。こんな基地が、石

垣市民の生命と財産と日常生活を守ることとは、真逆の存在であることは明かです。

　それよりは、非武装の状態を保ち、経済・文化交流を最大の戦争抑止力としながら、東

シナ海の緊張を和らげる「平和の緩衝地帯」の役割を果たすこと、そして、万一、洋上で

有事が発生したとしても、非武装の島への武力侵攻を禁じている国際人道法（戦時国際

法）を生かしつつ、島での地上戦を回避することこそが、はるかに島と市民の安全に役立
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つと思います。

　（写真１は、今年9月に防衛省が宮古島市で示した千代田CCへの配置図の資料、写真２

は、今年度の防衛白書に載った事業表の「島嶼部に対する攻撃への対応」に関する部分で

す。）
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