
 

 

「チェンジ市政」石垣市民の会 ご支援のみなさまへ 

 

 「チェンジ市政」石垣市民の会としては、市民の命とくらしと平和を守るための三

つの理念、 

 1．市民の声を聴く市政の実現  

 2．平得大俣地域への陸自配備計画の賛否を問う住民投票を実施する市政の実現 

 3．石垣島の豊かな自然・文化を守る市政の実現、 

を市長候補者政策に入れる条件で取り組んできました。その一環で 1月 6日の総会

を持ちました。参加者からの質疑応答時間不足のため再度の総会準備に入りたいと思

っていたところに、新型コロナ「オミクロン株」感染が急激に拡大し、石垣市でも市

中感染者が増えており、県から「蔓延防止等措置」自粛要請が発せられました。よっ

て次回開催の見通しが立ちませんので、別紙「砥板芳行からの回答」文書をお届けし

ます。 

 

結びに、公平・校正・市民の意見を選別しないで真摯に向き合う市政に変えたい「

思い・願いをひとつに実現」できますよう願っています。 

 みなさま方の心身健やかにすごされますよう祈念申し上げます。 

 

2022年 1月 

              「チェンジ市政」石垣市民の会 
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「チェンジ市政」⽯垣市⺠の会の皆様からのご質問への回答 

砥板芳行 

 

●字石垣 KM様 

質問： 

陸自基地配備への市民の不安などを払拭できる様にしていくとおっしゃって下さっています

が、基地配備についての市民の不安というのは、今具体的にどういった事だと理解していらっ

しゃいますか？ 

ゴルフリゾート等、乱開発による自然環境への悪影響も懸念されておられますが、陸自基地建

設で起きる、起きている自然破壊、それに市民生活への影響についてのお考えを教えて下さい。 

 

回答： 

大規模な陸自駐屯地が開設される事により、駐屯地内からの排水による周辺河川等への影響、

自衛隊車両や隊員の通勤用車両の交通量の増加に対する交通安全対策、更なる基地機能の強化、

回転翼機（ヘリ）の頻繁な離発着、台湾有事への備えとして米海兵隊の一時駐留や共同使用・

訓練等が主な不安となります。 駐屯地内から排水による河川への影響については、⽯垣市で定

期的な水質検査や河川周辺動植物や魚類への影響を検査及び調査していきます。交通量増大へ

の対策は、自衛隊への安全対策の徹底を市として要請すると共に信号機設置や歩道の安全対策

強化、ロードキル対策を行います。回転翼機（ヘリ）の駐屯地内への離発着は、特別な事情が

あり事前の飛行計画を市に提出しての離発着以外は、原則として新⽯垣空港での離発着としま

す。更なる基地機能の強化や米軍等との共同訓練、共同使用は、陸自駐屯地配備で島が二分さ

れ現在も確執が続いている事から、これ以上市⺠感情が耐えられませんので拒否します。ゴル

フ場付リゾート施設建設については、⽯垣市独自で（仮称）環境影響調査委員会を設置し委員

の人選については公開で選任し、委員会審査等も公開します。 

 

●KN様 

質問： 

国民保護計画の避難要領実施パターンが情報不開示になっているが、市長になれば開示するの

かどうか。 

情報開示についての基本姿勢を聞かせて下さい。 

 

回答： 

開示します。 

⽯垣市国⺠保護計画では、武力攻撃事態、テロ等による緊急対処事態を対象としていますが、
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⽯垣島の地理的関係上、武力攻撃事態、存立危機事態より前段階となる重要影響事態の段階か

ら国⺠保護計画対象となる事態と認定した計画改定が必要と考えます。 

情報開示については個人情報保護や⺠間経済活動への影響がない範囲で開示すべきと考えま

す。 

 

 

●自営業 50代 

質問： 

結果にかかわらず住民投票を実施してくれる覚悟はありますか？それがなければ支持できませ

ん。どのような結果になっても最後は市長の判断で方向性を決定できるんですよ？ 

 

回答： 

今年 9月に行われる⽯垣市議会議員選挙に併せて住⺠投票を実施できるよう検討しています。 

結果については、自ら上京し政府に結果の尊重を直訴します。 

 

 

●無記名 

質問： 

・砥板さんとの話し合いの時間は短かった。もっと意見を言える時間（総じて２時間以上）を

とってほしい。 

・この段階に来て砥板さんをおすのであれば、砥板さんとしっかりこちら側の政策を入れてほ

しい。私としては 

１．石垣市自治基本条例、住民投票条例の復活と修正（確実な条例になるようにする） 

２．自衛隊基地配備を問う住民投票の実施 

３．住民投票で基地反対が過半数以上になった場合、市長は住民の意向にそった市政運営をす

る 

 

回答： 

次回、さらに時間をかけての話し合いの場を設けることを希望します。 

自治基本条例にて常設型住⺠投票条文化を検討します。（住⺠投票テーマは出来るだけ地域完

結型としたい） 

住⺠投票の結果を重視・尊重した市政運営を行います。 
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●TD様 

質問： 

基地が必要と言うなら、有事に５万余市民の避難の具体的な案がありますか？なければ配備は

止めるべき。たとえ命財産が保証されるとしてもこの美しい土地を失うおろかな戦争は何とし

てもやめるべきです。（アメリカの戦争屋の為に協力すべきでない！非武装で） 

 

回答： 

⽯垣市国⺠保護計画では、武力攻撃事態、テロ等による緊急対処事態を対象としていますが、

⽯垣島の地理的関係上、武力攻撃事態、存立危機事態より前段階となる重要影響事態の段階か

ら国⺠保護計画対象となる事態と認定した計画改定が必要と考えます。 

必要最小限の平時の抑止は必要だと思いますが、勝者なき戦争となる現代に於いて武力が行使

されれば想像を絶する悲劇しかなく、戦争は何としても起こしてはならない。 

 

 

●無記名 50 代 

質問： 

① 陸自配備の件  

 住民投票を実施し、否が大多数であった場合、今の工事はどのようになりますか。 

 中止？それとも継続？ 国にどの様に働きかけ、市民の声を反映させますか。 

② 石垣島の豊かな自然・文化を守る市政とは  

   ゴルフ場建設についてどう考えですか？  

市民が大反対した場合、県の下した許可に対抗できますか？ 

回答： 

 陸自配備を問う住⺠投票の結果で反対が多数であった場合、⽯垣市の権限で現在の駐屯地整

備工事を中止することは厳しいと思いますが、結果については国に市⺠判断を最大限考慮するよう

直訴し、市政運営ではその結果を最大限尊重します。 

 ゴルフ場付リゾート施設建設については、⽯垣市独自で（仮称）環境影響調査委員会を設置し委

員の人選については公開で選任し、委員会審査等も公開します。 

 

 

●無記名 

質問： 

砥板さんに質問します。私は市議会の傍聴に行ったのは 2回ぐらいしかありませんが、砥板さ

んの印象は保守の主義主張の強い方だと受け止めております。 

保守自民党は断然数が多いから自分たちさえ良ければいいという考えや、議員も保守が安泰だ
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との考えで（自己本位で）やっているのに対し革新はもっと世の中がよくなるように、皆のし

あわせを考えていると思います。「国民のいのちとくらしを守る」ために人権を重んじ、いじ

めがなくなる社会をつくること、持続可能な社会を目指し、戦争をなくし、自然環境問題の温

暖化や原発等に目を向けていると思うのです。それらについてどうお考えでしょうか。 

中山さんには反対だけれど、主義主張が変わらないのでしたら、砥板さんは今一度立ち止まり、

他の方を立ててその方を後押しするという役に廻るというお考えはありませんか。その点につ

いてお考えをお聞きします。 

 

回答： 

これまで保守的主義主張に立った政治活動を行ってきましたが、私自身、保守主義というより現実主

義（リアリスト）という立ち位置であったとの認識です。 

日本は多党制の政党政治で、多くの議員は政党や政治団体に所属して政治活動を行っています。 

一方で地方自治は、住民が直接選挙によって首長を選任し議会との二元代表制による市政運営となり

ます。 

すべての住民（市民）に分け隔てなく公平公正な行政サービスを提供する行政の執行責任者である市

長は、自身の主義主張、所属する政党の意向で行政運営を行ってはならないと考えます。 

人権を重んじ、いじめのない社会、持続可能な社会、戦争をなくし、自然環境問題、地球温暖化、原

発については、全てに向き合って取り組まなければならないと考えます。 

市政を市民の手に取り戻し、対話でつくる市政とするため、独善的中山市政を止めなければならない

事が重要です。 

 

 

●無記名 

質問： 

先日、砥板さんが出馬を表明された後に私達市民の質問に答えて頂く機会がありました。その

時のご本人のお言葉をもとにおうかがいします。 

ご本人はご自身のことをリアリスト（保守でも革新でもなく）だと言われました。であるなら

ば確かな数字や行政で公表されていることを元に発信して頂きたいです。以下、説明と要望を

書きますので市長になる人として実現できるか問います。 

 

砥板氏発言：蔡英文は現状維持を望んでいる。中国も台湾も日本もそう。台湾の方やそれを

煽る勢力が「経済的には既に統一しているとまで言われる中国が台湾を統一する必要はな

い」という所に介入して煽っていかなければ台湾有事というところにはいかない。 

 

Q →台湾有事はないと言っている。なのに「中国が軍事力を背景にして覇権が厳しいと」と発

言するのは矛盾しています。ウイグル、満州、チベット、南沙諸島を論点にしていましたが、

清朝が直接統治したことのある地域を直接統治されたことのない琉球と同じにするには間違っ

ていますし、清朝を倒した中華民国、中華人民共和国が継承することは中国に正当性がありま

す。カシミール地方は武装に関する協定があり、単なる石の投げ合い程度のことです。 

 又、南沙諸島に関しては、2021年６月に中国ＡＳＥＡＮ共同声明が発表されました。そこで

は「平和と安定を損ねる行動を自制する」と明記しています。直近でこのような対話による平
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和が模索されている最中です。このことを言わないで中国を批判するのは、住民投票否決に賛

同しておいて謝罪するから市長にさせてくれという砥板氏なら中国の気持ちもわかるんじゃな

いですか？「ああいうことどうしてできるのかな？」って中国に言ってたけど、自身はどうな

の。 

 日本と中国は４項目合意と日中共同声明、日中平和条約があります。 

 

Ｑ→前勢岳ゴルフ場に対する自然環境調査の委員会を設置するとのことでしたが、調査の人選

（組織の選定も）、委員会の人選など、自然環境問題に詳しいグループの意見も入れて下さい。

調査内容は知事意見（ユニマットのアセスに出された全ての段階での意見書）を全て網羅でき

る内容にして下さい。それにプラスして、カンムリワシの保護条例をつくるための調査もお願

いします。これなくして石垣島の自然環境は語れません。 

このことについてどうお考えか、全て、一つ一つについて市民に公表して下さい。 

 

回答： 

尖閣諸島問題は、国際社会へ日本の主張を訴え国際社会と連携した外交決着を目指す事以外に

解決方法はありません。４項目合意で尖閣諸島について日中間に異なる見解を双方認め、情勢

の悪化を防ぎ、危機管理メカニズムの構築、不測の事態の発生の回避として、日中双方の海上

法執行機関艦船が高い緊張状態で監視体制をとっている中、その緊張状態を瓦解させる挑発行

為は厳に慎むべきと考えます。 

標柱設置は、尖閣諸島における緊張状態が緩和し国際社会の理解が得られた段階で設置する。 

ゴルフ場付リゾート施設建設については、⽯垣市独自で（仮称）環境影響調査委員会を設置し

委員の人選については公開で選任し、委員会審査等も公開します。 

カンムリワシ保護条例は設置を検討します。 

 

 

●無記名  

質問： 

・日本と中国は「４項目合意」でお互い異なる主張があることを認め合っています。「日中漁

業協定」を結んでいるのは尖閣を巡る領土問題があると認識しているからで無ければ必要あり

ません。→「日中両国が当該海域の問題について外交している中、民間の漁船が当該海域につ

いて出漁するのは好ましくない」と市長を目指す人として、今から、そして市長になってから

もコメントしてください。それぐらいは市長として言えるはずです。 

・2021年６月の中国 ASEAN共同声明、年末の第 13回高級事務レベル海洋協議をどう思います

か？中国脅威論をこの最新の情報からコメントしてください。 

・中国は台湾を統一したいのは真実ですが、中国にとっては自国の問題です。それ以外の国が

加勢すると言い、現状維持を望む台湾の気持ちを勇ましくさせてしまうのは引き金以外の何で

もありません。アメリカの思惑につきあう欧州諸国の本気ではない行動を国際協調と言うのは

間違っています。従ってその隣に基地を置くことも引き金に過ぎず、武力で絶対勝てない日本

も台湾も死にます。南西諸島の基地配備は止めてください。このことについて答えて下さい。
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市民に答えを全て公表して下さい。 

 

回答： 

日中漁業協定は東シナ海における日中間の漁業協定で、北緯 27度以南については尖閣諸島領有

に異なる見解の相違があることから、協定例外水域とされていますが、1997年協定締結時に同

海域については当時の小渕外相が法令適用除外・海洋生物資源保護を図ることで操業を認める

書簡を駐日中国大使に送っています。 

4項目合意で尖閣諸島について日中間に異なる見解を双方認め、情勢の悪化を 防ぎ危機管理メ

カニズムの構築、不測の事態の発生の回避として、日中双方の海上法執行機関艦船が高い緊張

状態で監視体制をとっている中、その緊張状態を 瓦解させる挑発行為は厳に慎むべきと考えま

す。 

 中国の軍事力が拡大の一途を辿っていることに対し、周辺国や国際社会の理解を得る努力は、

責任ある大国の務めであると考えますので、中国・ASEAN共同議⻑声明、日中高級事務レベル

海洋協議など、外交の場や外交事務レベルでの国際協調を追求していくことは重要。 

台湾問題については、台湾当事者が現状維持を求めており現政権が独立主張を強めているわけ

ではないが、中国による台湾への挑発行為が続いており、国際社会と連携して危険な挑発行為

をやめさせる取り組みは必要と考えます。 

 

 

●無記名 

質問： 

最近、盛んに「台湾有事が近い」と叫ばれ、台湾で米中が戦争になったら、日本は集団的自

衛権を行使して参戦すると言われています。そうなった時、石垣島に中国の軍艦を攻撃する地

対艦ミサイルの基地があれば、大陸から何十発もの弾道ミサイルや極超音速ミサイルが島を襲

う事態も覚悟しなければなりません。米軍や台湾軍の高官は有事が「6年以内に」起こるとか「

25年までには」とか言っています。砥板さんが市長になったら、4年間の任期中にも起こり得る

話です。そこでお尋ねします。 石垣島が大量のミサイルで集中攻撃されたときに、どうやっ

たら市民の生命、財産を守れるとお考えでしょうか?石垣市は、どんな施策を講じておくべきで

しょうか?  

そして、有事には市民の避難が必要になります。そのために、石垣市も「避難実施要領のパ

ターン」というマニュアルを2年ほど前に作っています。 

ところが、中山市長は、市民の命がかかったことなのに、 「攻撃側に手の内を明かさない

ため」とか言って、その内容を非公開にし、市民が見るのを拒否しています。これこそ、中山

さんの独善と強権政治の最たるものと感じています。 

市長になったら、中山さんが隠していた「避難実施要領のパターン」を直ちに公開して、市

民がその内容で本当に避難できるのか良く検討し、議論するよう呼び掛けていただきたいので

すが、いかがでしょうか?  

また、 12月24日の県紙2紙に大きく報道されましたが、米軍の海兵隊が、台湾有事に備えて

、石垣島や宮古島に前進拠点を作る計画案が実務者レベルで固まり、明日からの日米政府の2
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プラス2会合で、正式な検討をスタートさせるとのことです。中山さんは、防衛省からの話は何

でも全てテーブルについて協議すると言っていますが、砥板さんは、あの海兵隊が、しかも島

を戦場にするつもりで入って来る、というこの話は、どうお考えでしょうか?はっきり反対して

いただきたいのですが、いかがでしょうか? 

以上3点について、お考えをお聞かせください。 

・⽯垣島がミサイル攻撃された場合どのように市⺠の生命財産を守るか。 

・有事の避難実施要領パターンの公開。 

・米海兵隊が石垣島に前進基地をつくる計画に反対できるか 

 

回答： 

⽯垣市国⺠保護計画では、武力攻撃事態、テロ等による緊急対処事態を対象としていますが、

⽯垣島の地理的関係上、武力攻撃事態、存立危機事態より前段階となる重要影響事態の段階か

ら国⺠保護計画対象となる事態と認定した計画改定が必要と考えます。 

ジュネーブ諸条約と追加議定書等の国際人道法または戦時国際法で、戦闘に参加しないすべて

の⺠間人の保護、攻撃の禁止が各国に課せられています。 

避難実施要領のパターンを「攻撃側に手の内を明かさない」として非公開にすることは逆に捉

えられる可能性があり危険、公開すべきであると考えます。 

米海兵隊が先島諸島に前進拠点を作る提案について、本市は陸自駐屯地配備で島が二分され現

在も確執が続いている事から、これ以上市⺠感情が耐えられませんので拒否します。 

自衛隊が秋田県に配備を計画していたイージスアショアは、県知事が地元の理解を得ることは

難しいとし配備を断念した経緯があります。 

自衛隊は陸上設置型のイージスアショアを断念し、イージス専用艦による防 衛体制へ方向転換

したように地元⾸⻑が明確な意思を示せば防衛体制の変更は可能と考えます。 

 

 

●MK様 

質問： 

＜メモと質問＞ 

  大日本帝国憲法→天皇主権 

  日本国憲法→国民主権 

貴君が、 

１、自民党 ２、防衛協会 ３、日本会議を辞める！→？劇的（衝撃的？）に嬉しい！でも ホント？ 

戦前回帰願望右寄りの団体で 

・天皇制再興 ・本格的再装備 ・核兵器保有 
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・教育では、「教育勅語」の復帰・・・・を考えている 

森友学園が幼稚園生に「教育勅語」を暗唱させていましたね。 

貴君はこれを O K だったのですか？「国のために死ね」ですよ！ 

 

それでもあなたは中山義隆よりずっと良い 

中山義隆のキャッチフレーズ「日本一幸せあふれる街！」はありえないひっかけフレーズで、う

そごまかしにすぎない 

しかしホントの幸せの根本構想をいうなら子供達への着目（着眼）ではないか？ 

例えば「子どもを中心とした街づくり」を目指すとか？ 

乳飲児から高校生までの子供達が心身ともにすくすく成長できたらどんなに嬉しいことか？ 

彼らが主体で学び行動できるようになり、創造的に生？？ようになったら、石垣市は子ども教育

のメッカになり日本中から世界中から人々が訪れてくる・・・そう思われます。・・・・？どこ

にも脅迫感はない、だから防空壕を作ったり、この島から逃げようとも思わない。ところが脅

威論を言う保守派も防空壕を作る様子もない、行政も同じで予算化していない。 

つまり中国が攻めてこないことを知っているわけです。にもかかわらず、脅威を叫び基地を作ら

せる。 

 

中国脅威論の２つの面⇒本当らしいリアルな脅威 

①尖閣あたりで海警局の公（準戦）艦が領海侵犯 

②航空識別圏で軍機が領空侵犯 

 

回答： 

【中国脅威論への考え】 

中国が急激に軍事を拡大し南シナ海で周辺関係国の主張を無視し軍事施設建 設を強行するな

ど、国際社会が大きな懸念を示しています。また、本市行政区域である尖閣諸島への一方的な領有

権の主張や中国海警局艦船の活動の常態化も懸念されます。 

過度の中国脅威論を煽る事はあってはなりませんが、クアッド体制、欧米諸国が中国の軍事覇権、

香港における⺠主化運動弾圧、人権問題に対し厳しい対応を取っていますが、国際社会と強調

して協調路線に向かわせなければならないと思います。 

 

●無記名 40 代（90 代かも） 

質問： 

【市の発展には市の憲法が必要、市⻑候補は島外で活躍している市出身者も対象とすべき、今後

⽯垣市を大きくしていくのか、小さくしていくのか】 

回答： 

⽯垣市自治基本条例の位置づけ、条文の改定に取組みます。 
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市⻑候補のみならず、市３役への登用も検討します。 

無秩序な市街地の肥大化を防ぎ、コンパクトシティー、スマートシティー（ス ーパーシティではありま

せん！）化を計ります。 

また、過疎化が進む北⻄部地域の定住条件の向上や地域活性化で島の均衡発 

展に取組みます。 

 

●無記名 40 代 

質問： 

【与党離脱の経緯を聞けて良かった。もっと目指したい行政サービスについて。今後ともこの

ような対話の機会を設けてほしい。 

回答： 

昨年春に妻が男児を出産しましたが、妊娠 7 か月頃、下腹部に異常が見つかり沖縄本島の県

立南部医療センターで出産することになりましたが、新型コロナウイルス感染対策で、⽯垣島と沖

縄本島間の移動を禁じられ、3 か月間余、沖縄本島に滞在しながらの診察と出産となりました。 

下腹部の異常は腹腔内リンパ管腫という難病で、しばらくの間の経過観察となりましたが、こ

のような難病患者の渡航費等の助成や支援体制を更に充実させたい。 

また、児童生徒のスポーツ・文化活動による渡航費支援を拡充したい。 

今後とも対話を通じて、必要な行政サービスを検討していきたい。 

 

●無記名 

質問： 

【平和な島であり続けられる政治、対話の政治】 

回答： 

必要最小限の平時の抑止は致し方ないと思いますが、国家間の緊張が更に悪化しないよう国

際社会との協調体制を最優先すべき。 

平和国際観光都市づくりで国際交流を更に推進し相互理解を図っていきたい。 

対話でつくる⽯垣市政をテーマとしています。 

●無記名 50 代 

質問： 

【頑張ってください、応援します！】 

回答： 

負託と信頼にしっかりと応えていきます。 

 

●無記名 
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質問： 

【第二の翁⻑ではない、本物の右翼だと思う、中山市⻑の方がマシ】 

回答： 

引き続き対話を続け、少しでも理解して頂けるよう努めて参ります。 

 


