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○交流と苦情

年　月　日 頁

平成27年9月1日～27年10月31日 1

平成27年9月10日～27年11月30日 2

○入居者関連

年　月　日 頁

平成27年9月1日～27年10月31日 3～4

○国等との協議・面談

年　月　日 概　要 相手方 頁

平成27年9月28日 退官挨拶 南関東防衛局調達部長 5

平成27年9月30日 離任挨拶 南関東防衛局長、企画部長 6

平成27年10月5日 着任挨拶 南関東防衛局横須賀防衛事務所長 7

平成27年10月8日 着任挨拶 南関東防衛局企画部長 8

平成27年10月8日 平成27年版防衛白書について 南関東防衛局企画部長 9～25

平成27年10月14日 着任挨拶 南関東防衛局長、次長、管理部長 26

平成27年10月21日 着任挨拶 南関東防衛局調達部長 27

平成27年11月18日 米軍池子住宅地区及び海軍補助施設の防災無線の誤作動について
米海軍横須賀基地池子支所長
米海軍横須賀基地司令部民事部長

28～29

○逗子市池子接収地返還促進市民協議会

年　月　日 頁

開催なし －

年　月　日 頁

開催なし －

○逗子市池子米軍家族住宅建設事業に係る渉外調整委員会

年　月　日 頁

－

平成27年第4回定例会　基地対策特別委員会　資料一覧

概　要

イケゴヒルズでの親善交流の状況 

苦情の受付

概　要

池子住宅地区関係者交通事故一覧

概　要

○池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会

概　要

概　要

開催なし



　　　　　　　　　　イケゴヒルズでの親善交流の状況

年　月　日 内　　　　容

平成27年9月1日～平成27年10月31日まで

備考

H27/ 9/ 8 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H27/ 9/ 9 逗子日米協会との昼食会

H27/ 9/26 第一運動公園で行われた逗子市総合防災訓練にイケゴOIC・イケゴ消防隊が参加

H27/10/13 逗子日米協会主催「イケゴへようこそショッピングツアー」

H27/10/14 逗子日米協会との昼食会

H27/10/18 逗子市民まつりの開会式に池子支所長が招待参加。逗子日米協会のブースに池子支所スタッフがボラン
ティアで参加

H27/10/30 イケゴ児童センター（CDC)、双葉保育園の児童による親善ハロウィン仮装パレードを開催。双葉保育園
児40名が参加し、総勢90名の子ども達が仮装パレードを楽しんだ。

H27/10/31 池子支所、逗子日米協会、双葉保育園の子ども達約230名が夕刻のハロウィンイベントに参加

＊　ここで提示する親善交流は池子住宅地区の責任者に確認した資料をまとめたもの。

8件合計

1



苦情の受付

受付年月日 内　　　　容

平成27年9月10日～平成27年11月30日まで

15/10/ 6 航空機騒音に関する苦情

15/10/ 7 アーデンヒル地区に居住している外国人の家の手入れ等について

15/11/17
米軍池子住宅地区内サイレン音に関する苦情、問い合わせ（電話5件、来庁1件、消防本部あて8件、逗子警察
あて4件）
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池子住宅地区関係者交通事故一覧 

平成 27年 9月 1日～平成 27年 10月 31日 

 

 

 

人身事故 

 

発生件数なし                     合計 ０件 
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池子住宅地区関係者交通事故一覧 平成27年9月1日～平成27年10月31日

物件事故

1 事　故　形　態

事　故　状　況

平成27年 9月13日

午後2時50分頃

米普通自動車（甲）対日普通自動車（乙）

沼間５丁目

追突

場　　　　　所

2 事　故　形　態

事　故　状　況

平成27年10月25日

午後0時25分頃

米普通自動車（甲）対日普通自動車（乙）

逗子１-１１-１７ 駐車場内

接触

場　　　　　所

3 事　故　形　態

事　故　状　況

平成27年10月30日

午後7時19分頃

米普通自動車（甲）対日普通自動車（乙）

沼間３-１６-１８

追突

場　　　　　所

3件合計
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1

平成２７年１１月
防衛省南関東防衛局

平成２７年版防衛白書について
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2

新ガイドラインについて記述するとともに、平和安
全法制については、国会に提出した法案の概要に
ついて記述

記述の集約、余白の排除などにより、コンパクト
化を図るとともに、A4版化、白書要約（ダイジェスト）
の充実などにより利便性を追求

直近1年の主要事象を見開きで紹介するとともに、
文字フォントの拡大により、見やすさを向上

原則として、2014（平成26）年７月から2015年（平
成27）年５月下旬までの事象を記述

編集ポイント

対象期間
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3

平成２７年度防衛白書の構成

第Ⅰ部 わが国を取り巻く安全保障環境

概観

第１章 諸外国の防衛政策など

第２章 国際社会の課題

第Ⅱ部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

第１章 わが国の安全保障と防衛の基本的考え方

第２章 国家安全保障戦略と防衛計画の大綱など

第３章 日米同盟の強化

第４章 防衛省改革

第Ⅲ部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

第１章 統合機動防衛力の構築に向けて

第２章 防衛装備品に関する諸施策

第３章 安全保障協力の積極的な推進

第４章 地域社会・国民とのかかわり

12



最近のわが国周辺の安全保障関連事象

わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

4

わが国を取り巻く安全保障環境は、様々な課題や
不安定要因がより顕在化・先鋭化してきており、一
層厳しさを増している。

わが国周辺では、領土や主権、経済権益などを
めぐり、純然たる平時でも有事でもない、いわゆるグ
レーゾーンの事態が増加・長期化する傾向にある。
また、周辺国による軍事力の近代化・強化や軍事活
動などの活発化の傾向がより顕著にみられるなど、
アジア太平洋地域における安全保障上の課題や不
安定要因は、より深刻化している。

わが国固有の領土である北方領土や竹島の領土
問題が依然として未解決のまま存在している。

概 観

概 観

13



わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

15（平成27）年に公表された「国家安全保障戦略」（Ｎ
ＳＳ）においては、テロの脅威や大量破壊兵器の拡散、
サイバー攻撃などの様々な課題について、引き続き指
導的な役割を果たすとともに、規範に基づく国際秩序を
推進しつつ、同盟国などとともに行動を取っていく姿勢を
強調している。また、アジア太平洋地域へのリバランス
についても、引き続き推進することとしているが、中東お
よびウクライナを巡る情勢の変化がどのような影響を与
えるのかが今後注目される。

一方、2013（同25）年に開始した国防歳出を含む政府

歳出の強制削減により、米軍に様々な影響が生じてい

る。QDRも、強制削減が米軍にもたらす大きなリスクを強

調しており、国防歳出の強制削減が国防戦略や安全保

障戦略に与える影響が注目される。

また、14（同26）年11月、ヘーゲル米国防長官（当時）

は、限られた資源で米国の軍事的優位性を維持・拡大

するため、敵の能力をオフセット（相殺）するための革新

的な方策を見つけ出すことを目的とした国防イノベーショ

ン構想を発表し、これが第3のオフセット戦略へと発展す

ることを期待する旨述べた。

米 国

第１章 諸外国の防衛政策など

米国の国防費の推移

アジア･太平洋地域における米軍の最近の動向

514



わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

6

米国等が６０年代までに核兵器の小型化技術を獲
得したとみられること等を踏まえれば、北朝鮮が核兵
器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能性も排除
できない。北朝鮮が核兵器計画を継続する姿勢を崩し
ていないことを踏まえれば、時間の経過とともに、我が
国が射程内に入る核弾頭搭載弾道ミサイルが配備さ
れるリスクが増大していくものと考えられる。

北朝鮮は、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）および
SLBMの搭載を企図した新型潜水艦の開発を行ってい
ると指摘されてきたが、15（同27）年5月には北朝鮮メ
ディアを通じて写真を公開しつつSLBMの試験発射に
成功したと発表した。

また、北朝鮮は、しばしば弾道ミサイルを発射し、わ
が国を含む関係国に対する軍事的挑発を行っている。
これらの発射事案では、奇襲攻撃能力を含む弾道ミサ
イル部隊の運用能力の向上が示され、北朝鮮の弾道
ミサイルの脅威がさらに高まっている。

北朝鮮の弾道ミサイルの射程

北朝鮮

第１章 諸外国の防衛政策など

15



わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

7

中 国

第１章 諸外国の防衛政策など

中国は、特に海洋における利害が対立する問題をめぐって、力を背景とした現状変更の試みな
ど、高圧的とも言える対応を継続させ、自らの一方的な主張を妥協なく実現しようとする姿勢を示し
ており、その中には不測の事態を招きかねない危険な行為もみられるなど、今後の方向性につい
て懸念を抱かせる面もある。

公表国防費は、引き続き速いペースで増加しており、1989年度から現在まで毎年ほぼ一貫して
二桁の伸び率を記録している。名目上の規模は、1988年度から27年間で約41倍、2005年度から10
年間で約3.6倍となっている。

全般・軍事

中国の公表国防費の推移
16



わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

8

わが国周辺海空域における活動状況

第１章 諸外国の防衛政策など

近年、中国は、より遠方の海空域における作戦遂行能力の構築を目指していると考えられ、その
海上戦力および航空戦力による海洋における活動を質・量ともに急速に拡大させている。東シナ海
や南シナ海をはじめとする海空域などにおいて活動を急速に拡大・活発化させている。このような中
国の活動には、不測の事態を招きかねない危険な行為をともなうものもみられ、きわめて遺憾であり、
中国は「法の支配」の原則に基づき行動することが求められる。

中国海軍の艦艇部隊による太平洋への進出回数が近年増加傾向にあり、現在では当該進出が
常態化していることなどから、外洋への展開能力の向上を図っているものと考えられる。

中 国

わが国周辺海域における最近の中国の活動（航跡はイメージ）
17



わが国を取り巻く安全保障環境第Ⅰ部

9

第１章 諸外国の防衛政策など

東シナ海における活動状況

出典：外務省ホームページ

南シナ海における活動の状況

13（同25）年６月以降には、東シナ海の日中中間線の中国
側において、既存のものに加え、新たな海洋プラットホームの
建設作業などを進めていることが確認されており、中国側が
一方的な開発を進めていることに対して、わが国から繰り返
し抗議をすると同時に、作業の中止などを求めている。

中国は、南沙諸島にある７つの岩礁において、急速かつ
大規模の埋め立て活動を強行しているほか、滑走路や港湾
を含むインフラ整備を推進しているとみられ、国際社会から
懸念が示されている。

近年、中国は、海洋における不測の事態を回避・防止する
ための取組にも関心を示しており、14（同26）年4月、「洋上で
不慮の遭遇をした場合の行動基準（CUES）」に日米などとと
もに合意した。また、日中防衛当局は、「海空連絡メカニズ
ム」の早期運用開始に向けた協議を15（同27）年に再開した。

急速に埋め立て工事が進むファイアリークロス礁
（左：14（平成26）年8月14日時点、右：15（同27）年3月18日時点）

2015年５月に設置が確認された土台 2015年６月に設置が確認された土台
出典：外務省ホームページ 出典：外務省ホームページ
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わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟 第１章 わが国の安全保障と防衛の基本的考え方第Ⅱ部

10

平和安全法制につい

て、検討の経緯、閣議

決定の概要、平和安全

法制整備法案、国際平

和支援法案及び治安

出動・海上警備行動の

発令手続の迅速化

平和安全法制

法案が成立したこと

を受け、法律の施行に

向けた検討や準備を

行っていく。

19



わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟 第３章 日米同盟の強化第Ⅱ部

「新ガイドライン」を了承。これにより、日米両国の役割お
よび任務についての一般的な大枠および政策的な方向性
を更新するとともに、同盟を現代に適合したものとし、また、
平時から緊急事態までのあらゆる段階における抑止力お
よび対処力を強化することで、より力強い同盟とより大きな
責任の共有のための戦略的な構想が明らかにされた。

東シナ海、南シナ海などにおける力による現状変更の
試みに反対することで一致した。平和安全法制が新ガイ
ドラインの実効性の確保につながることを確認するととも
に、「サイバー防衛政策ワーキンググループ」におけるこ
れまでの検討の成果がとりまとめられたことを歓迎した。

第14回IISSシャングリラ会合（15（平成27）年5月）の機会にシンガポールにお
いて行われた日米防衛相会談における中谷防衛大臣とカーター米国防長官

15（平成27）年4月にニューヨークで行われた日米安全保障協議委員会
（「2+2」会合）における日米の防衛・外務4閣僚

日米防衛相会談（15（平成27）年５月30日）

「２＋２」会合（15（平成27）年４月27日）

11

日米安保体制を中核とする日米同盟は、わが国のみなら
ず、アジア太平洋地域、さらには世界全体の安定と繁栄のた
めの「公共財」として機能している。

日米安全保障体制

20



防衛省改革の具体的取組

統合運用機能の強化のため、統合幕僚監部への実際
の部隊運用業務を一元化

政策立案機能及び防衛力整備機能を強化するため、
内部部局を改編

省内の装備取得関連部門（内部部局、陸海空幕僚監
部、技術研究本部、装備施設本部）を集約・統合した防衛
装備庁の新設

第４章 防衛省改革

普天間飛行場の移設に関し、移設の意義と沖縄の負担軽減に関する考え方（①オスプレイな
どの運用機能のみキャンプ･シュワブ（辺野古）に移転し、他の機能は本土に移転、②埋立面積
は普天間の１／３以下、③飛行経路を海上へ変更し、騒音及び危険性を軽減）について記述。
また、環境影響評価に当たり、十分に時間をかけて沖縄県からの意見などを聴取・反映する手
続を進めてきたことについて記述

空中給油機KC-130の普天間から岩国への移駐完了、西普天間住宅地区の返還完了等の嘉
手納以南の土地の返還など、直近1年の沖縄の負担軽減に関する取組について記述

わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟
第３章 日米同盟の強化

第Ⅱ部

在日米軍の駐留
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国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組第Ⅲ部

周辺海空域における安全確保

13

第１章 統合機動防衛力の構築に向けて

実効的な抑止および対処

平成26年度の空自機による緊急発進（スクラ
ンブル）回数は943回であり、前年度と比べて133
回の大幅な増加となり、昭和33年に航空自衛隊
が対領空侵犯措置を開始して以来、過去２番目
に多い回数となった。

島嶼防衛

与那国島への沿岸監視部隊の新編や水陸両用作戦機
能を備えた水陸機動団（仮称）の新編、那覇基地に第９航
空団を新編するなど、平素からの防衛基盤を強化する。

迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保するため、おおす
み型輸送艦の改修、機動展開能力向上のためのオスプレイ（Ｖ
－22）の導入を行う。

緊急発進するF-15戦闘機

大規模災害などへの対応

14（同26）年８月、広島県広島市において、大雨の影響に
よって土砂災害が発生し、人員延べ約14,970名をもって人命
救助や行方不明者捜索を実施した。また、同年９月、御嶽山で
噴火が発生し、人命救助や行方不明者捜索を実施するため、
人員延べ7,150名による災害派遣活動を行った。

御嶽山噴火にかかる災害派遣
に従事する陸自隊員

広島県土砂災害の災害派遣に従事
する陸自隊員

冷戦期以降の緊急発進実施回数とその内訳
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国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組 第１章 統合機動防衛力の構築に向けて

｢女性職員の活躍推進」の取組として、積極的

に女性職員の採用・登用の拡大を図る。

女性自衛官の在職者推移

平成２７年度の防衛力整備

平成26年度に引き続き、平成２７年度も防
衛関係費を増額し、防衛大綱および中期防
に基づき、その２年目として、統合機動防衛
力の構築に向け、防衛力整備を着実に実施
する。

防衛力を支える人的基盤

陸・海・空の女性自衛官

過去15年間の防衛関係費の推移

（億円）
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国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組 第２章 防衛装備品に関する諸施策

防衛装備品に関する諸施策

長期契約のイメージとコスト縮減効果

国内企業が製造参画するＦ－３５Ａ戦闘機 インドとの間で技術移転などの協議
を行っているUS-2救難飛行艇

長期契約によりコスト縮減を図るＰ－１哨戒機

防衛装備・技術協力

・ 米：F-35A生産への国内企業の製造参画の進捗およびア

ジア・太平洋地域における整備拠点の設置など

・ 豪：日豪防衛装備品・技術移転協定に署名、将来潜水艦プロ

グラムに関する協力など

・ 英：新たに空対空ミサイルの実現可能性に係る共同研

究を開始

・ 仏：日仏防衛装備品・技術移転協定に署名

・ インド：US-2救難飛行艇にかかる合同作業部会を継続

契約制度などの改善
防衛省は、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により
支出すべき年限に関する特別措置法」の成立を受け、「長期
契約」の導入による装備品や役務の調達コスト縮減と、安
定的な調達を実現する。
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16」

国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組
第３章 安全保障協力の積極的な推進
第４章 地域社会・国民とのかかわり

地域コミュニティーとの連携など

国連南スーダン共和国ミッション（UNMISS）
派遣施設隊（約350名）および司令部要員（４名）が南スー
ダン共和国において各種活動を実施中

防衛省・自衛隊は、自衛隊の現状を広く国民に紹介する
活動を行っている。たとえば、自衛隊記念日行事の一環と
して、自衛隊音楽まつりを日本武道館で毎年開催している
ほか、平成26年度は、百里基地において防衛省・自衛隊60
周年記念航空観閲式を行った。

国際社会の課題への取組

自衛隊による海賊対処行動

医療活動にあたる陸自隊員
（ネパール）

南スーダンで側溝の整備を行う陸自隊員

日本武道館において行われた平成26年度自衛隊音楽まつりの様子

海賊対処について、13（平成25）年から、水上部隊はこれ
までの直接護衛に加え、第151連合任務部隊（CTF151）※に
参加してゾーンディフェンスを行っている。また、15（同27）年5
月には、自衛隊初の多国籍部隊司令官となるCTF151司令
官を派遣した。
※CTF（Combined Task Force）

ネパールでの地震に対する国際緊急援助活動
ネパール政府の要請を受け、医療援助隊を速やかに派
遣し、15（平成27）年4月から約３週間にわたり、医療活動
を実施

第Ⅲ部
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