
平成３０年度

宜野湾市訪米要請行動

報告会

宜野湾市 基地政策部 基地渉外課

平成３０年７月１８日（水）
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凡例

市町村界

駐留軍⽤地

施設界

国道

県道

市内の学校

・小学校10校
・中学校5校
・高校4校

宜野湾市役所

宜野湾市上空写真 キャンプ瑞慶覧

普天間⾶⾏場

⻄普天間住宅地区跡地

普天間飛行場の概要
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宜野湾市の概要

面 積：１９.８㎢

人 口：９８,３７２（平成３０年1月末）

世帯数：４３,２７０（平成３０年1月末）

沖縄国際大学

琉球大学



これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな経緯経緯経緯経緯

平成平成平成平成８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月
「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ最終報告最終報告最終報告最終報告」」」」でででで「「「「今後今後今後今後５５５５年乃至年乃至年乃至年乃至７７７７年以内年以内年以内年以内にににに、、、、十分十分十分十分なななな代替施設代替施設代替施設代替施設がががが完成完成完成完成しししし

運用可能運用可能運用可能運用可能になったになったになったになった後後後後、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを返還返還返還返還するするするする」」」」とととと合意合意合意合意

平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年８８８８月月月月 沖縄国際大学沖縄国際大学沖縄国際大学沖縄国際大学へへへへ米軍米軍米軍米軍ヘリがヘリがヘリがヘリが墜落墜落墜落墜落

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年５５５５月月月月
在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告在日米軍再編協議最終報告（（（（日米日米日米日米ロードマップロードマップロードマップロードマップ））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、普天間飛行場代普天間飛行場代普天間飛行場代普天間飛行場代

替施設替施設替施設替施設のののの建設建設建設建設�２０１４�２０１４�２０１４�２０１４年年年年までのまでのまでのまでの完成完成完成完成をををを目標目標目標目標とすることをとすることをとすることをとすることを合意合意合意合意

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１０１０１０１０月月月月 ＭＶＭＶＭＶＭＶ-２２オスプレイの２２オスプレイの２２オスプレイの２２オスプレイの配備配備配備配備がががが開始開始開始開始（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年９９９９月配備完了月配備完了月配備完了月配備完了））））

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月
日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによる「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設、、、、区域区域区域区域にににに関関関関するするするする統合計画統合計画統合計画統合計画」」」」

においてにおいてにおいてにおいて、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの「「「「２０２２２０２２２０２２２０２２年度年度年度年度また�そのまた�そのまた�そのまた�その後後後後」」」」のののの返還時期返還時期返還時期返還時期をををを公表公表公表公表

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年８８８８月月月月
普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属ののののＫＣＫＣＫＣＫＣ-１３０１３０１３０１３０空中給油機全空中給油機全空中給油機全空中給油機全１５１５１５１５機機機機のののの岩国飛行場岩国飛行場岩国飛行場岩国飛行場へのへのへのへの移駐移駐移駐移駐
完了完了完了完了

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年７７７７月月月月 普天間飛行場東側普天間飛行場東側普天間飛行場東側普天間飛行場東側のののの土地土地土地土地（（（（約約約約４４４４ｈａ）ｈａ）ｈａ）ｈａ）のののの土地返還土地返還土地返還土地返還

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１２１２１２１２月月月月 普天間第二小学校普天間第二小学校普天間第二小学校普天間第二小学校グラウンドへグラウンドへグラウンドへグラウンドへ米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ窓窓窓窓がががが落下落下落下落下

普天間飛行場返還問題

3



4

83,258 

81,114
84,492 

85,394 

86,279 

87,229 

88,265 
88,537 

88,831 

89,839 
90,399 

90,933 

91,634 
92,270 

93,157 93,409 

94,608 

95,321 
95,913 

96,663 

97,509 

98,151 98,270 

98,372 

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

宜野湾市人口推移

平成8年（1996年）
SACO合意

平成16年（2004年）

沖縄国際大学ヘリ墜落事故発生

平成29年（2017年）
小学校グラウンドへヘリ窓落下事故発生



騒音被害の深刻化
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普天間飛行場所属機の事故等（平成28年12月～）
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平成28年12月13日 MV-22オスプレイが名護市で不時着⽔

12月13日 MV-22オスプレイの脚部故障

平成29年1月11日 CH-53ヘリの前脚降着装置の障害

1月20日 AH-1Zヘリがうるま市に不時着

6月1日 CH-53ヘリが久⽶島に予防着陸

6月6日 MV-22オスプレイが伊江村に予防着陸

6月10日 MV-22オスプレイが奄美空港に予防着陸

8月5日 MV-22オスプレイがオーストラリア沖で着艦失敗に伴う事故

8月29日 MV-22オスプレイが大分県に予防着陸

9月29日 MV-22オスプレイが新⽯垣空港に予防着陸

10月11日 CH-53ヘリが⾶⾏中の⽕災により東村に緊急着陸

12月７日 市内保育園の屋根で⽶軍ヘリのものとみられる部品が発⾒された

12月13日 普天間第二小学校グラウンドに CH-53ヘリ窓落下

平成30年１月６日 UH-Yヘリがうるま市の浜辺に緊急着陸

１月８日 AH-1Zヘリが読⾕村に予防着陸

１月２３日 AH-1Zヘリが渡名喜村に予防着陸

２月８日 MV-22オスプレイの部品が落下し、うるま市の海岸に漂着



抗議・要請等一覧（平成２９年度１５件）

要請日 内容 相手先

6/2
普天間⾶⾏場所属CH-53E型ヘリコプターの予防着陸
について

沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官

6/7
MV-22オスプレイの伊江島補助⾶⾏場への予防着陸に
ついて

6/12 ⽶軍機の予防着陸及び夜間騒音について

6/29 普天間⾶⾏場におけるサイレン音の発⽣について
沖縄防衛局⻑
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
普天間航空基地司令官

7/21,25 ⽶軍機の夜間⾶⾏に伴う騒音について

沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官

8/7,9
MV-22オスプレイのオーストラリアにおける訓練中の
事故について

8/31,9/5 MV-22オスプレイの大分空港への予防着陸について

10/4 MV-22オスプレイの⽯垣空港への予防着陸について

10/12,
13,16

CH-53ヘリの北部訓練場外での事故について

沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
自由⺠主党政務調査会⻑
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要請日 内容 相手先

12/8
市内保育園の屋根で⽶軍ヘリのものとみられる部品が
発⾒されたことについて

沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
沖縄⽶国総領事

12/15,
18,19

ＣＨ-53ヘリの窓が普天間第二小学校グラウンドへ
落下

内閣官房⻑官/沖縄基地負担軽減担当
外務大臣、防衛大臣
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
沖縄⽶国総領事
参議院 沖縄及び北⽅問題に関する

特別委員会委員⻑

1/9 度重なる普天間⾶⾏場所属機の不時着について
沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
沖縄⽶国総領事

1/24 ＡＨ-1ヘリが渡名喜村内に予防着陸

2/24
うるま市伊計島の海岸に前日⾶⾏したオスプレイの
部品が漂着

3/26,28 ⽶軍機による夜間をはじめとする騒音被害について

抗議・要請等一覧（平成３０年度１件）
要請日 内容 相手先

6/11,12
普天間⾶⾏場へのジェット戦闘機⾶来並びに⽶軍機に
よる夜間騒音被害について

沖縄防衛局⻑
外務省沖縄担当大使
第三海兵遠征軍司令官・沖縄地域調整官
沖縄⽶国総領事



普天間飛行場負担軽減推進会議

普天間飛行場の５年以内運用停止を�じめとする基地
負担軽減に向け、政府、県、市の三者で構成される普天
間飛行場負担軽減推進会議が開かれています。

取り組みの成果
平成２６年８月
普天間飛行場所属のKC-130空中給油機
全１５機の岩国飛行場へ移駐
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市内９団体による取り組み
構成団体

共同記者共同記者共同記者共同記者会見会見会見会見（（（（平成平成平成平成27年年年年11月月月月30日日日日）））） 官房長官要請官房長官要請官房長官要請官房長官要請（（（（平成平成平成平成27年年年年12月月月月1日日日日））））

• 老人クラブ連合会

• 婦人連合会

• 青年連合会

• 商工会
• 教育委員会

• 自治会長会

• PTA連合会• 宜野湾市

• 市議会

抗議抗議抗議抗議・・・・要請先要請先要請先要請先
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夜間騒音夜間騒音夜間騒音夜間騒音のののの激化激化激化激化をををを受受受受けてけてけてけて

小学校小学校小学校小学校グラウンドへのグラウンドへのグラウンドへのグラウンドへの窓落下事故窓落下事故窓落下事故窓落下事故をををを受受受受けてけてけてけて

共同共同共同共同記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（平成平成平成平成29年年年年12月月月月28日日日日））））県知事要請県知事要請県知事要請県知事要請（（（（平成平成平成平成29年年年年12月月月月28日日日日））））

【県内】

沖縄防衛局長

沖縄県知事、

外務省沖縄担当大使

第三海兵遠征軍司令官

在沖米国総領事

【県外】

内閣総理大臣

内閣官房長官

外務大臣

防衛大臣

沖縄及び北方対策担当大臣

駐日米国大使

在日米軍司令官



全面返還合意から２２年

「命命命命にににに直結直結直結直結するこのするこのするこのするこの問題問題問題問題がががが解決解決解決解決されないされないされないされないまままままままま２２２２２２２２年年年年がががが経過経過経過経過してしまったしてしまったしてしまったしてしまった
というというというという事実事実事実事実とととと、、、、普天間普天間普天間普天間飛行場飛行場飛行場飛行場のののの一日一日一日一日もももも早早早早いいいい返還返還返還返還をををを願願願願ってやまないってやまないってやまないってやまない市民市民市民市民
のののの声声声声をををを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ止止止止めていただきめていただきめていただきめていただき、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる方策方策方策方策をををを講講講講じじじじ一日一日一日一日もももも早早早早いいいい返返返返
還還還還とととと返還返還返還返還されるまでのされるまでのされるまでのされるまでの間間間間のののの危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去およびおよびおよびおよび基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減をををを早急早急早急早急にににに
実現実現実現実現していただくようしていただくようしていただくようしていただくよう強強強強くくくく求求求求めますめますめますめます。。。。」」」」とのコメントをとのコメントをとのコメントをとのコメントを発表発表発表発表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日））））
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平成２８年度、平成２９年度 宜野湾市訪米要請行動

日付日付日付日付 内容内容内容内容

4月24日 日

ワ
シ
ン
ト
ン

・東京発/ワシントン発

・在アメリカ合衆国大使館でのブ
リーフィング

4月25日 月
【要請】連邦議員

【視察】ウォルターリード米軍医療
センター、ＮＩＨ

4月26日 火
【要請】国防総省・国務省、連邦議
員、ＣＦＲ

4月27日 水
【要請】連邦議員、ＣＮＡＳ、ＣＳＩＳ、
笹川平和財団
・記者会見

4月28日 木
・ワシントン発/ハワイ ホノルル着
・ハワイ沖縄県人会との交流

ハ
ワ
イ

4月29日 金

・在ホノルル総領事館でのブリー
フィング
【要請】米軍関係
・ハワイ宜野湾市人会との交流

4月30日 土
・ハワイ ホノルル発/沖縄着
（翌日）
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D.C

日付日付日付日付 内容内容内容内容

10月22日 日

ワ
シ
ン
ト
ン

・東京発／ワシントン着

・在アメリカ合衆国大使館からのブ
リーフィング

10月23日 月
【要請】国防総省・国務省
・ＣＳＩＳ

10月24日 火 【要請】連邦議員

【要請】連邦議員
・スティムソンセンター、SASAKAWA

Peace Foundation US

・記者会見

10月25日 水

10月26日 木 ・ワシントン発／ハワイ ホノルル着

ハ
ワ
イ

10月27日 金

・在ホノルル総領事館でのブリーフィ
ング
【要請】米太平洋軍、
米太平洋海兵隊
・APCSS

・ハワイ宜野湾市人会との交流

10月28日 土
・ハワイ ホノルル発／沖縄着
（翌日）

D.C



訪米行動の趣旨
全面返還合意から２２年経過した今なお変わらない過重

な基地負担の現状と、返還を望む市民の強い思いなど、

地元の生の声をしっかりと伝えながら、普天間飛行場の

一日も早い閉鎖・返還と返還されるまでの間の危険性除

去及び基地負担軽減を引き続き要請し、早期の解決を訴

える。

また、昨年１２月に発生した普天間第二小学校へのヘリ

窓落下事故など、普天間飛行場所属機による重大事故が

相次いでいる現状についても、再発防止を要請する。

返還後の跡地利用を見据えた人材育成の観点から取り組
んでいる本市中学生の海外留学事業について紹介すると
ともに、留学時に米国政府関係者との面談や施設見学等
が実現できるよう米側の協力を要請する。
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主な日程
日付日付日付日付 内容内容内容内容

5月21日 月

ワ
シ
ン
ト
ン

・東京発／ワシントン着
・在アメリカ合衆国大使館からのブリーフィング

【要請】連邦議員

5月22日 火
・新米安全保障センター（ＣＮＡＳ）
【要請】国務省

【要請】国防総省

5月23日 水
・ＣＳＩＳ戦略国際問題研究所
・記者会見

【要請】ＮＳＣ国家安全保障会議

5月24日 木
・ワシントン発／ハワイ ホノルル着
【要請】米太平洋軍

・ハワイ宜野湾市人会との交流

5月25日 金
【要請】米太平洋海兵隊
・記者会見

・在ホノルル総領事館でのブリーフィング
ハ
ワ
イ

5月26日 土 ・ハワイ ホノルル発／沖縄着（翌日）

D.C
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要請事項
１.普天間飛行場を絶対に固定化・継続使用せず、一日も早い閉鎖・返還

を実現すること

２.日米両政府の真摯な協議の下、普天間飛行場の返還期日を早期に

確定させること

３.返還されるまでの間の普天間飛行場の危険性除去及び基地負担軽減

について、市民が実感できるよう、日米両政府においてこれまで以上の

取り組みを行うこと

４.日米間で合意されている「普天間飛行場における航空機騒音規制措置」

を厳格に遵守するとともに、市民が特 に苦しむ夜間飛行及び住宅地上

空における旋回飛行訓練を行わないこと

５.普天間飛行場所属の米軍機による事故や緊急着陸等の事案が相次い

でいる現状を踏まえ、同様な事案が二度と起こらないよう、原因究明と

ともに、再発防止策を確実に講じ、安全管理の徹底を図ること

６.普天間飛行場に配備されているMV-22オスプレイを他の拠点へ

移駐すること
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パンフレット（英語版）
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クオータリーミーティング
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普天間飛行場の跡地利用の取り組み



ガバメント・クラウド・ファウンディング（GCF）
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アクセス道路の設置
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米国政府関係者との面談（ワシントンD.C.）

国務省国務省国務省国務省

（（（（５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日））））

●ジュリー・チャン

国務次官補代理代行兼日本部長

国防国防国防国防総総総総省省省省

（（（（５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日））））

●ロベッタ・シェイ

国防省東アジア担当次官補代理代行

●アンドリュー・ウィンターニッツ

国防長官府東アジア政策筆頭部長代行
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要請に対する反応

国務省国務省国務省国務省

�普天間飛行場の返還実現のために今後も

取り組みを持続していく。

�（普天間第二小学校での事故について）
懸念している。国防総省や米軍にも調査
や再発防止を働きかけている。

�（夜間騒音について）即応体制を維持
しなければならないという命題がある
が、市民の皆様の生活環境とのバランス
を取る必要があり、引き続き取り組む。

�日本政府、宜野湾市とも引き続きコミュ
ニケーションを取り、対応していきたい。
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要請に対する反応

国防総省国防総省国防総省国防総省

�（普天間第二小学校での事故について）
重要な問題であると認識している。このよ
うな事�起きるべきで�無く、遺憾である。
今後このような事が無いよう、安全策を見
直している。

� また、事故直後に飛行経路を変更し、
普天間第二小学校の上空を飛ばないよう
にしている。

� マティス長官も申し上げているが、日米
合意である米軍再編が実行されることが
普天間問題の唯一の解決策であり、引き
続き取り組みを進めていく。
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５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日

ＮＳＣＮＳＣＮＳＣＮＳＣ国家安全保障会議国家安全保障会議国家安全保障会議国家安全保障会議

（（（（左左左左））））マットマットマットマット・ポッティンジャー・ポッティンジャー・ポッティンジャー・ポッティンジャー

大統領補佐官大統領補佐官大統領補佐官大統領補佐官・・・・

アジアアジアアジアアジア上級部長上級部長上級部長上級部長

（（（（右右右右））））エリック・ジョンソンエリック・ジョンソンエリック・ジョンソンエリック・ジョンソン

日本日本日本日本・・・・大洋州部長大洋州部長大洋州部長大洋州部長

24

米国政府関係者との面談（ワシントンD.C.）

ＮＳＣ（国家安全保障会議）



要請に対する反応

25

NSC

�普天間飛行場の危険性は早急に取り除く
必要がある。

�普天間飛行場の一日も早い返還が原点で
あり、次の世代に問題を引き継いではな
らないという市長の思いは、全く同感で
ある。

�沖縄に住んだ事があり、空手も学んだ。
水族館にも行ったことがある。沖縄は
大きなポテンシャルを持っている。

�普天間飛行場の返還後は商業的にも活用
でき、発展を期待している。



連邦議員との面談（ワシントンD.C.）

26

マデリーンボルダリオマデリーンボルダリオマデリーンボルダリオマデリーンボルダリオ

連邦下院代議員連邦下院代議員連邦下院代議員連邦下院代議員

（（（（５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日））））

民主党・グアム代表

所属委員会：

軍事委員会（即応小委筆頭委員、

海軍力、投射戦力小委員）、

天然資源委員会



シンクタンクとの面談（ワシントンD.C.）

27

５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日

CSISCSISCSISCSIS戦略国際問題戦略国際問題戦略国際問題戦略国際問題研究所研究所研究所研究所
ニコラス・セーチェーニニコラス・セーチェーニニコラス・セーチェーニニコラス・セーチェーニ

日本副部長兼日本副部長兼日本副部長兼日本副部長兼フォローフォローフォローフォロー

外交・安全保障分野を中心に重要な

政策提言を米政府に対し行い、政策

形成に大きな影響力をもつ。

５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日
ＣＮＡＳＣＮＡＳＣＮＡＳＣＮＡＳ新米安全保障新米安全保障新米安全保障新米安全保障センターセンターセンターセンター
パトリック・クローニンパトリック・クローニンパトリック・クローニンパトリック・クローニン
アジアアジアアジアアジア太平洋安全保障太平洋安全保障太平洋安全保障太平洋安全保障プログラムプログラムプログラムプログラム のののの

シニアアドバイザーおよびシニアアドバイザーおよびシニアアドバイザーおよびシニアアドバイザーおよび上級部長上級部長上級部長上級部長

米国の安全保障を専門に扱う。国家安全

保障政策において高い影響力を備えている。



記者会見

ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＤＤＤ.Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．滞在滞在滞在滞在３３３３日目日目日目日目に�に�に�に�、、、、ナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブナショナルプレスクラブ
にてにてにてにて記者会見記者会見記者会見記者会見をををを行行行行いいいい、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの訪米要請行動訪米要請行動訪米要請行動訪米要請行動のののの成果成果成果成果にににに
ついてついてついてついて説明説明説明説明をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。

記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（5月月月月23日日日日））））
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キャンプスミス

（（（（５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日））））

マーク・マーク・マーク・マーク・ＷＷＷＷ・ジレット・ジレット・ジレット・ジレット陸軍准将陸軍准将陸軍准将陸軍准将

太平洋軍政策太平洋軍政策太平洋軍政策太平洋軍政策・・・・戦略部副部長戦略部副部長戦略部副部長戦略部副部長

29

デイビッド・デイビッド・デイビッド・デイビッド・ＨＨＨＨ・バーガー・バーガー・バーガー・バーガー中将中将中将中将

太平洋海兵隊司令官太平洋海兵隊司令官太平洋海兵隊司令官太平洋海兵隊司令官

（（（（５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日））））



キャンプスミス （（（（５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日、、、、２５２５２５２５日日日日））））

�普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの返還返還返還返還にににに向向向向けけけけ、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府がががが協力協力協力協力してしてしてして、、、、代替施代替施代替施代替施

設設設設のののの完成完成完成完成にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。

�要請内容要請内容要請内容要請内容のののの必要性必要性必要性必要性について�について�について�について�理解理解理解理解してしてしてしているいるいるいる。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、一日一日一日一日

もももも早早早早いいいい移設移設移設移設がががが必要必要必要必要でででであるあるあるある。。。。

�（（（（事故事故事故事故やトラブルにやトラブルにやトラブルにやトラブルに対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念やややや要請要請要請要請をををを受受受受けてけてけてけて））））再発防止再発防止再発防止再発防止にににに

取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。地元地元地元地元のののの安全安全安全安全がががが第一第一第一第一であるがであるがであるがであるが、、、、安全保障安全保障安全保障安全保障のために�のために�のために�のために�

訓練訓練訓練訓練����引引引引きききき続続続続きききき行行行行っていかなくて�ならないっていかなくて�ならないっていかなくて�ならないっていかなくて�ならない。。。。今後今後今後今後もももも努力努力努力努力してしてしてして

いくいくいくいく。。。。

30

�（（（（夜間騒音夜間騒音夜間騒音夜間騒音についてについてについてについて））））オペレーション�オペレーション�オペレーション�オペレーション�理由理由理由理由があってがあってがあってがあって行行行行っているっているっているっている。。。。

即応体制即応体制即応体制即応体制をををを維持維持維持維持するために�するために�するために�するために�必要必要必要必要なものであるがなものであるがなものであるがなものであるが、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに配慮配慮配慮配慮するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続きききき努力努力努力努力していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。



ハワイ宜野湾市人会との交流
（５月２４日）
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訪米の成果

�普天間飛行場をめぐる問題に直接関わる方々に地元

の声を伝え、早期返還の必要性を共有するとともに、

返還に向けて日米両政府が協力して取り組んでいくこ

とを再確認

�普天間第二小学校での事故を�じめ相次ぐ事故や

騒音問題について、国防総省・国務省・ 米軍に対し、

改善するよう直接申し入れ

�跡地利用を見据えた子ども達の人材育成の取り組み

を紹介し、協力を要請
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ご清聴ありがとうございました

平成30年度

宜野湾市訪米要請行動報告会

最後に、外務省沖縄事務所を�じめとする

本訪米にかかりご協力いただいた

皆さまに心より感謝申し上げます。
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