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第１９回米軍経ヶ岬通信所の設置に係る安全・安心対策連絡会の概要 
 
〇開催日時 平成３１年３月１９日（火）１３３０～１４３０ 
〇場  所 京丹後市役所峰山庁舎 ２階会議室 
〇出 席 者 【京都府】総務部副部長、丹後広域振興局企画総務部長（局長代理） 
      【京都府警察本部】警備部警備第一課課長補佐（警備第一課長代理） 
      【京丹後警察署】警備課長（京丹後警察署長代理） 
      【京丹後市】副市長 
      【地域住民代表】京丹後市区長連絡協議会会長兼島津連合区長 
              宇川連合区長会会長 
              京丹後市防犯委員会会長 

京丹後市女性連絡協議会理事 
丹後町袖志区長 

              丹後町尾和区長 
      【米軍経ヶ岬通信所】第１４ミサイル防衛中隊長 
      【近畿中部防衛局】企画部長、管理部長、京丹後現地連絡所長 
 
〇近畿中部防衛局からの説明 
Ⅰ 経ヶ岬通信所における状況等 

（１）工事等の状況 

（２）交通事故の状況等 

Ⅱ 住民の安全・安心 

（１）交通安全に対する取組 

（２）交通誘導及び巡回警備 

Ⅲ 日米交流及び地域振興策の状況 

（１）日米交流等 

（２）まちづくりへの支援 

Ⅳ その他 

（１）近畿中部防衛局広報誌について 

 

○米軍経ヶ岬通信所挨拶 
・ 地域の代表者の皆様からの経ヶ岬通信所に対する多大なご支援に心から感謝申し上げる。今後、多

くの地域交流のイベントを主催、また地元の方々と一緒に参加することを楽しみにしている。 
・ 米陸軍工兵隊と工事業者は、生活関連施設の工事を進めている。経ヶ岬通信所の中隊長として、私

は地域の安心と安全を確保するため、工兵隊司令官と共に一生懸命努めていく。また、近畿中部防衛

局と共に、工事が順調に進むよう、工事の進捗状況の情報を地元責任者の方にお伝えしていくよう取

組んでいく。経ヶ岬通信所は常に地域の安全に重点を置いている。 
・ 経ヶ岬通信所は京丹後市内で毎年行っているイースターイベントの準備を始めている。地域の多
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くの方々のご参加いただき、素晴らしいイベントになることを望んでいる。また、経ヶ岬分屯基地司

令、福知山駐屯地司令との訓練におけるパートナーシップでも飛躍的進歩を遂げている。交通安全講

習会にご尽力いただいている京丹後警察署にも感謝申し上げる。 
・ 経ヶ岬通信所の中隊長としての主な責任の一つは、地域の安心・安全の確保である。また基地で働

く兵隊、請負会社社員及び日本人職員の安心・安全の確保にも責任を持つ。私は、全ての日本のルー

ル及び規則を守り、そして受入国との地域関係を強化していくことを最優先事項としている。 
・ 経ヶ岬通信所は、全ての基地職員に対し、安全運転の強化に努めている。私たちは先週近畿中部防

衛局が主催した運転講習会に参加した。安全運転の重要性を呼びかけるため、私たちは経ヶ岬通信所

チーム及び工事業者に対する安全運転の注意喚起を毎週継続して行っていく。 
・ 皆様の地元地域にて奉仕していくこと、またこれらのパートナーシップそして永続する友好関係

の構築を継続していくことを楽しみにしている。 
 
〇出席者の意見等の概要 
（１） 交通事故の状況等及び交通安全対策 
【意見要旨】 
・ 前回の連絡会で提供した地元区作成の交通安全マップについて、英訳の上、米側の関係者に周知

いただいたことに感謝する。今後も、地元として交通安全対策に協力させていただくのでよろしく

お願いする。                              （地域住民代表） 
・ 以前の連絡会では、軽微な物損事故等についても細かく情報提供されていたが、今回は、７月の

電柱破損事故を除いて、具体的な内容についての情報がない。これは、交通事故の情報提供の考え

方が変わったという理解でよいか。                    （地域住民代表） 
 

【回答要旨】 
・ 先ほどご説明したとおり、あってはならないことだが、万が一、飲酒運転など悪質なものや重大

な交通事故等が発生した場合は、情報収集に努め、これまで通り、速やかに関係者に情報提供する

とともに、事故の未然防止対策等を協議するため、その状況等をその都度の連絡会で報告させてい

ただきたいと考えている。 
  一方、我が国の政府や地方自治体の職員が物損や自損の交通事故を起こした場合に、当該事故の

具体的な内容等が公表されることは一般的になく、全国の他の米軍基地も同様である。こうした観

点から、物損事故等の具体的な内容について連絡会で報告することは今後控えさせていただきたい

と考えるが、交通安全対策の協議等の参考となるよう、物損事故等についても、その発生件数を今

後、その都度の連絡会で報告させていただきたいと考えている。      （近畿中部防衛局） 
 

【意見要旨】 
・ 地元としても、交通事故の実態と特性を把握することは、効果的な交通安全対策を講じていく上

で重要だと考えている。少なくとも自治体の方には、どこでどういう事故があったという情報を提

供してもらえれば、危険な場所へのカーブミラーや路面上の減速マーク設置等、効果的な対策を講

じることができるのではないか。いずれにしても、米軍と防衛局、警察、地元住民が連携し、協議
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しながら交通安全対策を講じていくことが、本連絡会の設置の趣旨にも合致すると考える。 
    （地域住民代表） 

 
【回答要旨】 
・ 当局としては、このような交通事故の状況を踏まえ、ドライブシミュレーターを使用した交通安

全講習会や、地元区が作成した交通安全マップを米側に提供し周知する等、交通事故の未然防止に

資するよう取組を続けており、今後も皆様のご意見をいただきながら、より一層効果的な対策に取

り組んでいきたい。                          （近畿中部防衛局） 
 

【意見要旨】 
・ 昨年２月の連絡会以降、交通事故についての情報提供がなかったことは誠に遺憾である。今後、

連絡会での交通安全対策の協議に支障が出ることがないよう、防衛局の責任において、関係者に対

し、必要な情報を適切に提供していただきたい。 
  なお、３０年４月に発生した人身事故についてどの程度の被害だったのか、概要を教えてもらい

たい。また、昨年４月と７月の事故を除く１２件の物損事故については、重大かつ危険なものはな

かったという理解でよいのか確認したい。                    （京都府） 
 

【回答要旨】 
・ ３０年４月に京都市内で発生した人身事故については、軽傷の事故と承知している。また、その

他の物損事故等については、ガード－レールへの接触、側溝への脱輪などの事故である。いずれに

しても、重大な事故については、これまで通り情報提供に努めたい。    （近畿中部防衛局） 
 

【意見要旨】 
・ 依然として年間十数件の交通事故が発生しているということなので、防衛局と米軍が連携して、

より効果的な事故の未然防止策に全力で取り組んで頂きたい。           （京都府） 
                            

 ・ 本連絡会は、地域住民の安全安心対策のために情報共有を図るものである。これまで、発電機に

よる騒音問題や、飛行制限区域に係る入域調整の問題等について、本連絡会で協議し、解決に向け

て取り組んできた。また、歴代の米軍司令官が地域との友好関係構築に努め、様々な交流事業を通

して、地域住民の米軍に対する信頼感、安心感は高まってきたものと認識している。このような

中、連絡会における交通事故情報の提供が止まったことで、地域の中で不安に思われる方が出てし

まった点については誠に遺憾であり、国において、その責務をしっかりと果たされるようにこの場

で確認させていただきたい。 
   また、交通事故の件については、市議会においても意見をいただいているので、それを紹介する

とともに思いを述べさせていただきたい。 
   市議会においては、交通事故の情報提供がないのはけしからんという意見がある一方で、本当に

問題とされるような事故が起きていて公表されていないのかどうか、側溝にはまったとか、構造物

に接触したとか、小動物が飛び出してよけられなかったとか、自損事故のような軽微なものは問題
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ではないのではないか、というような声を聞かせていただいている。 
   米軍関係者等も含めて地域に居住する皆にとって安全で安心なまちづくりを推進するという本連

絡会の設置趣旨から考えれば、事件・事故の防止のために必要な情報はしっかりと提供いただくと

いう前提で、日本国内での情報の取扱いと同じように整理したいという考え方は一定理解できるも

のと考えている。今後とも地域の意見を聞きながら安全安心対策に取り組んでもらいたい。 
（京丹後市） 

 
（２）日米交流等 
【意見要旨】 
・ 先日、日本文化を体験できる茶話会が久美浜の稲葉邸で開催され、大変たくさんの米軍の方々に参

加いただいた。日本の畳の上でお茶を点て、和やかな雰囲気の中で開催されたことをこの場を借りて

報告したい。国際交流協会として、今後も、米軍関係者や外国人居住者の方と地域との交流を深めら

れる機会を作っていきたいと考えているのでよろしくお願いする。    （地域住民代表）        

 
（３）その他 
【意見要旨】 
・ 経ヶ岬通信所に勤務する軍属の方の集合住宅が島津にできて約３年が経過した。安全安心対策と

いう点に関連して、三点ほど申し上げておきたい。 
  一つ目は、集合住宅の敷地の出入り口が当初危険な道路に面していたため、交通事故の発生を心配

していたが、その後、住宅の北側に駐車場が設けられ、別の見通しの良い道路沿いに出入り口を変え

たので、その不安は解消されていること。 
  二つ目は、言葉の違いなどから地域住民とのトラブルが発生するのではないかと心配していたが、

この約３年間で事件や住民とのトラブルは１件も発生しておらず、安堵していること。 
  三つ目は、二十四時間交代制で勤めると聞いていたので、通勤の際の事故の問題を心配していた

が、当初の約束通り、ワゴン車で集団通勤を続けていることを確認していること。 
  この三点については、今後も続くようにお願いしたい。          （地域住民代表） 
             

以上 



 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 

近 畿 中 部 防 衛 局 

 

第１９回米軍経ヶ岬通信所の設置に係る 

安全・安心対策連絡会説明事項 

 

Ⅰ 経ヶ岬通信所における状況等 

（１）工事等の状況 

ア 第Ⅱ期工事【資料１】 

  ・ 建物工事等を実施中 

 

 イ 車両入門に係る安全確保のための用地提供（三角地） 

  ・ 本年１月２５日、政府間協定を締結し米側へ提供 

 

（２）交通事故の状況等 【資料２】 

・ 交通事故の件数等 

 

Ⅱ 住民の安全・安心 

（１）交通安全に対する取組 

ア 交通安全講習会等【資料３】 

  ・ これまでの開催実績 

  ・ 昨年１２月及び本年３月、交通安全講習会を開催 

  ・ 次回は４月以降に開催できるよう調整中 

 

イ 集団通勤 

・ ワンボックスカーの利用や乗車の相乗りによる集団通勤を継続して実施 

 

ウ 宇川連合区長会提供の交通安全マップ【資料４】 

 ・ 前回の安全・安心対策連絡会において宇川連合区長から提供 

 ・ 昨年１２月、英訳したものを米側に提供 

 ・ 注意喚起を実施 

 

（２）交通誘導及び巡回警備【資料５】 

・ 交通誘導及び巡回警備業務を継続して実施 

 

 



 

Ⅲ 日米交流及び地域振興策の状況 

（１）日米交流等【資料６】  

・ 袖志区英会話交流（平成３０年１２月６日、平成３１年２月６日） 

・ 島津小学校＆米空軍太平洋音楽隊合同演奏会（平成３１年３月８日） 

・ 日米交流音楽会（平成３１年３月９日） 

・ 今後も引き続き、日米交流を推進 

 

（２）まちづくりへの支援【資料７】  

ア 生活・産業関係 

・ 再編交付金事業 

→ ＬＥＤ防犯灯設置費補助金事業など計２０件 

・ 障害防止事業 

 → 尾和用水路事業 

・ 民生安定助成事業（一般助成） 

→ 消防ポンプ自動車 

 

イ  交通環境整備関係 

・ 道路改修等事業（補助金） 

→ 府道浜丹後線、府道間人大宮線の改良事業 計２件 

・ 道路改修等事業（工事費） 

 → １７８号線の改良事業 計１件 

 

Ⅳ その他 

（１）近畿中部防衛局広報誌について 

・ 「経ヶ岬通信所だより」の第４号を３月に発行予定 

 

 

 

 



第１９回米軍経ヶ岬通信所の設置に係る
安全・安心対策連絡会説明資料

近畿中部防衛局

平成３１年３月



※１ 現時点での計画です。

米 軍 経 ヶ 岬 通 信 所 計 画 図

※２ は、米側が予算を確保した後、施設整備を実施する可能性のある場所を例示したものです。

【資料１】

１

給水タンク



【資料２】

交通事故について
（平成30年２月５日～平成31年３月６日）

30.7.27 京丹後市峰山町 物損事故
※電柱を破損

その他の交通事故 １３件
※人身事故１件（３０年４月、京都市内）を含む

２



交通安全講習会

【資料３－１】

・ 平成２６年１０月 ２日 第１回交通安全講習会
・ 平成２７年 １月１６日 第２回交通安全講習会
・ ５月１３日 第３回交通安全講習会
・ ８月２７日 第４回交通安全講習会
・ １２月 ９日 第５回交通安全講習会
・ １２月１４日、１５日、２２日 交通安全講習会（講義）
・ 平成２８年 １月２７日 第６回交通安全講習会
・ ４月 ７日 第７回交通安全講習会
・ ７月２２日 第８回交通安全講習会
・ １０月２１日 第９回交通安全講習会
・ １２月１３日 第１０回交通安全講習会
・ 平成２９年 ４月１３日 第１１回交通安全講習会
・ ７月２４日 第１２回交通安全講習会
・ １２月 ５日、１３日 第１３回交通安全講習会
・ 平成３０年 ４月２３日 第１４回交通安全講習会
・ ７月２３日 交通安全講習会（講義）
・ １０月１２日 第１５回交通安全講習会
・ １２月１０日 交通安全講習会（講義）
・ 平成３１年 ３月１３日、１４日 交通安全講習会（講義等）

３

○ これまでの開催実績

○ 次回講習会は、４月以降の開催を調整中



【資料３－２】

交通安全講習会（講義等）を開催

近畿中部防衛局は、平成３０年１２月及び平成３１年３月、京丹後警察署に御協力いただき、米軍経ヶ
岬通信所に勤務する米軍関係者を対象とした交通安全講習会を開催しました。
昨年１２月の講習会では、冬季の運転で注意すべき点を講義するとともに、本格的な降雪シーズンを前

に冬用タイヤの装着に係る確認・指導を行いました。
本年３月の講習会では、京丹後警察署からの講義に加え、ドライブシミュレーターを使用し、車両走行

時に遭遇しやすい危険な場面を疑似体験することで危険予知の能力を高めるトレーニング等を行いました。

昨年１２月の講習会の様子

４

本年３月の講習会の様子



【資料４】

５



UKAWA Ward Traffic Safety Map
(locations that require special attention while driving) November 2018

UKAWA Ward Mayor’s Association

School children 
cross the street 
on a curve near 

MARUKOSO 
guest house

Slow down and 
pay attention to 

traversers

Cars running at high speeds are seen on the 
downhill that starts at HOKUTO Shinkin Bank, 

passes NISHIGAKI supermarket and KYUSO 
community center, and ends at the intersection 

bound for YAUCHI.  
There are crosswalks along the way.  

Slow 
down and 

pay 
attention 

to 
traversers

You will see a crosswalk 
and an intersection 

after the curve at HEI.  

The 100m section of road that starts from 
MASUDA builder’s office is a school zone.  

In winter, the road becomes narrower 
due to the snow removed, and it makes 

difficult to walk on the road.  
Slow down and pay attention 

to the intersection and 
traversers.  

Slow down and pay attention 
to pedestrians.  

Information regarding these locations was given by local citizens, 
elementary school and police.  ６



米軍経ヶ岬通信所

警備員詰所
旧 宇川中学校校舎

【資料５】交通誘導・巡回警備実施状況

○ 宇川小学校前での児童の交通誘導

○ 周辺地域の巡回

巡回ルート：
警備員詰所（旧宇川中学校）→通信所→網野町→峰山町→網野町→警備員詰所

７



地 域 と の 交 流
【資料６】

○ 英会話交流（平成３０年１２月６日、平成３１年２月６日）

○島津小学校＆米空軍太平洋音楽隊合同演奏会（平成３１年３月８日）
日米交流音楽会（平成３１年３月９日）

８



【資料７－１】

９

平成３０年度経ヶ岬関連実施予定事業一覧表（平成３１年３月現在）
事業 の名 称 補助事業者名

再編交付金

(平成２９年度繰越分）

京丹後市長

袖志地区水路整備事業

(平成３０年度単歳分）

ＬＥＤ防犯灯設置費補助金事業

ＬＥＤ防犯灯設置事業

防犯カメラ設置事業

有線放送設備整備事業費補助金

高齢者インフルエンザ予防接種事業

袖志地区農道改修事業

袖志地区有害鳥獣防除施設整備事業

袖志漁港中央防波堤改良事業

市道長延線改良事業

市道松陰寺線改良事業

尾和区内道路改良事業

中川改良事業

小・中学校情報教育環境整備事業

袖志地区コミュニティ倉庫整備事業補助金
袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金
袖志区コミュニティ広場整備事業
尾和区集会施設整備事業補助金
宇川診療所運営事業
総合検診事業

袖志・尾和有害鳥獣防除施設整備事業補助金

２０件（平成２９年度から繰越分 １件）

障害防止

(平成３０年度）

京丹後市長尾和用水路改修事業

１件

民生安定

(平成３０年度単歳分)

京丹後市長消防ポンプ自動車

１件

道路改修等

(平成３０年度単歳分） （平成３０年度国債分）

京都府知事

浜丹後線（上野平バイパス、宮バイパス） 浜丹後線（上野平バイパス）

間人大宮線 間人大宮線

(平成２９年度繰越分） （平成２９年度国債分）

浜丹後線（その１）（その２） 間人大宮線

間人大宮線

２件（平成２９年度から繰越分 ２件）

工事費
（原因者負担金）

(平成３０年度単歳分）

京都府知事

１７８号線（袖志工区、カマヤ工区）

(平成２９年度繰越分）

１７８号線（袖志工区、カマヤ工区）

１件（平成２９年度から繰越分 １件）

計 ２５件（平成２９年度から繰越分 ４件）



（再編交付金事業の主な実績） 【資料７ー２】

親子ふれあい広場整備助成事業
（丹後町袖志）

区民交流広場整備助成事業
（丹後町袖志）

施工後

施工後

施工前

施工前

１０



（再編交付金事業の主な実績）

中浜消防車庫整備事業
（丹後町中浜）

施工後施工前

施工後施工前

島津ふれあいセンター整備事業
（網野町島津）

１１



（再編交付金事業の主な実績）

尾和・袖志地区農道及び水路整備事業

施工前

施工前

施工後

施工後

農道九枚割線

袖志水路

１２



（障害防止事業及び道路改修事業の主な実績）

【障害防止事業】

尾和用水路改修事業

施工前

【道路改修事業（工事費）】

４８２号線（大山工区）

施工後

施工前 施工後

１３



（民生安定助成事業の主な事業等）

【民生安定事業（平成３０年度事業）】 消防施設（消防ポンプ自動車）

現状 更新イメージ

整備箇所

網野分署

位置図

１４」


