
磯港 区
17日、米軍ヘリポート基地撤去に関する

要請書を送付
～港区と港区議会が米国大使館及び防衛省に強く要請しました～

本日 (17日 )、 武井 雅昭 (た けいまさあき)港区長と井筒 宣弘 (い

づつのぶひろ)港区議会議長の連名で、昨日 16日 に起きた神奈川県
三浦市での米海軍厚木基地所属ヘ リコプターが不時着横転するという

事故を受けて、原因究明と再発防止を求めるとともに、早期に基地を
撤去するよう米国駐日大使及び防衛大臣に対して要請書を送付しまし

た。

港区には、23区で唯―の米軍基地 【赤坂プレスセンター (港区六本
木 7丁 目)】 があります。このため、港区民とりわけ近隣住民は、ヘリ
ポー ト基地の使用による騒音に悩まされるとともに、事故発生の不安
を常に抱えています。

こうしたことから、港区議会は昭和 42年以降、港区は平成 5年以
降、それぞれ断続的にヘリポー ト撤去を現防衛省や米大使等に要請 し
てきましたが、平成 16年以降は港区と港区議会が歩調を合わせて防
衛省をはじめ関係機関に対して、当該ヘリポート基地に関する撤去要
請を行つております。

*米軍ヘリポー ト基地に関する要請書について

米国駐日大使に対するものは別紙 1、 防衛大臣に対するものは別紙 2です。

問合せ 総務部 人権・男女平等参画担当課長 (担当課長 :菊池朗子)

電話 :03-3578-2007(直 通)
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米 軍ヘ リポ∵ 卜基地 に関す る要請書

東京の都 心 であ る港 区の市街 地 に米軍基地 (赤坂 プ レスセ ンター)が設置 さ

れ ています。 このため、港 区民 と りわけ近 隣住 民は、ヘ リポー ト基地 の使 用 に

よる騒音に悩 ま され 、事故発生 の不安 を常 に抱 えています。     i

港 区 と港 区議会 は、 これ まで も国や 米 国に当該ヘ リポー ト基地の早期撤去 を

要望 して きま した。 また、都道環状 3号線 の工事 に伴 つて提供 された臨時ヘ リ

ポー ト用 地 につ いて も、 日米合 同委員会 の合意 に基づ き、平成 23年 7月 29

日に実施 され ま した一部 土地 の返還 は、港 区 と港 区議 会が永年 求 めて きた公 園

用地の原状回復・返還 で はな く、代替地 の返還 とい う、地元 自治体の願 い とは

程遠 い ものです。

こ うした中、今年 8月 5日 の沖縄 県宜野座村 にお ける墜落事故 に引き続 き、

12月 16日 午後 3時半 ごろ、米海軍厚 木基地所 属 のMH60Sヘ リコプ タ

ーが、神奈川 県三浦市 に不 時着横 転す る とい う事故 が発 生 しま した。 人命 に関

わ る惨事 につ なが りかね ない事故 が繰 り返 し発 生す る ことは、 同様 に米軍基 地

が存在す る港 区民にも大 きな衝撃 と不安 を与 えています。

港区 と港 区議会 は、区民の安全 で安 心で きる生活 を守 る強 い使命 があ ります。

ここに、今 回の事故 の原 因究 明 と再発防止 を求 める とともに、ヘ リポー ト基

地の早期撤去 を強 く要請 します。

平 成 25年 12月 17日

長 武 井  雅

港区議会議長

米国駐 日全権特命大使

キャロライ ン・ ブニ ビエ

区港

ケネディ大使閣下

井  筒  宣



米軍ヘ リポー ト基地に関する要請書

東 京の都心で ある港 区の市街地 に米軍基地 (赤 坂プ レスセ ンター )が 設置 さ

れ ています。 このた め、港 区民 とりわけ近 隣住 民は、ヘ リポー ト基地の使用

による騒音 に悩ま され、事故発生の不安 を常に抱 えています。

港 区 と港区議会 は、 これ まで も 1日 防衛施設庁 をは じめ関係機 関に当該ヘ リ

ポー ト基地の早期撤去 を要望 してきま した。

また、都道環状 3号線 の工事 に伴 つて提供 された臨時ヘ リポー ト用地につ

いて も、 日米合 同委員会 の合意 に基づき、平成 23年 7月 29日 に実施 され

ま した一部土地の返還 は、港 区 と港 区議会 が永年求 めて きた公園用地 の原状

回復 。返還 ではな く、代替地の返還 とい う、地元 自治体の願 い とは程遠 い も

のです。

こ うした中、今年 8月 5日 の沖縄県宜野座村 における墜落事故 に引 き続 き、

12月 16日 午後 3時 半 ごろ、米海 軍厚木基地所属 のMH60Sヘ リコプ タ

ーが、神奈川県三浦市 に不時着横転す る とい う事故が発生 しま した。人命 に

関わ る惨事 につなが りかねない事故が繰 り返 し発 生す ることは、同様 に米軍

基 地が存在す る港 区民にも大 きな衝撃 と不安 を与 えています。

港 区 と港 区議会 は、区民の安全で安心な生活 を守 るため、ヘ リポー ト基地

の早期撤去 を 目指す ものですが、防衛省 におかれ ま しては、直ちに米 国に対

し、今回の事故原 因の究明 と再発防止 を求 める とともに、改 めてヘ リポー ト

基地撤去への ご尽力 をいただきた く、要請 いた します。

平成 25年 12月 17日

長 武 井  雅 .区港

防衛 大 臣 小 野 寺  五典  様

港 区議 会議 長 井 筒  宣


