
基 地 ・ 渉 外 担 当 

１ 全国基地協議会 

 基地の実態調査及び研究をするとともに、基地所在に伴う税収の欠陥に関し、その対策について

協議し、国に対して実行運動（要望・陳情）を行った。 

・防衛施設周辺整備全国協議会との合同役員会及び合同正副会長会議  ４回 

・実行運動 ５回 

・組織団体 232 都市町村 

２ 防衛施設周辺整備全国協議会 

 基地所在により生ずる損失の補償、障害の防止又は軽減に関する調査研究をするとともに、その

対策について協議し、国に対して実行運動（要望・陳情）を行った。 

会議、実行運動は、全国基地協議会と同一歩調をとり、合同で行った。 

・組織団体  242 市町村 

３ 横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

 東京都と横田基地周辺の５市１町は、基地に起因する問題の解決に向け連携を図り、その対策に

ついて協議し、国及び米軍に対して要請行動を行った。 

・要請行動  11 回 

４ 横田基地周辺市町基地対策連絡会 

 基地が所在することによって起こる共通の諸問題を調査研究するとともに相互に協力し、その解

決に向け、国及び米軍に対して要請行動を行った。 

・要請行動  20 回 
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５ 基地対策関係要請等 

横田基地の所在に関わる諸問題の解決並びに補助金及び交付金獲得のため、要請行動を行った。 

※横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会…都と周辺市町 

横田基地周辺市町基地対策連絡会…周辺市町 

年月 要 請 行 動 要請主体 

４月 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・横田基地における訓練等の情報提供について（口頭要請） 

周辺市町 

周辺市町 

周辺市町 

５月 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・横田基地における演習等の実施について（口頭要請） 

・米軍関係者による交通事故の再発防止について（口頭要請） 

・米軍関係者による交通事故の再発防止について（文書要請） 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・米軍関係者による交通事故の再発防止について（文書要請） 

周辺市町 

周辺市町 

都と周辺市町

周辺市町 

周辺市町 

都と周辺市町 

７月 

・国内における米空軍機からの空挺降下訓練について（口頭要請） 

・航空機空中衝突防止会議の開催について（口頭要請） 

・横田基地における演習等の実施について（口頭要請） 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

周辺市町 

市 

周辺市町 

周辺市町 

周辺市町 

８月 

・米空軍グローバルホークの横田飛行場への一時展開について（文書要請） 

・横田基地における演習等の実施について（口頭要請） 

・横田基地日米友好祭に関する安全確保及び騒音対策について（文書要請） 

・横田基地日米友好祭に関する要請について（文書要請） 

都と周辺市町 

周辺市町 

都と周辺市町 

市 

９月 

・横田基地日米友好祭への陸上自衛隊陸上総隊第１空挺団の参加について

（文書要請） 

・横田基地における人員降下訓練の実施について（口頭要請） 

・横田基地での人員降下訓練におけるＲＡ－１型パラシュートを使用した訓

練の再開について（口頭要請） 

・オスプレイに関する情報提供について（口頭要請） 

周辺市町 

周辺市町 

周辺市町 

都と周辺市町 

10 月 
・横田基地所属軍人の酒気帯び運転による事故について（文書要請） 

・横田基地における演習等の実施について（口頭要請） 

都と周辺市町 

周辺市町 

11 月 

・国内における米空軍機からの空挺降下訓練について（口頭要請） 

・令和２年降下訓練始め行事における日米空挺降下の展示について（口頭要

請） 

・横田基地における正月三が日の飛行停止について（文書要請） 

周辺市町 

周辺市町 

都と周辺市町 

12 月 
・令和元年度横田基地対策に関する要望（総合要請・米軍） 

・令和元年度横田基地対策に関する要望（総合要請・国） 

都と周辺市町 

都と周辺市町 

２年 

１月 
・ＫＣ-１３５空中給油機の横田基地への着陸について（口頭要請） 都と周辺市町 

２月 
・横田基地の航空機訓練について（口頭要請） 

・令和元年度日米共同統合防災訓練について（口頭要請） 

周辺市町 

周辺市町 

３月 ・新型コロナウィルス感染症の拡大防止について（口頭要請） 都と周辺市町 
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６ 防衛省補助事業等 

（１） ３条（障害防止工事の助成）・８条（民生安定施設の助成）関係 

事 業 名 
事業費 
（千円） 

補助額 
（千円） 

補助率 事業概要 

３

条

関

係 

福生第三小学校（校舎）防音機能復旧

（復機）事業 
229,308 31,269 7.5/10 

工事 復温除３ 

空調面積 2,456 ㎡ 

福生第五小学校（講堂）防音機能復旧

（復機）事業 
82,243 61,682 7.5/10 

工事 復温除３ 

空調面積 665 ㎡ 

雨水管渠更生事業（中央幹線排水路） 8,938 8,043 9/10 設計委託（中央幹線） 

計 
令和元年度 320,489 100,994 

前 年 度 329,682 261,973 

８

条

関

係 

防災行政無線（移動系）施設改良事業 86,915 12,056 7.5/10 工事・備品購入 

日光橋公園外１公園整備事業 24,783 16,521 2/3 設計委託 

計 
令和元年度 111,698 28,577 

前 年 度 310,762 160,157 

合 計 432,187 129,571 

（２） ９条（特定防衛施設周辺整備調整交付金）関係 

事 業 名 
事業費 
（千円） 

交付額 
（千円） 

事業概要 

自転車駐車場改良工事 47,412 40,000 ラック設置、照明ＬＥＤ化等 

福生第三小学校増築工事 319,160 250,000 増築工事一式 

市民会館舞台装置等改良工事 136,400 123,000 受変電設備、集会室空調設備等 

市営競技場管理棟改良工事 95,648 82,000 改良工事一式 

自転車等駐車場指定管理委託事業 26,000 基金造成 

市立学校ＩＣＴ推進事業 35,566 基金造成 

合 計 598,620 556,566 

前年度合計 640,444 422,130 

前年度合計 36,504 524,215 
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