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１ 1-1

　文章の書き方や構成をもっと整理した方が良い。「環境調査ガイドライン」とは何かの説
明に至るまで、背景をまず先に読まなければならず、分かり難い。このガイドラインが何か
を 初に明確かつ端的に示し、その後で背景を述べてはどうか。また、重要な部分で主語や
目的語が省かれている場合が多く、分かり難い。例えば1-5頁で「ガイドラインの活用を求
めるものである」とあるが、それは誰に対して述べているのか。このガイドラインが誰に
とってのガイドラインとなるのか、県はこのガイドラインに従って自ら取り組むのか、国や
米軍にも参考にして欲しいのか等、非常に分かり難い。

2

　ガイドラインで示された様々な調査について、財政面での議論が不十分であり、それゆ
え、誰が、どのように、このガイドラインを活用するのかが非常に分かり難い。
自然環境等調査や、地下水・土壌汚染等調査には莫大な予算がかかり、県や自治体が負担す
ることは困難であり、その意味でも、このガイドラインは、県や自治体による調査のための
ツールには成り難いのではという懸念がある。
　むしろ、このガイドラインを、住民、自治体、そして県が、政府や米軍へ調査や環境保全
を求めるためのツールとして位置づけること、そしてそのためにはどのような取り組みが必
要であるかを示すべきではないか。

3 1-7

　「環境カルテ」について、また環境カルテとガイドラインの関係について具体的かつ分か
りやすい説明が必要である。
　例えば、「環境カルテ」自体がある程度の体を成すまでは時間がかかると予想されるが、
それとガイドラインの活用の関係がどうなるのかの説明が十分でない。例えば、カルテが作
成されていなければ、このガイドラインは使えないのかどうか。
　カルテのイメージを明確にし、またガイドラインとの関係を明確にするためにも、現時点
で作成できる「環境カルテ」を例として示すべきだと考える。例えばオスプレイ配備の際に
米軍が出してきた「環境レビュー」の英語版のappendix等を使えば、北部訓練場等の環境資
源や文化資源の状況を取り入れた環境カルテができるので作成して、ガイドライン（あるい
はその資料集（appendix））で掲載してはどうか。

　「環境カルテ」は、米軍基地の使用状況や周辺を含めた自
然環境等（地質、動植物など）の状況を事前に集約した基地
ごとの台帳であり、ガイドラインに沿った対応を検討する際
に必要となる環境情報をまとめたものです。これらはガイド
ラインで提示している事前調査、資料等調査の資料の一部で
あり、環境カルテがないとガイドラインに沿った対応ができ
ないということではございません。
　環境カルテにつきましては、準備が整い次第、公開する予
定ですので、ご提示いただきました資料等は環境カルテに反
映することを検討してまいります。

　「米軍基地環境調査ガイドライン(仮称)（案）」について、平成29年１月６日より２月６日までの間、意見を募集したところ、32件(３名、１団体)からの御
意見を頂きました。貴重な御意見、ありがとうございました。
　以下に、頂いた御意見と県の考え方を示します。

「米軍基地環境調査ガイドライン(仮称)（案）」に対するパブリックコメントの結果

　御意見を踏まえ、目次の前（表紙の裏）に、ガイドライン
について「基地環境調査ガイドラインとは、米軍基地から派
生する諸問題のうち、環境面からの問題解決に資するため、
国、県及び関係市町村の適切な役割分担のもと、技術的・制
度的な対応のあり方を示し、国及び関係市町村等と連携した
新たな環境保全の仕組みの構築を目指すものである。」と追
記します。
　また、ガイドラインを活用するのは、主に米軍活動に起因
する環境問題に対応する国、県、関係市町村だと考えてお
り、ガイドライン策定後は各活用の場面毎に各実施主体にガ
イドラインの実施を求めて参ります。さらに、米軍に対して
もガイドライン策定の趣旨を説明し、協力を求めていきたい
と考えております。

全般的事項について

「第1章　ガイドライン策定の経緯及び背景」について
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4

2-3
・

2-5～
2-10

　2.1.2(→2-5頁）の「課題」の分析をもう少し丁寧に行い、整理する必要があると考え
る。確かに課題の多くは地位協定等による情報へのアクセスの制限と関係しているはずだ
が、県や自治体の取り組みの課題もきちんと整理して示すべきである。
　例えば、2002年に北谷で米軍のものと考えられるドラム缶が215本土中から発見されたと
き、県は1本のドラム缶しか調査しなかった。何故そのような調査しかできなかったのか理
解に苦しむが、未だに十分な説明が県から行われてはいない。
　また、2-3頁（→2-10頁）で事例として言及されている2013年の沖縄市サッカー場で発見
されたドラム缶に関する調査についても、沖縄市やNGOの対応と比較して、県の対応は鈍
かったといえる。沖縄市がデータのクロス・チェックを行えたことは既存の制度の活用が成
果を上げることを示している。
　さらには、ガイドライン全体をとおしてJEGSについてしばしば言及し、その運用が不明だ
としている。しかし県としてどのようにJEGSに基づいて米軍や防衛局に運用についての説明
の要請を行ってきたのかが示されていない。
　「課題」の分析には、これまで県や自治体が具体的にどのような形で米軍や政府に情報開
示や適切な対応を求めてきたかをきちんと検証することが必要である。

　御意見にあります、過去の米軍基地の環境問題を教訓に、
米軍活動に起因する環境問題の解決及びスムーズな対応や県
民の安全・安心な生活を実現するため、今回、ガイドライン
を策定しております。
　在沖米軍基地の環境問題の現状と課題については、2-14頁
（表2-4）に整理し、米軍活動に起因する環境問題の一つとし
て、「提供される情報が十分ではなく、健康影響を受ける可
能性のある人々や県民の安全・安心が十分に確保されていな
いこと」がありますので、「第６章」において、住民参画・
情報公開の必要性及びあり方について記載しております。
　また、「JEGS」の運用実態について、定期的に検査・確認
できる仕組みの確立を渉外知事会を通じ外務省・環境省・防
衛省に対し、要請を行っておりますが、沖縄県独自に、JEGS
の運用実態に関する情報収集に努めているところです。
　御意見にあります返還跡地の環境問題をはじめ、運用中の
環境事故の発生に備え、平時から国、県、市町村の連携の必
要性や適切な情報公開に努めるよう記載しており、国、市町
村には実施を求め、県自らも実施に努めていく考えです。

5 3-2

「米軍基地に係る日本と米国の政府間の主な取り決め」で示されている協定や合意等につい
ての解説・説明だけではなく、（必要な部分の）原文と和訳をガイドラインのAppendixにき
ちんと掲載すべきである。

「第3章　基本的事項」は、ガイドラインを活用する際、日米
間の環境問題に関する事項について把握すべき情報を整理し
たものであることから、御意見を踏まえ、ガイドラインを活
用する際に使用する立入り手続に関連する情報について掲載
いたします。

6
3-13、
4-3

　現在、平成24年に制定・施行された「跡地利用特措法」に則って、返還後、補償金、給付
金、特定給付金が地権者に対し、支払われている。調査の遅れ等が原因となって、それらの
支給期間が短くなってしまうことがないか懸念される。
　よって、法律に基づいて、補償金等が支払われ、地権者が本来得られるべき利益が失うこ
とが無いようにしてもらいたい。また、そうした事案の発生が懸念される時には、策定した
当事者として、地権者が不利益を被らないよう、関係機関との調整を図ってもらいたい。

　ガイドラインの返還予定地における調査は、支障除去措置
前に実施する自然環境等調査と支障除去措置時に実施する地
下水・土壌汚染調査を考えています。特に、地下水・土壌汚
染調査は、支障除去措置期間中に実施することを想定してい
ることから、補償金支給期間に行われるものと考えておりま
す。
　本調査の実施により、補償金の期間が短くなり地権者の不
利益となることがないよう考慮されなければならないと考え
るところです。

7 3-13 7～8

　「③返還跡地における汚染発覚時：返還跡地で米軍活動に起因する新たな汚染が発覚した
とき、あるいは、新たな対策の必要性の生じたとき」と追記する必要性はないか、ご検討頂
けますでしょうか。

　御意見のとおり、また、ガイドラインでも「土壌調査時に
は将来の土地利用計画が定まっていない場合もあり、土地利
用計画策定時に再度汚染土壌対策を実施する可能性も想定さ
れる（5-45頁17～19行）」と記すように、新たな対策を検討
するケースも想定されますが、再検討の必要性は、例えば土
地の引渡し時の当事者間での約束等、個々のケースごとに異
なることから、個別のケースについて記すことは適当でない
と考えます。
　よって、原案のとおりとします。

「第3章　基本的事項」について

「第2章　現状及び課題」について
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8 4-1

　駐留軍用地の返還にあたっては、早期に跡地利用計画が策定されることから、地権者間の
合意形成によって既に策定された跡地利用計画が、同ガイドラインの調査結果によって、覆
される可能性が無いか。また、これまでの計画を撤回し、新たに合意を得るにしても、その
形成に時間がかかるようになってしまうなど、支障が出てくることが懸念される。
　よって、同ガイドラインの運用で、跡地利用の方法に制限がくわえられるなど、地権者が
不利益とならないように対応してもらいたい。

　ガイドラインの自然環境等調査は、文献資料等調査、現地
調査、自然環境等調査結果の整理及び調査結果の活用で構成
されています。文献資料等調査では、既存の調査結果等を収
集することとしており、これにより十分な情報が得られた場
合は、現地調査を行う必要はないとしていることから、跡地
利用計画策定に係る既存の自然環境等調査結果があったとし
ても、それを否定するものではありません。
　また、自然環境等調査の結果は、返還時に、各種計画策定
等における自然環境等への影響の回避又は低減を検討する
際、あるいは、支障除去措置等における環境配慮の際に活用
されるものと考えておりますが、跡地利用計画は、当該自然
環境等調査の結果だけでなく、関係者の意見及びその他計画
との整合などを総合的に検証し策定されるものと認識してお
ります。
　さらに、支障除去の際には、ヒトへの影響を 優先に考え
る必要があるので、重要な自然環境が存在するからといっ
て、不発弾探査や汚染除去がなされないということはありま
せん。
　以上に鑑み、跡地利用の方法に規制・制限がかかることは
ないと考えます。

9 5-1 23

　～、その環境残留状況を確認し、～のところに、～、土地履歴調査を十分に行った上で、
その環境残留状況を確認し、下線部を追記。

　御意見のとおり、地下水・土壌汚染への対応には、地歴調
査が必要と考えることから、5-12頁の図5-3に示すとおり、地
歴調査を実施し、土壌汚染のおそれがあると判断された場合
には、おそれがあるとされた物質の種別や土地の状況に応じ
た現地調査を実施することとし、その一連の調査を「環境残
留状況を確認」と表現しております。
　上記のとおり、御意見の主旨は包含されていると認識して
おりますので、原案のとおりとします。

10

5-2
・

5-45
～
48

　対策内容に関して再検討の必要な契機（例えば土地利用方法の改変、土地取引等）につい
てまで言及すべきでは無いかと思います。

　御意見のとおり、また、ガイドラインでも「土壌調査時に
は将来の土地利用計画が定まっていない場合もあり、土地利
用計画策定時に再度汚染土壌対策を実施する可能性も想定さ
れる（5-45頁17～19行）」と記すように、新たな対策を検討
するケースも想定されますが、再検討の必要性は、例えば土
地の引渡し時の当事者間での約束等、個々のケースごとに異
なることから、個別のケースについて記すことは適当でない
と考えます。
　よって、原案のとおりとします。

「第5章　地下水・土壌汚染等に関する対応」について

「第4章　自然環境等に関する対応」について
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11

5-12
・

5-45

図5-
3
・

26～
30

　リスク管理を基本として土地利用計画等を勘案した必要かつ合理的な、また、関係者の合
意を得た適切な対策をする上では、汚染情報の包括的な管理方法を構築する必要があると思
います。例えば、土壌汚染対策法の特定有害物質以外の化学物質に関して、当初見込んでい
た土地利用方法に対応した浄化目標値は、予定が変更となった利用方法には対応できなくな
るほか、土地所有者の変更の際に適切な汚染への対応が担保されなくなる場面も想定されま
す。

　御意見のとおり、ガイドラインに沿った適切な対策を実施
し、その対策を継続するためには、汚染情報の包括的な管理
が必要と考えます。
　今後、本県としてどのように情報を管理するか検討する際
の参考とさせていただきます。

12 5-21 30

　 後に以下の文章を追加

　しかしながら、キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）の土地履歴調査では、1975～1995年
の管理主体が米海兵隊であっても、家族向け住宅「Family housing」用の既存の建設保守点
検及び環境管理を米空軍が担当していた事実は記載されず、沖縄防衛局は米空軍に情報提供
を依頼しなかった瑕疵がある。

　該当部分は、資料調査の考え方とその事例を示したもので
あり、個別の課題の記載はそぐわないと考えることから、原
案のとおりとします。

13 5-21

　資料調査は、次のようにより具体的に調査項目を定めるべきである。

① 返還予定地及びその周辺地域に係る、土地や建物の管理及び建設保守点検を担当する全
ての米軍機関の環境に関する全ての報告書、文書、メモ。その中には、米国国防省兵站局
（DLA）処理サービスや国防再利用販売サービス（Defense Reutilization and Marketing
Service） が保持する有害物質管理に関する文書や同様な有害廃棄物・有害物質の貯蔵・除
去に関するマニュフェスト伝票、(PCB が入った装置一式を、環境的に適切な代替物質を利
用している装置一式に取り換える）変圧器交換に関する報告書、建物の建設と解体に関する
報告書・計画・文書のやり取り、環境支障に関する是正措置覚書、そして、日本環境管理基
準で示されている環境関連情報が含まれる。
また、資料収集にあたっては、沖縄県から業務委託された民間調査企業・団体は、米国の情
報公開法に基づいた情報収集も合わせて行うべきである。

　資料調査は、対象となる米軍基地の状況を踏まえて 善と
考えられる方法で実施すべきであることから、御意見のとお
り、収集する情報の分類及び内容の検討、並びに掲載資料の
例示は必要と考えており、5-23頁 表5-9に、検討の参考とな
るよう例を掲載しております。
ご提示の項目のうち、「日本環境管理基準で示されている環
境関連情報」については、収集したほうがよい資料を具体的
にイメージしやすいと考えられることから、該当部分に反映
させていただきます。

14 5-24 2

　「～聴取調査では、」の後に、次の文章を挿入する。

　「調査対象で働いていた経験のある日本人の基地従業員（パートも含む）及び、日本人の
元基地従業員（パートも含む）、

　雇用契約等により従業員の方の発言が制限されている可能
性があることから、聴取調査の対象として明記することは困
難であると考えます。
よって、原案のとおりとします。

15 5-24 2

　 後に以下の文章を追加

　「米国の閉鎖中及び閉鎖された軍事基地の環境調査・浄化事業のプロセスに準じて、土地
の使用履歴をより正確なものとするために、インターネット等を通じて、返還予定地／返還
地に、かつて勤務又は居住していたことのある軍人・軍属やその家族から、返還予定地／返
還地やその周辺地域における活動や有害物質の使用・貯蔵・廃棄に関する情報を求める。但
し、過去の有害物質の不適切な使用・廃棄によって、報告書が当事者であっても、報告者は
処罰を受けないことを明示する等、情報提供をしやすい環境を整えること。このような米軍
関係者からの情報提供は、特に、日本環境管理基準や関連する米軍の内部規定に則って、在
沖米軍基地において有害物質の使用・貯蔵・廃棄の管理に係る記録が存在する以前の、1994
年以前の土地の使用履歴を明らかにするために有効である。

　米軍人、軍属等による在沖米軍基地に係る情報の公開につ
いては、米軍内の規則等により制限されていると考えられる
ことから、米軍人、軍属等を聴取調査の対象とすることは、
その実現可能性及び仮に実現した場合の対象者の身分保障の
問題を考慮すると、適当でないと考えます。
　よって、原案のとおりとします。
　なお、ガイドライン5-24頁、7行目に記載のある「米軍から
の情報提供」とは、米軍に所属する個人ではなく、米軍とい
う組織へのヒアリングを想定しております。
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16 6-1

　住民参画の対象者は、土地所有者、地域住民、県民とされているが、本来、土地を有し、
跡地利用の当事者である土地所有者に対する取扱を第1義にすべきである。それを踏まえ、
以下の点について、対応してもらいたい。
　(1) 情報公開のあり方が起因する風評被害等により、地権者が不利益を被ることがないよ
う、運用にあたっては、 大限の配慮をしてもらいたい。

　ガイドライン第6章において、情報公開を実施する際の留意
点として、「個人情報、個人の資産に影響を与えるような情
報の公開については、沖縄の米軍基地の土地の所有形態の多
くが民有地であることから、特段の配慮が必要である」こと
を記載しております。

17 6-1

　(2) 跡地利用の方法について、地権者と地域住民との間で相対する意見が生じた場合に、
それらをとりまとめる仕組みを作るなど、調整方法について検討してもらいたい。

　ガイドライン第6章において、住民参画を実施する際の留意
点として、「各実施主体は、様々な利害関係者から多様で時
には相反する意見が寄せられる中で、透明性や費用対効果と
いった点において配慮しつつ、自然環境の保全や支障除去等
の目的を十分に踏まえ、方向性について決定する必要があ
る」ことを記載しております。

18 6-1 9
　「ほぼない」を「ほとんど存在していない」等と修正した方が読み易い印象を受けました
ので、ご検討をお願いします。

　御意見を踏まえ、「ほとんど存在していない」と修正しま
す。

19 6-3 15

　冒頭に次の文章を挿入する。

「・環境市民団体」

　専門的な知識を有する者は、「学識経験者、専門家」に、
情報を有する者は「その他地域に詳しい団体、個人」に包含
されていると考えます。また、当該箇所は候補を限定、制限
するものではありません。
よって、原案のとおりとします。

20 6-3 19

　冒頭に次の文章を挿入する。

「・建物の保守管理、環境対策を担当していたことのある、調査対象で働いていた経験のあ
る日本人の基地従業員や日本人の元基地従業員（場合によっては、米軍基地内従業員から成
る労働組合の代表）」

　雇用契約等により従業員の方の発言が制限されている可能
性があることから、聴取対象として明記することは困難であ
ると考えます。
　よって原案のとおりとします。

21 6-4 10

　次の文章を挿入する

「①、②、③の順が好ましい。」

　6-3頁3行目に「同じ手法であっても、状況に応じて対象者
の関与の程度を調整する必要がある。」と記載してあるとお
り、関与の程度は必ずしも①、②、③の順が好ましいとは限
らないと考えます。
よって、原案のとおりとします。

22 6-7 14

　「協議会」の前に次の文章を挿入する。

「議事概要のみが数か月後に公開可能となる、市民・県民に対して原則非公開の」

23 6-7 23

　「同計画」の前に次の文章を挿入する。

「協議会の議論に先立ち支障除去について話し合う、「支障除去作業部会」は、行政のみで
構成されており、市民参画は確保されていない。」

「第6章　住民参画・情報公開に関する対応」について

　6-7頁における記載は、住民参画・情報公開を実施した事例
をあげ、基地ごとの実施のばらつきを示したものです。この
流れを受けて、6-8頁において住民参画・情報公開のあり方を
記載しております。
　よって、原案のとおりとします。
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　 後に以下の文章を追加する。

「実質的な市民参画（パブリック・インボルブメント）の機会を設けるために、次の措置を
沖縄県独自に定めること。
（１）返還実施計画に係る全ての文書（土地履歴に係る調査報告書、諸調査計画、諸調査の
報告書、行政決定文書、国が講じる措置については、それぞれの案及び 終文書を含む）を
公的な施設（例えば、市役所や図書館等）で実際の文書やＤＶＤ（電子情報）の形式で保管
し、市民等が閲覧・複写ができるようにする。また、主要な文書については、インターネッ
トへ掲載すること。
（２）汚染を特定するための環境調査については、国が詳細な案（調査項目、調査方法、調
査時期とそれらの案の根拠等を含む）を作成し、それを公告し、縦覧・電子縦覧に供し、関
係機関、地権者、市民等が意見書を提出できる機会を設けること。
（３）情報を広めたり、環境調査計画や浄化計画に対する市民の支持を形成するという点
で、米国における軍事基地の環境浄化作業において、国防総省が創設している環境回復諮問
委員会 に準じた、関係者(地権者の代表、周辺地域の代表、基地内労働者団体の代表、学識
経験者、ＮＧＯの代表、国や地方自治体の規制機関、沖縄防衛局の環境対応部署の代表、在
沖米軍環境部の代表等）によって構成される地域の協議体を創設すること。
（４）米国の環境浄化作業手続に準じて、（３）で提案した関係者によって構成される地域
協議体（以下、沖縄版環境回復諮問委員会と呼ぶ）に、以下の項目について助言を求めるこ
と。
①自然環境・生活環境や文化財に係る調査計画の案について
②調査の結果に基づいて国が講ずる措置の方針案について
③土地の譲渡に際して、環境上の支障除去という観点から国が満すべき基準の案について
④その他、市民の生命や健康、財産を守るという観点から必要と思われる国の措置の案につ
いて
さらに、情報公開や住民参画に関しては、米国内で米軍当局によって、実施されている以下
のような項目を含む様々な施策を実施すべきである。
（１）（米軍基地の環境関連の）記録･報告書の保管･管理、
（２）（専門用語をわかりやすい表現で書き換える）契約ライターを雇うこと、
（３）　関連する行政記録（Administrative Record）の保全とウェブサイト上での公開、
（４）（支障除去や環境修復に関する）市民参加計画 (Community Relations Plan)の策定
と実施、
（５）市民向けのファクト・シート（Fact Sheet）の作成・配布、
（６）情報公開のためのウェブサイト（Website）の利用、
（７）市民に開かれ、誰でも参加できる環境回復諮問委員会（RAB：Restoration Advisory
Board)の開催、
（８）基地内の環境浄化作業が見学できる一般市民向けの基地内ツアーの実施、
（９）住民向けの環境調査や環境浄化に関するオリエンテーションの実施、
（10）新聞を通しての広報、
(11)（関係行政機関や住民からの）意見聴取の機会を確保すること、
(12)その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

236-724

　本章は、6-1頁にも記載のあるように「想定される代表的な
ケースにおける大まかな流れやポイントのみを記載してい
る」ものです。今回いただいた御意見は、今後、ガイドライ
ンが活用され、ケースが蓄積されていく中で、具体的な仕組
みを構築する際の参考にさせて頂きます。
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25
6-15・
6-17

　理想的な情報公開のありかたが提示されている。しかし、ここで理想的な公開のあり方の
提示と同様に必要なものは、理想的な情報公開の仕組みをつくるために具体的にどのような
取り組みを行えるのか、行うべきかという議論である。

　本章は、住民参画・情報公開のあるべき姿を示したもので
あり、個別の具体例を示すものではありません。また、本章
は、6－1頁にも記載のあるように「想定される代表的なケー
スにおける大まかな流れやポイントのみを記載している」も
のです。今回いただいた御意見は、今後、ガイドラインが活
用され、ケースが蓄積されていく中で、具体的な仕組みを構
築する際の参考にさせて頂きます。

26 6-19 38

　次ページとして次の文章を挿入する。

「「6.2.4　情報の蓄積の必要性」
沖縄県内における米軍跡地の環境情報を蓄積し、今後の返還予定地の調査・浄化作業に寄与
するためにも、沖縄防衛局が事業実施後5年で破棄している、在沖米軍基地の環境関連の調
査報告書・行政決定文書は、書面及び電子データとして、沖縄県公文書館に所蔵すべきであ
る。」

　環境カルテは、在沖米軍基地の環境関連の情報の蓄積を目
的としたものであり、県は情報の収集に努め、適宜、環境カ
ルテに情報を追加し、内容を更新していきます。なお、環境
カルテの情報は、今後の返還予定地の調査・浄化作業に活用
していくため、一定期間の後に機械的に廃棄するものとは考
えておりません。
よって、原案のとおりとします。

27 資-64 2～4

　「評価結果への影響の大きいパラメーターの設定については、適切となるように注意が必
要である」旨の追記が必要と思いますので、ご検討をお願いします。

　御意見のとおり、パラメーターの設定については注意が必
要と考えることから、パラメーターの設定における注意事項
について、資-66に追記いたします。

28
資-111
～112

　有害性情報（毒性値）については専門家への確認が必要と思いますので、追記のご検討を
お願いします。

　御意見のとおり、調査対象物質の選定には、その有害性情
報も含め、専門家による検討が必要と考えることから、参考
資料の1.8節に、「汚染が懸念された物質について、返還実施
計画の作成に先立ち、順次、地下水・土壌汚染及び基地内の
化学物質の利用等に関する有識者による検討を進め、土地の
使用用途別のリスク評価の対象物質を整理する必要がある。
（資-24頁）」ことを記載しており、御意見の主旨は包含され
ているものと認識しております。
　よって、原案のとおりとします。

29 資-139
表6-
5(2)

　想定される土地利用方法の具体例としては、この表以外にも農地の場合等、重要な用途が
あると思いますので、そうした点をどこかに明記すべきだと思います。

　御意見のとおり、想定される土地利用の方法はそのほかに
も複数あり、それぞれの土地利用も勘案した環境対策が必要
と考えます。
　そのため、5-45頁27～30行において、「土地利用計画の内
容及び不発弾探査等の他調査の内容も勘案した必要かつ合理
的な環境対策を検討し、土地所有者及び地域住民による住民
参画を経て適切な対策を選定するものとする」と記載してお
ります。
　他方、土壌汚染地における合理的な対策のあり方につい
て、想定される土地利用のケース全てを例示することは適当
でないことから、ご指摘の箇所には理解を深める上で参考と
なりえると考えられた国土交通省とりまとめの既存資料を掲
載しております。
　以上に勘案し、該当箇所は原案のとおりとします。

「資料編」について
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30

　同ガイドラインの策定にあたっては、当事者である地権者に対する事前説明がなく、パブ
リックコメントの公募で対応しようとしている。地権者の理解と協力を得るための環境づく
りは必ずしも充分とはいえず、今後の対応について、以下の点について実施してもらいた
い。
　(1) 同ガイドラインが策定、運用される前(年度末まで)に、地主会等に対し、十分に説明
を行うなど理解を得られる取組を行うこと。

　ガイドラインの策定に当たっては、本パブリックコメント
において県民等から広く御意見をいただき、反映していきた
いと考えております。
　地主会等への年度内の説明については、御要望等を踏ま
え、検討させて頂きたいと考えております。

31

　(2) 同ガイドラインが策定、運用開始する際は、各自治体や地主会等の関係者に対し、周
知の徹底を図り、理解と協力を得られるようにすること。

　ガイドライン策定後は、基地所在市町村、地主会等の関係
機関に対しガイドラインの説明を行い、理解が得られるよう
努めて参ります。

32

　跡地利用に対する考え方や方法など、情勢の変化に応じて、運用後の見直し、改善が必要
と認められる場合には、速やかに対応すること。

　今後、ガイドラインの見直し等が必要と認められる場合
は、適切に対応して参ります。

その他
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