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第９回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会概要

○開催日時：平成２１年４月８日（水） １７：３０～１８：０５

○場 所：内閣総理大臣官邸２階小ホール

○出 席 者：構成員（政府側）河村内閣官房長官、佐藤内閣府特命担当大臣（沖縄及

び北方対策 、浜田防衛大臣、中曽根外務大臣、竹下）

財務副大臣（与謝野財務大臣代理 、斉藤環境大臣）

（沖縄側）仲井眞沖縄県知事、島袋名護市長、東宜野座村長、儀

武金武町長、伊集東村長

その他（政府側）松本内閣官房副長官、鴻池内閣官房副長官、漆間内閣

官房副長官、福田内閣官房副長官補、増田防衛事務次

官、柴田内閣府審議官

○議 題：(１) 環境影響評価準備書について

(２) その他

○会 議 録：

（河村内閣官房長官）

只今から、第９回になります普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会を開催

いたしたいと思います。

本日司会を務めさせていただきます内閣官房長官の河村建夫でございます。どうぞ

よろしくお願いします。

皆様におかれましては、大変御多用のところお集まりいただきました。また、仲井

眞沖縄県知事さん、島袋名護市長さん、儀武金武町長さん、東宜野座村長さん及び伊

集東村長さんの皆様におかれましては、遠路はるばるお越しいただきまして感謝申し

上げます。

この協議会は、前回開かれましたのが昨年７月でございました。政府側の顔ぶれも

変わっておりまして、今回初めての開催ということになります。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

この間におきまして、環境影響評価方法書に沿った調査については、四季を通じた

一年間の調査を終了いたしまして、４月１日には、環境影響評価準備書を沖縄県等に

送付させていただいたところでございます。現在、公告・縦覧中と承知をいたしてお

ります。これまでの手続は順調に実施されておりまして、関係者の御協力に感謝申し

上げます。

普天間飛行場の早期移設は、政府と沖縄県及び関係市町村の共通の目標でございま

す。

この目標の実現のために、平成１８年５月１日付で「再編実施のための日米のロー

ドマップ」に示された日米合意に基づいて、政府と沖縄県及び関係市町村が相互の立
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場を十分に理解して、各々が移設の実現性を高めるための 大限の努力をする必要が

ございます。

今日も有意義な協議会となることを期待いたしております。

本日は、環境影響評価準備書等について御議論を賜りたいと思います。

それでは、環境影響評価準備書について議題とさせていただきたいと思います。

まず、浜田防衛大臣からお願いいたします。

（浜田防衛大臣）

それでは、私の方から御説明申し上げます。

環境影響評価につきましては､平成１９年８月７日に環境影響評価方法書を知事等

に送付をさせていただきました。当該方法書に対する知事意見を踏まえまして、 終

的に昨年３月１４日に方法書の追加・修正資料の修正版を県知事等に送付させていた

。 、 。 、だきました そして その内容を公表させていただいたところであります その上で

翌３月１５日から方法書に沿った調査を進めさせていただき、本年３月１４日で四季

を通じた１年間の調査を終了したところであります。当該調査に基づいた環境影響評

価準備書を作成したことから、４月１日に、沖縄防衛局長から沖縄県知事等に準備書

を送付させていただいたところであります｡

、 、 、 、準備書については ４月２日に官報等に公告をし 同日から１か月間 沖縄防衛局

沖縄県庁、名護市役所、宜野座村役場等において縦覧させていただいておりまして、

、 。今後 準備書の記載事項を周知させるための説明会を開催をすることとしております

お手元に配付しております資料は、準備書の概要をお示ししているものでございま

す。本日御出席されている皆様方は、既に準備書の内容は御存知のことと思いますの

で、説明は省略をさせていただきます。

防衛省といたしましては、普天間飛行場の移設を円滑に進めるためには、沖縄県を

。 、始めとする地元市町村の理解と協力が必要と考えております 知事におかれましても

普天間飛行場の移設・返還を円滑に進めるためにも、御協力をお願いしたいと思って

おるところでございます。いずれにいたしましても、県知事を始め皆様方には常日頃

御協力をいただいているわけですけども、我々としては忌憚のない御意見を交換させ

ていただく中で、事を進めてまいりたいと思っておりますので、是非いろいろな御指

摘をいただければと思っているところでございます。ありがとうございました。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。それでは、只今の浜田防衛大臣の説明につきまして、仲

井眞沖縄県知事さんお願いいたします。

（仲井眞沖縄県知事）

県といたしましては、代替施設の建設計画につきましては、地元の意向や環境など

に十分配慮する必要があると考えており、これまで協議会や方法書に対する知事意見

等で、可能な限り沖合などへ移動するよう求めてきたところでございます。

今回提出されました準備書におきまして、方法書に対する知事意見を受けて、代替
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施設の位置に係る複数案が検討されましたことについては評価いたしますが、検討の

結果、準備書におきまして対象とする事業計画案は、方法書と同様であり、建設位置

の沖合などへの移動がなされていませんことにつきましては残念でございます。

複数案の比較検討結果をみますと、準備書の事業計画案よりも他の案が、生活環境

や自然環境への影響が少ない項目もありますことから、今後更に検討を重ね、地元の

意向や環境に十分配慮しつつ、可能な限り沖合などへ寄せることは可能であると考え

ているところでございます。

また、航空機騒音によります影響につきましては、様々な飛行形態や気象状況を想

定をし、単機及び複数機による実機飛行を行い、改めて航空機騒音を測定し、その対

応策を検討していただきたいと思います。

今後の環境影響評価の手続の中で、関係市町村長や環境影響評価審査会などの意見

を踏まえまして、知事意見を述べていきたいと考えておりますので、事業者でありま

す防衛省におかれましては、知事意見等を踏まえ、更なる御検討をお願いしたいと思

います。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして島袋名護市長さんお願いいたします。

（島袋名護市長）

普天間飛行場の代替施設につきましては、地域の住民生活及び自然環境に著しい影

響を及ぼすことがないよう、 大限の配慮を行うことが必要であります。とりわけ、

地元等の意向を踏まえた適切な対応が示されなければならないと考えております。

代替施設の建設計画につきましては、安全性の向上や航空機騒音の軽減等、住民生

活への影響を 小限に抑えるという観点から、可能な限り沖合への移動を求めてきて

いるところでございますが、準備書の中に何ら反映されていないのは誠に残念であり

ます。

準備書の比較検討結果では、事業計画案よりも生活環境や自然環境への影響が少な

い案もあることなどから、市としても沖合への移動は可能と考えているところであり

ます。同件については、本協議会やワーキングチーム等で協議し、地元の意向を踏ま

え、早急に結論を得なければならないと考えております。

環境影響評価準備書については、現在、縦覧中であり地元説明会も実施されること

から、相互の十分な連携を図り実施する必要があると考えております。

市といたしましては、提出された準備書を精査し、基本合意書等これまでの経緯を

踏まえ、しっかりとした意見等を述べる考えであり、地元の意見を確実に反映してい

ただかなければならないと考えております。

また、デモフライトについては、これまで環境影響評価の中でその合理性を検証す

ることを求めてきたところであり、検討する必要があると考えております。

環境影響評価準備書の飛行場施設の配置計画に示されている南西陸側のへリパッド

の位置につきましては、これまで航空機騒音を低減するため可能な限り沖合への移動

を主張してきた住民の意向に反するものであると思います。
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政府において適切に対処していただく必要があると考えております。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、東宜野座村長さんお願いいたします。

（東宜野座村長）

建設計画については、宜野座村といたしまして、基本合意に基づき、宜野座村上空

を飛行ルートから外し、自然環境や騒音等の被害が地域住民に無いように、十分配慮

した計画をしていただきたいと思います。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、政府側から、斉藤環境大臣からお願いいた

します。

（斉藤環境大臣）

普天間飛行場の移設を進めるに当たっては、環境影響評価を適切に実施することに

より、ジュゴン及びその餌場としての海草藻場、サンゴ等の自然環境の保全並びに騒
うみくさ も ば

音、水質等の生活環境の保全について 大限の配慮を行うことが重要であると考えて

おります。

このため、今後の環境影響評価手続において、環境の保全の見地から必要な意見を

述べてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、中曽根外務大臣お願いいたします。

（中曽根外務大臣）

先日４月５日、北朝鮮が飛翔体を発射いたしました。そういうことからもお分かり

のように、アジア太平洋地域には依然として非常に不安定で不確実な状況が存在して

いるわけであります。このような中で、在沖縄米軍を含む米軍のプレゼンスというも

のは、我が国、それから地域の平和と安定を確保していく上では不可欠な役割を果た

していると考えております。今般の米軍再編は、このような米軍の抑止力を維持しな

がら、かつ、地元の皆さんの御負担の軽減を図るということを基本的な目的としてお

ります。

私は、先般沖縄を訪問し、知事さんや関係市町村の皆さんと懇談等をさせていただ

きまして、いろいろ生の声を拝聴し、御要望も承ってまいりました。沖縄県民の皆さ

。 、んの御負担を改めて実感したところでございます そして普天間飛行場の移設・返還

それから在沖縄海兵隊要員のグアム移転、また、嘉手納飛行場以南の土地の返還を含

む米軍再編を何としても実現しなければならないとの思いを新たにしたところでござ

います。

さらに、２月１７日、私は、訪日をいたしましたクリントン米国務長官との間で、



- 5 -

「在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定」に署名をいたしたところでございます。こ

の協定は、在沖縄海兵隊のグアム移転を通じて、抑止力を維持しつつ地元の負担を軽

減するというものでありまして、早期に発効させるということが必要と考えておりま

す。また、２月２４日に行われました麻生総理とオバマ米国大統領の初の日米首脳会

談におきましても、ロードマップに基づいて、在日米軍再編を着実に実施していくと

いうことで一致をしたところでございます。

普天間代替施設に関する現在の政府案は、様々な観点から、 も適切な形として決

定されたものでありまして、合理的な理由なくしてこれを変更することは困難である

。 、 、 、と考えております 今般 準備書が沖縄県知事さんに送付されましたけれども 今後

環境影響評価の手続を更に進めていく中で、地元と誠意を持って協議をしながら、普

天間飛行場の移設を着実に進めていくことが重要と考えています。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。それでは、浜田防衛大臣から再度お願いいたします。

（浜田防衛大臣）

県知事及び名護市長から、可能な限りの沖合移動等、準備書の内容について検討す

るよう御発言がございました。

今般の準備書は、方法書に対する知事意見を勘案し、現在の政府案を移動した場合

の環境への影響を把握するため、移動した場合の６ケースについて主要な項目の予測

・評価を行い、生活環境及び自然環境に加えて、実行可能性を含め総合的に検討した

、 、 。結果 現在の政府案により準備書を作成し 送付させていただいたところであります

防衛省といたしましては、現在の政府案は、生活環境や自然環境、実行可能性につ

いてバランスが保たれているというふうに考えております。今後、環境影響評価法等

に基づいて、準備書の記載事項を周知させるための説明会などの場を通じて、地元の

皆様方に丁寧に説明させていただき、このような過程を通じて、今後出される環境の

保全の見地からの準備書に対する知事意見等も勘案しながら、適切に対応してまいり

たいと考えております。なお、環境大臣からも環境保全の観点からの助言や意見をい

ただきつつ進めてまいりたいと考えておるところでございます。

また、デモフライトにつきましては、これまでの経緯もありますが、先ほどの県知

事や名護市長からの御発言を踏まえ、今後検討してまいりたいと考えております。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、佐藤沖縄及び北方対策担当大臣からお願い

いたします。

（佐藤沖縄及び北方対策担当大臣）

沖縄側から建設計画についてお話がございましたが、地元の意見を真摯に受け止め

まして、関係省庁において適切に対応されることが重要と考えております。私からも

御配慮をお願いしたいと思います。
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内閣府としても、今後とも沖縄との橋渡し役として、普天間飛行場の移設が円滑に

進捗するよう協力してまいりたいというふうに思っております。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。私から申し上げます。

政府といたしましては、前回の協議会でも確認をされておりましたが、環境影響評

価を進めていく中で、位置の移動等を含め知事意見が提起された場合は、地元の意向

を念頭に置くとともに、代替施設の建設は２０１４年までの完成が目標とされている

ことに留意しつつ、誠実に対応するものといたします。

本日、事業者であります防衛省から環境影響評価準備書作成に係る考え方の説明が

あり、沖縄側からもいろいろな御意見、御要望をいただきました。今後、評価書作成

、 、に向けて手続が進められることとなりますが その中で地元の御意見等を伺いながら

本件の早期解決に向けて、関係者間で努力していただきたいと思います。

それでは、続きまして、その他関連する事項について、御発言を頂戴したいと思い

ます。

まず、仲井眞沖縄県知事さんお願いします。

（仲井眞沖縄県知事）

それでは、その他の事項の中で申し上げたいと思いますが、まず第一に危険性の除

去 「３年目途の閉鎖状態 、これは選挙に出た時の公約の表現です。普天間飛行場、 」

につきましては、移設が完了するまでの間であれ、駐留部隊の一時的移駐や訓練の分

散移転など、ヘリ等の運用を極力低減することにより、危険性を除去し、騒音の軽減

を図るなど「３年目途の閉鎖状態の実現」に繋げる必要があると考えております。

これまで、普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム会合におきまし

、 、 、て 実務者同士の意見交換や検討が行われてきましたが 具体的な検討を更に加速し

危険性除去策を早急に示していただきたいと考えているところであります。

そして、もう一点は、地元から要望のある地域振興、地元企業の活用、雇用への配

慮、特に使用協定の締結、及び跡地利用などの諸課題につきまして、内閣府、防衛省

、 。を始め政府全体の問題として 是非とも前向きに取り組んでいただきたいと思います

そして、普天間飛行場の移設に伴いまして、移設先周辺地域の経済活動に深刻な影響

が及んではならないと考えております。政府におかれましても、地域の実情を注意深

く見守り、適切に対応していただきたいと考えております。

また、危険性の除去を含め普天間飛行場の移設に伴う諸課題については、今後、政府

におかれて包括的な基本方針を示していただききたいというふうに考えております。

これまで北部地域の活性化、ひいては県土の均衡ある発展を図るために措置されて

きました様々な施策の今後につきまして、地元とよく相談しながら検討を始めていた

だきたいと考えております。

よろしくお願いします。

（河村内閣官房長官）
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知事さん、ありがとうございました。続きまして、島袋名護市長さんお願いいたし

ます。

（島袋名護市長）

普天間飛行場代替施設の建設等につきましては、優先して地元の企業を活用してい

ただくよう特段の配慮をお願いするとともに、地元の意向を踏まえ、地域の産業活動

が持続的に発展できるよう適切に対応していただく必要があると考えております。

さらに、普天間飛行場の移設に関連する振興計画や地元久辺３区等からの要望につ

きましては、政府におかれても誠意をもって対応をしていただきたいと考えておりま

す。

また、使用協定につきましては、本協議会での協議事項であり、早急に協議を行っ

ていただきたいと考えております。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、東宜野座村長さんお願いいたします。

（東宜野座村長）

施設の使用につきましては、使用協定を締結し、地域住民の意向が常に反映できる

ようにしていただきたいと考えています。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、伊集東村長さん。

（伊集東村長）

第９回協議会の開催に当たりまして、発言の機会を与えていただき、大変感謝申し

上げます。

普天間飛行場の移設に向け政府、県、そして地元自治体において着実に検討作業が

進められていることに対し、感謝申し上げます。

名護市を始め周辺自治体にとりましては、移設に伴う環境問題、それに安全性の確

保が 優先される課題であります。

今後とも、確かな情報による十分な議論を重ね、地元の意向に配慮した建設計画が

策定されることを願っているところです。

併せて県土の均衡ある発展を実現させるため、北部振興事業の継続発展に向け更な

る御支援をお願い申し上げます。

（河村官房長官）

ありがとうございました。続きまして、儀武金武町長さんどうぞ。

（儀武金武町長）

私は北部１２市町村で構成しております北部市町村会長をしておりますので、北部
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の地域の声という形で聞いていただければ幸いでございます。それでは発言させてい

ただきます。

２０１４年の代替施設完成の実現に向け、前回の会議において提案されました政府

と県による２つのワーキングチームを設置し、課題・検討が行われ本日の会議開催に

なったものだと認識しているところであります。

これからも引き続き、普天間飛行場の危険性の除去並びに建設計画・環境影響評価

に係る作業が着実に進められることを願っているところであります。

本日提案のありました環境影響評価に関しましては、県知事、名護市長、宜野座村

長の意見を尊重し、今後の協議に反映させていただきますようお願いいたします。

それに、地域振興という観点から私ども北部１２市町村が現在推進中の北部振興事

業がこれまでの成果を踏まえ、平成２２年度以降につきましても確実に実施できるよ

う特段の御配慮をお願い申し上げます。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、もう一度、島袋名護市長さんどうぞ。

（島袋名護市長）

先程、金武町長、東村長の発言にもありましたが、北部振興につきましては、これ

まで名護市においてマルチメディア館やみらい１・２号館等の整備により８６０名余

の新規雇用者を創出するなど大きな成果をあげているところでございます。本市とい

たしましても、是非、北部地域の活性化並びに県土の均衡ある発展を図る上で、北部

振興策の継続は必要であると考えておりますので、政府におかれましても特段の御配

慮をお願いいたします。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、政府側から、中曽根外務大臣どうぞ。

（中曽根外務大臣）

一昨年８月１０日に公表されました普天間飛行場の運用に係る報告書は、地元の御

要望も踏まえ、現在取りうる 善の措置を、 大限努力してまとめたものでありまし

て、現在その着実な実施に努めているところでございます。地元の方々が感じておら

れる負担感については十分認識をしておりまして、現在、まさに本協議会の下でのワ

ーキングチームにおいて、更に検討が行われていると承知をいたしております。外務

省といたしましても、引き続き協議に参加をしていく所存でございますが、いずれに

しましても、普天間飛行場に係る問題点の解決のためには、何よりも、普天間飛行場

の移設を早急に進めていくことが重要であると考えています。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、浜田防衛大臣お願いします。
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（浜田防衛大臣）

県知事から、普天間飛行場の危険性の除去について、具体的な検討を更に加速し、

危険性除去策を早急に示すよう御発言がございました。

我々といたしましては、普天間飛行場の危険性を除去するためには、何よりも同飛

行場を早期に移設することが重要であると考えており、平成１８年５月の日米間の合

意に従って、地元の意見によく耳を傾けつつ、一日でも早く同飛行場の移設・返還を

進めるため、 大限の努力をしているところであります｡

また、普天間飛行場の安全性の向上に資するため、平成１９年８月に同飛行場の危

険性の除去に向けた諸施策を防衛省から発表し、それらの施策の着実な実施を図って

おり、現在、ほとんどの施策が実施されたところでございます。

普天間飛行場の危険性除去として、同飛行場周辺の住民等から、平成１９年８月の

報告書に示されている場周経路等を、米軍は守っていないとの指摘を受けまして、昨

年度、普天間飛行場における飛行航跡調査を実施したところであり、今年度中にも航

空機航跡観測装置及びカメラを購入しまして、継続的な飛行航跡調査を実施する予定

であります。まずは、現状の評価を行いたいと考えております。更に必要があれば、

どのようなことが可能か検討してまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。

県知事及び名護市長から、地元企業の活用について御発言がございました。

我々としましては、建設工事の発注については、一般競争入札による総合評価落札

方式を原則としており、地元企業の積極的な入札参加が必要不可欠であると考えてお

ります。

この総合評価落札方式の評価項目において、地元自治体と災害協定を締結したり、

ボランティア活動を行う等の地域貢献について加点評価を行い、地元優良企業の受注

機会の確保に努めているところでもあり、今後も、関係法令の枠組みの中で地元企業

の受注機会の確保に努めてまいる所存であります。

名護市長及び宜野座村長から、代替施設の運用に係る使用協定の締結について御発

言がございました。代替施設の使用協定については、協議会の協議事項にもなってお

りますので、所要の時期に協議が行われるものと考えているところでございます。

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。続きまして、佐藤沖縄及び北方対策担当大臣どうぞ。

（佐藤沖縄及び北方対策担当大臣）

普天間飛行場の危険性の除去や代替施設の建設、運用に伴う影響への対応につきま

しては、周辺の住民生活等へ与える影響をできる限り抑えることが重要でございまし

て、関係省庁において適切に対応されるよう私からも御配慮をお願いいたしたいとい

うふうに思っております。

内閣府として、地域の振興策等の地元からの要望事項については、これまでも可能

な限りの対応を行ってきたところでございまして、今後も関係省庁とも連携しながら

真摯に検討してまいりたいと思います。
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北部振興事業につきましては 「平成１２年度以降の今後の見通しとして、当面、、

おおむね十年間で１０００億円の特別の予算措置を確保」との官房長官の発言を踏ま

えまして、これまで沖縄開発庁及び内閣府において予算措置を講じるとともに、普天

間飛行場の移設に係る協議が円滑に進む状況のもと、政府として着実に実行してきた

ところでございます。北部振興事業に関する御要望につきましては、このような経緯

、 。や北部地域の実情等を勘案いたしまして 検討してまいりたいというふうに思います

（河村内閣官房長官）

ありがとうございました。他に何かございますか。

（仲井眞沖縄県知事）

一点だけよろしいですか。あの地域は沖縄を代表する観光地みたいな部分がござい

ますので、是非、そういう地域への配慮といいますか、支援といいますか、お力を貸

していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（島袋名護市長）

今、知事が仰ったリゾートは、我々名護市としましても観光産業の大きな目玉であ

りますので、特段の御配慮のほど、よろしくお願いしたいと存じます。

（東宜野座村長）

宜野座村としましても、観光振興を推進しているところでございまして、特に、東

海岸のところは、今回のリゾート地として見なされているところでございまして、そ

の計画も２、３点ございますので、是非それも配慮していただきますよう、お願いし

たいと思います。

（浜田防衛大臣）

今、御指摘のあった点についてはですね、我々が望むのは、いかにスムーズに移設

がされ、また今回のこの協議会、評価書、これからまだやらなければならないことが

、 。たくさんあるわけでありますので 継続的に自治体の安定がなければ前に進めません

そういった意味においては、しっかりとやらなければ、これを実現するには大変厳し

いものがあると思いますので、またいろいろと御指摘をいただきながら、佐藤大臣も

今日おいででありますし、また振興等も含めてですね、リゾート関係の重さというの

は沖縄にとっては当然のことですので、是非政府として対応していただければと思う

次第であります。

（河村内閣官房長官）

それでは、政府と地元側は、ワーキングチームの場などもございますので、これを

十分活用させていただいて、引き続き、建設計画・環境影響評価を円滑に進めてまい

りたいと思いますし、周辺住民の皆様の不安解消に努めなければなりません。そうい

うことで、危険性の除去、騒音の軽減等について、さらに検討を加速させたいと思い
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ます。

地元側からもございました、地域振興等の話、観光も含めてですが、そういった諸

課題やその他必要な協議事項につきましても、政府といたしましては、引き続き誠意

、 、をもって協議をさせていただき 基本的な考え方を確認するなど必要な措置を含めて

真摯に検討してまいりたいと考えております。

特に北部振興事業に関する御要望がございましたが、これまでの経緯や北部地域の

実情等を十分勘案して、検討してまいりたいと考えます。

前回確認されておりますが、今後の協議の進め方に関する基本的な考え方に従いま

して、地元の意向を念頭に置きながら、事業の進捗を踏まえ、普天間飛行場の早期移

設を実現するために、今後とも関係者間で努力、協力していただきますように、関係

各位にも御協力の程、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。

なお、次回の開催時期につきましては、今後改めて調整をさせていただきたいと存

じますので、よろしくお願いを申し上げます。

、 。以上をもちまして 今日予定をされました議題は終了いたしたところでございます

この協議会の内容は、後日、首相官邸のホームページで公表させていただきます。と

同時に、協議会の概要につきましては、事務方からブリーフィングをさせますので、

御了承いただきたいと存じます。

それでは、今日の協議会はこれにて終了いたしたいと存じます。ありがとうござい

ました。

（以 上）


