
2 0 1 6隼岩国行動岩国反草 地国際集会岩回線舎は'"年 12111 0 

日告岡市福祉会鎗}

201 7t群衆慮"圏湾側発7攻・に硫L...国市民とともに f岩国で.つ」闘いを全国

へ発情しよう 1アジア民衆"もに米軍緯般恨の闘いの前進を''';旭.去一日米安保

粉飾 1

1 9 9 6年安保膏定検ー目米特別行動.員会是終領告 (SACQ合怠)-1991隼回

米ガイドライン繍舗を"点に、 2005~'"聞鋼管 20000 '1'・a・e血管ロ ドマシプ、

2 0 1 1隼 2 0 1 4年目朱安全保隊脇織金金タ -'=-/グポイントに・米軍膏組." 

"..して舎た.殴争金物質的に支える"調8・Z大 8・飽強化は 『目朱合周"員会 o匝鮫
..・小安員会)Jによる...... 鋼案件調...として湯"しでき~，それは 国会において

安保ー験争盤"の飛闘的強化のための墨量産<・飽強化にもかかわらず径銑がなされず、

凶会と憲法の・能不金をも創り出し進符して舎た.岡崎に 箇来安保条約をも院躍する

目朱問盟路線という回米軍の再編左軍事…体化の"鍾嘩備止 して現実化している.

そして、 2015字続ガイドヲインに再E餓した朱.再編という"味t1、アジア太平

樽絶滅 ("'I.北アフリ3・k含む不安定な轟}からさらに肱大した処媛、勺まり、全世

界を対象kした米軍侵略.，艇の"・験略という倉喋において現実的に局開の段階であ

る.20 U!隼'.その園内.....安保白書刷会組符成立へと帰館させ安保法創業範

のための予算婦債と現実の日米軍-，・化の週雇用，、と避行してL、る.

いま 安傍自公政権は安保絵制改定PKOを仮処tこ自衛隊e北アフ!J11''''ス

ダンA 武力行使を伴う f駆け付け嘗寝J，楢営危の兵問防衛jの佳につカ噌治安<1険

努力..，きを目的と した'"'"へと"'".ぜようとしている.

東アジア地岐にいては対中因調師事包閣と創鱒民主主集人使共和銅の俳句闘‘互換のため

の車率圧力金.. 安保体制....む"'陸軍の再.から、日米・3閏間の"閃・・8・葡 z
..9';0--、とその切れ闘のないn-体化を強行しようとしている.

環太司If"..演習においてすでに闘"はハワイ神での多国間禽岡g・慣習に..，.し

ているが 鰯鱒調停島沖 自本梅での困来...による合同盟..様替の野観を飽き必ぃ.

'.・・e情.共有包権協定"を政権崩a寸前の状況のゆにあ。ても、・国政府はその

績給に舗触している.

いま米軍再編2016年の攻防ば搬しさを憎している.辺野省高江伊江・に宛

られる梓縄伐の種別 調官事.，..の易カ岨な強化官官有組 与郷閣への自衛隙強行.，

.治置における際環のない養地強化と~Jt.1fを礎凶させつつ a本金修の"地楓能

銀化へと契合温んでもも.

いま枠縄、場掴の聞いの現地攻防を支え飴"つ〈のみならザ、朱軍再編金俸の闘い

が*められている.実際に来軍胃・覆aの闘いは、各櫓の目9長銀再・"地細線曽化'"
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闘いと需がり 金闘的広がりを求める取り組みが観察されている

k くに、 f本土jでの反革旭度安保闘争の総統企広泊りを実際に.刊闘すことマあ

る.

岩間市民後宕山旭制度住民は 200 6 ~匹 3 .ij 12 目俊民役員医を実現し米..再鰐

e線機筋四移"'"鮮の侵意を示し.こ(7)I 0隼闘い~鑑飽し 2 0 1 4年治園再編発7

プラン.剛健させた.さらに 2017.再餌完7攻・に鏡して怒りの 11}l20R

~ .. 文集会を開催した..安定山を見守る集い..闘いの魯点に、瞭隈のない米軍旭国

轟絶姐化k轟9・被容に続して.岩国市民のゆに樗.固の具体的内容を.. ・L 銚a隆行動金

鉱大するこを.米調区梅銅線の磁化によ勺て働青盛岡Eの危1険に晒されている中周囲国

広島の白佑体地省在住民と連鎖した闘いを実現するために取り締まれた.そして、全周

'"軍備するために.

弘たちはこの ，0・F朱儒再筒現場治国に繍い、制闘での攻防のー舗を也、健tttt...
><に f怠土Jでの反・R 反養地反安保の取り組みを祷刊降気すペ〈、絶元の闘いに

.. が勺た全国闘争h の取り総みを希求レて舎た.r婚置を傘臨に亮憎しようj を実路似j

取り組みと してきた.

また アジアから米軍総徴収の取り組みを、“温地との北存.筏否する."也市民知

"へのヲ陸路約連調停を舗に取り飽んできた.神縄"園 台湾 インドネγア、米国にお

いて反米篇反通臨調8・"自自主嶋グローパリズムと"う人々とともに後続した反盆地図

際集会や「守る会』との交流会、更に岩国語、ら・Eの反轟旭痩渇での交法を実現して

きた.

場四国の闘いをアジア太平持増緩に受信する取りOl，みは岡崎に 各国也援の反・

'"''息遣動を母国に遺言宣する取り組みをも。てすすめられた.

純凋"陪『量豊田園際デ J では岩国市民伐の迎俗〆 -t-~，のみならず 各国でヨ毎

回慢に場周遊'"行動が散り極まれるまでになり 反忌地交流は相互の基得活&へと前進

している.それは 活動家のみならず住民同士の絡ま安憶の始まり H て.

， )朱.，事.の康一米軍岩毎回隼雄の強化と神縄・裏手剤耐以北戸、!の.. 地再縦攻悠

2011隼6J12 1四日米安保峰議会合調'"文書Jは B米安保修制の侵略性とそ

のグローパルな軍事験略という点で 20 1 5年新ガイドライy締結と安保関連訟で目

指す具体的骨格をほぼ示している.それS玄、間"に米軍QORと防‘省 r"，衡大綱』を

ストレートに反映するものである.その軍事戦略..、日米旗ー体化を櫨遁紬と した費実

の安保体制を眺贈した白米向宮路線の権道の韮..を強化するという.味においても段

階を闘するものだ.さらに、二の年、l!"大勉震と福島原簿過齢事敏において、後災支

への支慢と嚇した."盗作職.の彫で f調盤メカエズム f・.撤場弗陶作・司令鍋)， 

.実際に経験させたことである.1997年ガイ ドラインで俊置した『包括メカエズム』

£ 



『調建メカ三ズム，.現実に作動させ 20 t !s年続ガイドライJ の.紬とも曾えるf綱

盤 ;l- 71 =- ~ムJ の得...と切れ箇のない組踊の継にしたということである. 

. "に、米軍再踊の般大にして履径の要である神縄...面の両視軍兵-惟に鈍して再編

集合，尊重"した..実.，.. 婚の代倖箪S設の形状を2広のV字鴻走路に検定.省閣でほ

2010年滑走路.. 地神合修殴工事完了と運用を強lTした."年度の創出週島地での長

室溌再開を飴に実質的l三倍凶鋪図市政山口県を再編後通側に笹機させ厚木空母艦貨

働郁隊絡の移官級"施...他ーインフヲ盤繍，、企膨大なr思いやり』予算が役人dれる，

これは '''''"匿・機廊慢の橿着陸訓練の恨久的な箪政』として使用する対象と しと血

児島県罵毛島を掴定するこ kとセフトであった.そして 語障しさを虫す.'縄沼周を

はじめとする日米軍再編必勉強化をめぐる攻防のよ9て、『ロード~，プ".放のz

0>4年海鑑定T1:I&IHtは・鐙した.安倍政権lま沖縄-"*各地のより厳しい反対

闘争に直面し、調陣後する反訴組合反安保闘争にたいする懐柔左様尽を織り返してきた.

しかし、日米両復路線と闘う.. 場の攻防は存在し継続しているのである."園前提もま

た.闘いによって場留再編完γ日aのS隼到底侵，、と再鏑プランの司FII.L......と追いやり

その敏巌へと金棋をすすめた時期である.

第3もこ、日米安全保障‘a隆司島員会は. ，思いやり F覧j を'"の5"鱒鰻することを明げ

遂げに包織し 穣.し合う.膨 大 な唱忌中り予算H玄米首... 鰯..注調書劃こ費やされ

るということに宙定らなL、 それ獄、それu る清水建取、大成調書叡五障など大手ゼ

ネコンの下に地元の土建建俊舞鶴演界自給体轟会kの範務的政治的軍事的禽

着構造をもはぴζらせる.岩国においては民間空権再剤ターミサル""駐車渇建官

事業そして米"住宅 "震建叡の利益に"がる胞元土建。建設援者の後仰しをも受付

防衛省中也閑"衝也山口県岩園備の"旨による『民間空港係聞と引き換えにヨ佐倉

山側発跡調"思想8・"に闘する密約・耳慣録文書さえ発覚している.

これか 20 1 I年"米安全保障会鱒 "文書j合意の...じであ。た. I食斜 ， ~嫡}

2) 2011年来週巨岩国再編完了攻・を怖さず岩図の闘いを念国へ'

(201 1年A話回再編攻隼の全線)(脅科'"剛}

。海兵鉱空隊と拠隠"銚空母竃の・目障制降初隊が依合誕周される必旭へ変事院

2006年『再編実箪のための日米国 ドマップI"米合調隊法 ' .. "負抱笹減，~

移設g的として米悔軍厚木鑑鴛機観隊 {第5空母敏笠図の篭鎗憤〉を海兵隊岩国易相こ

201 4年までに移Eまと明記している.その移笹目的11.r，保安録法ぴ鑑議機の喬期に

わたる前方屡閣の佐カを狛保するため』とレている.(2006修米軍再編中間練昏r，
米間盟来来のための変革と湾_JJl

米海兵隊岩国航空基調血{御隊)はその指郷系統からみると、第 1湖毎長航空闘(沖縄

キャンプ司自.""の権男の下 館 12海兵航空群を形成している.米軍再編で米海軍厚

木e健機鈍障と総合されると、実際は 檎須賀を母櫓とする嫌制陸軍原千カ空母 {第す標
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隠}の隆俊機筋隊c統合運期される二とになる.米耳障によるイラク侵略駿.. フランメ

による 15盆燭 シリア@略験今にみられるように 機思原子カ空僑勝中舶に験争遂行

をおこなう現代の侵"・争舎脅える..， rなら ずもの部隊』と曾われる海兵隊続受峨

飢隊c樽蹴鉱空・筒隊c統合選周される米...園"組が、優婚曹司惨とより直締する駿略

的基地~C変厳しても、るこ cが混帽でき る.

米構... " 軍隊f企画太平樽に安倍， ..・制を決定しこの地嬢で体敏行動を属聞し

ている.，帳箪アyア闘働帳..によ。て米軍盆IU:I$"の@剛をこの息域周辺""λする

とも冨われている.すでに、討中園、対腸鮮民主主.人民会和国，、の軍事的骨属医と対立

をつ"だしている.また、実際の紛争衝突に対応しようとしている.米国防総省

凶.. 省の Z尖悶列.は日米安保の通用の範幽』発冨は， .，ドと中園の聞の「領土..a，

と!I:..-タ.ぜ この絶縁の米軍ー自衛隊の.・-貧留行動u当化する むの~.この'"

絡のゆに 20 I 5年米海軍の 『餓符の自由作・Uは位置する.

0・訓.."つJ民組として運用がなされ朱..1オスプレイ・} 破事。"...将民全

の・温'‘点Z長崎と しても飛鳳的強化をもたらす.そして、梅.'"偲打怒寧 {鱒1..)位

置係金陸・とする途彼打'厚.の連a・.例..させ朱皐必扇a地金侵略取争吻a陸前a・へと'"

aする.

補表.. 待合移a食事:Jl"r.t. U40岡市定路"依の~伎で.，，'"ていな‘、. 水混同閉 経さ錯。

mの除.~t!Bした.国内副長(と 〈民、 "碍の平和利用金編 う纏向島港湾条例港湾網拠引

の制限.，.げずに鯛制・に使用でき.昼つ大型鉛舗を槍雌できる理測を磁"した.米箪は

槍辺保怠と しての底調芭....・保したのだ.これまではタイ神.周待周防鍵で"8
"“に使用した‘，....資は 厳司障が借り上げた民.，，，備で 山ロM管理嘆のA母国権に積み」ヒ

If鎌幽し峰雄 こ111まれたりしてL・た この路曜の濁刷がはむま.てからオλプレイの陸揚

げなど何ら制限な〈優勝侵入が"ζなわれるようにな。たのである当舎によ。ては佐

世保'$準化する強健毎磁調Eなども入進後燐が可衝である.，廃絶枠合いでの体前ち可舗だ

事実.この冊、 ニ鹿にわたるオ，プレイの徹λ KC 1 ::1 0民凶移盤に甥遣する物資徹入

に始ま勿 ~想民知が，，，.樽盛に...，良伸した勺、沖合κ1 か月以上停愉したりする風景を

Uにする.高速鎗送鍵ウエストパックエキ，プレス女叩民俗パージータグ.. 合船ライトニ

ングザングーなど^港僚帰したり本組沖合での停棉..踊犠におこ危うようになq てい

る.司.. ーを符つh白園縄民鰍察隊車庫組は，0事演習や"""備、紛争幽'草地として軍事介縄

住にかなった.泡として樋周2されているのである.

'駆翁'駐車..鍋 車両 aンテすの愉選のための織λ ・出 船飴の陵雌待機情月町とし

てフル情動できる使い居手のよい益砲としての働能率"の般的作犠行動前側敏から・.. 

出・2臨織として何でもありの"姐，、の'"縦である.際問慢のない忠雄鎗"の強化が通行しづ

げている.枠衡の昔話調区港健畿辺野&布轟喝1161::*測量・".動舎に見ら九るように強

111.峰鑑後鯵可能なIi潅箪宮司""玄米軍・カの向上のため箇'医されている.
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それは侵降板今概鎗とともに悔械製他.'"皇帝 (横須賀."鑑腺原子カ!:!fi}.~厚木!f! S

u・E・R・納..，と機A;f征単(枠組郊3陶具合a征軍第通 1樺兵逃径.. 縫普天欄蘇"梅

"航者担1Il，:¥lf掴.irJ1 2梅鼻血K愛車"ζ加え 選 径ff軍軍 {佐世保!fl.7艦隊 " *附耐用・即

応隊}が編成会れ来車網岡XJlIlI_.どして惰mされるとLラニとた アジア 中東北ア

ァヲカへの r~IU:破刷J の俊郎駿争と より進勤して鋤機的遂行.司自医じするものであり

件縄位制民保.".川、思闘の准但朱肱の盤動健.飛鰻さぜるのである.

実際に、イラタ随慣において第 1 ・の巡般 ミサイル費削は~鯵"・曜に制入.れたa須

賀寵・のイークス盗".. によ，ョておこ訟われ-， ;Q!憾キデ4ホーク艦ヨ，.，念、クラスターザ燭停

を合"ミサイル曾下によ。てパグダツト市民!'>>! t!I'したのだ.・度合 温雀打撃"に.入され

た位健保を伶~としていた姐鴨抱醐，.xセクタ，ヅ品ノーは仲縄の賃~.') 1樽民道後部隊

eイラク '"・~C ファルージャでの大4・2金"どイヲタ.争の や... 眠障H て鹿閉し，との

である.組関""情兵般3陸軍・7扇風のC1l53D'、リョプター3俊弘編入されていた.

さらに鉱~"宙適量車に編成され党三択第"織田航塗血のFI'機関... 軍隊昼 '~""m

" 航唱団のFl5験凶...思想じなどが州.した.現llIb1.l(.kB!，f，μ 峨今によ。てイラ

タE号機を府験しづけたのである.

02017年治国博.完了前に押し寄せるIi・a・・E強化...膏の磁化

20 1 7隼掛回目海兵航ヨ軍隊ば朱海軍"航空繍御障と飯合運用され 1301111:館える東

アジア盛大の航空織侃磁の島地内..，容Lょうと Lても、る.

そして 2013年にほ再編のためのロードマップ (2006年'"，に配鎗され

ていた『梅上自衛隊岩国飢墾轟息所鳳の続傘槻の米海軍用厚木S民地への惨駐』はな〈なり

米軍岩国S胞の航空極微は、自衛隊餓ささ憾と合わせ ，" 指令.える.Ji地樽走路.，

キロ沖合への移費量車業による・3 墜奮の危櫨<改鋳による源地被替の健，.，いう・市

民の.，.，.は完全に裏切られた. 厚木録音訴"において東京高級判決では将来分

‘た爆膏祖度3与を留めてがその時期金2016盈幹事れ玄でとした.厚木e・E機'"援の'0

"年E月移監を続開しするかのような判断である.

また、米軍は米軍総園通基地・関砲の後続雌として'肩書躍の F358敬闘慨を20I 7年

1月， 0橡 ..，樋a・するとレている.その線発磨網野 (パァド}ι鏑滑走附に股置

した.もし実慌に齢蘭通りに行われられれば現状を情加する11.'度容に岩国市民ほ悩

.されることになる.すでに。『持制の負担程減のためJとして.日米特別行動員会長

終線~{S ACO令慮?による・天網lIi地の安中給油機郁"は治臨調尼僧を完了 C. .既得

走路で般需.，側鍵を鍋り返している..た星組フ'"y;o.内でほ兵舎格納服骸踊

場駐機場揮東康."料保管タム〆クの."は完了し その温周は活費におこなわれて

いる.巨大な病院 賞沢な学綾などのイ y プラ盤備も急ピァチで造んでいる.

e 費量続していた剛健空域母国レーダー進入管制"峨{婚園ラプコ0-' も強引に決定

未買障は臨上部分だ付でな〈 倭侯ホ緩.偏重様..自に使用している.鍵験成繊
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は轟旭東側水犠約 20.2Krd:d・纏依包定に伴う絶核で船絵師続行簸止区緩慢般演業

績止区蟻に指定している.l'>厳は..占的に健保してきたが 201 7年厚木・.....衛隊

が移駐司れば倍加する酬線復様 レダ泊入管制空峨が必.となる.米軍海自民

"'<'!婚で聖域の取り合いになっていた.加えて"'."術省は.'"岩箇市長遣の"'中

に現絹国市長を後仰しする..として東京使神絹便それぞれの往復便事色伎のおねだりを

..め勺てし玄ったのである.，しかし その後‘梓縄使は、鋼降客車30%そこそこへと

撤厳し、全日空は箆止を決定した〉

民般に艦飲.重ねた".，筆織を.9月に決定された.山口県*加の 臼本海と土佐神の既

股訓練空載を鉱大した捌敏墾織を強引に雷定したのである.

それは、一度は魔止した怯ずの、岩岡市周東町銀全通信賓の再開と副娠をも伴なった.

a線護織の広がりに併せた通信肩の工..."ピタチにすすめられている.

'"倉山金守る市民連絡協鎗会』は、愛定山米摩地雷{家族住宅及び逐動範蛾〉建設

に関する質問闘の f再編盆鎗Jについての司1'1-(."， 朱軍再鏑状況について札してきた.

①剛健隻峻及び岩国レーダー進入管制空織の調整状況

@随上空母.. ・・.""刷線 (FCL 刊の旬E曾的な‘綬の選定次配

@厚木事泡に脅される樋.. 

z 岡本夜行織のFA18警備工場は厚木源地に残しますか.

ii ~æ-"/!II栂隊の移艇に仰い現在ある厚木の米軍住宅は返還されます泊、

副その他

~倒四国防衛局は 常に f聞も唯まかせ~J ，網盤中』として圃，..通産けてきた.しか

し 20I 7年岩国再.完7のタイム9ミットを附に次々のその進惨状況が明らかにな

っている.交渉を無慢し 突然にである.

①の閉.寝室崎震の調整'"大} そして 進入経路の調桧 周東町敏生通信所の再開.加

速させたが②の棲上空偲霊破線臓発陣副練 (FCLP)の恒常的な篭設の還定状況が

最終段掬eにきてL、るこどが明らかに'ょっ企.

2006隼 fロ ドマップJに厚木革島聞から縫臨基調車への空".・R・Eの移限とセッ

トで 鑑積繍節調摩の陸上....凶訓練 'FじLPlの値久的趨般を明配Lた

201 1年嗣米共開発表..・ crより進化し舷大する目米同盟に16)1tてJ)では fあ

らたな自衡献血般のため眉毛・が倹討対象に'よると絶元に観現.大現想定災害などの自慢

の活動を支領するとともに米軍の空母...徹m着闘の咽久的篭"として使用Jと鹿児島

県ー扇毛島を僧定していた."'"再緬のタイムリミ ットを前に、""会往左0りS年聞の

交渉を経で 貸借ではなく周絶賛収のメ ドがたちA量約段階に舎でいること 色籍覚した.

問時ム米軍待天間飛行aの益広帰着陸鱒送機MV22オスプレイの飢餓にも活用する

kしている.

まさに、犠争のための共闘S帽を f基勉共飼使用J，蹴練移配 の名目で、.，長政血管

合作で f健久的""Jを確保しようと している.
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《際限のない'"担割凪能強化と演習の疎化玄 中国四国絶句底に深刻な"地被害を医大し

たB

沖縄海兵隊一停天間基亀大豊"・送楓MV22才スプレイ"備強11と沖縄伊江島なので

の鯛傭俗"-それと締びついた来』民谷間必組 キャンプ富士(停倒県H 運用鰐点在 し

た目窓全土での低空飛行訓風来海軍佐世篠"砲の績賓鋤楼鑑 『エyセクス』からオス

プレイの漫周包経企取得している fポノム リシ令 ルJ-の交代"鏑怠.....定機飽

隊のFCI..P{積闘僚の鳳宛4・酬.，制緩..旭として鹿児島県周宅島を僧定t権保~

NLP観鱒(敏関楓の夜網帽発嶋副鍵jの治国"鎗使用について"防衛".'"・省}と

山口県の官約.厚木所属舗道連絡・の C2の後継織は。その改良型 1:'/..:<オAプレイに

決定.

《低宙飛行副総の..化と才スプレイ飛行副"の~.陸処点化 した場国通告地2

w実聞所属のオスプレイは婚園舎中慢し‘キ.，プ前io."関車'"和飲山など飛

行副織は働り返されている.また B厚木積m"華街し化構道，、も飛来し、往復し岩

国を中継する. ホネフト・瞬間繍 ハリア 腺闘.電子帳働プラワラ 1..: ~~師団所

属恩院橡は中E山."プラ"--ルート}困園山"，オレンジルート〉の術館ルm ト

エリ T567 (島根県宿御}では絶制度住民に線"な燭膏陣容をむたらしてL、る.槍元

錨関市t.援する側弁市へも網島音被嘗が肱大させた.，省民から貸憎が役僧し 血管祷定

.."ーから."，内 ".は置要，.，体制で監復と銑.."める事隼に要。てL、る.

2015年‘月2B日岩国益繕梅上自衡隊所凪の".飛行艇 US-2.9905-1t織

が足慮"沖で事歓を起こ し.構穫に水俣.今回は、海上自衛目撃の地墜落夢敏であるが

歯固で陰、...に嫌草取調機、g・へリが峰調..絵、腎傘...隆司区lJtt"lJl!起こしている.

必ずしも 夜行ルートでない鍋高野でれ鐘徳司区教や繁u隆司匹敵金鍾こす.伊方原婦の直

近やその周辺に飛行事故が目立つ.

Lかも .. 織の所蔵盆地名、思織の種蟻飛肝断線ル トとその僧訓練の冒的各箇

所の飛行調査時間の事前連絡さえもない. 突然飛行して舎て司"M/!'~ I ~eこす.いま、

各網島の管鰭防衛周への敏爾沓鶴自治体への聞い合わせ飛行軍復活動間体鱒人が情

・・.共有し監視と検滋行動 、の・S加が.，びかげられて‘喝.軍事情穏を....のベール

に魁させてはいaずないの吃・かなで安全今生活環境を求めて .た人稜しの訓練を

併さないために.

畿圏草剤自で位 福富豪飛行が慣行しても、る.2槍傷....期編隊、@楓属隊の飛行もあ

る.滑走格北方向から幡IIL前方向から箸般寸る.治期目米協・会合意でほ、価嫁飛

行をおこなわないことにな。ている.Ji地北側鰻町のIII.住宅絡調，.鰻婚する略、海

・ 伺へ旋回し、喜志酬な婦膏.・かせ.爆奮をまき骸らす.

201 5年 1Jl 1 3臼-15閥、 5}l'2t日市街樋上空で飛行馴簡を鱒冒〈りかえす.

'"には、 126件の釜情、s月はa闘で1'.件吻著仰が寄せられているそうt

図付属高玄岩国市信二の飛行制鱒にa惨加していた YA18ホ ネァト駿周攻・搬の縁体

マ



に低タ ゲデイングパッ ド.呼ぶ"'ヲ泊康...高'"して訓練していた事実会突き止め

た 同様の飛行削"が2007匁'"イラク，、向かう '"敏測機が三沢基地や三沢

湖街地上空で炎湖医されていたとのこと.

"条...瞬間倒""年5Jil0a付け}

r三恨の飢隊がキ守ンプレッドタヲウドの管制官ティ-，を.ttJrイヲク地上隼

高'"から偵翁と地上郷園陸の連...関線.J

三沢"砲の中に司令事 〈アンテナ金付'jたハンピー〉がいて、 k空の F'16tJ・ターゲ

ット ポッドで映した映.をリアルタイムで受けて、地上郎防に楢示.建物の影の狙.

兵の努見など."地上'I!旋回訓練lまカメ ラ像作の習側のため.

'要するに、嶋鴨攻隼機からM陸上削敏孤.兵の位置、動館をピンポイントで徹膨し、 地

上験部隊lこ"がする鍋作銭紙飛行筏備のII，U 高める箪宙飛行訓練を紛回線り越して

いたのだ.敏略作戦符動前の米軍綱線の必須純白であり、 母国海兵隊鋭空嫁ホーネット

FA 18敏嗣攻..が・a・へ径(III備にあると宵えるのである. しかし.それは念館闇市

民に限度をこえた箸衡ともたらす.

5A 2 5目、園付帯・ {リムピース共同代慢}は禍回良a草場凶市長に射して *"

槻の市働組上空の飛内紛練 ζ関する要"をおこな勺た.r市民を轡."んだ飛行訓鍵を

市街地上空ぞ行う ζとを、 岩関市長は反対すペ舎だ岨 米軍に中止の要繍を求める.， 

本停 12)! 7日午後6時 " 分頃 高知M院の室戸錦繍およそ，.キ"の樋上に米

海兵隊場図書''''所属のFA-1 8"蝿攻..泊'1I奮した.高知機仲で1:1. I 99 9年

にも F A 1 8 敏闘攻・aが土"で空中給袖の劃偵を している僚に酬の樋徐に複触

して墜修するという布教あ?た.'争年 ，.には枠縄本.の東約 150"，，'"の海上で

轟鰻所属のハMァ-"'.割障が暖悔している.原因の究明も対第も明らかにされ円減

習は搬化するばかηである.

神策川県の横須賀"繕に配備されている原平カ空時の艇事官織もすでに お世間接地

を中継し‘酬線."事横切にu している.

3)対中薗，.・包園嶋崎 対繍..民主主翁人.. 共和閣への 『正面泊臨調旬 吋，咽強化さ

れる朱窓岩国益旭町..アジアでa則される伺朱陶盛時・~【資料3'惨照}

東アジアおげる来車両・" 鶴来同盟と事事体化舗朱肉恩と軍事一ー体化から目朱

.軍事ー体化のための回米間3.の軍司膨統合が回薦書れて舎た.

それ俗、政治 軍司修包務全体において米多国籍企複 4注目像資本の、この絶域での凋IJ

する米国辺事支配と資本の轡舎返し感略として、 TPPによる経静岡を巡る争"と街中

固定$包閤を阿簡と して易関」て舎た.また 1 994隼解'1<朝鮮鞍争危機を彪換と

して より強力な政治 軍司惨支配へと踏み幽した.米国娘、 『対テロ験'>Jを名詞に軍

事的脅臓をでq ら.10げ‘・..行u..り返してきた.しかし.東アジア..，.での漢腐の

駿@助努"画家間...なのである.そして、 その8・3賢源は 『アメ9;bfま長期.に入

E 



今た固まであるj 【 r20Q6年QDRρ と a ら~位.つ"て 畏"の寝争箪備に入っ

た朱国米*そのむのである.それに追随し 回米同盟錨a・の下戦争をする園.へと

園家改壇を鰭過してきた安傷自公政楢なのである.

その物虚偽慢俸に在日米軍"地.第，aの侵略前・"砲に 鱒由来...婚を L 5丞胞

に押し上げ中国.・包倒政策k錦繍鱒畏主観人畏共和国への侵略験争備.....り当IC

ているのである.岡崎に活関海兵隊草地"・手納'"軍通胞とをもにその賓として自立

医付られL 白米軍匿の r)i:泡共同f!:1JIJr刷・時値Jのもkに 毘本各櫓の到快調匡"割衛

隊の益地織能が凶られてきた.沖縄において他蕗手続以北に易地微能強化が再編され

てL、<.

舗聞においては平海 {ピロンテタ上 勝山 (タ νサンl.~州島 {チョι ジ"を中心に

再・強化と続危な"絶・..が強行されて.た.いま、サードミザイルa日舗と逮隠し.

討中周。対共和留の2医事包喝を強化している.書らに、 38度昼前線にある武健温 {ム

ゴンzユ}にある・包軍演習相ーでは、米値事による棟習しながら験争憎喝.織り返す訓練

が操り適されている.

2014年l1Jl8B-19日、凶米共同...では、米軍溢聞週臨調座高兵際金梅上自衡

隙岩持団銚釜轟旭所属の航宅慢も.加した.樽白から器開市内深夜早鋼の飛行綱僚の可

縮性が進織されている.201 4専に、市畏から寄せられた筈情は2400件あまりと

過怠・~. 軍事前留は曾.. のための横習であり、その核化は...建網辺住民の鍍帯を

樽大させる.

史，.大の緩.. の来"合同調医事械鴨 『チーム，ピ9タトlそれを引き纏ぐ来縛合同軍事情

樹 『プ，-ルイーグル』は・9・2民家宅総人民共和問に対して 『蹴膏しながら職.，.し._1' 
しながら演習するJとSラペき根争慌発k骨四震を与え線げている.

.，惨争をする悶家は抱峨を単事社会，、f'視させる...術省副K・椅庫区内k掛図...

aさせようとしている

。最高銭判所第3_，、法暖の大綱"'"織判長信本年 lO 月 . ..でに .tw~~除ける決

定を幽した.1110県の開発..，慢のや止も置の事業.. 可の取り摘しも行敏行為として公

益性も公益適合性も砲められるので住民による寄えは不当である つまり原舎して適

格伎がないと して切り槍てた ー'修、2奮を脳.し 判例と Lてι鎗定してし複う.

広島南殺 (野々上"之鰻判長}による 『山の緩判j不当性./::1;1;(可であ勺たのか.

控訴審では①原告通俗なしとした広島地銀帯決 {原判決，.取り消す二と@中園地方

盤信長が住宅供給公祉に対した平成2l年"6日付けの掛"''''御市併阪毎住宅市街

組側発事業愛宕山斬住宅市街組欄S益事実認可を取り消すとの処分を思捌守こと.つまり、

毘可取禍処分の違法伎を錫めさせ、際発事，障を続行すること.③敏信僻人は、纏訴人ら

に対C.それぞれ"万阿..びこれに対する平成21年 "，固から支総い務みまで年

5分の割合による..金員舎:t..うこと.を繍求し、検判を開。て含た.

デ



，.判所は、 3つの繍..をすべて繁却した処分の不単位の判断をせず脈管適格なしと

し 燈僻Itmは控訴人らの負担とする.絶級制8険金鱒厳し不舗判決を再び下した.

その組陶は、 『原告適絡』については f土地問先買製約や交換によ。て所省織を失。て

いた二とが"められ接徳上保嘆された剥盆をfU'dれるおそれがあるとは曾えないJ

とLて適格性なしとした.11ねて思梅者"優先的鶴λ繍弘、周辺住侵の f違法な..障

に起因して健康ままとほ生活環境に係る著しい後u受付ないという具体的利益金保積

しようと場るJ(郷市僻商事実の"可に関する訟の鰻定}訴えに対しても.都市計舗は

すでに廃止され{つまり、存在しないし}そもそも『強制的に組符噌るための夢寮野可

をする."告がない栂合1'::11:，郷市計画事実の野町に摘する'"の綱定は"ばないというべ

きと ζろJ.理由として業却した.

つまり 山口県の開宛窃織のゆ"も歯の事実際可の敗摘処分む符"行為陪なのだから、

公益性も公益適合性もあるのだから何をやっても良いk冨っているのだ.後けて ・‘

の続行金攻める訴えも事織主体が廃止によ。て変わ。たので現在の..主体であるS均

衡省が事業計画もその変覧ι決めるのであって争う喝幽は宿り得えないとまで働じ場

けたのだ.

さらに.I骨量去に追加された園家賠償爾求の・点についての判新 齢属医の廃止-!肱閏

a的の変更捻面玄による昨欺行為であり 精神的普痛を，伴うものであり、因縁は鐙

備すべきとも、号訴えも 立医されていない』として退げた.

米軍益増産叡がある ζとで平和に'"きる構利が侵書されるという訴えに対しては

名古忠商綾判決での r平和的生存樋"権利として簿法ほ総定しているJ判決内容はなぞ

りはしても、『朱留の窓議住宅や院進‘霞として使用されることをもって 平和的生存

幡の侵害とまで曾うには園費量である』と し 平和的生存帽の侵曹を否..したのである.

体岩国における米....による署長人事件交通事故.性犯房事件‘ *11'、の不怯

侵入事件が頻繁に検り返されている ζと.米製基地創値段自体が憎しみの対象でしかな

〈攻・対象になる二とを恐れ冷車自術隊か嘗備刷機.・"返していること.その銃

口はフェンスの外の市民に向けられている.これらの侶常化した情景に不安を"たない

岩場国市民はいるのであろ会か. 

.. 判の攻Sちは.変厳する軍事優先怯会，、.力的に....させる迫る図面復どの攻防そのも

のである.

0・度争をする".院は、軍事直鎗特別区へと場開を変観させている

循助金格修i交付金 a商事再編E交付金にS撃がる行政大手ゼネヨン県外土木建縁業

者雄元土建建.. 象者を巻き込み筋術省 中国四国崎衛局li.~園に君臨しても喝.

岩国版 fザ患いや勿予.Jである.越国酬もまた J基地偉大機能強化に検下された

『思いやり予.Jにも依存してきた.

こうした益到底と‘帯した径務権働からの腹却を求め且再編に非協力的な井原市政下

では新市庁舎.恨の補助金打ち切りをおこない公然と掴は医カをかげてきた.しかも

f。



..でも非箇カの鎗"を示ぜぱ.情鳳協カの側へ転換しても復備した傭助金U復厳

舗の年度分は含まないとしたのである.ー方荷縄に箇カ的な福岡市政下では f補助

金は単年度1企口実にしていたこと金艇換し、金銅支弘うこkにした.これが、園のや

りかたであった.

1 972年神縄 f返還J時の悶米@約金錨dまと寸る 3信 2000万 ドル供与.別途、

目*'盤泉員の労務費 1000万ドル...地墜備費6S 0 0万ドル供与.1.19711隼金

丸.. 愉長宮司会審#によって公然化した. I 979隼，.カらは "絶.....さえも.

..在位.米軍"地理陸軍史費 (槍供抱霞叢備費}以外 t>.米閏グアムでの海兵隊'.. 地殖医健

金負担.そして、持縄辺野省筋"旭日強..費も，，闘えて、新たな*.~JIIとして " 

丹後策丹後Xパンド"亀建後... 1996.から米軍制鎌移伝費も，(沖縄での

....，‘"・"の失臼E礼王様噂B夜、北富士、円幽生台のe衛隊/IC習届《の分隊訓"に

呼応して}

『思いやり予_J.1.. ff日米軍監留経貨の負錐のー鱒i";ij"，しているに過ぎない'. 20 

..相度いわれる f思いやり予算，"分ほ 184811.肉だがその他に①SACO関

連費用" 。 僅 阿 ②基地周辺対策費 180a/a阿.③来高官再側関係 89 0 n・阿
国防衛省は この包惨を r.. 略的買鰍Jとして負処するにヨ買っている.

2 0 I 4匁g置は 90 2健 7900万. ヲ~'"骨山絶滅での米"住宅と通起動鑑股 k趨

a防衛緑 {野繊細.陸上健筏場など)3 5 {J・5600方向

一般会齢予算約630侮月は

議 2014毎度柑園前

・2015.1'I:t:t過去姫高の 10 1 !I 億円 3700方向.うち 32.1%328億円

7 1 00万円は.愛弱音山絶域開発事実験勉での米軍住宅.段、調医長隊渇阿賀粛 などの.. 

. .. (集約ペース 防衛省が I， 等，.に彊注する工事や俊併軍扇の健頓で事身続穫

を示i-)中周回回防衛"は 4}120臼工司修羅主主 150体.釣 100 oG・阿でζれまで

の鎌高.うち組元金鶏がλ札の$加対象になる6億円衆測の工事は 113件<のζ<，

岩岡市の2015"11' 般会併予算 707ft肉{各締男尚治貯金加えても IIOOf.l阿}

語調血肉でほ飢陶咽m‘飯 {格納庫キ世・a・など}から軍機'"け住宅 370戸、保育

所学製鋼院など生活イ y フラへ移っている.

ペリースクール(掌綾}の鯖線建82014年"A札開始.現校舎解体面積小 中

高併せて 2100Qm'から約3僚の59510平方メ トルm'

銅院は蓋池内門前倒に清水建設が受注した.脅定山開発勝旭での米思住宅箪畿象

地造成ヱ事も問機に目降水・..が独占.

201 6・fl!J:&JI!側海C歯車線助事業の事実は"件事."合併約，，"，問、防衡省

の舗励金は"・"・8万阿と令。ており 多〈の事擦が防衛省の繍助金で行われてい

る.10Jl 20 目、動術者高慣ff~'酷備研究所の新調院解‘高値雷が錨国市通樽袴工業囲網島

内に移舷切ることが決定した.骸滞抵省への依存がさらにすすむ.

。こうした.."に銑して. 2 0 1 7年....野事識を開。た慮絡は大倉い，r"絶径.. 
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からの鹿却を求め純国ば自立できるJと錨岡市民令¥'*に訴えた豚殖反対/;iTPP

A長地強化反対を明憶に掲げた進単験でもあった..町姐脊 日“四人 役買医司~47 . 49・、

役燕総微1)"8.57入 {内無効数."人)で4町効投額放の内衛館良彦現，"畏 39074人

(72.5%上姫野政干候循 J4 820人 (21.d%).j毎自毎日公政相の命と金泌を後目隠

する政治、それに‘'する福留市政A の枇.，に"略した 1" H 2 0λの有緬者を廻縄問

来たのである.

" 月20岡市民鏑会にら継続された.岩間市民の『也園は負げな“』飼いに賓がり、

f怨園で濁つJ鱒いを傘聞へ発惜しよう.

/1， 


