
2020～2021年司豊田の動き

純国義地はこれまでの米海兵隊、米海軍、海上自衛隊に

加え、米空軍の峨銅像が飛来．また基地の港に貨物船が入

港し随筆のアパッチヘリを殿婦げするなど、米軍4.が滑

怠路と港を乱用するハプ基地にされている．アパッチは日

米共同訓練 「オリエント・シールドJに穆加した。

'lt.Z:山を削り通事地沖合也大のための埋め立て土砂に利｝目

した愛宕山開発..は、当初計調を変更し4分の3の事実

地を国に売却．米軍住宅【71'ゴヒルズ｝が建設された。岩

同市が関与するエりアには符別養施老人ホーム、 消防防災

センター、副立病院が建てられた．さる3月、防災拠点

「愛お山ふくろう公憤』が開閉した．工賃約 12億円の4

分の3に防衛省の繍助金が充てられた。愛宕山開発事業は

お年をへてー区切りとなった．福田市長が 『高地ヒの共

存Jを婦げる樹由市は、 g¥;ll(機の飛来や艦船の入浴など基

地強化の動きに対しまったく弱腰である．

9月、岩固有草地の繭 IOkmの岩国市通nt沖工業団地に建

叙された、紡織を事鎗庁’E鑑袋俗研究所が遁闘を始めた．完

成式に参加した帰防衛担は f防衛装備の強（t~§庭用化につ
なげ、地場にi'J与する~学宮迫！棋の拠点にもしたい」 と訴
した。 m学共同研究、憲民共l••I研究によ り、地峨社会を戦
時体制に近づけようとする動告に反対しよう．

岩国市民lふ Iの自愛宕山見守りの集い．福岡市長への

申し入れ、 オスプレイ縄入抗S現行動、市長のii準応ii沖縄

tl:¥1ttそ問う娘判、 爆音訴訟、安保法制違憲1!lf献、 育自由干iの
数料容を使わせない劉い、市長選や国政選筆など、治国基

地の強化に航して闘っている．弘たちも岩回市民を支え、

東京、 lit<家111.京罰l.鹿児島、l'l'lll、捜圏、フィ リピンな

ど基地問題を畑える各地を結び、アジア米縦総撤収 ・自衛

隊の基地趨紋反対を闘っτいこ う。

一一年表一－

2020年8月 お国市教委、中学校の歴史~斜... で育属社を

選ぶ
9 fl 29日 米鴎カリフ方ノレニア州でF35Bが’：¢；中給油の

隊に衝突・!Ill司区敏
10月以降、 米績は治国基地所属機FAIB(12横｝を

l'~SB (16織｝に機領変更 ｛滑強）すると した

10 .M 7日 J悼のロ56聖書裕巡り、岩国市が泊加配備の容

認維持

II 月 2 臼 r~防衛縮．同組交付金の延長にtt欲代•ti
舵を示唆

11月9日 鰍級機50機が帰還

11月25口 約同基地の 11月の厳i蛍制加、艦載検帰還で

前月比2倍
11月30日 開58が6機飛来、 岩国基.Illへの追加配備l羽
述中国四国~j衛局から泊副市に連絡

12月 16日 米空l)l;Bl燭事織2機が治国辺地に飛来。

f受け入れ能力の硲！jlgJ

割問年 1月 ¥1函宅地の車両吻コロナ感象者159人、対市民

比でω倍

1月31日 鹿児島県西之表市長選、馬毛島義地建設に反

対する現織・ 矢板氏が再還された。岩園緑地の鑑厳殺の

FClP基地として建設を強行している

2月 1日 米軍属騒音、励倶丙郁で急畑 中陶山地で訓

”活発化

2月日日 米軍織騒音が’Eらし直筆．ゑ3曹の島綴西部

俊集中断． 会織文降、 泣きUJす側児

2月 14日 省副長地にグリーンコープが入浴、降自オス

プレイ S織を隆婦げ（2回目〉． 愛宕山を守る会などが抗

緩行動を行った。

3月 12日 米アリゾナ州で FJSBが砲術訓練中に機関砲

が爆発し、 相民体を時差傷した。

3月 12日 米安箪のステルス戦鍋機F22ラプタ－6機が、

治E富市の米箪告白基地に飛米した． 『周辺地蛾でのき員習を

敏週間にわたって実施するためJl:いう．

3fl 23日 制制機飛来・訓練について、問・米軍に布日世

を’ 滋戸内ホy トが窓国市に~摘。
3月 27円 多目的広場 fi.t'.6山ふくろう公幽iが完成し

た． 愛宕山開発事業怯．省国選地の滑走路を神会に移設す

るための型車め立て土砂を楓保するために山の上慨を削り平

地としたの一術を住宅団地とする当初百十醐は中11:.変更さ

れ、米軍関係者向けの住宅が飽てられた.4分の 1のエリ

アは帯電波、 12人ホーム、消防署、公司自となった．愛宕ス

ポーツコンブレッヲス｛鮮スタジアムなど｝は米軍経設．

3月29円 お幽市長がF22飛来に闘し、凶の連絡i座れに

6言
4月 llヨF358追加配備の完了は今月以降中国間鼠防

術向が岩国iiiに連絡

4 fl I日 瀬芦内ネッ トが~国市に‘ F358飛行中止求め
るよう~締
4月6日 3flの騒音、2010年度以絡厳多 1746回 訓

練活発化が彫嘗

4fj u日 F22、お副議地を信れ米に鍋還

4月 13日 米軍と海上自衛隊が共同使Illするお白l;J也

（主雪国市｝の周辺住民が服着陸する戦闘機などの騒音被轡

を訴えた 『燥科書j~~ で米ilt慢などの早朝・復関の飛行!l!!
し止め請求を厳高殺が糞加した．訴訟弁縄問と原告団は16

目、 f爆音をな〈す取り絡みは続ける』との共肉声明文を

出した。

機定した広島高裁判決では、 過去分の蝋稀鮫容の賠償は

命じた一方で、 飛行差し止めを棄却した．

4R 168 海自岩国所属徹、gg品の－mi紛失飛行中落

下の可能性

4月 22臼 「纂地交付金でJ;!i支援をJl市2町議速が山

口県議会に褒盟へ

. s.s岩邑湿地開飲デ一、 2年連続中止

5月6臼 lU奇5量化、北側開立つ20年度岩屋2基地刷辺

6l也点
5月6日 続載積、5日から硫民局で l'Cl.P t守閣議地）；＇il

辺で騒音自量化も

5月 聖火リレー 県内中止（7jjソフトポール米国代

表がお国主S地内のホテルに宿泊、 華字λ安ジアムで線事事）

5月 18日 料図鑑量産機!'CLP終了



5月 19日 20 Iヨこ’ろから硫黄島沖で、艦般検が着鑑資

絡調l験。

5月24日 省閣議地鑑載機、硫t皆島付近の洋上で資梅訓

練を日開始

5月27臼 f雪国基地艦載機、資格訓練が終了 騒音は減

少

6月 ・あたごスポーツコンプレックス内カルチャーセン

ターにワクチン按属会織を設置（米銀が日米友好を宣伝｝

6月9B 治腐基地強化に唱fTi!tiifiえ瀬戸内昂ットが会

見「飛来機構で騒音態化J

6月 10日 PAl自のタイヤが着陸時にパンク、滑走路を1

時間40分にわたり碑Jj員

6.Fl 24日 岩国基地の港湾施設に6月24日、米海銀の

貨物船USNS7ィッシャーが猪熊。AH64アパッチ攻撃ヘ

リコプター4織を陵錫げ。 「オリエント・シール I'Jに珍

加。防衛省は6月18日から7月II日まで、伊丹駐屯地

（兵l事県伊丹市） や奄美駐屯地 （鹿児島県奄S尾市〉など会

長17カ所の駐屯J車や淡智場などで、縫自と米F主箆との圏内

では般大規模の実費~iil ll練 「オリエント・ シーノレドJ を実施
した。

7月7日 米鼠L機騒音、匹見（島根県）でt曽川l 70dB以

上 1～5月172自 昨年分上回る

7月13日 F35B 2機後宮、震大事故市は非公表

7月15日 F再編交付金代替、防衛縮が前向宮 山口知事

ちが要~

7月21日 編閉店岡市長沖縄選挙；c;w公費出猿公費返還

諸求訴訟で．岩箇市審議署長と観光諌長の証人網べを行った。

10月4日厳終弁論、 12月 13日判決の予定。

7月初日 再編交付金継続に手応えー岩国市長、 「防衛

宇目から力強い問答J

8月22日 米海滋貨物弾薬補紛簸カール ・ブラシアが入

港、総Jニ訓練。治国入浴的には因島 ｛広島県）で定期点、験

を行った。

9月l臼 愛宕山貝＇；＇.j'りの集いが 12年自に入る

9月5日 防衛装備庁艦艇装備研究所宕留海洋環境試験

ii~＇締サテライト発足式 〈大都水備で水中無人機の試験を行
う施設）

9月30日 事実上のさ主母化に向けτ改修中の海自2華街際

fいずもJが30臼、積回市の米単組踊基地に寄港した。

同2主的に所属する米海兵隊のステルス戦倒機F35Sを使っ

た発:ti艦テストを行った。

10 Fl 5 B 護衛継の寄港は基地 f機能強化J、住民投察

をカにする会が岩国「11に抗議

10月6B F3SB、荻・ 石見空港 （益田市｝に緊急消陰。

給油を目的に着陸したという。

10月6日 瀕戸内ネットが岩園市に対し、議衛般に戦艇

軽量の搭彼反対を製務

10月7日 湾発防止 f申し入れをJ 米継機が荻 ・石見

空港緊急着陸について、島機知事が中間四包防衛局に要請

10月BB 岩国基地艦載Illsヵ月ぷり帰還

10月 14日 「遠征洋上基地Jと呼ばれる米持層箪の大型2

9艦船ミゲノレキースが、活問基地に初めて寄港した。4幸司匹排

水量8万l千トン、全長240メ｝トノレ、幅soメートルで、

「日F 一一～明司炉丙干F ……明
ヘリが自由に船着績で宰る海のよの「遠征泉地Jとしての

役割を果たす。周辺海織の俳l潟権I立米国が掌盤したが、 上

段に過した捲がない時、健康ヒ海兵隊に物資を補給する基

地として活用される。

10月19日 衆院選公示。山口2区で松岡一志さん （立

3草野党）がi陰地と僚発を争点に街げ立候補、岸信夫防i前舗
と対決

10月初 日 fミゲルキ｝スの寄港は基地強化である」

瀬戸内ネットが岩画面市に反対するように申し入れ

10月 テロ攻壊を想定し25日から29日までお国基地な

どで実施された日米共同の基地管備訓練で、 市街地を低’全

飛行した米軍ヘリコプターの騒音に対する苦悩が岩国市に

殺到した。苦情や問い合わせは27自に51件、 28日に23

件の計74件。市は3高地と防衛省中間凶同防衛局に28問、

騒音の経減を要精した。

一一愛宕山開発事業をめぐる主な動き一一

1997年6月 米飯岩国築地の滑定路沖合移設絹工

1998年3月 愛宕山開発事業着工

2005年10月 夜日米飯再編の中関報告に米安母鍛載機

の宕国移転が盛り込まれる

2006年11月 変沼山開発事業の見積しを関係、

2007年l月 防衛線設庁｛現紡昔話省）が米軍住宅の有

力な綴詩草地のーっとして事業地を貿い取る可能性

を山口県に伝達

3丹 愛宕山からjrl1合移設向けの土砂撚出が完7
6月 ＼~と岩国市が事業中止に合意

9丹 市が事業I也の4分のlを「まちづくりエリ

アJとして転倒し、殺りを国に売却する築を提示

2008年8月 住民団体が米軍住宅化反対の要請書を布、

県に提出

2010年5月 滋図書E地の新滑走路運用開始

2012年3月 国が事量産地の4分の3を買い取る契約を

締結

2017年7月 米軍住宅が完成

2018年3月 岩国接地への空母艦戴機が移転完了

7月愛おスポーツコンブレァクスが全面オープン

2021年3月 多目的広場「ふく ろう公｜通J完成

---5 lffl元おはよう愛宕山、中国新邸！など


