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l. コロナで明けた店同基地

衰えることを知らない新型コロナの汚染が、岩用基地を中心にfムがった．．新年になって、

毎H公表される感染者の動向争が、驚くような数字で積みあがっていった．山口保知事は:B凶

基地のコロナ感染を検疫などを予を自主いての京閃は基地巾来だと明言した．

2.外来機の繍大、準軍のF35Aも大挙飛来、「バリアントシールド20 2 ZJへの参加、 F22

ラプターも婦背面骨犬。広島市内中心街iでも背情が広がった。米軍の訓練は 1か月続いた”

3.米誕の大事.＆鈴の入港が常理主化してきた。岩国基地沖合移殺事業で悪乗りして近採され

た議員主沖のマイナス 13m伴慢が、 J完全に岩凶基地で・体化して使われだしたεこの｜旬、米

島区の新たI.I:基地利用の形態が定まって来た。その選手は他用で大型の骨t骨自治2目立ってきたの

浮上基~＆ rミゲルキーヌ」は銃剣聞の何回も入港し、「強襲揚降車監アメリカjや「トリポ

リJ Iグアム」も度骨入iG！...た，海上自衛隊も Iいずも lが易国基地のF35を使用し、安母

化の実践訓練をした。

築地の専用岸壁へ訓練中に人；磁した航空機を本国へ送り返すため、 l度々大型鑑貴(iを入港

させたし、自衛隊のオスプレイやE2Cなどを船便でi!り込んだし．岩i剖基地が向lhに使用

された。

5.こうした状況に併せ米軍が岩凶息地の港湾胞設の鉱充も始めた巴岩凶基地の港に燃約繍

給の備醤施設の建設を新たにスタートさせたz これまで 1万キ uリットル3基のタンクを

5力．キロリッ卜Fレ3基に新たに鐙設するというんー針だz

6. 熊人殺の週間もtiわれた。

7. このような省同基地の動きを貌措置するような訓練、 Iレプアンと・ウオークJが行われ

たg 数卜容量の米軍器量は滑走路を初lを11＇って行進. ＇電機な姿で力を誇示した。針しもさ E’eも飛

来したIi}_・t•で、米軍の総ぞろいとなった。

7. 防衛省iま諸問基地に次々と新たな軍鰭訟を盛設した。岩l到海洋~境紙験評価す苦手イト4二建

設で省る。この施設で高校生などを参加させ軍事利l目を食燃した“

8. 駅近〈に災認教角．の拠点施設を作ったり、岩l吋錦帯橋~港の開港 10 年でツアーを~§告

するなど、基地との~~：｛｛－を進めた。愛宕ll』に作った住宅施設は、消防車両の通過も試みたe

9.得制交付金の交付起源が終わ旬、今年からは更に新受付金制度も11きられ市民を安堵させ

たa F均衡大臣が摩保夫のE幸の企験中で、お手盆りの政治手1/lfjだったの

こう Lた中、諸問市民は第2次.f11刊爆青訴訟を年内にXタートさせる‘・
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11月16目再高校付金新制度践例へ岸筋碕刊・＊月中町意情1

11JI17目制蹴型電入港町岩偶露地温用箆カd臨目的

11Ji11D日米の強積蝿彊tア州制場闘機

l1月沼田む但革連『I分初制舶 来強健揚陸艇長が富及縦温

陣に内部~明縦碕11 月初目）

11月24自 向衛問糠州電量判官悶幌中止を海府県こ市民国体

仰!iiiII月23日｝

11周24自繍倍程『安全脅材J 掴 4団体市に輔反対申

し入れ曲師IL月239) 

12116S P;JSA.0鎗輔副議頭陳

12 JI 8 B F冷iiA岩国後来航穫を中L.N、，Iiiこz市見過停

121! 17目京総軍艇の寄港治国市岡商融を市民自体申し入れ

12月 17白岩僅開栄町F35A偏重来_w，険金I2樋基』留哩

巨峰化tニ熊念

12 岡沼田飛来慢『鈎Itゴ7に・£：~聾J 障綬粛欄車量岩国母世鴻師置

で見.

12月忽目庇相掲げ集った昔者向思い今にベトーIム験争将器

国で営策街頭自民店 r1it1らうと』 有志28人本を仕院長

121!:!7目再緬受付金 1 5牢語長へ岩組など2市2町仮称政
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11! 7日在日米衝は厳格措置を首相 2プラス2で製指楕ホ

1月7回世困却悩翫Eで凱隼鱒厳宵白岡 .::'J？市

11112自筆包uで緬優供議続山口県の誕:t効カ及！まず

1月時日 『見得劫喝返符＇／； L.J 外義省兼国基抱勾の酒提供

1 周 14 目成車買凋可制牛．こ言及称民基地周辺剛容設~－＊＇躍

り

1月”白 ミゲ，＞－~－；（1.)＼唱団基趨こ寄港眠係者、基地外仁Illず

1周口目基地r唱段対官陸幕る不安米軍脇陣似品会・草食／歪

:.,L情報岩也d潤体相次ぎ強化要E育機宜百2月15B) 

’周17日米軍関係者ら制強離宮海旅めて県労電車ど山u保に鍵

繍樹耳iiI月15日）

1周17園地｛ir.協定対応与’悦・4差 常／：V)I決定協趣首相l孟画

定感処贋国国会箇骸内側面lj司16日｝

1月18自 ミゲb キース寄港Iこ積書栓婚毘叫晶体が市に聾請

1月19目米軍『沼健側主”I危l岩留基焔且り主張樹立協定届置

か

E月24El米軍機トラブル岩田空港使漏れ t紙置’月 22日】

1周27日米軍喧騒音情魁 4胴1意見必慎実感担盟国に要求
r、
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行側草liil Jl ~'!I i,t) 

2 .11 .t.羽以ラ量湿地弘 112豆腐音量・ら月1間隔と変更

2月1日 『米軍；坊h止措賓I{う』 米軍配刈桂楓限終了晶lff宵明

長官

2.112白岩留基地F35B 曲妥帰行相次ぐ昌宏；こ劃育も
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も
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月19白）
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2月泊四 ドァク掛酪覇置場僅単培初有明医米I物資縄給のためI
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鋭化手病問頑に串1摂騒帯地

3月4自慢纏遁湛絶寄港農関前l:l:t淘聾を市民担体:1＼要荷
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