
第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

令和3年4月1日
午後1時12分

北玉区

先ほど戦闘機が２機飛んでいてうるさかった。低空飛行だった。
昨日と一昨日はオスプレイの音もうるさかった。

令和3年4月5日
午後3時35分

桑江区

朝からずっと騒音がひどいです。抗議します。防衛局へも強く抗
議お願いします。

令和3年4月6日
午後3時55分

桑江区

朝から戦闘機の騒音がひどくて会議が出来ず、業務に支障をきた
していますので、防衛局に強く抗議してください。

令和3年4月7日
午前9時35分

桑江区

昨日から戦闘機の騒音が酷くてイライラしています。防衛局に強
く抗議してください。

令和3年4月8日
午前9時45分

北玉区

小学校や住宅地を危険な飛行をしている（低空、機と機の間隔が
狭い）一昨日から連続して続いていて事故が起こらないか恐怖を
感じる。

令和3年4月15日
午前11時2分

上勢区

外から警報音が聞こえるが役場で何か知っているか。役場の放送
か。

令和3年4月15日
午前11時7分

上勢区

上勢頭からだが、さっきからサイレンが聞こえるが何かあったの
か？

令和3年4月15日
午前11時55分

砂辺区

砂辺区からですが、サイレン音が聞こえるのですが、なにがあっ
たのでしょうか。

令和3年4月16日
午前11時10分

北玉区

昨夜、軍用機が低空飛行していてうるさい。5分おきに飛行してい
る。

令和3年4月20日
午後3時49分

北玉区

戦闘機４機が北玉小学校上空を飛行している。朝から戦闘機の爆
音がする。

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年4月28日
午前10時47分

北玉区

朝からヘリコプターがうるさい。普天間基地の方から６機ほど飛
んでいた。数分前には役場上空を飛んでいるのも確認できた。

令和3年4月30日
午後4時35分

北玉区

昨日、1回のみだが大型米軍飛行機が低空飛行して怖かった。西か
ら東の方に飛行していた。

令和3年5月6日
午前12時0分

0

平日、日中、夜間、連日のように爆音がうるさい。いつまでその
ようなことを続ければいいか。北谷町基地の返還もしないし、ま
るで戦場です。基地の返還なくして町（街）は発展しないし人を
引きつけません。自分の眼で見て考えてください。基地があるこ
とを間違いであることが気付くはずです。住民の意見を真剣に聞
ききちんと職務に励んでください。

令和3年5月6日
午後7時15分

北玉区

いつも電話してい玉上のものですが、普天間基地の方向からもの
すごい振動がします。もう振動がひどすぎて空気が震えるような
感じです。窓をあけていられない状況です。防音工事がされてい
る窓ですが、窓を閉めても振動がものすごいです。この振動は何
のなのでしょうか。確かかわかりませんが、キャンプフォスター
の方向からではなく普天間基地の方向から聞こえるような感じが
します。これが何時間も続くと精神的に参ってしまいます。頻度
は多くないが、２週間に１回の割合でこのような状況が発生して
います。これではここには住めません。どうにかならないでしょ

令和3年5月6日
午後10時55分

北玉区

先ほど電話した玉上のものですが、オスプレイが１０時を過ぎて
もとんでいます。道路工事しているような音がずっと響いていま
す。５分ぐらい前まで飛んでいて、振動が体に伝わります。本当
に道路工事をしているような振動でもう大変です。もう精神的に
参っています。どうしたらいいでしょうか。

令和3年5月17日
午後3時25分

北玉区

今、小学校の上を戦闘機が2機飛んでいる。低空飛行をしていてか
なりうるさい。

令和3年5月18日
午後2時40分

北玉区

昨日も電話しました。少し前に戦闘機1機が北玉小上空をゆっくり
飛行していた。爆音がうるさかった。

令和3年5月19日
午後2時36分

北玉区

軍の旅客機が1機5.6回くらい往復して低空飛行していた。私の家
は3階にあるけど、旅客機のおなかが見えるくらい近い距離だっ
た。

令和3年5月19日
午後2時40分

0

軍用機が家の上を飛行している。防衛局に伝えてください。（地
域不明）
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年5月19日
午後2時45分

北玉区

4.5回飛行機が家の上を飛んでいる。とても怖いです。

令和3年5月17日
午後9時30分

桑江区

この時間にも関わらず米軍の軍用機が何回も家の上を飛行してい
ます。うるさいです。どうにかならないでしょうか。

令和3年5月18日
午後5時14分

北玉区

昨日（17日）の夜間前に、北玉区と宇地原区の境界辺りを黒っぽ
い大型軍用機が猛スピードで西から東へ低空飛行していた。この
ような危険な飛行が許されるのか。強く抗議してほしい。

令和3年6月9日
午前10時54分

北玉区

今、戦闘機２機が爆音でうるさかった。低空飛行もしていたと思
う。ライカムの方でUターンしていた。別の機体と思うがその前に
も１機飛行していた。かなりうるさかったので抗議よろしくお願
いします。

令和3年6月15日
午前12時0分

宮城区

北谷町宮城在住の者です。深夜日付をまたいで飛行機が飛ぶ。爆
音がひどい。一体いつまで基地温存に頼る。北谷町にある米軍基
地すべて返還すること。自分の両眼を見開いて現実を見てくださ
い。いつまでも無関心では困ります。

令和3年6月24日
午後9時37分

上勢区

上勢区からですが、５分前から現在にかけて、オスプレイが上空
を飛行しています。

令和3年6月29日
午後9時40分

北玉区

玉上からですけども、今夜も普天間基地のヘリやオスプレイがホ
バリングの騒音がうるさいです。この前、普天間基地でオスプレ
イがホバリングしているのを玉上から見ることができました。
キャンプフォスターでのホバリングではありませんでした。今日
も雨が上がった夕方から次々に飛び出して非常にうるさかった。
やめさせてくれませんか。やめさせてくださいよ。（最初は穏や
かな口調、途中から怒り気味の口調）

令和3年6月29日
午後10時0分

北玉区

先ほどから電話している玉上のものですが、オスプレイやヘリの
騒音がまだ続いています。全く状況は変わりません。うるさいで
す。普天間基地のノータムを見ると今週金曜日まで２３時までと
出ています。２２時過ぎてもうるさい状況ですので、まずは２２
時までに訓練をやめさせることはできませんか。そして騒音防止
協定で合意されている２２時までに訓練を終わらせる。それやっ
ていただけませんか。終わらせください。まずは２２時までに終
わらせることを米軍に徹底させてもらえんませんか。情報提供等
できることは協力しますのでよろしくお願いします。（最初は穏
やかな口調、途中から怒り気味の口調）

3



第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年6月29日
午後11時2分

北玉区

先ほどから電話している玉上のものですが、オスプレイやヘリの
騒音がまだうるさいです。２２時からの飛行回数は少なくとも２
０回は飛んでいます。また、２２時５０分頃に普天間基地でヘリ
やオスプレイがホバリングをしているのが確認できました。また
なにかあれば報告します。

令和3年7月2日
午後2時45分

宮城区

日付をまたいでオスプレイや飛行機が飛んでいる。寝てる時に飛
ばさないでほしい。昼もうるさくてやろうとしている事ができな
い。毎日のように飛んでいるのでどうにかしてほしい。

令和3年7月7日
午後2時29分

北玉区

先ほど西側からジェット機の音が聞こえた。住宅地上空を飛んで
いるようだ。防衛局へ抗議をお願いします。

令和3年7月8日
午前9時44分

宮城区

昨日から米軍機の騒音がうるさいです。今日も朝から頻繁に飛ん
でいてうるさい。

令和3年7月8日
午前11時4分

0

ジェット機の爆音がひどい。眠れない程うるさいくて非常に大変
な状況だ。町に文句を言うつもりはないが、町から国に対して文
句を言ってほしい。よろしく。（行政区不明）

令和3年7月8日
午後3時36分

北玉区

朝から戦闘機が北玉区上空を低空飛行している。嘉手納から普天
間飛行場に向けて飛んでいる。非常にうるさいので抗議してくだ
さい。

令和3年7月8日
午後4時15分

北玉区

ジェット機が北玉区上空を低空飛行している。東側に飛んで行っ
た。昨日も同様の電話をしたがまったく改善されていない。

令和3年7月8日
午後10時40分

北玉区

北玉区玉上からですが、普天間基地のオスプレイが昨日から今日
にかけてうるさいです。夜の１０時過ぎても飛んでいる状況で
す。１０時前もうるさいですが、１０時を過ぎるともっとうるさ
いです。昨日はオスプレイが普天間に着陸後にホバリングするよ
うな音が聞こえました。やめさせてください。普天間基地のノー
タムを見ると、来週の火曜日から金曜日まで２３時までと出てい
ます。（※恐らく滑走路の使用終了時刻）なんとか２３時まで使
わせることをやめさせてください。来週２２時以降も飛ぶようで
したらまた連絡します。

令和3年7月8日
午後10時44分

北玉区

また玉上からですが、先ほどまたオスプレイが１機飛んでいまし
た。騒音と低周波がものすごいです。また今１機オスプレイが飛
んできました。低周波で家が震えています。とても大変な状況で
す。やめさせてください。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年7月13日
午後3時45分

北玉区

今、北玉小学校上空を戦闘機2機が飛行していてうるさい。電話し
てる今も役場方面に飛んで行った。

令和3年7月14日
午後4時47分

北玉区

本日1時間以内ですが、大きな軍用機が低空飛行して西から東へ飛
んで行った。とてもうるさく恐怖を感じた。改善してください。

令和3年7月16日
午後2時56分

北玉区

今日は何度も米軍機が自宅上空を飛行しています。やめてほし
い。

令和3年7月16日
午後3時11分

桑江区

朝から何度も米軍機が飛行しており、恐怖を感じます。防衛局へ
抗議します。

令和3年7月16日
午後3時0分

上勢区

お昼ごろから飛行場からの騒音がうるさいですが、なにかあった
のか。

令和3年7月25日
午後2時40分

北玉区

北玉区玉上からですが、普天間基地のオスプレイがホバリングを
しており、午後2時10分頃からずっと響いています。台風の暴風で
は家は揺れていなかったが、今はホバリングの振動で家が揺れて
いる。ものすごく怖いです。なんとかならないでしょうか。

令和3年7月30日
午前10時0分

北玉区

戦闘機2機が謝苅区から北玉区上空を飛行している。すごい爆音
だった。小学校手前から旋回して役場の方に飛んで行った。

令和3年8月6日
午後2時45分

桑江区

飛行機の騒音がひどいです。抗議します。

令和3年8月8日
午後8時44分

北玉区

北玉区玉上からですが、普天間基地のオスプレイがホバリングを
しており、ものすごくうるさいです。やめさせるように言ってく
ださい。なにか爆発音のよう音がしました。ヘリが通過したと思
われます。防音工事をしている家が揺れています。ものすごく怖
いです。なんとかならないでしょうか。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年8月9日
午後10時41分

北玉区

北玉区玉上からですが、大雨が降っている中、オスプレイの振動
で家が揺れています。今も揺れています。大雨が降っている中、
騒音と振動が何度もあります。眠りたいけど眠れません。大雨が
降っていますが、オスプレイは普天間基地に着陸した後もホバリ
ングを続けると思います。夜はいつもホバリングの騒音が響いて
います。前はこんな感じじゃなかったのに何でこのようになった
のか。もうどうすればよいのか。北谷に住まなければよいのか。
いくらなんでもこの状況はおかしすぎる。あ、また飛んでいます
ね。ホバリングをしてものすごい音です。このように１０時過ぎ
ても騒音がある状況です。このような状況なので報告しました。

令和3年8月9日
午後11時54分

北玉区

北玉区玉上からですが、３分前ぐらいからものすごい音がしま
す。多分オスプレイの音だと思います。新報の記事によると、８
月１２日まで夜１２時までまで飛行をするとの報道があったが本
当に飛んでいて大変。爆発音のような音がして怖いです。また何
かあれば報告します。

令和3年8月17日
午後4時30分

砂辺区

昨日の午後２時から午後８時３０分頃まで戦闘機が６機から８機
編隊飛行をしていた。
今日は４機で編隊飛行をしていた。海上を飛ぶのではなく住宅地
の上を飛んでいた。地域の苦情を米軍にメールにしてわからせる
ことはできないか。その方が伝わると思う。

令和3年8月18日
午後5時10分

砂辺区

職場が砂辺にありますが、17日と18日の2日間ジェット機の騒音が
ひどいです。隣で話す声も聞こえません。どうにかしてほしいで
す。

令和3年8月19日
午前9時30分

砂辺区

砂辺区住民より家電飛行場からの航空機騒音が酷く、夜間も騒音
が続いているとの苦情が多く寄せられているので、防衛局へ強く
抗議して下さい。

令和3年8月19日
午前11時55分

宮城区

ここ最近ジェット機の騒音がひどいです。17日、18日は19:00以降
もうるさかったです。対応お願いします。

令和3年8月26日
午前10時57分

北玉区

戦闘機が３機から４機北玉小上空を通過している。爆音でうるさ
かった。

令和3年8月26日
午後2時15分

北玉区

ヘリが低空で住宅の上空を飛行していた。嘉手納飛行場に向けて
飛行しているようだ。ヘリが通過後に燃料のような匂いもした。
記録をお願いします。

令和3年8月26日
午後4時25分

砂辺区

オスプレイ２機が砂辺の浜（砂辺馬場公園内の砂浜）から砂辺住
宅地上空を通り、嘉手納飛行場に入っていった。かなり低空飛行
で振動も激しかった。オスプレイは最近部品落下もあり、住宅地
上空を飛ぶのはいかがなものかと思う。以上、情報提供です。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年8月19日
午後10時17分

北玉区

北玉区玉上からですが、いつも留守番電話の吹き込みすみませ
ん。日が暮れた後から、普天間基地のヘリが１分に２回の割合で
飛んでいて、これが１０時過ぎても飛んでいます。また、オスプ
レイも家の近所を通過して普天間基地へ向かっていましたが、爆
音も激しく家も揺れています。今もものすごい爆音が普天間基地
から響いています。昨日は連絡できなかったのですが、昨日も午
後１０時過ぎても普天間基地からものすごい爆音と低周波でもの
すごくゆれていました。玉上から普天間まで数キロありますが、
普天間基地からの揺れやがものすごく、震度１ぐらいの揺れが起
こっています。ものすごく大変です。やめさせていただけません
か。もう大変です。また何かあれば連絡します。

令和3年8月13日
午後10時52分

北玉区

北玉区玉上からですが、普天間基地のオスプレイの揺れがものす
ごいです。また、普天間基地からの爆音や振動がかなりひどい状
況です。ものすごくきついです。昨日も普天間基地のオスプレイ
が午後１２時頃まで運用していたようです。騒音、振動がものす
ごかったです。どうにかならないでしょうか。毎日大変です。

令和3年8月11日
午後11時44分

北玉区

北玉区の玉上からですが、午後１１時２０分頃普天間基地のオス
プレイが家の近所を通過してその後普天間基地に着陸したようで
すが、着陸後ものすごい爆音が聞こえてきて家や窓が揺れていま
した。ずっとホバリングしているようです。振動が激しく、体に
きています。何とかしていただけないでしょうか。今も音が聞こ
えます。きこえますか？（電話越しから音を聞かすが音は聞こえ
ず。しばらくして電話が切れた。）

令和3年8月11日
午後7時11分

北玉区

北玉区の玉上からですが、普天間基地からものすごい地響きがし
ます。かなり体がきついです。さっき玉上からＣＨ－５３ヘリが
普天間基地へ着陸していくのが見えましたが、その後３０分ぐら
い振動が全く途切れない状況です。うるさいのもそうですが、振
動で体がものすごくきついです。また昨日はオスプレイが１２時
頃まで飛んでいましたのでそれも報告します。

令和3年8月30日
午後3時0分

北玉区

今、役場の方でも飛んでいる戦闘機が北玉区でも低空飛行してい
る。ひどい爆音。

令和3年8月30日
午後3時3分

桑江区

航空機がうるさいです。防衛局に抗議します。

令和3年9月2日
午前10時30分

宮城区

航空機の演習（タッチアンドゴー）の音が酷くてワジワジーして
いる。住宅の上空での演習を行わないよう強く抗議してくださ
い。

令和3年9月9日
午後4時35分

北玉区

住宅地上空をオスプレイが傾いた状態で低空飛行していて、恐怖
を感じました。最近の部品落下と同じように落ちてくるんじゃな
いかと不安です。強く抗議します。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年9月9日
午後6時3分

宮城区

宮城区からですが、米軍のヘリコプターが家の上空を何度も飛行
しています。民家の上空を当たり前のように遠慮なしで飛行しな
いでください。とても不快です。馬鹿にしないでください。

令和3年9月14日
午後10時39分

北玉区

北玉区の玉上からですが、普天間基地のオスプレイやヘリが家の
近所を飛行してかなりうるさいです。今夜は何機も飛んでいる状
況です。また、普天間基地からのホバリング音も聞こえてきま
す。Iphone（アイフォン）の騒音測定アプリがあるのですが、先
ほどそれで測ったところ、70デシベル以上出ていました。騒音だ
けではなく、振動もものすごいです。防音工事をしている家です
が、家具や小物がガタガタと揺れいます。大変な状況ですのでな
んとかならないでしょうか。最近は少し騒音や振動が落ち着いて
きていたようですが、今夜は騒音や振動がひどいので連絡しまし
た。以前はこんな状況ではなかったです。なんとかしてくれない
でしょうか。何か私にできることはないでしょうか。よろしくお
願いします。

令和3年9月15日
午前11時20分

北玉区

北玉区からですが、戦闘機が4、5回北玉上空を飛行してる。嘉手
納基地から離陸後に旋回して北玉上空を飛行している状況。北玉
小学校の上も飛行しており、今授業中であるはずなので飛行させ
ないでほしい。低空で飛行しているようではないが、騒音がうる
さい。また、土曜日の午前中も戦闘機が北玉上空を飛行してい
て、新聞報道でF-35が土曜日に普天間基地に飛来したとの報道が
あったので、もしかしたらF-35だったのかもしれない。

令和3年9月17日
-

0

北谷町にある米軍基地はいつ返還するんですか？日中夜間問わず
飛来して迷惑です。
２０２０年春ごろより新型コロナウィルスによってお店の時短営
業や閉店を余儀なくされている現状わかりますか？
美浜アメリカンビレッジ内の観覧車も年内でなくなるという話を
聞いていますし、これ以上時短や自粛生活ばかりすると人間のコ
ミニュケーションまでなくなると体も心もむしばむ一方で希望が
持てません。
先述したように、北谷町の米軍基地はいつ返還するんですかと述
べてきましたが、野国さんは米軍基地のそばで爆音を間近で何度
も聞いたと思いますがいまだ解決に至らないので。
ご自身の両眼を見開いて今の沖縄の現実を見てください。

令和3年9月20日
午後5時27分

砂辺区

こちら字砂辺からですが、アメリカ軍の輸送機２機が低空飛行を
しています。高度は確実に１５０メートル以下だと思います。対
処をお願いします。

令和3年9月21日
午後2時40分

北玉区

１３時ごろ北玉小学校上空をオスプレイが低空飛行していた。今
は戦闘機2機が北玉区上空から普天間飛行場方面に飛んでいった。
記録お願いします。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年9月24日
午前11時0分

宮城区

砂辺団地に住んでいますが、2,3日前から航空機の騒音がひどいで
す。特に夜間19：00頃からうるさいことがありました。対応お願
いします。

令和3年9月24日
午後1時20分

北玉区

13時ごろから住宅地上空を戦闘機が飛行していて、騒音がひどい
です。対応お願いします。

令和3年9月29日
午前10時10分

北玉区

北玉小学校と私の家の真上を戦闘機２機が飛んで行った。かなり
うるさい。また、今日の7時40分頃もかなりうるさかった。朝の音
はこれまでの最高記録ではないか。抗議よろしくお願いします。

令和3年9月30日
午前10時30分

桑江区

今日の朝５時頃から飛行機が飛んでいてうるさい。昨日も同様に
ずっと飛んでいる。抗議します。

令和3年9月30日
午後3時30分

北玉区

北玉区の上空、北玉小学校の上を戦闘機が飛んでいる。北玉で
カーブをするのでとてもうるさい。昨日の午後４時ころも飛んで
いた。記録をお願いします。

令和3年10月1日
午前9時10分

北玉区

戦闘機２機が北玉区（北玉小学校上空、宇地原区）の上空を３回
飛んでいた。

令和3年10月7日
午前11時0分

宮城区

早朝から戦闘機の飛行が絶え間なく続いている。

令和3年10月1日
午後8時33分

上勢区

輸送機かオスプレイか分からないが、低空飛行で４，５分おきに
飛行している。音もものすごくうるさい。

令和3年10月13日
午前11時25分

北玉区

北玉区に住んでる者です。昨日の日が落ちた頃くらいに東から西
に向けて大きな軍用機が低空飛行をしていて怖い思いをした。一
度ではなく、数回にわたって同じコースを飛行していた。本来、
住宅地上空は飛行してはいけないはず。飛ばないように防衛局に
申し入れて下さい。

令和3年10月14日
午後2時30分

北玉区

先ほど軍用機が家の上を飛んでいた。アメリカでは飛行機が民家
に落ちている。抗議してください。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年10月13日
午後5時52分

0

町内に在住している者ですが、夕べから戦闘機がずっとうるさい
です。すごい音で飛んでいます。（※行政区不明）

令和3年10月14日
午後6時5分

美浜区

美浜区からですが、桑江中学校の上空を戦闘機が２機連続で低空
飛行しています。やめてほしいです。街の上を飛ばないでくださ
い。

令和3年10月20日
午後2時23分

桑江区

今日も朝から爆音がひどい。何かと思う。信じられない。防衛局
に抗議してください。

令和3年10月20日
午後4時0分

桑江区

嘉手納飛行場の戦闘機が朝からうるさいが、今も飛んでいてうる
さい。抗議します。

令和3年10月20日
午後4時57分

上勢区

戦闘機が朝からうるさいです。早朝もうるさかったのですが、今
もうるさいです。話し声も聞こえないし、落ち着きません。どう
にかしてください。

令和3年10月21日
午前9時0分

宮城区

最近、基地からの騒音・離着陸回数が増加しており、町はこれま
で防衛局に対して抗議を行っていると思うが、今までとは違う形
で抗議してみてはどうか。

令和3年10月27日
午後4時52分

北玉区

たった今、米軍の飛行機が自宅の上空を飛んで行った。うるさい
し、物が落下したら危ない。申し入れてください。

令和3年10月29日
午前11時16分

桑江区

訓練なのか分からないが、朝からうるさくてイライラする。爆発
しそうになる。防衛局に抗議します。

令和3年10月29日
午前11時17分

北玉区

北玉小上空を戦闘機2機が低空飛行に近い飛行をしている。記録お
願いします。

令和3年11月2日
午後4時57分

上勢区

上勢頭に住んでいるが、おとといから昨日にかけて飛行機がうる
さかった。昨日は、昼12時頃、おとといは夜中の２時頃。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年11月4日
午後4時40分

上勢区

上勢に住んでいる。滑走路の運用がランウェイ５でオーバーヘッ
ドパターンを使用している。上勢区は、ランウィンドレグの直下
にあるので今日は、被害が大きかった。昨日は、砂辺の方まで被
害はあると思う。

令和3年11月5日
午前10時2分

北玉区

戦闘機がとてもうるさい。飛ぶ高さも低い。今週の月・火・水曜
日も戦闘機がお昼に飛んでうるさかった。昼は皆、休憩しご飯を
食べる時間だが、お昼にうるさいのは許せない。昼に飛ぶのは絶
対にやめてほしい。強く申し入れてください。

令和3年11月5日
午前10時13分

栄口区

今日、飛行機の爆音がすごい。最近引っ越してきたが、このよう
な状況が続くと頭がおかしくなる。飛行機を止めさせるようにお
願いします。

令和3年11月5日
午前10時10分

北前区

ホームページを見て電話をしている。今日の午前１０時ころ、戦
闘機がうるさかった。昨日の夜８時ころもひどかった。このよう
な環境で子どもを育てるのは大変。

令和3年11月5日
午後2時0分

美浜区

今日は戦闘機の音がものすごくうるさい。なにかあったのか。

令和3年11月5日
午後2時8分

桑江区

今日も飛行機がとてもうるさいです。抗議します。

令和3年11月8日
午前9時0分

北玉区

8：40頃から北玉小学校上空を戦闘機2機が飛んでいる。体育館の
上を2.3回飛んでいた。記録お願いします。

令和3年11月15日
午前10時28分

北玉区

朝7時頃から飛行機の騒音がひどいです。２機飛んでいました。ま
た、オイルが焦げたようなひどい臭いもしました。
10時ごろには輸送機のような飛行機も飛んでいました。対応よろ
しくお願いします。

令和3年11月17日
午後3時28分

桑江区

嘉手納基地の戦闘機がとてもうるさいです。非常にイライラする
し精神的にきています。防衛局に抗議をお願いします。

令和3年11月18日
午後1時45分

桃原区

今日は戦闘機が非常にうるさいがなにかあったのか。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年11月18日
午後1時47分

桑江区

今日は嘉手納の米軍機の騒音がうるさいですがなにかあったので
すか。普段は外にいるとうるさいと感じるが、今日は家の中でも
非常にうるさい。

令和3年11月24日
午後3時32分

0

家の上からジェット機が飛んでいてうるさい。昨日の夜もオスプ
レイが飛んでいた。上から飛ばないように言ってください。（※
行政区不明）

令和3年12月8日
午後3時7分

北玉区

先週からずっとですけど、昨日、今日も朝８時頃から頻繁に北玉
小学校上空を戦闘機が飛んでうるさい。記録お願いします。

令和3年12月10日
午前9時23分

北玉区

数分前、北玉小学校上空と玉上付近を戦闘機１機が飛んでかなり
爆音だった。今もさっきのとは別の戦闘機３機が役場の方を飛ん
でいる。記録お願いします。

令和3年12月14日
午前9時10分

北玉区

北玉小学校上空を戦闘機が低空飛行に近い形で飛んでいる。すご
い爆音。今、役場の方にも２機飛んでいる。記録お願いします。

令和3年12月14日
午前10時54分

北玉区

朝にも電話したんですけど、今家の上空を飛行機のおなかが見え
るくらいの距離で飛んでいる。爆音もすごくて、電話もテレビも
ラジオも聞こえない。今日は特にうるさくてイライラしている。
しっかり記録して下さい。

令和3年12月15日
午前6時27分

北前区

北前区からですが、向いの米軍基地から大騒ぎの音や大音量の音
がしてうるさいです。１時間半前から現在にかけてうるさい。訓
練をやっているようだが、どうにか苦情を訴えていただけない
か。とりあえず今日に限ったことではなくよくある。

令和3年12月15日
午前10時18分

北玉区

昨日から爆音でうるさい。8時前から爆音がしている。北玉小上空
も飛んでいるし、私の自宅上空も飛んでいる。北玉小学校でも騒
音が記録されていると思う。記録お願いします。

令和3年12月16日
午後3時32分

桑江区

朝からずっと騒音がひどいです。防衛局へ抗議します。

令和3年12月16日
午後4時56分

桑江区

ジェット機の騒音がひどいです。なんとかしてほしい。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和3年12月20日
午後3時26分

上勢区

昨日は夜9時ごろ、本日は朝8：00前からジェット機の騒音がひど
いです。なんとかしてほしい。

令和3年12月21日
午後4時30分

北玉区

戦闘機が北玉小学校上空を何回も飛んでいる。また、午前中は普
天間基地のオスプレイが玉上上空でホバーリングをしていた。

令和4年1月4日
午後1時0分

宮城区

30分前に宮城にあるサンエーに行ったら、軍服のまま買い物をし
ている女性がいてすごい不愉快。日常に入らないでほしい。コロ
ナも増えてる中で外に出て買い物なんてどういう神経してるの
か。基地から出さないように言ってください。

令和4年1月5日
午後4時0分

砂辺区

区民から馬場公園で米軍人等がマスクを着けないいまま公園を利
用していたと連絡があったので情報提供した。馬場公園ではマス
クを着けない米軍人がよくいる。

令和4年1月7日
午前11時40分

砂辺区

米軍のコロナ感染について、先ほど広報担当部署に連絡したのだ
が、この件については基地部署に連絡するよう伝えられ連絡し
た。米軍からかなりの新型コロナの感染者が出ている。砂辺地域
は米軍人の居住者が多く住んでおり、米軍での感染が拡大し続け
ると砂辺地域の住民は被害を受けることになる。町の基地行政と
してこの件についてどう考えているのか。

令和4年1月13日
午前9時30分

北玉区

戦闘機が北玉小学校上空を飛んでいる。昨日もうるさかったが、
今日は特にひどい。電話やラジオの音もほとんど聞こえなかっ
た。戦闘機の数や飛行回数も増えているように感じる。防衛局に
抗議したい。

令和4年1月14日
午前10時45分

砂辺区

砂辺の米軍人住宅街の中に住んでいる者だが、基地内の学校は現
在休校中であるのか？最近外国人の子ども（おそらく米軍関係者
の子どもと思われる）が日中マスクを着用せず私の家の周囲で遊
んでおり、また家の敷地内に入って遊んでいる状況がある。昨今
の新型コロナ感染拡大の状況もあるため非常に不安である。マス
クを着用させるよう指導・周知してもらえないか。

令和3年1月7日
午後1時30分

0

最近米軍人のコロナ感染が拡大しているが、町としてどう考えて
いるか。私は宜野湾市在住ですが、美浜付近で仕事をしてる。ク
リスマス頃も美浜では米軍人がかなり出歩いており、仕事柄米軍
人を基地へ運んでいる（おそらくタクシー運転手）のだが、大規
模な感染が発生しているキャンプハンセンの軍人等を乗せること
が多く、北谷でコロナが感染拡大しないかとても心配である。ま
た、歩いている米軍人を見るとマスクも着用していない者も見か
ける。町としてはこの状況をどう考えているか。また、マスク着
用をしているのか見回り等を強化できないか。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和4年1月20日
午前10時20分

北玉区

北玉小学校や玉上地域の上空を米軍機が飛んでおり騒音がひど
い。昨日も騒音がひどかった。

令和4年1月31日
午前10時30分

北玉区

北玉小学校付近をまた低空飛行していた。機種が違う彦機が２機
飛んでいた。

令和4年2月1日
午後4時40分

桑江区

嘉手納飛行場の飛行機うるさくてイライラします。防衛局に抗議
します。

令和4年2月1日
午後4時50分

上勢区

飛行機の音がうるさい。どうにかして下さい。今もですけど、お
昼も会話ができないほどうるさかった。

令和4年2月3日
午後4時0分

北玉区

昨夜地鳴りのような音が普天間飛行場側から聞こえてきて非常に
うるさかった。南風が吹くと普天間飛行場の騒音がよく聞こえる

令和4年2月2日
午後7時22分

北玉区

北玉区玉上からですが、普天間基地のヘリやオスプレイの揺れが
ものすごいです。ずっとホバリングしているようだ。また、普天
間基地からの爆音や振動もかなりひどい状況です。ものすごくき
ついです。どうにかならないでしょうか。毎日大変です。前はこ
んな状況ではなかったが、オスプレイが配備されてからひどく
なったように感じる。
（2/2 PM8:51、2/3 AM7:07にも同一人物から同様の内容の苦情あ
り。）

令和4年2月8日
午後2時36分

宮城区

朝から今も戦闘機がうるさい。夜勤とかで寝てる人もいるので非
常に迷惑。どうにかしてください。

令和4年2月16日
午前11時52分

北玉区

米軍の軍用機が自宅の上空を飛行している。昨夜も午後９時３０
分頃まで軍用機が自宅上空を飛行していた。防衛局に申し入れを
お願いします。

令和4年2月16日
午後4時20分

北玉区

今飛んでいた飛行機の爆音がひどい。16時頃にもお家の上を戦闘
機2機が飛んでいて家が揺れるくらい爆音がひどかった。記録お願
いします。
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第３号様式

日　　時 行政区名 内　　容

総務部　基地・安全対策課

令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

令和３年度　航空機騒音等苦情内容一覧

令和4年2月25日
午前11時25分

上勢区

米軍の戦闘機がうるさい。苦情として記録をお願いします。

令和4年2月25日
午後4時35分

北玉区

米軍の戦闘機が何度も住宅地上空を飛行してうるさい。輸送機も
何度も低空飛行していて恐怖を感じます。対応お願いします。

令和4年3月3日
午後3時10分

0

米軍の戦闘機がうるさい。朝も６時からエンジン調整の音がうる
さかった。

令和4年3月8日
午後3時20分

0

モスバーバー周辺やイエローハットのところでヘリコプターが２
時間くらい飛んでいた。低空飛行で飛んで騒音がひどい。子ども
耳をふさいでいた。どこのヘリコプターなのか調べて連絡してほ
しい。

令和4年3月10日
午後1時15分

0

昨日の21時頃、嘉手納基地からサイレンが聞こえたが、何かあっ
たのか。

令和4年3月31日
午前12時0分

0

日中、夜間、飛行機の音がうるさい。人の話や会話も騒音で
シャットアウトされる。基地に頼らない街づくりを急げ。
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