
苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名 30.1.23（火）0951及び1235頃 広島県広島市佐伯区五日市町上河内 ・オスプレイが飛行し、うるさかった。大きな音にとても驚いた。

中国四国防衛局

地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年１月分）



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

市職員１名及び
住民４名

①30.1.22（月）2100-2200頃又は
30.1.23（火）の2100-2200頃
②30.1.30（火）1815頃
③30.1.31（水）1230頃
④30.1.31（水）1240頃
⑤30.1.31（水）1755頃

①広島県江田島市能美町
②広島県江田島市江田島町切串
③⑤広島県江田島市大柿町大原
④広島県江田島市江田島町中央

・①航空機が北へ飛行し、うるさかった。平日だと、毎日午後５
時半から６時半にかけて、能美島を１周している。鹿川（かのか
わ）地区→三高（みたか）地区→野登呂山（宇根山）という経
路。
・②航空機が飛行し、うるさかった。クマン岳から古鷹山にかけ
て、何度も旋回している。
・③航空機が飛行し、うるさかった。１月に入り、頻繁に飛行し
ている。陀峯山（だほうざん）を旋回し、爆音を響かせる。夕方
以降は飛行範囲を拡げているようだ。１日中、ひっきりなしに聞
こえる。いつまでなのか。どうなっているのか。
・④航空機が飛行し、うるさかった。最近、朝から夜遅くまで米
軍機と思われる飛行機の音が頻繁に聞こえる。何かあるのか
と思って連絡した。
・⑤航空機が飛行し、うるさかった。騒音の苦情が多発したた
め、市役所屋上にて確認。南西・西・東にそれぞれ、米軍機の
ものと思われる飛行機雲を確認。１０分程度の間、絶えず飛行
機の音が聞こえた。

住民２名
①30.1.30（火）0900-1300頃
②30.1.31（水）1340頃

①広島県呉市倉橋町鹿島上
②広島県江田島市大柿町柿浦

・①複数の航空機が低空で飛行し、とてもうるさかった。１機通
り過ぎたらまた１機と複数の機体が飛行していた。自治会長に
確認したところ、機体の字が見えるぐらいの高度を飛行してい
たとのことだった。家の窓ガラスがビリビリとなる。頭痛がする。
・②ヘリコプターが飛行し、うるさかった。防音対策がされていな
い古い家に住んでいるが、ここ２～３日、揺れるような轟音がひ
どく耳障りな状態が続いている。病気ならば苦しく悪化する。高
齢者には特に体に悪い。テレビを付けていても全く聞こえない
ほどだ。すぐにやめさせろ。１０年前に自衛隊機が上空を低空
飛行しうるさすぎたので苦情を言ったらすぐやめてその後静か
だった。一刻も早くこの上空で米軍機を飛ぶのをやめさせろ。

住民１名 30.1.31（水）1820頃 広島県呉市郷原

・戦闘機が飛行し、うるさかった。５分間位すごくうるさかった。
旅客機は遥か上空を飛んでおり、米軍機の機体である。自宅
横にある高速道路のトラックの走行音よりすごい音だ。一昨年
はなかったが、昨年夏頃から騒音がひどくなった。ヘリコプター
は真上を飛んできてUターンしている。飛行ルートが変わったの
であれば、対策を考えなければならない。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民1名
①30.1.30（火）2000頃
②30.1.30（火）2050頃
③30.1.31（水）1110頃

①②③広島県広島市佐伯区湯来町伏谷
・①②③航空機２機が南から北へ飛行し、うるさかった。ここ半
年くらい毎日、午前中と午後にそれぞれ３回くらい、また夜にも
飛行がありとても不安だ。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はそ
の他の航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名 30.2.15（木）1200-1400頃 広島県広島市佐伯区藤の木
・正確な時間は覚えていないが、１２時から１４時に爆音を聞い
た。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はそ
の他の航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。

中国四国防衛局

地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年２月分）



住民６名
市職員１名

①30.3.25（日）1200頃
②30.4.4（水）2100頃
③30.4.5（木）1100～1210頃
④30.4.6（金）1400頃
⑤30.4.17 （火）1158頃
⑥30.4.23（月）0817頃
⑦30.4.23（月）0820頃

①広島県広島市中区
②広島県広島市安佐南区八木
③広島県広島市佐伯区海老山
④広島県広島市佐伯区藤の 木
⑤広島県広島市西区小河内
⑥広島県三次市川の 駅常清
⑦広島県広島市中区江波

・①航空機が 飛行し、うるさか っ た。形が はっ きり分か る非常に
小さな機体が 旋回しているの を見た。
・②④航空機が 飛行し、うるさか っ た。
・③航空機が 編隊で飛行し、うるさか っ た。１５分～２０分間隔で
４回飛行した。
・⑤航空機１機が 飛行し、うるさか っ た。
・⑥ホーネッ ト１機が 飛行し、うるさか っ た。目視の 状況で高度
約１０００ｍ以内と思われる。
・⑦航空機の 騒音が 聞こえた。姿は見えなか っ たが 、早朝であ
ることや音か ら旅客機でないと感じた。

注：本表は、地方自治体及び住民か ら地方防衛局に 寄せられた米軍機の 飛行に 係る苦情等の うち、自衛隊機の 該当が なか っ たもの に つ いて、米軍機、民航機又はそ
の 他の 航空機の 飛行に よるもの であっ た可能性が あるとして記載している。

苦情等申出者
(苦情等申出者数）

要概の等情苦域地行飛時日行飛

住民１名 30.4.11（水）1820頃 広島県呉市灰ヶ峰
・呉市北東の 灰ヶ峰付近でいつ もよりうるさい飛行種類に よる
騒音が あっ たの で、どこの 所属か 確認して欲しい。

中国四国防衛局

地地方防衛局に 寄せ られた航空機騒音苦情一覧（平成３０年４月分）



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名

30.5.9（水）
①0811頃、②1058頃、③1507頃、
④1706頃、⑤1847頃、⑥1902頃、
⑦1912頃、⑧1958頃、⑨1959頃、
⑩2000頃

①～⑩広島県廿日市市峠

・①②⑧航空機が自宅真上を飛行し、とてもうるさかった。
・③戦闘機３機が、自宅から東へ３０ｍ上空を北から南へ低
空で飛行し、とてもうるさかった。機体はかなり大きく確認で
きた。
・④戦闘機１機が自宅真上を南東から北西へ飛行し、とても
うるさかった。
・⑤戦闘機１機が自宅真上を南から北へ飛行し、とてもうるさ
かった。
・⑥戦闘機２機が自宅から北へ３０ｍの上空を南から北へ飛
行し、とてもうるさかった。
・⑦戦闘機１機が自宅真上を南から北そして東へすぐに方向
転換し、とてもうるさかった。
・⑨⑩航空機が飛行し、とてもうるさかった。
・①～⑩自宅を中心として、半径１ｋｍ圏内の飛行を中止す
るよう要請して下さい。

苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名

①30.4.19（木）1559頃
30.4.30（月）②1332頃、③1423頃、
④1914頃、⑤1917頃、⑥2032頃、
⑦2050頃、⑧2104頃、⑨2219頃

①～⑨広島県廿日市市峠

・①自宅の真上を北東から南西方向へ戦闘機が飛行し、超
大爆音（家がゆれる程）。その後も７～８回飛行した。
・②～⑨自宅の真上を航空機が飛行し、とてもうるさかった。
・①～⑨平日は連日２０～３０回爆音に悩まされており、どう
にかして欲しい。自宅を中心として半径１ｋｍ以内を飛行禁
止にするよう米軍に伝えて欲しい。

中国四国防衛局

地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年５月分）



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名

30.5.10（木）
①0908頃、②0911頃、③0920頃、
④0954頃、⑤1026頃、⑥1030頃、
⑦1033頃、⑧1035頃、⑨1038頃、
⑩1100頃、⑪1102頃、⑫1104頃、
⑬1505頃、⑭1636頃、⑮1957頃、
⑯2007頃、⑰2029頃、⑱2035頃、
⑲2044頃

①～⑲広島県山県郡北広島町

・①②③④⑩⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲航空機が飛行した。
・⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫航空機が飛行し、とてもうるさかった。
測定実績
測定時間：⑤1026、⑥1030、⑦1033、⑧1035、⑨1038、⑪
1102及び⑫1104
観測地点：⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫北広島町役場八幡出張所
最大値：⑤85.5dB、⑥102.2dB、⑦101.1dB、⑧96.9dB、
⑨102.7dB、⑪80.7dB、⑫82.8dB

住民１名 30.5.15（火）0847頃 広島県広島市安佐南区西原

・朝早くから米軍機が上空を飛ぶとは何だ、やめさせろ。戦
闘機の爆音が轟き怒っている。機影は確認できないが飛行
機雲がはっきり残っている。米軍機かはっきりさせろ。すぐに
国に確認し返事をしろ。

住民１名 30.5.15（火）0845頃 広島県広島市西区小河内町
・航空機が南西に飛行し、うるさかった。大きな音がする回数が
多くなり、今日も大きな音がしてとても心配である。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民３名
30.8.6（月）①0945頃及び②1300頃
30.8.14（火）③0932頃

①
広島県廿日市市阿品台
広島県廿日市市桜尾廿日市高校付近
広島県広島市佐伯区三宅
②広島県廿日市市宮島
③広島県廿日市市大野浦

・①②航空機の爆音でテレビの音が聞こえなかった。広島原爆
の日であり米軍機は飛ばないとの取り決めがされているのでは
ないか。
・③航空機の爆音でテレビの音が聞こえなかった。お盆期間中
であり米軍機は飛ばないと取り決めがされているのではない
か。

住民２名

30.8.28（火）①0900～1000頃、
②2053頃、③2057～2110頃、
④2116頃、⑤2131～2203頃、
⑥2138頃、⑦2150頃、⑧2155頃、
⑨2156頃、⑩2157頃、⑪2202頃、
⑫2205頃、⑬2210頃、⑭2212頃
及び⑮⑯2100～2200頃

①広島県広島市西区小河内町
②～⑭広島県廿日市市
⑮広島県江田島市
⑯広島県広島市

・①航空機６機が北東から南西へ飛行した。
・②航空機１機が宮島方面から広島方面へ飛行した。
・③航空機が宮島方面へ飛行した。
・④⑤航空機１機が宮島方面を南東に飛行し、継続的に爆音が
聞こえた。
・⑥航空機が飛行し、轟き音が繰り返し聞こえる。
・⑦航空機がすごい音で飛び回り、テレビの音も聞こえない。
・⑧航空機の爆音はすごい。時間も長い。
・⑨航空機の飛行音があまりにひどいので電話した。雷かと
思った。何の訓練か不安。阿品台北に住んでいる娘が、「たび
たびうるさかった」と言っている。風呂に入っていても落ち着かな
かった。
・⑩航空機の爆音が何度も何度も聞こえる。
・⑪軍用機が阿品台上空を大きな音を立てて飛行。５～６回は
行きかっている。
・⑫航空機が、岩国方面から広島方面へ轟き音を響かせながら
飛行した。
・⑬航空機２機が宮島方面を南東に飛行した。
・⑭航空機が飛行し、すごい音だった。
・⑮午後９時台～１０時台まで約１時間ウルサかった。江田島上
空を我が物顔で飛び回った。灯火で２機編隊であることが分
かった。大柿は盆地なのでどういうふうに旋回しているのか分か
らないが、何度も繰り返し飛行し、たまらなかった。こんなに長時
間続くという経験はない。
・⑯航空機が飛行し、雷のような音が断続的に続いた。気象庁
に確認したら「気象に係る音はない」とのこと。落ち着かない夜
を過ごした。

中国四国防衛局

地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年８月分）



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民２名 30.8.30（木）2030～2200頃 広島県江田島市

・米軍機とみられる機体２機または３機が西から江田島市能美
上空方向に飛んできて、ぐるぐる周回し騒音がひどかった。連日
同じ時間帯に飛んでいる。何か予定されているのでないか。周
回を繰り返し、岩国方面に引き返していた。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はその
他の航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名 30.9.6（木）0930～0931頃 広島県三好市君田町櫃田
・深緑色の航空機１機が沓ヶ原（つがはら）から日本谷へ向
かって低空で飛行し、うるさかった。

住民１名
①30.9.18（火）1900頃
②30.9.19（水）1900～2150頃

①広島県廿日市市大野
②広島県廿日市市阿品

・①２機のヘリコプターが大野瀬戸を低い高度で爆音を出し、
西から東（広島市方面）に宮島の鳥居の前を飛行して行った。
低い高度と爆音で怖い。国はこの状況を理解していないのか。
米軍に対して何も言わないのか。米軍に対して飛行しないよう
要請しろ。
・②２機のヘリコプターがフジグランのマンションよりも低い高度
で爆音を出しながら西から東へ飛行している。昨日も飛行して
おり、不安である。暗闇に爆音をとどろかせながらで恐ろしい。
飛行しないように県・国に言ってほしい。普天間から岩国基地
にヘリが６機来ているのでそのヘリではないのか。確認してや
めさせろ。

中国四国防衛局

地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年９月分）

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はそ
の他の航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。



令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日
防 衛 省

中国四国防衛局

地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年１０月分）

苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民２名
30.10.17（水）①0830頃、②0924頃及び
③0925頃
30.10.18（木）④1552

①②③広島県西区小河内町
④広島県広島市東区温品

・①②③航空機３機が北東から南西へ飛行した。このところ連
日のように朝・夕方に飛行している。特に日曜日は日中も飛行
している。
・④ホーネット１機が北から南へ飛行し、うるさかった。近所の
子どもたちも騒ぐほど大きな音で低空飛行していた。

住民１名 30.10.18（木）①1600頃及び②1830頃
①広島県広島市佐伯区八幡
②広島県廿日市市大峰山の麓

・①②航空機が北から南へ飛行し、うるさかった。

住民１名 30.10.23（火）1300頃
広島県広島市佐伯区五日市
（河内小学校付近）

・雲の中から腹に響くような音が聞こえた。曇っていて機体は見
えないが、プロペラ機の音であり、以前晴天時に目撃したこと
がある空中給油機のＫＣ－１３０と同じ音だと思う。日時は覚え
ていないが、このところ頻繁にジェット機やプロペラ機の音が聞
こえる。曇りの日は特に音が響いて聞こえる。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はそ
の他の航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。



令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日
防 衛 省

中国四国防衛局

地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年１１月分）

苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民２名
30.11.22（木）
①0440頃、②0443頃及び③0445頃

①②広島県広島市南区皆実
③広島県広島市東区中山

・①②目視はしていないが、戦闘機ではなく輸送機が飛行し、
爆音が響いた。
・③航空機が飛行し、爆弾が落ちたような音が響いた。

住民２名

30.11.27（火）①～③0530頃
30.11.28（水）④0510頃、⑤0523頃、
⑥0526頃、⑦⑧0530頃、⑨1044頃、
⑩1101頃、⑪1110頃、⑫1115頃、
⑬1136頃、⑭1142頃、⑮1146頃、
⑯1217頃、⑰1224頃、⑱1418頃及び
⑲1425頃
30.11.29（木）
⑳0500頃及び㉑㉒0530頃

①⑦㉑広島県廿日市市（廿日市バイパス
佐方パーキング付近）
②⑧㉒広島県廿日市市阿品
③④⑳広島県広島市安佐南区高取
⑤⑥広島県廿日市市（廿日市高校付近）
⑨～⑲広島県広島市佐伯区五日市（河
内小学校付近）

・①～⑧⑳～㉒プロペラ機が早朝、爆音とともに飛行し、腹立
たしい。我慢にも限界がある。
・⑨⑫～⑰プロペラ機が飛行し、うるさいというよりも恐ろしさを
感じる。
・⑩⑪プロペラ機１機が南から北へ飛行し、うるさいというよりも
恐ろしさを感じる。
・⑱⑲ドーンという雷が落ちたような音がして、ちょうど鳴ってい
た小学校のチャイムが聞こえなくなった。

県議会議員１名
市議会議員１名

30.11.30（金）
①②0500頃及び③④0515頃

①広島県広島市東区中山峠
②広島県広島市安佐南区高取
③広島県広島市東区中山
④広島県広島市南区皆実

・①③④早朝に上空で爆音がした。
・②上空で爆音がした。何が飛んでいたのか確認したい。ここ
数日（３日くらい）連続で同じような時間帯にすごい音がしてい
ると住民からとても不安だとの声が多く寄せられている。至急
確認して回答がほしい。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はその他の
航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。



令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日
防 衛 省

中国四国防衛局
地地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年１２月分）

苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１名 30.12.3（月）0500頃 広島県広島市安佐南区中筋

・先週からほぼ毎日早朝５：００頃、住宅地上空をヘリコプター
と思われる機体が西方向へ低空で飛んでいる音や光を確認し
ており、この機体が防衛省関係のものか確認して頂きたい。ま
た防衛省関係のものならば、飛行の目的も教えていただきた
い。暗くてはっきり目視できたわけではないが、今までこのよう
なことは無かったので不気味に感じている。

住民１名 30.12.5（水）0513頃 広島県広島市安佐北区可部

・早朝で暗く機影がはっきり見えていないが、米軍機が１機、か
なり大きな音をたて連日飛んでいる。大きな音をまき散らしてい
る。時期的に艦載機が岩国に戻ってきたニュースがあったり
と、符号する。なお、ここ１０日間程度、毎日１機が早朝５時くら
いに続いている。近隣の者も心配している。５月に岩国基地で
タッチアンドゴーの爆音をまきちらしていたが、同じ音がしてい
る。

住民３名
30.12.6（木）①0510頃、②0513頃、
③0514頃及び④0518頃

①広島県広島市安佐南区高取北
②広島県山県郡北広島町千代田
③④広島県広島市安佐南区相田

・①１１月２６日から１１日連続で早朝５時頃飛んでいる。毎日
重低音がして飛び睡眠妨害だ。住民はとても不安に思ってい
る。必ず２機飛んでくる音がする。（１機通過後、もう１機が飛ん
でいる）
・②上空で旋回しているが、なぜ飛んできているのか何が飛ん
でいるのか。プロペラ機の音が朝夜問わずしょっちゅう聞こえ
不快だし、住民の心配が増しているのでやめるようにしてほし
い。
・③④航空機が飛行し、うるさかった。

住民２名 30.12.7（金）①②0500頃
①広島県広島市安佐北区倉掛
②広島県広島市東区戸坂

・①うるさくて寝られない。
・②早朝で機体は見えないが、地響きがするほどの爆音であ
り、かなり低空を飛行しているように思う。今朝の新聞では事
実確認に２、３か月かかるとの中国四国防衛局のコメントが
あったが、このところ連日同時間帯に飛行音が聞こえているの
に、そんなに待っていられない。

住民１名 30.12.10（月）0500～1200頃 広島県広島市佐伯区藤の木
・このところ、連日、ひっきりなしに飛んでいる。特に今日は立
て続けに飛んでいる。腹にしみるような音であり、こんな場所に
住むのではなかった、と思うほどだ。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民１３名

30.10.4（木）①1419頃
30.11.21（水）②0510頃
30.12.2（日）③0500頃
30.12.5（水）④0504～0510頃
30.12.6（木）⑤0346頃
30.12.7（金）⑥0700頃
30.12.10（月）⑦0500頃、⑧1247頃
及び⑨1433-1559頃
30.12.11（火）⑩0500頃、⑪0530頃、⑫
0830-0900頃、⑬0917頃、
⑭0938頃及び⑮0940頃

①広島県廿日市市上平良
②広島県廿日市市四季ヶ丘
③広島県廿日市市宮園
④広島県廿日市市宮島口西
⑤広島県廿日市市青葉台地区
⑥広島県廿日市市串戸
⑦⑩広島県廿日市市本町
⑧⑨広島県広島市西区小河内
⑪⑮広島県広島市佐伯区藤の木
⑫広島県広島市佐伯区観音台
⑬広島県廿日市市阿品台
⑭広島県廿日市市宮内

・①航空機が北西方面へ飛行して行った。曇っていて機体は確認
できなかったが、かなりの爆音だった。
・②テレビの音が聞こえなくなるようなものではないが、低くうなる
ような音が長く続いて、目が覚めた。頭痛がした。
・③航空機１機が飛行した。早朝より、耳栓をしていても音が聞こ
える。会話は聞こえると聞こえないの中間くらいの音でかなりうるさ
い。一日中、数時間おきに飛んでおり、低周波で頭が痛くなり気分
が悪くなった。１２月に入ってから日曜以外毎日５時頃から飛んで
おり、精神的におかしくなりそう。
・④爆音で目が覚めた。安眠妨害である。早朝の飛行はやめて欲
しい。
・⑤過去に何度もある。夜間は２２時～４時と非常識すぎる。２２～
２４時では爆音もあった。毎度目が覚める。フライトレーダーアプリ
で見ても映らない。間違いなく米軍機だろう。
・⑥ヘリコプター１機（赤い印）が低空飛行で飛んでいた。毎朝飛ん
でいる。
・⑦⑩朝５時ごろに得体の知れないゴーという音が聞こえ気分が悪
い。
・⑧⑨１１月後半から、連日、早朝から飛行機が低空で飛び続けて
いる。正確に回数を覚えていないが、かなりの数である。
・⑪⑮連日、引っ切り無しに米軍機か自衛隊機かが飛んでいる。
毎日回数を記録していたが、こう続くとしんどいので、昨日は１４回
の時点で記録をやめた。特にここ数日がひどい音がする。これま
では、宮島～五日市、窓ヶ山に向けて飛んでいたが、最近は右に
左にとあちこちに飛んでいる。ここ数日も、毎日午前５時過ぎに飛
んでおり、先日墜落したＫＣ－１３０と一緒のように見えるので怖
い。プロペラの音がし、ものすごくうるさい。ドーンという何とも言え
ない音もし怖さが増す。恒常的に飛んでおり、今朝は５：３０頃に２
回飛び、目が覚めた。このような状態が続くようだと本当に困る。
昼間は廿日市大橋近くで仕事をしているが、騒音がじゃまになる。
岩国市に住む友人に聞いたが、そんな音はしていないと言ってい
る。広島県側に飛ぶからだと思う。ここ数日の例で言えば、午前９
時頃南（南西）～北（北東）方面に、岩国～可部方面に向け飛んで
いる。インターネットで調べたところ、ＦＡ１８ホーネットやＦ３５Ｂの
ドーンという音に似ていてとてもうるさい。わざわざ電話はしていな
いのかもしれないが、近隣の住民もみんな不安に思っている。県
や市も職場の佐伯区職員に聞き取り調査をするなど、積極的に対
応してほしい。
・⑫一週間位前からよく飛んでいるが、今日は特にうるさかった。
・⑬ここ最近多い。
・⑭連続で聞こえる。今日のは怒りを覚えた。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民８名

30.12.10（月）①0500頃及び②0515頃
30.12.11（火）③0400頃、④0515頃、⑤
0905頃、⑥1000頃及び⑦1800頃
30.12.12（水）⑧⑨0400頃、
⑩0500頃、⑪0505～0515頃及び
⑫0512頃

①広島県山県郡北広島町有田
②④⑫広島県山県郡北広島町本地
③⑥⑦広島県広島市安佐北区高陽
⑤広島県廿日市市住吉
⑧広島県広島市東区戸坂
⑨広島県広島市中区吉島
⑩広島県山県郡北広島町都志見
⑪広島県広島市安佐南区緑井

・①低い音だった。何が飛んでいるのか知りたい。
・②⑫長く低い音だった。何が飛んでいるのか知りたい。
・③⑥⑦航空機が飛行し、うるさかった。
・④長く低い音で１機通過後にもう１機通過。何が飛んでいるの
か知りたい。
・⑤曇っていて何が飛んでいるのかは見えないが上空で、とに
かくすごい大きな音がしている。新聞にも出ていたが、数日、こ
のような状況が続いている。四国沖の事故の件もありとても不
安でたまらない。
・⑧このところ、朝方にゴーッという地鳴りのような音がしてお
り、何が飛んでいるのか気になる。
・⑨鈍い音であっぱくされるような低音に、寝床の中で不安に
なった。しばらく続いたので、我が家に向かってくるようないや
な音だった。何なのか。
・⑩エアコンの音かと思ったが、長く低い音。何が飛んでいるの
か知りたい。
・⑪いつ頃か分からないが、ここ最近、連日同時間帯に航空機
が飛ぶ音がする。米軍機にしては音が小さい気もするし、自衛
隊機が飛ぶこともあるのだろうか、と家族と話している。何が飛
んでいるのか分からないので不気味である。

住民２名 30.12.13（木）①0500頃及び②0510頃
①広島県広島市佐伯区美の里
②広島県山県郡北広島町本地

・①プロペラ機１機が、早朝５：００～５：１５の間に飛んでおり、
すごくうるさい。（始期は不明、少なくとも今週はずっと飛んでい
る。）一番眠りたい時間に毎日起こされる。我慢ならない。近所
の人も同じことを言っている。すぐ飛ぶのをやめさせてほしい。
こんな非常識な時間の飛行は、日本的な考え方にはない。昼
間に飛んでいる米軍機と同じ音だ。行政はやめさせるよう対応
してほしい。
・②今日も長く低い音だった。何が飛んでいるか知りたい。

住民１名 30.12.14（金）0500頃 広島県広島市安佐南区緑井
・何週間も毎朝５時頃航空機のプロペラ音がしている。米軍機
ではないかと思っているが、一体何をしているのか。不安なの
で教えてもらいたい。



苦情等申出者
(苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

住民４名

30.12.10（月）①0805頃、②0925頃、
③0930頃及び④0940頃
30.12.11（火）⑤0515頃、⑥0815頃、
⑦0840頃、⑧0900頃、⑨1000頃、
⑩1105頃及び⑪1635頃
30.12.12（水）⑫0400頃、
⑬0400～0820頃、⑭0515頃、⑮0520頃、
⑯0815 頃、⑰0930頃、⑱0940頃、
⑲1110頃及び⑳1140頃
30.12.13（木）㉑0400～1128頃

①～⑪⑭～⑳広島県廿日市市
⑫広島県廿日市市阿品台
⑬広島県廿日市市大野（深江）
㉑広島県廿日市市串戸

・①～⑪⑭～⑳最近早朝の飛行が多い。どうにかしてほしい。
・⑫朝４時から爆音がして目が覚める。不安でたまらない。また
最近の早朝の飛行で気が狂いそうである。国、県に対し飛行し
ないよう米側に申し入れをしてほしい。時間外運用をしていると
のことであるが、基地周辺住民のことを考えるよう県を通じて、
国に訴えてほしい。
・⑬朝４時過ぎから６時にかけて３回くらいゴーという爆音が聞
こえ不安である。電話している今（８時２０分）も上空を飛んでお
り、爆音が聞こえる。墜落事故もあり不安である。子ども（園
児）も不安がっている。
・㉑早朝～５回くらい騒音が続く。ジェット機が主で、緑色のヘリ
コプター（赤い文字入り）が１回程度である。

住民１名 30.12.19（水）1200頃 広島県呉市西四丁目

・今日の１２時前後に裁判所（呉市西四丁目）の上空を航空機
が飛行していた。今まで聞いたことがない音なので、岩国の米
軍機だろうと思うが、確認してもらいたい。もし、米軍機である
なら、今後も飛行するのか教えてもらいたい。

注：本表は、地方自治体及び住民から地方防衛局に寄せられた米軍機の飛行に係る苦情等のうち、自衛隊機の該当がなかったものについて、米軍機、民航機又はその他の
航空機の飛行によるものであった可能性があるとして記載している。


