








別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

鹿児島県 鹿児島県 H25.4.24 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.1 危機管理防災課 ・1840 （騒音） 北から南 ・うるさい。

（H25.4.26) ・機数１機
（住民：１名）

・H25.5.1、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.4.29 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.２ 危機管理防災課 ・➀1145 （騒音） ・非常にうるさい

（H25.5.7) ・②1606
（住民：１名） ・➀②機数1機 ②北から南

・H25.5.8、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.5.15 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３ No ３ 危機管理防災課 ・➀1726 （騒音） ➀南から北 ・うるさい

・H25.5.8、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

・H25.4.30、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

鹿児島県南さつま市金
峰町上空

鹿児島県薩摩郡さつま
町上空

鹿児島県日置市伊集院
町上空

➀東北東から西
南西

・H25 5 20 当該日時・場所において 米軍機が同地

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年４～６月分）

苦 情 等 の 概 要
備考

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分

２０１３－No.３ 危機管理防災課 ・➀1726 （騒音） ➀南から北 ・うるさい。
（H25.5.16) ・②2027 ②北から南

（住民：４名） ・➀機数2機
・②機数1機 ・H25.5.20、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.5.15 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.４ 危機管理防災課 ・➀1720 （騒音） ➀南から北 ・うるさい。
（H25.5.27) ・②2030 ②北から南

（住民：１名） ・➀機数2機
・②機数1機 ・H25.6.3、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.5.22 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.５ 危機管理防災課 ・1829 （騒音） 南から北 ・とてもうるさい。（爆音）
（H25.5.27) ・機数1機

（住民：１名）
・H25.6.3、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.5.22 生活妨害 機種不明 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.６ 危機管理防災課 ・2158 （騒音） 南から北 ・とてもうるさい。
（H25.5.27) ・機数1機

（住民：１名）
・H25.6.3、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県南さつま市金
峰町上空 ・H25.5.31、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

鹿児島県日置市伊集院
町徳重上空 ・H25.5.31、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

鹿児島県薩摩川内市入
来町副田上空 ・H25.5.31、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

町上空 ・H25.5.20、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

苦 情 等 の 概 要
備考

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分

鹿児島県 鹿児島県 H25.5.29 鹿児島県日置市伊集院町生活妨害 機数１機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.７ 危機管理防災課 ・①1917 （騒音） 機種不明 ・うるさい。
（H25.6.3) ・②2223 ①②低い

（住民：１名） ①南から北
②北から南 ・H25.6.11、その旨を鹿児島県へ回答。

・H25.6.11、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

鹿児島県 鹿児島県 H25.7.29 生活妨害 機数：１機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.９ 危機管理防災課 ・1941 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
(H25.7.31) 飛行方向：北から南

（住民：１名） 飛行高度：低い
・H25.8.7、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県計　1件

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年７月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考

鹿児島県鹿児島市上谷
口町上空 ・H25.8.7、当該日時・場所において、米軍機が同地域

にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回答
あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

鹿児島県 鹿児島県 H25.8.14 生活妨害 機数：不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１０ 危機管理防災課 ・①2132 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
（H25.8.15） ・②2225 飛行方向：

（住民：１名） 　①南から北
　②北から南 ・H25.9.2、その旨を鹿児島県へ回答。
飛行高度：低空

鹿児島県計　1件

鹿児島県日置市伊集院
町郡上空 ・H25.8.30、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年８月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年１０月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考

H25.10.29 生活妨害 機数：①2機、②1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
鹿児島県 鹿児島県 ・①1100 （騒音） 機種：不明 ・とてもうるさい。

２０１３－No.１１ 危機管理防災課 ・②1400 飛行方向：南から北
（H25.10.31） 飛行高度：低空

（住民：１名） ・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。

H25.10.30 生活妨害 機数：2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
鹿児島県 鹿児島県 ・1515～1600の間 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

２０１３－No.１２ 危機管理防災課 飛行方向：南から北
（H25.10.31） 飛行高度：低空

（住民：約５名） ・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。

H25.10.30 生活妨害 機数：1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
鹿児島県 鹿児島県 ・1515～1600の間 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

２０１３－No.１３ 危機管理防災課 飛行方向：北から南
（H25.10.31） 飛行高度：低空

（住民：約５名） ・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県計　3件

鹿児島県奄美市名瀬大
字崎原上空

鹿児島県奄美市住用町
大字小宿上空

鹿児島県奄美市住用町
大字西仲間上空 ・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

鹿児島県 鹿児島県 H25.10.30 生活妨害 機数：不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１４ 危機管理防災課 ・①1840 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。

（H25.11.1） ・②2020 飛行方向：
（住民：１名） 　 ①南から北

　 ②北から南 ・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。
飛行高度：低空

鹿児島県 鹿児島県 H25.11.4 生活妨害 機数：①②2機、③1機・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１５ 危機管理防災課 ・①1608 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.11.6） ・②2000 飛行方向：北から南
（住民：２名） ・③2200 飛行高度：低空

・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.11.7 生活妨害 機数：1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１６ 危機管理防災課 ・1625 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.11.8） 飛行方向：東から西
（住民：２名） 飛行高度：低空

・H25.11.14、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県計　3件

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年１１月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考

鹿児島県日置市伊集院
町郡上空 ・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同

地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。

鹿児島県奄美市名瀬大
字小宿上空 ・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同

地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。

鹿児島県奄美市名瀬幸
町上空 ・H25.11.12、当該日時・場所において、米軍機が同

地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.4 生活妨害 機数：2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１７ 危機管理防災課 ・1400 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.12.5） 飛行方向：南から北
（住民：１名） 飛行高度：低空

・H25.12.9、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.4 生活妨害 機数：①2機、②1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１８ 危機管理防災課 ・①1900 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.12.5） ・②2100 飛行方向：南から北
（住民：１名） 飛行高度：低空

・H25.12.9、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.11 生活妨害 機数：①②2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.１９ 危機管理防災課 ・①1540 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.12.17） ・②1600 飛行方向：
（住民：１名） 　東北東から西南西

飛行高度：低空 ・H25.12.18、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.12 生活妨害 機数：2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.２０ 危機管理防災課 ・1400 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.12.17） 飛行方向：
（住民：１名） 　南東から北西

飛行高度：低空 ・H25.12.18、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.12 生活妨害 機数：1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.２１ 危機管理防災課 ・1405 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。

（H25.12.17） 飛行方向：北から南
（住民：１名） 飛行高度：低空

・H25.12.18、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.11 生活妨害 機数：①1機、②2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.２２ 危機管理防災課 ・①1547 （騒音） 機種：プロペラ機 ・とてもうるさい。（爆音）

（H25.12.20） ・②1552 飛行方向：
（住民：１名） ①北から南

②東北東から西南西 ・H25.12.20、その旨を鹿児島県へ回答。
飛行高度：低空

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年１2月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考

鹿児島県奄美市名瀬朝
日町上空

鹿児島県大島郡瀬戸内
町管鈍上空

鹿児島県奄美市名瀬小
湊上空 ・H25.12.9、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

鹿児島県奄美市名瀬西
仲勝上空 ・H25.12.9、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。

鹿児島県大島郡龍郷町
嘉渡上空 ・H25.12.18、当該日時・場所において、米軍機が同

地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。

・H25.12.18、当該日時・場所において、米軍機が同
地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。

・H25.12.18、当該日時・場所において、米軍機が同
地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。

鹿児島県奄美市名瀬小
宿上空 ・H25.12.20、当該日時・場所において、米軍機が同

地域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に
回答あり。



別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表（平成２５年１2月分）

整理番号
（受付日）

苦情等申出者
（苦情等申出者数）

飛行日時 飛行地域 苦情の区分
苦 情 等 の 概 要

備考

鹿児島県 鹿児島県 H25.12.23 生活妨害 機数：2機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 FAXによる申出
２０１３－No.２３ 危機管理防災課 ・1050 （騒音） 機種：プロペラ機 ・うるさい。

（H25.12.24） 飛行方向：
（住民：１名） 　西南西から東北東

飛行高度：低空 ・H26.1.7、その旨を鹿児島県へ回答。

鹿児島県計　7件

鹿児島県奄美市名瀬浦
上町上空 ・H26.1.7、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍航空機関係部長から本省に回
答あり。


