
九州防衛局

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
①30.1.9（火）2222頃
②30.1.10（水）2202頃

鹿児島県奄美市名瀬平松町

・①航空機１機が北から南に轟音で低空を飛行したためうるさ
かった。
・②航空機１機が南西から北東に轟音で低空を飛行したためう
るさかった。

住民１名 30.1.25（木）1515頃 鹿児島県奄美市名瀬大熊
・プロペラ機１機が南東から北西に轟音で低空を飛行したため
うるさかった。

住民１名 30.1.31（水）1734頃 鹿児島県日置市吹上町湯之浦
・航空機１機が南から北に爆音で低空を飛行したので、恐怖を
感じた。

住民１名 30.1.31（水）1750頃 鹿児島県薩摩川内市山之口町
・プロペラ機１機が南西から北東に轟音で低空を飛行したため
うるさかった。

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）

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。



九州防衛局

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 30.2.8（木）1735頃 鹿児島県日置市伊集院町清藤
・プロペラ機１機が、南から北に爆音で低空を飛行したので、恐
怖を感じた。

住民１名 30.2.7（水）1200頃 鹿児島県奄美市住用町役勝 ・航空機１機が轟音で低空を飛行したためうるさかった。

住民１名
①29.11.14（火）1944頃
②30.1.31（水）1139頃
③30.2.8（木）1754頃

①②③鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之
原

・プロペラ機１機が①南から北へ、②南東から北西へ、爆音で
低空を飛行したためうるさかった。
・③航空機１機が西から東へ、爆音で低空を飛行したため、う
るさかった。

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１名 30.2.7（水）①1727頃、②2117頃 ①②鹿児島県日置市吹上町湯之浦
・プロペラ機１機が、①南から北へ、②北から南へ、爆音で低
空を飛行したため恐怖を感じた。

住民１名 30.2.20（火）1600頃 鹿児島県鹿児島市小山田町 ・航空機１機が、爆音で低空を飛行したので、うるさかった。

住民4名
30.2.27（火）①1000頃、②1020頃、③1040
頃、④2211頃

①鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江
②鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡
③鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬相
④鹿児島県大島郡龍郷町浦

・①航空機１機が、南から北へ轟音で低空を飛行したためうる
さかった。
・②航空機が、轟音で低空を飛行したためうるさかった。
・③航空機１機が、東から西へ轟音で低空を飛行したためうる
さかった。
・④航空機１機が、北から南へ轟音で低空を飛行したためうる
さかった。

住民１名 30.2.27（火 ）1830頃 鹿児島県伊佐市大口里
・航空機１機が、南西から北東へ爆音で低空を飛行したためう
るさかった。

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。



九州防衛局

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 30.3.14（水）1420頃 鹿児島県奄美市名瀬大字崎原
・プロペラ機１機が、西から東へ轟音で低空を飛行したためうる
さかった。

住民１名 30.3.12（月）2050頃 鹿児島県出水市高尾野町
・航空機１機が、北から南へ轟音で低空を飛行したためうるさ
かった。

住民１名 30.3.15（木）①1915頃、②1945頃 鹿児島県大島郡龍郷町
・航空機１機が、北から南に爆音で低空を飛行したので、恐怖
を感じた。

地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年３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。



九州防衛局

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 30.3.27（火）1609頃 鹿児島県大島郡龍郷町中勝
・航空機１機が、北から南へ轟音で低空を飛行したため恐怖を
感じた。

住民１名 30.4.10（火）2230頃 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
・航空機１機が、南から北へ爆音で低空を飛行したため恐怖を
感じた。夜間は子供が寝ていて迷惑なので止めて欲しい。

住民１名 30.4.10（火）2240頃 鹿児島県いちき串木野市昭和通 ・航空機が、爆音で低空を飛行したため、うるさかった。

住民１名 30.4.19（木）1545頃 鹿児島県奄美市名瀬芦花部
・航空機２機が、南から北へ爆音で低空を飛行したため、うるさ
かった。

住民１名 30.4.26（木）①1545頃、②1600頃 鹿児島県大島郡龍郷町
・航空機２機が、南から北へ爆音で低空を飛行したため、うるさ
かった。

住民１名 30.4.26（木）①1545頃、②1600頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・航空機２機が、南から北へ爆音で低空を飛行したため、うるさ
かった。

住民１名 30.4.26（木）①1530頃、②1540頃 鹿児島県奄美市住用町市
・航空機２機が、西から東へ爆音で低空を飛行したため、恐ろ
しかった。

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）

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。



九州防衛局

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 30.4.30（月）①2000頃、②2040頃 鹿児島県奄美市名瀬大字知名瀬
・オスプレイ２機が、東から西へ低空を飛行したため、轟音と風
で家が揺れた。

住民１名 30.5.19（土）2210頃 鹿児島県日置市伊集院町徳重
・航空機が、低空で飛行したため、音が大きく、とても恐ろし
かった。

住民１名 30.5.24（木）1236頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・オスプレイ２機が、南から北へ低空を飛行したため、騒音によ
り圧迫を受けた。

住民１名 30.5.18（金）1145頃 鹿児島県奄美市名瀬芦花部
・オスプレイ１機が、南から北へ低空を飛行したため、轟音で迷
惑だった。

住民１名 30.5.18（金）1215頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・オスプレイ１機が、南から北へ低空を飛行したため、騒音によ
り圧迫を受けた。

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）

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。



九州防衛局

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 30.6.8（金）1300頃 鹿児島県奄美市名瀬大字知名瀬
・プロペラ機１機が、南から北へ低空を飛行したためうるさくて
迷惑だった。

住民１名 30.6.12（火）1532頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・オスプレイ１機が、北から南へ低空を飛行したため、騒音によ
り圧迫を受けた。

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６月分）

住民１名
①30.6.12（火）2100～2200頃
②30.6.13（水）2100～2200頃

①②鹿児島県鹿児島市吉野町
・①②ヘリコプター１機が、家の揺れを感じるほど低空を飛行し
た。普段聞かない音で不安を感じた。

住民１名
30.6.19（火）①2016頃、②2017頃、
③2037頃

鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・オスプレイ１機が、南から北へ低空を飛行したため、騒音によ
り圧迫を受けた。

住民１名 30.6.28（木）①1900頃、②2040頃
鹿児島県いちき串木野市
①三井、②生福

・①航空機１機が、西から東へ、爆音で機体がはっきりと見える
ほど低空を飛行したため、うるさかった。
・②航空機１機が、南西から北東へ、睡眠を妨害するほどの爆
音で低空を飛行したため、うるさかった。

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。



九州防衛局

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 30.6.26（火）1900～2100頃 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕
・航空機が爆音で飛行したため子どもがしがみついて怖がっ
た。

住民１名 30.6.28（木）1650頃 鹿児島県奄美市名瀬永田町
・オスプレイ１機が、西から東へ低空を飛行したため、騒音によ
り圧迫を受けた。

住民１名

30.6.6（水）1830頃
30.6.7（木）1704頃
30.6.30（土）1921頃
30.6.30（土）2044頃

鹿児島県薩摩川内市永利町 ・航空機が爆音で飛行したため、その爆音に驚愕した。

住民１名 30.6.28（木）2040頃 鹿児島県いちき串木野市生福 ・航空機１機が、爆音で低空を飛行したため、恐怖を感じた。

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７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。



九州防衛局

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
30.6.25（月）①1937頃、②2100頃
30.6.28（木）③1925頃、④2045頃
30.6.30（土）⑤2058頃

鹿児島県いちき串木野市日出町

・①②④⑤航空機が、夜間に爆音で低空を飛行したため、うる
さかった。爆音での夜間の飛行をやめてほしい。
・③プロペラ４発のグレーの航空機が、夜間に爆音で低空を飛
行したため、うるさかった。爆音での夜間の飛行をやめてほし
い。

住民１名
30.7.24（火）①0700頃、②2017頃
30.7.25（水）③2017頃、④2141頃

①②③鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城
④鹿児島県いちき串木野市栄町

・①②③モスグリーン色のプロペラ４発の航空機１機が、南か
ら北へ何度も低空を飛行しており、迷惑だった。
・④モスグリーン色のプロペラ４発の航空機１機が、北から南
へ何度も低空を飛行しており、迷惑だった。

住民１名 30.7.26（木）2219頃及び2251頃 鹿児島県奄美市名瀬大字知名瀬
・プロペラ機が、夜間に低空を飛行したため、うるさくて迷惑
だった。

住民１名 30.7.27（金）1258頃 鹿児島県西之表市西之表
・ヘリコプター１機が、南から東に低空を飛行したため、うるさ
かった。

住民１名 30.8.6（月）2236頃 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城 ・航空機が、夜間に低空を飛行したため、恐怖を感じた。

住民２名 30.8.30（木）①1615頃、②1617頃
①鹿児島県奄美市名瀬芦花部
②鹿児島県奄美市名瀬朝日町

・①オスプレイ２機が、北から南へ低空を飛行したため、轟音で
迷惑だった。
・②オスプレイ１機が、北から南へ低空を飛行したため、騒音に
より圧迫を受けた。

住民１名 30.8.30（木）1645頃 鹿児島県大島郡徳之島町
・オスプレイ２機が、北から南へ低空を飛行したため、轟音に驚
いた。

住民１名 30.8.30（木）2016頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町 ・航空機が、低空を飛行したため、轟音に驚いた。

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）

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。



九州防衛局

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 30.4.12（木）①1920頃、②2025頃 鹿児島県伊佐市大口鳥巣
・航空機１機が、南西から北東へ低空を飛行したため、墜落す
るのではないかと思うほどの轟音がしてうるさかった。

住民２名
30.9.10（月）
①1800～2030頃、②2100～2200頃

鹿児島県伊佐市大口里

・①航空機が、南から北へ低空を飛行したため、爆音に驚い
た。迷惑なのでやめてほしい。
・②航空機が、南から北へ爆音で低空を飛行したため、落ちて
こないかと不安になった。

住民１名 30.9.10（月）1946頃 鹿児島県奄美市名瀬朝日町
・プロペラ機１機が、北から南へ爆音で低空を飛行した。騒音
が迷惑だった。

住民１名 30.9.17（月）2037頃 鹿児島県伊佐市大口原田
・航空機１機が、南から北へ墜落するのではないかと思うほど
の爆音で低空を飛行したため、家族全員が不快に感じた。

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）

住民３名
①30.9.6（木）1825頃
②30.9.10（月）2157頃
③30.9.10（月）1855頃

鹿児島県薩摩川内市永利町

・①③航空機が爆音で西から東に低空を飛行したため、恐怖を
感じた。
・②航空機が東から西に低空を飛行したため、爆音に驚愕し
た。

住民１名 30.9.16（日）1730頃 鹿児島県薩摩川内市祁答院町黒木
・航空機が南から北へ爆音で飛行したため、恐怖を感じるほど
うるさかった。

住民２名 30.9.20（木）①2100～2130頃、②2205頃
①鹿児島県いちき串木野市東島平町
②鹿児島県いちき串木野市上名

・①航空機が、夜間に爆音で低空を飛行したため、恐怖を感
じ、また、迷惑だった。
・②航空機が爆音で低空飛行したため、恐怖を感じた。

住民１名 30.9.6（木）1826頃 鹿児島県薩摩川内市宮崎町
・灰色のプロペラ機１機が南東から北西に爆音で低空を飛行し
たため、恐怖を感じた。

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。



令和元年５月２４日
防 衛 省

九州防衛局

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 30.10.17（水）1215頃 鹿児島県奄美市名瀬大字知名瀬
・航空機１機が、南から北へ住宅地上空を山すれすれの高さで
飛んでいたため恐怖を感じた。

住民１名 30.10.18（木）2252頃 鹿児島県伊佐市大口里
・航空機が、東から西へ爆音で低空飛行したため、家が揺
れた。夜間の低空飛行は迷惑。

住民２名 30.10.22（月）①1928頃②1937頃
①鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘
②鹿児島県伊佐市大口里

・①航空機２機が、南西から北東へテレビの音が聞こえない
ほどの爆音で低空飛行したため、落ちるのではないかと恐
怖を感じた。
・②航空機２機が、夜間に南西から北東へ爆音で低空を飛
行したため、いやな気持ちになった。

住民１名 30.10.29（月）2120頃 鹿児島県いちき串木野市生福 ・航空機が、爆音で低空を飛行したため、うるさかった。

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）

住民１名
①30.10.25（木）1641頃
②30.10.31（水）1241頃

①鹿児島県奄美市名瀬芦花部
②鹿児島県奄美市名瀬朝日町

・①プロペラ機３機が、東から西に爆音で低空を飛行したため、
騒音が迷惑だった。
・②プロペラ機１機が、北から南に爆音で低空を飛行したため、
騒音が迷惑だった。

住民１名
①30.10.22（月）1936頃
②30.10.25（木）2027頃

鹿児島県伊佐市大口里

・①航空機２機が、夜間に南西から北東へ爆音で低空を飛行し
たため、迷惑だった。
・②航空機１機が、夜間に南西から北東へ爆音で低空を飛行し
たため、迷惑だった。

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。





令和元年５月２４日
防 衛 省

九州防衛局

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

町日朝瀬名市美奄県島児鹿頃6002）木（31.21.03名１民住
・航空機１機が、南から北へ爆音で低空を飛行した。夜間の騒
音が迷惑だった。

住民１名
①30.12.16（日）1800頃
②30.12.18（火）1940頃

鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城

・①小型の航空機１機が、北から南へ轟音で深夜に低空飛行
したため、恐怖を感じた。
・②小型の航空機１機が、南から北へ轟音で深夜に低空飛行
したため、恐怖を感じた。

住民１名 30.12.27（木）1122頃 鹿児島県奄美市名瀬芦花部
・オスプレイ１機が、南から北へ爆音で低空を飛行した。騒音
が迷惑だった。

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）

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。


