








別紙様式第３

九州防衛局

飛行状況 苦情等の内容

大分県 大分県 H25.4.24 生活妨害 プロペラ機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No,1 防災危機管理課 ・1748 （騒音）、（振動） 南から北 ・とてもうるさい。
（H25.4.25） ・機数１機 ・飛行高度がとても低かった。

（住民：１名） ・地響きがして窓が揺れた。
・H25.5.1、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.4.25 生活妨害 プロペラ機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.2 防災危機管理課 ・1934 （騒音） 西南西から東北東 ・とてもうるさい。
（H25.4.26） ・機数１機 ・飛行高度が低かった。

（住民：１名）
・H25.5.1、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 ➀H25.5.8 生活妨害 ジェット機 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 電話による申出

・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。

大分県臼杵市上空

大分県竹田市上空

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

大分県竹田市久住町上
空

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

・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。

大分県 大分県 ➀ 生活妨害 ジ ット機 飛 機

２０１３－No,３ 防災危機管理課 ②H25.5.9 （騒音） 北から南南東 ・うるさい。
（H25.5.9） ・➀②0900

（住民：１名） ・➀②機数2機
・H25.5.10、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 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。 電話による申出

２０１３－No.６ 防災危機管理課 ・1900 （騒音） 南西から北東 ・爆音がしてとてもうるさかった。
（H25.5.23） ・機数１機

（住民：１名）
・H25.5.24、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.5.23 生活妨害 ヘリコプター ・どこの飛行機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.７ 防災危機管理課 ・1940 （騒音） 南東から北 ・うるさい。
（H25.5.24） ・機数2機

（住民：１名）
・H25.5.27、その旨を大分県へ回答。

・H25.5.10、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。

大分県豊後高田市上空

・H25.5.24、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。

大分県大分市下郡上空
・H25.5.27、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

大分県 大分県 ①H25.5.17 生活妨害 機種不明 ・どこの飛行機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.８ 防災危機管理課 ②H25.5.22 （騒音）、（振動） 北から南 ・うるさい。
（H25.5.31） ・①②2030 ・窓ガラスが揺れた。

（住民：１名） ・機数不明
・H25.6.11、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.5.29 生活妨害 機数１機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.９ 防災危機管理課 ・2000 （騒音） 機種不明 ・爆音でとてもうるさい。
（H25.6.4） 低空

（住民：１名） 南西から北東
・H25.6.11、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.6.5 生活妨害 機数不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１０ 防災危機管理課 ・①2030 （騒音） 機種不明 ・かなりうるさい。

（H25 6 6） ②2100 低空

大分県別府市東山上空
・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。

大分県宇佐市安心院町
上空 ・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。

大分県佐伯市海崎上空
・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（H25.6.6） ・②2100 低空

（住民：１名） 飛行方向不明
・H25.6.11、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.6.6 生活妨害 機数不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１１ 防災危機管理課 ・2100 （騒音） 機種不明 ・かなりうるさい。（爆音）

（H25.6.7） 低空
（住民：１名） 飛行方向不明

・H25.6.11、その旨を大分県へ回答。

大分県佐伯市本匠上空
・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。

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

大分県 大分県 H25.6.25 生活妨害 機数：不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１２ 防災危機管理課 ・1900 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
（H25.7.11） 飛行方向：不明

（住民：１名） 飛行高度：低空
・H25.7.16、その旨を大分県へ回答。

大分県計　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

大分県宇佐市安心院町
古市上空 ・H25.7.12、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

大分県 大分県 H25.5.25 生活妨害 機数：１機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１３ 防災危機管理課 ・①2015 （騒音）、（振動） 機種：不明 ・うるさい。
（H25.8.2） ・②2145 飛行方向：西から東 ・窓が振動した。

（住民：１名） 飛行高度：低空
・H25.8.7、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.8..1 生活妨害 機数：１機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１４ 防災危機管理課 ・2145 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
（H25.8.2） 飛行方向：北から南

（住民：１名） 飛行高度：低空
・H25.8.7、その旨を大分県へ回答。

大分県計　2件

大分県豊後高田市草地
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。

大分県宇佐市安心院町
折敷田上空 ・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。

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

大分県 大分県 H25.10.3 生活妨害 機数：不明 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１７ 防災危機管理課 ・1930 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
（H25.10.4） 飛行方向：不明

（住民：１名） 飛行高度：低空
・H25.10.4、その旨を大分県へ回答。

大分県 大分県 H25.10.15 生活妨害 機数：1機 ・どこの航空機か確認して欲しい。 電話による申出
２０１３－No.１８ 防災危機管理課 ・①1900 （騒音） 機種：プロペラ機 ・うるさい。
（H25.10.17） ・②2045 飛行方向：西から東

（住民：１名） 飛行高度：低空
・H25.10.22、その旨を大分県へ回答。

大分県計　2件

大分県大分市寒田上空
・H25.10.4、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。

大分県豊後大野市緒方
町馬場上空 ・H25.10.22、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


