




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２７年４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 別府防衛事務所 H27.4.27 生活妨害 機数：1機 電話による申出
２０１５－No.１ ・①2100 （騒音） 機種：不明 ・うるさい。
（H27.4.28） 飛行方向：

（住民：１名） 　①北から南
・H27.5.15、その旨を別府防衛事務所へ回答

飛行高度：低空

大分県計　1件

大分県大分市鶴崎上空
・H27.5.13、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２７年６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 大分県 H27.6.1 生活妨害 機数：３機 ・航空機３機が北から南に飛び去った。
２０１５－No.２ 防災危機管理課 ・1400 （騒音） 機種：不明 ・うるさい

（H27.6.1） 飛行方向：
（H27.6.2） （住民：４名） 　北から南
（H27.6.4） （H27.6.11　大分県及び玖珠町へ回答。）

飛行高度：低空

H27.6.1 生活妨害 機数：３機
・1410 （騒音） 機種：不明

飛行方向： ・うるさい
　北東から南西

飛行高度：低空

H27.6.1 生活妨害 機数：３機 ・航空機３機が東から西に飛び去った。
・1415 （騒音） 機種：不明 ・うるさい

飛行方向：
　東から西

飛行高度：低空

H27.6.1 生活妨害 機数：１機 ・航空機１機が北東から南西に飛び去った。

・1417 （騒音）（恐怖感） 機種：不明 ・うるさい、あまりの騒音に恐怖感を感じた。

飛行方向： ・300m程の低空を飛行していた。
　北東から南西 ・機体の色はグレーだった。

・オスプレイの固定翼モードに見えた。
飛行高度：低空 ・戦闘機の速さではないが、形が見えた。

玖珠町 H27.6.1 生活妨害 機数：３機 ・航空機３機が東から西に飛び去った。
基地対策室 ・1500 （騒音） 機種：不明 ・うるさい

飛行方向： ・低空を飛行していた。
（住民：１名） 　東から西

飛行高度：低空

・主翼を上下するアクロバット飛行のよう
だった

大分県玖珠郡玖珠町山
田上空

・エンジンが４つで、機体の色はグレー
だった。

大分県大分市大在上空

大分県大分市戸次上空

大分県大分市種具上空

・マンションの５階ほどの低空を飛行して
いた。

・パイロットが確認出来るほどの低空を
飛行していた。
・エンジンが４つで、機体の色はモスグ
リーンだったと思う。

・航空機３機が北東から南西に飛び去っ
た。

大分県大分市戸次上空
・H27.6.11、当該日時・場所において、米軍機が同地
域にいた旨、第５空軍から回答あり。・200mから300m程の低空を飛行してい

た。



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２７年６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 大分県 H27.6.4 生活妨害 機数：１機
２０１５－No.３ 防災危機管理課 ・1100 （騒音） 機種：不明

（H27.6.4） 飛行方向：不明 ・うるさい
（H27.6.5） （住民：２名）

飛行高度：低空 （H27.6.11　大分県及び玖珠町へ回答）

H27.6.4 生活妨害 機数：１機
・1125 （騒音） 機種：不明

飛行方向： ・うるさい
　　南西から北東

飛行高度：低空

玖珠町 H27.6.4 生活妨害 機数：１機 ・航空機１機が東から西に飛び去った。
基地対策室 ・1127 （騒音） 機種：不明 ・うるさい

飛行方向：
（住民：１名） 　　東から西

飛行高度：低空

大分県計　　５件
　　　　　（８名）

・航空機１機が南西から北東に低空で飛
び去った。

・エンジンが４つで、機体の色はグレー
だった。

大分県玖珠郡玖珠町山
田上空

大分県由布市庄内町上
空 ・H27.6.11、当該日時・場所において、米軍機が同地

域にいた旨、第５空軍から回答あり。

大分県豊後大野市三重
町阿蘇野上空

・航空機１機がかなり低い高度を２回飛
行していた。



米 軍 機 の 飛 行 に 係 る 苦 情 等 受 付 状 況 表 (平成２７年９月分)

九州防衛局

整理番号 苦情等申出者
飛行日時 飛行地域 苦情の区分

苦 情 等 の 概 要
備 考

(受付日) (苦情等申出者数） 飛行状況 苦情等の内容

大分県 大分県防災危機管理課 27.8.27（木） 大分県臼杵市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.4 （住民２人） 20:30頃 野津町野津市 （騒音） ・機数：１機 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.8.28) 上空 （恐怖感） ・飛行方向： 怖を感じた。 ・27.9.8、第

東南東から西北西 ・地上約200m～300mの低空を ５空軍回答「米

・飛行高度：低空 飛行。 軍機である」

・27.9.8、大

分県へ回答

27.8.27（木） 大分県臼杵市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい

20:30～21:00 野津町吉田上 （騒音） ・機数：１機

頃 空 （恐怖感） ・飛行方向：不明

・飛行高度：低空

大分県 大分県防災危機管理課 27.8.31（月） 大分県大分市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.5 （住民１人） 14:22頃 城崎町上空 （騒音） ・機数：１機 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.8.31) （恐怖感） ・飛行方向：西から東 怖を感じた。 ・27.9.8、第

・飛行高度：低空 ５空軍回答「米

軍機である」

・27.9.8、大

分県へ回答

大分県 大分県防災危機管理課 27.9.2（水） 大分県宇佐市 生活妨害 ・機種：ジェット機 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.6 （住民１人） 09:30～10:50 四日市上空 （騒音） ・機数：２機 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.9.2) 頃 （恐怖感） ・飛行方向： 怖を感じた。 ・27.9.8、第

南東から北西 ・地上約600m～800mの低空を ５空軍回答「米

・飛行高度：低空 飛行。 軍機である」

・戦闘機だった。 ・27.9.8、大

分県へ回答



米 軍 機 の 飛 行 に 係 る 苦 情 等 受 付 状 況 表 (平成２７年９月分)

九州防衛局

整理番号 苦情等申出者
飛行日時 飛行地域 苦情の区分

苦 情 等 の 概 要
備 考

(受付日) (苦情等申出者数） 飛行状況 苦情等の内容

大分県 大分県防災危機管理課 27.9.3（木） 大分県大分市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.7 （住民３人） 17:35頃 つるさき陽光 （騒音） ・機数：１機 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.9.3) 台上空 （恐怖感） ・飛行方向： 怖を感じた。 ・27.9.8、第

東から西 ５空軍回答「米

・飛行高度：低空 軍機である」

・27.9.8、大

分県へ回答

27.9.3（木） 大分県大分市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい。

17:35頃 大在上空 （騒音） ・機数：１機 ・墜落するのではないかと恐

（恐怖感） ・飛行方向： 怖を感じた。

北西から南東 ・シルバー色の固定翼機が東

・飛行高度：低空 から西に飛行後、北西から南

東へ旋回した。

大分県 大分県防災危機管理課 27.9.10（木） 大分県臼杵市 生活妨害 ・機種：不明 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.8 （住民１人） 21:00頃 福良上空 （騒音） ・機数：不明 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.9.14) （恐怖感） ・飛行方向： 怖を感じた。 ・27.9.25、第

不明 ５空軍回答「米

・飛行高度：低空 軍機である」

・27.9.25、大

分県へ回答

小計

大分県 計 ５件

（ ８人）



米 軍 機 の 飛 行 に 係 る 苦 情 等 受 付 状 況 表 (平成２７年１１月分)

九州防衛局

整理番号 苦情等申出者
飛行日時 飛行地域 苦情の区分

苦 情 等 の 概 要
備 考

(受付日) (苦情等申出者数） 飛行状況 苦情等の内容

大分県 大分県防災危機管理課 27.10.29（木） 大分県佐伯市 生活妨害 ・機種：プロペラ機 ・うるさい。 ・電話による

2015-No.10 （住民１人） 15:33頃 弥生江良付近 （騒音） ・機数：２機 ・墜落するのではないかと恐 申出

(27.10.29) 上空 （恐怖感） ・飛行方向：北から南 怖を感じた。 ・27.11.12、

・飛行高度：低空 ・窓ガラスが揺れた。 第５空軍回答

・航空機の翼に４つのプロペ 「米軍機であ

ラがあった。 る」

・航空機２機が北から南に飛 ・27.11.12、

行した。 大分県へ回答

大分県 大分県防災危機管理課 27.11.19（木） 大分県豊後大 生活妨害 ・機種：不明 ・爆音でうるさかった。 ・電話による

2015-No.13 （住民１人） 20:00頃 野市付近上空 （騒音） ・機数：１機 申出

(27.11.20) 住民１人 ・飛行方向：不明 ・27.11.27、

・飛行高度：低空 第５空軍回答

「米軍機であ

る」

27.11.19（木） 大分県大分市 生活妨害 ・機種：プロペラ機 ・プロペラ機１機が南から北 ・27.12. 2、

20:17頃 けやき台付近 （騒音） ・機数：１機 に飛行し、うるさかった。 大分県へ回答

上空 ・飛行方向：南から北

・飛行高度：低空

小計

大分県 計 ２件

（ ３人）



米 軍 機 の 飛 行 に 係 る 苦 情 等 受 付 状 況 表 (平成２７年１２月分)

九州防衛局

整理番号 苦情等申出者
飛行日時 飛行地域 苦情の区分

苦 情 等 の 概 要
備 考

(受付日) (苦情等申出者数） 飛行状況 苦情等の内容

大分県 大分県防災危機管理課 27.12.1（火） 大分県大分市 生活妨害 ・機種：不明 ・墜落するのではないかと恐 ・電話による

2015-No.14 （住民１人） 19:30頃 坂ノ市付近上 （恐怖感） ・機数：１機 怖を感じた。 申出

(27.12.2) 空 ・飛行方向： ・航空機１機が北東から南西 ・27.12.11、

北東から南西 に飛行。 第５空軍回答

・飛行高度：低空 「米軍機であ

る」

・27.12.11、

大分県へ回答

小計

大分県 計 １件

（ １人）




