
北関東防衛局

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 30.1.11(木) 1142頃 埼玉県小川町
・小川町に町民から下記のとおりの苦情があった。
　「今日11：42に北から南へ飛ぶグレーの航空機３機を見た。
低い位置で飛んでいて、危険だ。」

住民１名 30.1.11(木) 1119頃 埼玉県吉見町
・吉見町に町民から下記のとおり苦情があった。
　「今日11:19、吉見町上空を西から東へ飛ぶC-130を３機見
た。低空飛行で危険だ。」

住民１名 30.1.18(木) 1119頃 埼玉県上尾市二ツ宮
・上尾市に住民から下記のとおりの苦情があった。
　「1月18日の11:19頃、上尾市二ツ宮上空を銀色のC-130と思
われる航空機１機が飛行し、うるさかった。」

住民１名 30.1.23(火)日中 埼玉川口市安行
・米軍機が飛行しており、非常にうるさい。
・飛行するコースを変えて欲しい。
・米軍に強く申し入れてほしい。

住民1名 30.1.30(火)1102頃 埼玉県吉見町

・吉見町に下記のとおり町民から苦情があった。
　「今日11:02、Ｃ－１３０が３機吉見町上空を西南西から東北
東へ低空で飛行していた。低空飛行は危険であり、自衛隊・米
軍へ申し入れるべきだ。」

住民1名 30.1.30(火)1100頃 埼玉県東松山市新宿小学校
・東松山市に下記のとおり住民から苦情があった。
　「本日11:00頃、新宿小学校を南西から北東へ飛ぶＣ－１３０
を３機見た。低空で危険だ。」

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）



北関東防衛局

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 30.2.2(金)1500頃 埼玉県上尾市平塚
・上尾市に下記のとおり住民から苦情があった。
　「上尾市平塚の上空を南東方向から飛んできて旋回する飛
行機がいた。高度が低く、危険だ。」

住民1名
30.2.7(水)2222頃
30.2.8(木)1647頃及び1815頃

埼玉県川口市安行 ・航空機が低空で飛行するコースを変えてほしい。

住民1名 30.2.16(金)0841頃、1032頃、1035頃 埼玉県上尾市

・上尾市に市民から下記のとおり自衛隊又は米軍ヘリコプター
が低空で飛行しているとの目撃情報があった。
　１６日０８４１、ＣＨ－４７が南東へ低空で飛行
　　　　　１０３２、黒いヘリコプター２機が南へ飛行
　　　　　１０３５、黒いヘリコプター２機が南へ飛行

住民1名 30.2.23(金)0826頃 埼玉県上尾市
・上尾市に下記のとおり住民から苦情があった。
　「2月23日8時26分頃、ヘリコプターが上尾市上空を低空飛行
して、大変うるさかった。」

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）



北関東防衛局

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 30.4.3(火)0957頃 埼玉県上尾市二ツ宮

・上尾市に住民から下記の苦情があった。
「C-130と思われる銀色の機体３機が南から北に飛んで行くの
が見えた。場所は上尾市二ツ宮付近である。またヘリコプター
の音がうるさかった。」

住民１名 30.4.10(火)1008及び1410頃 埼玉県上尾市二ツ宮

・上尾市に住民から下記の苦情があった。
　「１００８に東から西に向けてヘリ２機が低空で飛行した。また
１４１０にはヘリ１機が北から南に向けて低空で飛行した。いず
れも低空飛行のため騒音が激しく、抗議するものである。米軍
機か自衛隊機のどちらか、訓練の目的等を調査し、知らせて
ほしい。」

住民１名 30.4.19(木)1040頃 埼玉県川口市中青木
・ヘリコプターの音がうるさい。自衛隊機か米軍機の可能性が
高いので、苦情を申し立てる。

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）



北関東防衛局

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
①30.5.13(日)1116頃
②30.5.14(月)1757頃

①埼玉県上尾市戸崎
②埼玉県上尾市二ツ宮

・上尾市に住民から以下の飛行について調べてほしいと問い
あわせがあった。
「5/13、1116頃上尾市戸崎上空をヘリコプターが飛行した。」
「5/14、1757頃上尾市二ツ宮上空をC-130が飛行した。」

住民１名 30.5.31(木)1145～1200頃 埼玉県加須市下谷

・本日11時45分頃からC-130が3機、超低空で加須市下谷付近
上空を旋回している。機体に米軍の国旗が見えたので、米軍
機で間違いない。恐怖も感じている。米軍に苦情があったこと
を申し伝えてほしい。

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。



北関東防衛局

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 30.6.1(金)0930頃 埼玉県ときがわ町
・ときがわ町に住民から、「ときがわ町上空をC-130と思われる
飛行機が旋回していてうるさい」との連絡があった。

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６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。





北関東防衛局

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

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）

住民１名 30.8.2（木）0900頃 埼玉県東松山市
・市民から「本日の９時頃自衛隊機か米軍機か不明の飛行機
がいつも以上に低空で飛んでおり、危険だし、騒音もひどい。」
との苦情が入った。

住民１名 30.8.15（水）1540頃 埼玉県深谷市人見　藤沢小学校

・つい先ほど、オスプレイと思われる航空機が上空を低空で南
から北（群馬方面）へ向けて飛行した。低空で飛んで音もうるさ
かったが、家が振動してびっくりした。もう少し高度を上げて飛
行してほしいと米軍に伝えてほしい。またこのところ２、３日に
一度の頻度で戦闘機が編隊で上空を飛ぶ。今まであまりな
かったことなので、合わせて知らせておく。

住民１名 30.8.15（水）1540頃 埼玉県深谷市大谷

・深谷市に下記のとおり住民から苦情があった。
「１５時４０分頃オスプレイ２機が深谷市大谷を低空で南から北
（群馬方面）へ向けて飛行した。低空で飛んで音もうるさかった
が、びっくりした。もう少し高度を上げて飛行してほしいと米軍
に伝えてほしい。」

住民１名 30.8.10（金）1035頃、1045頃、1050頃 埼玉県加須市　はなさき公園

・８／１０の１０時３５分に１機、同４５分及び５０分にそれぞれ１
機ずつ、オスプレイらしき機種が、はなさき公園上空を低空で
南西から北東へ向けて飛行した。うるさかったが、低空で飛行
していたため、恐怖を感じた。墜落に繋がるような危険な飛行
は止めるよう強く抗議する。

住民１名 30.8.16（木）1600～1700頃 埼玉県深谷市畠山

・深谷市に市民から下記の苦情が入った。
「１６時か１７時頃、オスプレイ１機が深谷市畠山を低空で南か
ら北（群馬方面）へ向けて飛行した。少ししてから反対方向に
引き返してきた。少ししてから反対方向に引き返してきた。低空
で飛んで音もうるさく、できれば飛ばないでほしいと米軍に伝え
てほしい。」



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 30.8.21（火）1045頃 埼玉県熊谷市銀座

・１０時４５分に２機、オスプレイらしき機種が、銀座上空を超低
空で東から西へ向けて飛行した。私が居住するマンションは６
階建てだが、それにすれすれぐらいを飛行していたので、騒音
とともに強い恐怖を感じた。こんなことは初めてである。危険な
飛行は止めるよう米軍に伝えてほしい。

住民１名
30.8.21（火）2030頃
30.8.22（水）2130頃

埼玉県毛呂山町小田谷

・８月２１日の２０時３０分頃、８月２２日２１時３０分頃にどこの
航空機か不明のジェット機が毛呂山町小田谷上空を低空で飛
行した。室内の鏡が振動し地響きがするほどうるさかったが、
低空で飛行いしていたため、強い恐怖を感じた。墜落に繋がる
ような危険な飛行は止めるようにしていただきたい。

住民１名 30.8.28（火）1620頃 埼玉県ときがわ町本郷
・町民から「１６時２０分頃、ときがわ町本郷地区上空をオスプ
レイ１機が北～南へ低空で飛行した。音がうるさかった。」との
苦情が入った。

住民１名 30.8.28（火）16時過ぎ 埼玉県日高市武蔵台

・市民から「１６時過ぎに、日高市武蔵台上空を鴻巣山に向け
て、オスプレイ１機が北から南へ低空で飛行した。住宅地上空
を飛行して、うるさかった。飛行コースを検討してほしい。」との
苦情が入った。

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。



北関東防衛局

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 30.9.12（水）1555頃 埼玉県ときがわ町本郷
・町民から「本日、１５時５５分頃、ときがわ町本郷地区上空を
オスプレイ２機が南から北へ低空で飛行した。音がうるさかっ
た。」との苦情が入った。

住民１名 30.9.13（木）1642頃 埼玉県ときがわ町本郷
・町民から「本日、１６時４２分頃、ときがわ町本郷地区上空を
オスプレイと思われる航空機２機が南から北へ低空で飛行し
た。音がうるさかった。」との苦情が入った。

住民１名 30.9.6（木） 埼玉県毛呂山町　埼玉医大
・最近（この１週間）オスプレイが頻繁に上空を飛ぶようになっ
た。防衛省の把握している、飛行場、運行計画や飛行ルートは
あるのか。あるのなら教えてほしい。

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。



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 30.10.4（木）1020～1120頃 埼玉県加須市　はなさき公園
・Ｃ－１３０と思われるが、大きな貨物機が繰り返し上空を旋回
している。はなさき公園の上空で旋回を繰り返し、低空で飛行
していて恐怖感を覚える。

住民１名 30.10.12（金）1604頃及び1608頃 埼玉県富士見市
・「１６０４と１６０８頃、富士見市上空で複数機のオスプレイを目
視した。非常に恐怖感があった。（１６０４は北から南、１６０８は
南から北）」

住民１名 30.10.13（土）1455頃 埼玉県羽生市東１－３－８
・「戦闘機２機が上空を低空で飛行している。止めていただきた
い。」

住民１名
30.8.20（月）、 8.22（水）、 10.24（水）、
10.25（木）2130頃

埼玉県小川町
・「滅多に飛ばないが、ブーンと音が聞こえると３機が立て続
けにかなりの低空で飛行し、家の窓がガタガタと振動し、
びっくりしている。」

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。

住民１名 30.10.2（火）1025頃 埼玉県鴻巣市役所
・市民から「本日、１０時２５分頃、鴻巣市役所上空を米軍ヘ
リかオスプレイが低空で飛行した。音がうるさかった。」との
苦情が入った。

住民１名 30.10.2（火）1611頃 埼玉県ときがわ町本郷
・町民から「本日、１６時１１分頃、ときがわ町本郷地区上空
をオスプレイ２機が南東から北西へ低空で飛行した。音がう
るさかった。」との苦情が入った。

令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日
防 衛 省

北関東防衛局

地方防衛局に寄せられた航空機騒音苦情一覧（平成３０年１０月分）



令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日
防 衛 省

北関東防衛局

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
30.10.31（水）0949頃
30.11.1（木）1017頃

埼玉県上尾市二ツ宮

・住民から下記の苦情があった。
　「１０／３１（水）０９４９頃、黒いヘリが北へ低空で飛行、また、
１１／１（木）１０１７頃、黒いヘリが東へ低空で飛行した。騒音
がひどく、恐怖感もあった。」

住民１名 30.11.1（木）1620頃 埼玉県深谷市北根
・自宅上空を飛行機が飛んで非常にうるさかった。たまに２機
から４機の複数機で飛んでいるときもある。

住民１名 30.11.8（木）1030頃 埼玉県ときがわ町本郷
・住民から下記の苦情があり、何か情報があれば知らせてほし
い。
  「航空機が複数機上空を旋回しており、うるさい」

住民１名 30.11.14（水）1003頃 埼玉県小川町飯田
・住民から「今日１０時０３分に米軍のＣ－１３０と思われる航空
機が２機上空で旋回するように低空で飛行し、うるさいだけで
なく怖い。」との苦情が入った。

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１名 30.11.14（水）1000過ぎ 埼玉県ときがわ町本郷
・住民から「本日１０時過ぎに米軍のプロペラ機が２機、低空で
旋回してうるさくて怖い。」との苦情が入った。

住民１名 30.11.15（木）1030～1050頃 埼玉県ときがわ町本郷
・町民から「本日、１０時３０分～１０時５０頃、上空を自衛隊か
米軍か不明のプロペラ機が低空で飛行した。音がうるさかっ
た。」との苦情が入った。

住民１名 30.11.16（金）1030頃 埼玉県東松山市美土里町

・住民から「今朝１０時半頃、上空を米軍機と自衛隊機が２機編
隊で送電線の鉄塔の上を低空で飛行した。１機には日の丸の
マークが見え、もう１機はいつも見る米軍機であった。騒音だけ
でなく恐怖感を覚えた。」との苦情が入った。

住民２名
30.11.19（月）1354頃
30.11.20（火）1015～1030頃

埼玉県上尾市　本町２丁目及び二ツ宮

・市民２名から「１１月１９日１３時５４分頃、本町２丁目上空を
戦闘機１機が飛行してうるさかった。また、１１月２０日１０時１５
分～１０時３０分、二ツ宮上空を暗い色のヘリが旋回してうるさ
かった。」との苦情が入った。

住民１名 30.11.24（土）1330頃 埼玉県川越市
・上空を航空機が飛行していたが、何の航空機で、何で飛んで
いるのかを確認してほしい。

住民１名
30.10からずっと（11.28まで）
日中から21時台

埼玉県さいたま市　県庁上空

・１０月に入ってからずっと、日中から２１時台にかけて、ヘリを
始め航空機の騒音が頻繁になっている。どれもどすの利いた
ような音である。低空で飛行し、恐怖感があり、うるさい。オス
プレイを始め米軍機の飛行にちがいないと思うので米軍に苦
情を伝えてほしい。

住民１名
ほぼ毎日
0900～1700（1200～1300を除く）

埼玉県川越市
・川越市民から「ほぼ毎日、０９時００分～１７時００分まで（１２
時～１３時を除く）、２０回くらい飛行機が飛んでいて、うるさい。
飛ぶのを止めてほしい。」との苦情があった。



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１名 30.11.15（木）1615頃
埼玉県加須市　騎西
埼玉県加須市　花咲徳栄高校

・市民から「加須市騎西地区から花咲徳栄高校上空をオスプレ
イが飛行し、とてもうるさかった。」との苦情があった。

住民１名 30.11.29（木）1005頃 埼玉県ときがわ町本郷
・住民から「Ｃ－１３０、１０～１１機が縦に並んで南から北へ飛
行していた。とてもうるさかった。」との苦情があった。

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。
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防 衛 省

北関東防衛局

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）

住民１名 30.12.12（水）1110頃 埼玉県坂戸市
・埼玉県に対して、坂戸市民（坂戸市経由）から「本日１１時１０
分頃、上空をジェット機３機が飛行し、うるさかった。」との苦情
があった。


