
中国四国防衛局

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

市職員２名
①30.1.3（水）1305-1315頃
②30.1.3（水）1345-1350頃

①島根県益田市多田町
②島根県益田市乙吉町

・①ジェット機１機が西から東へ飛行し、うるさかった。多田神社
境内で正月祭の片づけ中に、突然衝撃波（音）が発生した。６
人の総代全員が、一瞬地震と感じるくらい驚き、同時に恐怖心
も感じた。しばらくして、飛行音が聞こえ、上空を確認したとこ
ろ、米軍機と思われる機影を確認。
・②ジェット機が飛行し、うるさかった。自宅でテレビ視聴中に聞
こえ、テレビの音声が聞き取りにくいことがあった。せめて正月
の間はやめて欲しい。

市職員４名

①29.12.6（水）1255-1300頃
②29.12.28（木）1230-1300頃
③30.1.4（木）0915-0940頃
④30.1.4（木）1055-1100頃
⑤30.1.4（木）1425-1430頃
⑥30.1.4（木）1455-1505頃

①島根県益田市美都町都茂
②島根県江津市桜江町川戸
③④⑤⑥島根県益田市常盤町

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。
・②ジェット機２機が超低空で飛行し、とてもうるさかった。仕事
納めの日は空も騒がしかった。この一年でも航空機がこの桜江
町総合センターを標的としているだろう訓練をしているその只
中にいて恐怖心は慣れることがなかった。この日もとても恐怖
を感じた。桜江総合センターは市役所の支所だけでなく農協な
ど多くの事業所が入居しており、住民も多く集まる。このような
施設を標的にしたような訓練飛行はやめてもらいたいと強く感
じた。
・③④⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。部屋の中でエアコン
をつけていても聞こえるくらいの騒音であった。騒音が長時間
にわたっており、イラッとした。
・⑥１／４（木）は朝から頻繁に米軍機と思われる飛行音が聞こ
えた。この時間（１４：５５頃）も仕事中騒音が気になり空を見上
げると、米軍機と思われる機体を目撃。かすかに飛行機雲のよ
うなものも見え目視が可能であったためしばらく見ていたが、一
瞬機体よりも大きな楕円の煙のようなものを１回、機体が吐き
出した。一瞬で消えたが、不自然な現象だった。あれはどういっ
た現象だったのだろうか？
測定実績
測定時間：②12:35-12:57
観測地点：②桜江総合センター
最大値：②101.2dB

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）



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

市職員１名及び
住民１名

①30.1.9（火）1045-1055頃
②30.1.9（火）1100-1110頃

①島根県益田市常盤町
②島根県益田市隅村町

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。執務中、窓を閉め切った
室内でも騒音が聞こえ課内が騒然とした。
・②ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。今年に
入って頻繁に飛行しており、音が大きく恐怖が感じる。岩国基
地へ厚木から艦載機が移駐し、今後訓練が増えることが危惧
される。国に訴えていただきたい。

市職員１名
①30.1.10（水）0915-0920頃
②30.1.10（水）1115-1125頃

①②島根県益田市常盤町
・①②ジェット機が飛行し、うるさかった。毎日、騒音が聞こえ
る。大雪警報が発表されていたため雷鳴かとも思ったが、やは
り飛んでいる。市街地に不時着する可能性を考えると怖い。

住民２名
①30.1.9（火）1200-1350頃
②30.1.12（金）0300-0330頃

①島根県浜田市熱田町
②島根県浜田市竹迫町

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。１２時ころからジェット機
の飛ぶ音がずっと聞こえていて、非常にうるさい。時々テレビの
音が聞こえなくなるほどだ。今日は何かの訓練をしているの
か。そもそも住宅地の上空を飛ぶ意味が分からない。
・②ジェット機１機が飛行し、うるさかった。雪崩音のような音で
ビックリした。

市職員１名及び
住民１名

①30.1.1（月）1100分頃
②30.1.4（木）0910-0948分頃
③30.1.4（木）1408-1500分頃
④30.1.12（金）1029-1050分頃
⑤30.1.24（水）1950-2010分頃
⑥30.1.25（木）0953-1025分頃
⑦30.1.25（木）1520-1800分頃
⑧30.1.25（木）1945-2150分頃
⑨30.1.26（金）1045-1047分頃
⑩30.1.26（金）1053-1115分頃
⑪30.1.31（水）1538-1543分頃
⑫30.1.31（水）1545-1600分頃
⑬30.1.31（水）1646-1647分頃

①⑤⑥⑦⑧島根県益田市美都町仙道
②③④⑨⑩⑪⑫⑬島根県益田市美都町
都茂

・①④⑤⑥⑦ジェット機が飛行し、うるさかった。
・②ジェット機複数機が東から西、また西から東に飛行し、うる
さかった。飛行音が途切れずに聞こえた。
・③ジェット機複数機が南東から上空そして南、また東から西に
飛行し、うるさかった。飛行音が途切れなかった。飛行機雲によ
り飛行ルートを確認。一部については機体を視認できた。
・⑧ジェット機が飛行し、うるさかった。東仙道地区振興センター
での会議をしばらく中断した。
・⑨ジェット機複数機が東から上空そして北西、また北西から北
に飛行し、うるさかった。
・⑩ジェット機複数機が南西から北東に飛行し、うるさかった。
・⑪ジェット機３機以上が飛行し、うるさかった。
・⑫ジェット機が東から南東に飛行し、うるさかった。
・⑬ジェット機が南東へ飛行し、うるさかった。



中国四国防衛局

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

市職員１名

①30.2.1（木）1037-1038頃
②30.2.1（木）1041-1043頃
③30.2.1（木）1442-1500頃
④30.2.1（木）1654-1656頃

①②③④島根県益田市美都町都茂

・①ジェット機１機が北から西に飛行し、うるさかった。
・②ジェット機１機が上空、北東、東、上空、そして北と飛行し、
うるさかった。
・③ジェット機複数機が南東から北東そして北西、また南から
北、西から東へ飛行し、うるさかった。
・④ジェット機が北から北東へ飛行し、うるさかった。

市職員１名 30.2.2（金）1320-1322頃 島根県益田市美都町都茂 ・ジェット機１機が北から南へ飛行し、うるさかった。

住民１名 30.2.26（月）2100頃 島根県益田市美都町都都茂 ・ジェット機が飛行し、うるさく恐怖を感じた。

市職員１名 30.2.7（水）0940-1000頃 島根県益田市常盤町
・ジェット機が会議中に飛行し、うるさかった。会議の中断は無
かったが、非常に迷惑である。

市職員２名及び
住民１名

①30.2.6（火）1940-2010頃
②30.2.7（水）0915-1015頃
③30.2.8（木）1135-1140頃
④30.2.8（木）1415-1420頃

①島根県浜田市黒川町
②島根県益田市美都町宇津川
③④島根県益田市常盤町

・①ジェット機１機が飛行し、うるさかった。雲の切れ間から赤い
光が見えた。音自体は毎日と言っていいくらい聞こえるが、今
回の音は大きかった。普段は音がしても機影を探さないと見つ
からないが、今回は音の方向を見たらすぐに機影（光）が見え
たのでいつもより近く低いところを飛んでいたのではないか。悪
天候時に限って騒音を撒き散らしているのではないか。目的は
住民の不安を煽ることと判断した。
・②ジェット機が複数機飛行し、うるさかった。
・③ジェット機が飛行し、うるさかった。繰り返し騒音が聞こえ
た。墜落の可能性があるので益田市内上空は飛行しないでほ
しい。
・④ジェット機が飛行し、うるさかった。午前中から何度も騒音
が聞こえてイライラする。精神衛生上よろしくない。

市職員１名 30.2.15(木）1137-1140頃 島根県益田市美都町都茂 ・ジェット機複数機が南から北へ飛行し、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）



中国四国防衛局

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３名
30.3.21（水）①1225-1235頃及び②③
1500-1700頃

①島根県益田市美都町仙道
②島根県浜田市外ノ浦町
③島根県浜田市竹迫町

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。
・②ジェット機が飛行し、うるさかった。雲の中か上を飛んでい
るのだと思うが、何回も何回も繰り返し飛行音が聞こえてきた。
産まれたばかりの子供が寝ているところに飛んでこられるとお
となしく寝ているのが起きてしまうのではと気が気でない。昼夜
を問わず２時間おきに授乳など世話をしている親の消耗も増え
る。なんとかしてください。
・③ジェット機１機が飛行し、うるさかった。かなり上空と思うが、
飛行音がうるさく、室内でもテレビの音が聞こえなかった。

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。



中国四国防衛局

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
市職員１名

30.3.29（木）
①0730頃、②1140頃、③1343頃、
④1400頃、⑤1410頃、
⑥1825～1855頃

①島根県益田市美都町仙道
②～⑥島根県益田市美都町都茂

・①ジェット機の音が聞こえた。
・②③ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。
・④⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑥ジェット機複数機が南から北西、北西から上空そして東、東
から南西へ飛行し、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４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
市職員１名

①30.3.2（金）1050～1130頃
②30.3.27（火）1440～1450頃
③30.3.28（水）1850～1920頃
30.3.29（木）
④1130～1140頃、⑤1855～1930頃

①島根県江津市桜江町長谷
②～⑤島根県江津市桜江町川戸

・①ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。騒音がとてもひど
く飛行した時間も大変長く非常に恐怖を感じました。しずかな長
谷ですので非常に迷惑です。
・②ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。年度末も近く慌し
い中でまた騒音が鳴り響いた。結局平成２９年度の一年間でも
航空機がこの桜江総合センター上空で訓練をしているその只
中にいて恐怖心は慣れることがなかった。今後もこのようなこと
が続くだろうなと思ったこの日もとても恐怖を感じた。三江線が
廃線になりレールの響きはなくなっても航空機の騒音は続くの
だろうか。
・③ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。約３０分間航空機
の飛行音がうるさく恐怖を感じた。桜江小学校の上空も飛んで
おり、とても恐怖を感じた。
・④ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。毎日毎日航空機
の飛行音がうるさく恐怖を感じた。昼食前に飛んだこともあり余
計にイライラした。ビデオカメラで撮影を試みたが撮影できなっ
た。
・⑤ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。一日に昼と夕方と
２回も航空機の飛行音がうるさく恐怖を感じた。このように飛行
されると心理的に非常に負担がかかる。
測定実績
測定時間：①10:50～11:29、③18:49～19:18、④11:31～11:38
観測地点：①③④桜江総合センター
最大値：①86.0dB、③94.5dB、④98.2dB

住民１名
市職員１名

①30.4.2（月）1535～1600頃
②30.4.3（火）0908～0940頃
30.4.4（水）③0718～0720頃、④0918頃、
⑤0928頃、⑥1105～1110頃、
⑦1117～1120頃、⑧1142～1145頃、
⑨1225～1300頃
⑩30.4.5（木）1205～1310頃

①②④～⑩島根県益田市美都町都茂
③島根県益田市美都町仙道

・①②④⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。
・③⑥ジェット機の飛行音がした。
・⑦ジェット機が南へ飛行し、うるさかった。
・⑧複数のジェット機が北へ飛行し、うるさかった。
・⑨複数のジェット機が東から南、東から北西、南から北へ飛行
し、うるさかった。
・⑩複数のジェット機が南から上空そして北西、南東から北東
へ飛行し、うるさかった。ゴーといった低音がほとんどだった
が、時折高音を響かせて高速で通過していた。



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

・①②ジェット機が飛行し、うるさかった。子ども達の目が外に
向き、注意が失われた。
・③ジェット機１機が飛行し、うるさかった。何往復かしており、
室内でもかなり大きな音が聞こえた。
・④⑥⑩ジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑤ジェット機１機の飛行音がしたが、気にはならない程度だっ
た。
・⑦ジェット機１機が飛行し、うるさかった。何往復かしている模
様、機体も確認できた。
・⑧ジェット機１機が飛行し、うるさかった。
・⑨ジェット機が飛行し、うるさかった。ほぼ終日飛行音が聞こ
えた。特に１１時３０分頃と１６時００分頃が大きく、テレビ音が
聞こえなく、作業に集中できなかった。
・⑪ジェット機１機が飛行し、うるさかった。機体は一瞬確認でき
た。
・⑫ジェット機が飛行し、うるさかった。昼頃から飛んでいる。昼
過ぎに終わったかと思えば、１６時頃から５分おきに飛んでい
る。一家団欒の時間になっても飛んでいるのは嫌がらせに違い
ない。今までも米軍に対して申し入れをしているにもかかわら
ず、これだけ飛んでいるのはなめられている証拠だ。
・⑬ジェット機が飛行し、うるさかった。午前中も音が聞こえた
が、今もかなりうるさく飛んでいる。ヘリコプターが来たらいなく
なった。市役所でも聞こえているだろう。何か対策をしているの
か。
・⑭ジェット機が飛行し、うるさかった。昼にも電話したがどう
なっているのか。昼よりうるさい。テレビも聞こえない。こんな大
きな音がしているのに空を見上げても姿が見えないのが逆に
不気味だ。市に文句を言っても何にも効果がないじゃないか。
測定実績
測定時間：①10:51～11:24、③14:35～14:36、④14:38～14:39、
⑧11:30～11:42、⑩11:33～11:43
観測地点：①④⑩旭支所、③邑南町役場、⑧金城支所
最大値：①84.8dB、③87.7dB、④82.0dB、⑧85.4dB、⑩87.1dB

①②島根県浜田市旭町丸原旭小学校
③⑤⑦⑪島根県邑智郡邑南町日和
④⑥⑩島根県浜田市旭町今市
⑧島根県浜田市金城町下来原
⑨島根県浜田市竹迫町
⑫島根県浜田市熱田町
⑬⑭島根県浜田市殿町

30.3.2（金）
①1053～1125頃、②1215～1230頃
30.3.27（火）
③1435～1436頃、④1438～1439頃
30.3.28（水）
⑤1054～1055頃、⑥1459～1508頃、
⑦1530～1531頃
30.3.29（木）
⑧1130～1145頃、⑨1130～1700頃、
⑩1133～1143頃、⑪1141～1142頃、
⑫1200～1930頃、⑬1430～1530頃、
⑭1855～1920頃

住民３名
市職員２名
町職員１名



中国四国防衛局

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 30.5.1（火）1913頃 島根県江津市

・航空機の騒音がうるさい。米軍機なのか、自衛隊機なの
か、それとも民航機なのか教えて欲しい。いずれにせよ米
軍、自衛隊に確認して、夕食時に飛ばないように伝えて欲し
い。

住民２名
市職員２名

①30.4.3（火）
0925頃、0927頃、0932頃
②30.4.10（火）
0852頃、0954頃、1040頃、1114頃、1126
頃
③30.4.12（木）
1120頃、1205頃、1227頃、1411頃
④30.4.16（月）1250頃、1628頃
⑤30.4.18（水）
1545頃、1605頃、1623頃、1635頃
⑥30.4.27（金）0948頃、0950頃

①～⑥島根県益田市匹見町道川道川
地区振興センター

・①～⑥ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかった。

住民２名
市職員２名

30.4.10（火）
①0855～1030頃、②1140～1300頃
30.4.17（火）
③1327頃、④1520～1605頃、
⑤1615～1630頃
⑥30.4.19（木）1820～1900頃
⑦30.4.26（木）1220頃
⑧30.4.27（金）1000頃
30.5.1（火）
⑨1840～1908頃、⑩1911～1930頃

①②島根県益田市美都町
③島根県江津市桜江町川戸
④⑤⑥⑦島根県益田市美都町都茂
⑧島根県江津市桜江町八戸
⑨⑩島根県益田市美都町仙道

・①②④⑤⑥⑨⑩ジェット機が飛行し、うるさかった。
・③ジェット機が低空で飛行し、うるさかった。桜江中学校上
空で急降下訓練をしていたように思う。怖かった。
・⑦ジェット機１機が東から南西に飛行し、うるさかった。
・⑧ジェット機１機が低空で飛行し、うるさかった。草刈機（混
合油エンジン刈り払い機）を使用して作業をしているときに草
刈機の音とは違う大きな音がした。音であるが、重さを感じる
ような事象であったため思わず背中を丸くした。上空を見ると
航空機が飛んでいたので、航空機の飛行時騒音だと分かっ
た。草刈機作業中であれば怪我にもつながりそうなことがあ
るのかと思うと恐怖を感じた。

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５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

・①ジェット機が何往復かしていた。音はそこまで大きくない。
・②ジェット機が何往復かしていた。室内でもうるさく聞こえる
音量であった。
・③ジェット機が何往復かしていた。目視確認はできなかっ
た。
・④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑱㉔㉕㉟ジェット機が飛行し、うるさかっ
た。
・⑤ジェット機２機が西から東へ低空で飛行していた。何往復
かしていた。音もかなり大きかった。
・⑥ジェット機１機が西から東へ飛行していた。何往復かして
いた。音もかなり大きかった。
・⑬⑭⑮⑯ジェット機１機が飛行し、うるさかった。家の中でテ
レビを見ていたが、騒音がうるさく聞こえなくなった。何回も音
がしたので怖かった。子どもも怖がっていた。
・⑰ジェット機１機が南から東へ飛行し、うるさかった。
・⑲ジェット機が東から北西へ飛行し、うるさかった。
・⑳㉝㉞ジェット機が飛行していた。
・㉑㉗ジェット機が南へ飛行していた。
・㉒ジェット機１機が低空で飛行し、うるさかった。中学校のグ
ランドで全校生徒対象の自転車マナーアップ指定式開催中
に、上空約1500メートルで、ジェット機が急旋回を繰り返す光
景を目視。参加者全員が上空を見上げ、会場がどよめいた。
事故でもあればと思うと、恐怖を感じた。
・㉓ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。家の中
にいたが、ものすごい騒音でびっくりした。このようなことが
続くようなら住民からの訴えていかないとなくならないと思い
ます。国に訴えていただきたい。
・㉖ジェット機１機が北西へ飛行し、うるさかった。
・㉘ジェット機が北西へ飛行していた。
・㉙ジェット機１機が東から北西へ飛行し、うるさかった。
・㉚複数のジェット機が北から、上空そして東。また南から、
上空そして西へ飛行しうるさかった。
・㉛ジェット機が東へ飛行した。
・㉜ジェット機が北へ飛行した。
測定実績
測定時間：④15:55～16:02、⑦11:02～11:03、
⑧10:33～10:43
観測地点：④⑦⑧旭支所
最大値：④82.8dB、⑦82.2dB、⑧82.4dB

①30.4.11（水）1628～1629頃
②30.4.16（月）1642～1643頃
30.4.18（水）
③1549～1550頃、④1555～1602頃
⑤30.4.20（水）1549～1550頃
⑥30.4.23（月）0817～0818頃
⑦30.4.27（金）1102～1103頃
⑧30.4.28（土）1033～1043頃
30.5.3（木）
⑨0835～0843頃、⑩0853～0900頃、
⑪0940～1130頃、⑫1815～2115頃、
⑬2030～2031頃、⑭2045～2046頃、
⑮2055～2056頃、⑯2100～2101頃
30.5.8（火）
⑰1257～1259頃、⑱1305頃、
⑲1309～1312頃、⑳1320頃、
㉑1323頃、㉒1315～1325頃、
㉓1323～1324頃、㉔1755頃、
㉕1800～1805頃
30.5.10（木）
㉖0924～0926頃、㉗0931～0932頃、
㉘0935頃、㉙0940～0944頃、
㉚0946～0951頃
30.5.14（月）
㉛1425～1427頃、㉜1545頃、
㉝1553頃、㉞1559～1601頃、
㉟1615～1618頃

①②③島根県邑智郡邑南町日和
④⑦⑧島根県浜田市旭町今市
⑤⑥島根県邑智郡邑南町下口羽
⑨⑩⑪⑫島根県益田市美都町仙道
⑬⑭⑮⑯島根県益田市横田町
⑰⑱⑲⑳㉑㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞
㉟島根県益田市美都町都茂
㉒島根県益田市津田町
㉓島根県益田市西平原町

住民２名
市職員４名
町職員２名



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２名
市職員１名

30.5.16（水）
①0801～0805頃、②0809～0811頃、
③1540～1542頃
④30.5.17（木）1623～1626頃
30.5.18（金）
⑤0825～0827頃、⑥1505～1507頃、
⑦1510～1511頃
30.5.22（火）
⑧1804～1807頃、⑨1815～1817頃、
⑩1820～1930頃

①②島根県益田市美都町仙道
③～⑩島根県益田市美都町都茂

・①②ジェット機が飛行し、うるさかった。
・③ジェット機１機が北西へ飛行した。
・④ジェット機１機が白い機体の形が何とか分かる程度の高
度で、庁舎の北を東から西へ飛行した。
・⑤ジェット機１機が北へ飛行した。
・⑥ジェット機１機が北東から上空そして東へ飛行し、うるさ
かった。
・⑦ジェット機１機が北東から上空そして東へ飛行した。
・⑧ジェット機１機が南西から北東へ飛行し、うるさかった。
・⑨複数のジェット機が南及び北から南へ飛行し、うるさかっ
た。
・⑩３機以上のジェット機が南から北へ飛行し、うるさかった。
１８２３に１機を視認。１８３０に庁舎の上空を飛行していた。



中国四国防衛局

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２名
市職員２名

①30.4.13（金）1235～1250頃
②30.4.18（水）1545～1600頃
③30.4.27（金）1000～1010頃
④30.5.1（火）1013頃、1017頃、1019頃、
1022頃、1034頃、1445頃、1920頃
⑤30.5.8（火）1013頃、1100頃、1207頃、
1215頃、1235頃、1249頃、1259頃、
1318頃、1444頃、1451頃
⑥30.5.10（木）0850頃、0910頃、0950頃
⑦30.5.14（月）1037頃、1412頃、1421頃、
1423頃、1425頃、1433頃、1435頃、
1442頃
30.5.29（火）
⑧1518～1520頃、⑨1507～1522頃、
⑩1527～1529頃、⑪1530頃、⑫1535頃、
⑬1540頃、⑭1540頃、⑮1620頃、
⑯1625頃
30.5.31（木）
⑰0953～0955頃、⑱1000～1005頃

①②③島根県浜田市旭町丸原旭小学校
④⑤⑥⑦⑪⑫⑬⑯島根県益田市匹見町
道川道川地区振興センター
⑧⑨⑩⑭⑮⑰⑱島根県益田市美都町都
茂

・①ジェット機が飛行し、給食を食べる途中、飛行音が気にな
り、手が止まった。
・②ジェット機が飛行し、校庭で体育をしている５年生児童が、
耳に手を当て、運動に支障をきたした。
・③ジェット機が飛行し、授業中に騒音がし、子ども達の授業へ
の集中が途切れた。
・④⑤⑥⑦⑪⑫⑬⑯ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかっ
た。
・⑧ジェット機が北から北東へ飛行し、うるさかった。
・⑨ジェット機が東へ飛行し、うるさかった。
・⑩ジェット機が南、上空そして東へ飛行し、うるさかった。
・⑭ジェット機が西へ飛行した。
・⑮ジェット機が飛行した。
・⑰ジェット機１機が北へ飛行した。
・⑱ジェット機が飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：②15:55～16:02、③11:02～11:03
観測地点：②③旭支所
最大値：②82.8dB、③82.2dB

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）



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２名
市職員３名
町職員１名

30.5.1（火）
①1015～1030頃、②1027～1028頃
30.5.8（火）
③1452～1453頃、④1500～1525頃、
⑤1510～1511頃
⑥30.5.10（木）1447～1448頃
⑦30.5.16（水）2034～2040頃
⑧30.5.26（土）0910～0915頃
⑨30.5.27（日）0900～1000頃
30.5.29（火）
⑩1514～1515頃、⑪1532～1533頃
30.5.31（木）
⑫0945～0950頃、⑬1145～1150頃、
⑭1157～1158頃、⑮1205～1220頃

①⑫⑬⑮島根県浜田市旭町丸原旭小学
校
②⑩島根県浜田市旭町今市
③⑤⑥⑪⑭島根県邑智郡邑南町日和
④⑧島根県江津市桜江町川戸
⑦島根県浜田市日脚町
⑨島根県浜田市竹迫町

・①校庭で全校児童が体力づくりのためのランニング中に
ジェット機が飛行し、騒音に驚いて走りに集中できなくなった。
・②⑩ジェット機が飛行し、うるさかった。
・③ジェット機１機が飛行した。室内での会話等は可能。機影を
目視できた。
・④ジェット機が桜江総合センター上空を旋回するように飛行し
ていたのが確認できた。雲の上を飛んでいたので合間から機
影が見えた。騒音と機影に恐怖を感じた。
・⑤ジェット機１機が飛行し、うるさかった。何往復かしていた。
室内でも聞こえる音量であった。
・⑥ジェット機１機が何往復かしていた。目視確認はできた。
・⑦ジェット機２機が西から南東に飛行し、うるさかった。いつも
より大きい音だった。未だに昼夜問わず飛んでいるようだが島
根県だからなめられているのか。
・⑧ジェット機が飛行し、うるさかった。大きな航空機の音がした
ので、屋外に出て確認したが、くもりであったため、機影は確認
できなかった。江津市市議会議員選挙の期日前投票最終の日
で、投票に来ていた人も「うるさいな」と言った。私は恐怖を感じ
た。
・⑨ジェット機が飛行し、非常にやかましかった。室内でもテレ
ビが聞こえにくかった。
・⑪ジェット機が飛行し、何往復か低空で飛行し、うるさかった。
機体が確認できた。
・⑫⑬ジェット機が飛行し、うるさかった。生徒が外を見るなど、
授業への集中が低下した。
・⑭ジェット機１機が何往復かしていた。
・⑮ジェット機が給食時間中飛行し、子ども達が騒音を気にし、
食べるのに時間がかかった。



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３名
市職員２名

30.6.1（金）
①1210～1211頃、②1210～1230頃
③30.6.2（土）1010頃
30.6.4（月）
④1500～1505頃、⑤1507頃、
⑥1515～1520頃
30.6.5（火）
⑦1040～1042頃、⑧1050～1054頃、
⑨1125頃、⑩1225～1250頃、
⑪1350～1430頃
30.6.6（水）
⑫1125頃、⑬1152頃、⑭1257頃、
⑮1550～1553頃、⑯1555～1600頃、
⑰1628～1635頃
30.6.7（木）
⑱1430頃、⑲1445～1447頃、
⑳1508～1510頃
30.6.12（火）
㉑1850～1915頃、㉒1900～1930頃

①島根県浜田市弥栄町長安本郷
②島根県益田市美都町宇津川
③島根県益田市美都町仙道
④～⑳島根県益田市美都町都茂
㉑島根県浜田市周布町
㉒島根県浜田市日脚町

・①ジェット機１機が北から南へ飛行し、うるさかった。
・②ジェット機が東から西へ飛行し、うるさかった。
・③⑮ジェット機が北へ飛行した。
・④ジェット機が南及び東から西へ飛行した。
・⑤ジェット機が東へ飛行した。
・⑥ジェット機が東から西へ飛行した。
・⑦⑨⑩⑫⑱ジェット機の飛行音が聞こえた。
・⑧ジェット機が南へ飛行し、うるさかった。
・⑪ジェット機３機以上が飛行し、うるさかった。
・⑬ジェット機が北西へ飛行し、うるさかった。
・⑭ジェット機１機の飛行音がした。
・⑯ジェット機２機が南西及び北西へ飛行し、うるさかった。
・⑰ジェット機２機以上の飛行音がした。
・⑲ジェット機が北から南へ飛行し、うるさかった。
・⑳ジェット機１機が東から西へ飛行した。
・㉑ジェット機が超低空で南から北へ飛行し、うるさかった。も
のすごい低い高度で旋回しながら津摩方面へとんだ飛行機あ
り。落下するかと思った。
・㉒ジェット機が超低空で飛行し、うるさかった。かなり低空で機
体がわかる位だった。室内でもかなり慌てた。機体に日の丸が
見えたとの情報もある。



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 30.6.27（水）2000～2030頃 島根県浜田市佐野町 ・ジェット機が飛行し、テレビの音が聞き取りづらかった。

住民１名

①30.6.4（月）0930頃、1008頃、1457頃
及び1502頃
②30.6.5（火）1035頃、1040頃、1045頃、
1130,頃、1145頃、1158頃、1205頃、
1230頃及び1358頃
③30.6.6（水）1116頃、1430頃、
1543～1551頃、1615～1636頃
及び1640～1643頃
④30.6.7（木）1325～1328頃、1330頃、
1433頃、1440頃、1446～1447頃、
1459～1504頃、1513～1519頃
及び1522頃
⑤30.6.13（水）0919～0923頃、0937～
0940頃、1206～1209頃、1242頃、
1253頃、1429頃、1509頃及び1522頃
⑥30.6.14（木）1128頃、1154頃、1200頃、
1206頃、1414頃、1443頃、1453頃
及び1505頃
⑦30.6.15（金）0915～0922頃、
0948～0955頃、1002～1019頃、1141～
1207頃、1214～1222頃、1231頃
及び1339頃
⑧30.6.19（火）1513～1519頃、1535～
1537頃、1545頃、1549～1554頃
及び1604～1610頃
⑨30.6.20（水）1158頃、1208頃、1230頃
及び1310頃

①～⑨
島根県益田市匹見町道川道川地区振興
センター

・①～⑨ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかった。

中国四国防衛局

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７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

市職員３名

①30.6.1（金）1210～1230頃
30.6.5（火）②1100～1110頃
及び③1255～1300頃
30.6.13（水）④0920～1015頃、
⑤0940頃、⑥1017頃、⑦1120頃、
⑧1125～1133頃、⑨1156～1158頃、
⑩1220～1300頃及び⑪1420～1500頃
30.6.15（金）⑫0920～1030頃、⑬1150頃
⑭1200～1230頃及び⑮1210～1250頃
⑯30.6.19（火）1315～1350頃

①②③④⑭⑯
島根県浜田市旭町丸原旭小学校
⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑮
島根県益田市美都町都茂
⑨
島根県江津市桜江町川戸桜江総合セン
ター

・①ジェット機１機が飛行し、うるさかった。給食の準備中、騒音
が気になり、子ども達の目線が窓の外を向いて、時間がかかっ
た。
・②ジェット機が飛行し、うるさかった。体力測定の実施中、校
庭にいた児童に声が通りにくく、説明や指示が一回では伝わり
にくかった。
・③ジェット機が飛行し、うるさかった。給食の準備中、騒音が
気になり、子ども達の目線が窓の外を向いて、時間がかかっ
た。
・④ジェット機が飛行し、うるさかった。１校時から１校時にかけ
て、断続的に騒音がし、児童の集中が途切れた。
・⑤ジェット機が南へ飛行し、うるさかった。
・⑥ジェット機が南へ飛行した。
・⑦ジェット機が南へ飛行した。
・⑧ジェット機が南へ飛行し、うるさかった
・⑨ジェット機が飛行し、うるさかった。航空機の音がしたので、
私を含め職員二人で建物の外に確認に出た。桜江総合セン
ター上空はくもりだったので、機影は確認できなかった。とても
大きな航空機の飛行音だったので、私を含めた職員２名は恐
怖した。
・⑩⑪複数のジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑫ジェット機が東から西へ飛行し、うるさかった。
・⑬⑮ジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑭ジェット機が飛行し、音がかなりうるさいが、暑いので窓を閉
められず、授業中の児童の発言が聞き取りにくかった。
・⑯ジェット機が飛行し、うるさかった。飛行音が何度も聞こえ、
児童は事業に集中しにくい様子だった。

町職員１名

①30.6.5（火）1039～1040頃
②30.6.13（水）1233～1234頃
30.6.14（木）
③1434～1435頃
及び④1436～1437頃
⑤30.6.15（金）1146～1147頃
⑥30.6.28（木）1505～1506頃

①～⑥島根県邑智郡邑南町日和

・①ジェット機１機が飛行した。天候が悪く、機影は見えなかっ
たが何往復もしている様子だった。
・②ジェット機１機が何往復かし、うるさかった。室内でも会話が
難しいほど大きい音量であった。
・③ジェット機１機が何往復かしていた。目視確認はできた。
・④ジェット機１機が何往復かしていた。
・⑤ジェット機１機の飛行し、うるさかった。地上から機体を確認
することができた。何往復かしていた。騒音は室内で聞こえる
大きさだった。
・⑥ジェット機１機が何往復かしていた。飛行方向等は確認でき
なかったが、騒音は不快であった。



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 30.7.11（水）1640～1720頃 島根県浜田市竹迫町
・ジェット機１機が飛行し、かなりうるさく、窓を閉めてもテレビが
聞こえづらかった。

住民１名
市職員１名

①30.7.10（火）1840～1850頃
②30.7.23（月）1850～1950頃

①島根県浜田市弥栄町長安本郷
②島根県浜田市竹迫町

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。
・②ジェット機１機が飛行し、かなりうるさく、会話ができない。気
が散って集中できない。
測定実績
測定時間：①1840-1850
観測地点：①弥栄支所
最大値：①81.9dB

住民５名

①30.7.24（火）1830～1920頃
30.7.25（水）
②1850～1930頃及び③1850～1920頃
30.7.26（木）
④1925～1955頃及び⑤1920～2020頃

①②⑤島根県浜田市竹迫町
③④島根県浜田市殿町

・①ジェット機１機が飛行し、連日飛行音がうるさい。何の目的
で飛んでいるのか。
・②ジェット機１機が飛行し、うるさい。ここ数日、同じ時間に飛
んでいる。毎日迷惑だ。
・③ジェット機が飛行し、うるさい。わざと遅い時間に飛んでいる
のか。今まで我慢していたが安らぎのひと時を返せ。止めてく
れ。
・④ジェット機が飛行し、うるさい。うるさいから止めろと言ったは
ず。同じことを何回言わせるのか。
・⑤ジェット機１機が飛行し、うるさい。同じ時間に飛んでいる。
かなり腹に響くような音。室内にいても十分うるさい。

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 30.8.5（日）1230頃 島根県浜田市生湯町

・平成３０年８月５日（日）１２時３０分頃、航空機の凄い騒音が
あった。窓を閉めきっていても聞こえるような大音量で、子供も
怖がった。２回音がしたので、行って帰ってきたようだ。今までこ
のようなことはなかったので、何か訓練を行っているのなら教え
てほしい。

住民２名
市職員１名

30.7.10（火）①1830～1832頃、
②1835～1836頃、③1837～1840頃
及び④2000頃
30.7.11（水）⑤1152～1300頃、
⑥1405～1430頃、⑦1155頃、
⑧1420～1426頃、⑨1429～1440頃、
⑩1447頃及び⑪1523頃
30.7.12（木）⑫1150～1300頃、
⑬1830～2030頃、⑭1915頃及び
⑮1924頃
30.7.20（金）⑯1543頃及び⑰1547頃
⑱30.7.23（月）1930～2030頃
30.7.30（月）⑲1540頃及び⑳1555頃

①②③⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑰⑲⑳
島根県益田市匹見町道川道川振興セン
ター
④⑬⑱島根県益田市美都町仙道
⑤⑥⑫島根県益田市美都町都茂

・①⑦ジェット機１機が西から東へ飛行し、とてもうるさかった。
・②⑧⑨⑩⑪ジェット機が西から東へ飛行し、とてもうるさかっ
た。
・③ジェット機が東から西へ飛行し、とてもうるさかった。
・④⑫⑬ジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑤ジェット機が南から北へ飛行し、うるさかった。
・⑥ジェット機の飛行音がした。
・⑭⑯⑲ジェット機１機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・⑮⑰⑳ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・⑱ジェット機が南から北西へ飛行し、うるさかった。

住民５名
市職員２名

①30.7.10（火）1920頃
②30.7.27（金）1048～1049頃
③30.7.31（火）1955～2020頃
④⑤⑥⑦30.8.5（日）1200～1230頃

①島根県江津市桜江町川戸
②島根県浜田市旭町今市
③島根県浜田市殿町
④島根県浜田市竹迫町
⑤島根県浜田市生湯町
⑥島根県浜田市港町
⑦島根県浜田市金城町

・①桜江総合センターの中にいたら航空機（１機）の飛ぶとても
大きな音が聞こえたので、外に出てみたら航空機の機影が見え
た。見たのは桜江総合センター上空を旋回し桜江町小田方向に
飛んでいった。とても恐怖した。
・②ジェット機が飛行し、うるさかった。
・③ジェット機が飛行し、うるさかった。市の職員は報告するだけ
で仕事をした気になってるならよく自問したまえ。
・④ジェット機１が飛行し、ここ数日では一番うるさかった。室内
でもテレビが聞こえないくらいうるさかった。
・⑤町内会で話題になった。ジェット機が非常に低い高さで飛ん
でかなりの騒音だった。高齢者がびっくりされていた。
・⑥ジェット機が飛行し、うるさかった。以前広島の防衛局に電
話した時も音量を聞かれただけだった。いくらでも電話するので
どこにかけたら止めてくれるのか教えてほしい。
・⑦ジェット機１機が飛行し、うるさかった。ジェット機が落ちてき
たのかと思った。

市職員１名 30.8.9（木）1600～1610頃 島根県浜田市金城町 ・ジェット機１機が飛行し、うるさかった

中国四国防衛局

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８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 30.8.23（木）1300～1400頃 島根県浜田市殿町
・ジェット機２機が西から東へ飛行した。その後、また西へ帰った
模様。長時間うるさかった。機体が確認できた。

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。



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

市職員１名 30.8.17（金）1107～1108頃 島根県浜田市旭町今市 ・ジェット機が飛行し、うるさかった。

住民１名
町職員１名

30.8.7（火）①1350頃、②1355頃、
③1458頃及び④1500頃
30.8.17（金）⑤1105頃、⑥1111頃、
⑦1115頃、⑧1120頃、⑨1132頃及び
⑩1355頃
30.8.21（火）⑪1458頃及び⑫1600頃
30.8.22（水）⑬1629～1630頃
30.8.23（木）⑭1053頃、⑮1135頃、
⑯1349頃及び⑰1531頃
30.8.28（火）⑱1357頃

①～⑫⑭～⑱島根県益田市匹見町道川
道川地区振興センター
⑬島根県邑智郡邑南町日和

・①⑤⑪⑭⑱ジェット機１機が西から東へ飛行し、うるさかっ
た。
・⑬ジェット機１機が飛行した。室内においても聞こえる音で
あった。音の大きさは、テレビなどの音声は聞こえる程度で
あった。
・②～④⑥～⑩⑫⑮～⑰ジェット機が飛行し、うるさかった。

住民１名
市職員１名

30.8.1（水）①1830～1930頃
30.8.2（木）②1330頃、③1417頃、
④1425頃及び⑤1608頃
30.8.10（金）⑥1150～1215頃、
⑦1540頃及び⑧1550～1552頃
30.8.13（月）⑨1120頃及び⑩1153頃

①島根県益田市美都町仙道
②～⑩島根県益田市美都町都茂

・①～③⑥⑦⑩ジェット機が飛行し、うるさかった。
・④ジェット機が飛行した。
・⑤ジェット機が南へ飛行した。
・⑧ジェット機が北から南西へ飛行し、うるさかった。
・⑨ジェット機が東へ飛行し、うるさかった。

中国四国防衛局

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９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

市職員１名

①30.8.21（火）1710～1740頃
②30.8.22（水）1630～1635頃
③30.8.23（木）1250頃
④30.8.28（火）1349～1358頃

①～③島根県江津市桜江町川戸
④島根県江津市桜江町大貫

・①桜江総合センターの中にいたらとても大きな航空機（ジェッ
ト機２機）が飛行するような音が聞こえたので、あわてて外に出
てみたら航空機の機影が見えた。見えたのは桜江総合セン
ター上空を後山方面から谷住郷方面に飛んでいた。もう一人
の職員とともに上空を見上げていたが、お互いにとても恐怖し
た。
・②桜江総合センターの中で勤務していたら非常に大きい航空
機（ジェット機２機）の飛行音がしたので、外に確認に出た。後
山方面から谷住郷方面に向かって飛ぶ航空機を目視で確認で
きた。もう一人の職員とともに上空を見上げていたが、お互い
に大いに恐怖した。ビデオ撮影を試みたが、雲が散在してお
り、うまく撮影ができなかった。
・③桜江総合センターの昼休憩中にとても大きい航空機（ジェッ
ト機）が飛ぶ音がしたので、外に確認に出た。明らかに航空機
の音ではあったが、雲に隠れて機影は確認できなかった。３日
連続で飛行音に悩まされ恐怖し、いらだった。もう一人の職員
も同様であった。
・④一級河川江の川堤防確認の業務中に上空で大きな音がし
てとても恐怖を感じた。普段からこの騒音に悩まされているの
で、堤防点検中の業務において精神的に支障があった。上空
はくもりであったため、機影は確認できなかった。

住民１名
市職員１名

30.9.5（水）①1025～1130頃
30.9.6（木）②1100頃及び
③1318～1330頃
30.9.13（木）④0955～1130頃
30.9.24（月）⑤1135～1230頃

①～④島根県益田市美都町都茂
⑤島根県益田市美都町仙道

・①②ジェット機が飛行した。
・③④ジェット機が南から北へ飛行し、うるさかった。
・⑤ジェット機が飛行し、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。



令和元年５月２４日
防 衛 省

中国四国防衛局

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

住民２名
市職員１名

30.9.6（木）①1316頃及び②1324頃
30.9.13（木）③0950頃、④0958頃、
⑤1009～1012頃、⑥1037～1041頃、
⑦1045頃及び⑧1103頃
30.9.26（水）⑨1306頃
30.9.27（木）⑩1038頃、
⑪1044～1045頃、⑫1051頃、⑬1111頃、
⑭1116頃及び⑮1218頃、
⑯1227～1245頃及び⑰1240頃

①～⑮島根県益田市匹見町道川道川地
区振興センター
⑯島根県浜田市旭町今市
⑰島根県浜田市金城町久佐

・①～⑮ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・⑯ジェット機が飛行し、うるさかった。
・⑰ジェット機が飛行し、めったにないほどの音のうるささだっ
た。
測定実績
測定時間：⑯1227～1245
観測地点：⑯旭支所
最大値：⑯95.6dB

市職員１名
30.9.27（木）①1045頃、②1052頃、
③1118頃及び④1210頃

①～④島根県益田市美都町都茂 ・①～④ジェット機が飛行し、うるさかった。

市職員１名

30.10.3（水）①1020～1030頃、
②1210～1240頃及び③1500～1510頃
30.10.4（木）④1020～1030頃、
⑤1230～1250頃及び⑥1510～1520頃

①～⑥島根県益田市美都町都茂

・①②ジェット機が飛行した。
・③ジェット機が飛行し、うるさかった。
・④⑤ジェット機が南から北へ飛行し、うるさかった。
・⑥ジェット機が北から南へ飛行し、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）



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

市職員４名

30.9.13（木）①1015頃
30.9.27（木）②③1200～1300頃、
④1221～1257頃
30.10.5（金）⑤1031～1032頃

①④島根県江津市桜江町川戸桜江総合
センター
②島根県浜田市旭町丸原旭小学校
③島根県浜田金城町今福今福小学校
⑤島根県浜田市弥栄町長安本郷

・①とても大きな航空機が飛行するような音が聞こえたので、あ
わてて桜江総合センターの外に出てみた。空はくもりであった。
機影は確認できなかったが、恐怖は感じた。
・②ジェット機１機が低空を１０回以上も旋回し、近づくたびに大
きな騒音で児童が不安げに空を見上げるなどし活動に集中で
きなかった。
・③ジェット機１機が低空を１０回以上も旋回し、近づくたびに大
きな騒音で、児童が悲鳴をあげるほど。機体を傾け、シグナル
信号を出しているのを見た児童もいる。
・④後山（小田に近いほう）から桜江総合センターを狙うかのよ
うに航空機が繰り返し飛行した。この飛行の方法で落下物でも
あれば桜江総合センターに直撃するなと恐怖を感じた。３０分
ちかく続いたので周辺の人も家から出てきた。昼食の時間を邪
魔され恐怖を感じた。録画に成功した。
・⑤ジェット機１機が北から南へ飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：⑤1026～1036
観測地点：⑤弥栄支所
最大値：⑤81.3dB

住民１名
町職員１名

30.9.13（木）①1028～1029頃
30.9.25（火）②1319～1320頃
30.9.27（木）③1045～1046頃及び
④1226～1255頃
30.10.14（日）⑤0610～0620頃

①～④島根県邑智郡邑南町日和
⑤島根県浜田市竹迫町

・①ジェット機１機が何往復もしており、恐怖を感じた。室内にお
いても聞こえる音であった。
・②ジェット機１機が上空を通過していく様子がわかった。大き
な音も聞こえた。
・③ジェット機１機が何往復もしている様子だった。機影は撮影
できたが、飛んできた方角や高度はわからなかった。
・④ジェット機が約３０分の間に、東から西へ７回の飛行を目視
で確認した。はじめの３回は、かなりの低空飛行でとてもうるさ
く、窓ガラス等が振動し恐怖を感じた。はじめ２回は２機による
飛行、残り５回は１機による飛行であった。以降も、断続的に音
が聞こえてくる状況であった。
・⑤双発機（大型）１機が北西から南東に飛行した。日曜の静
かな朝に迷惑。

住民１名
市職員１名

30.10.4（木）①2050～2130頃
30.10.16（火）②1340～1342頃及び
③1350～1352頃

①島根県益田市美都町仙道
②③島根県益田市美都町都茂

・①ジェット機が飛行し、うるさかった。
・②③ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。



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

住民５名

30.10.17（水）①0510～0520頃、
②1150～1230頃及び③1500～1510頃
30.10.18（木）④0510～0620頃
30.10.19（金）⑤0510～0620頃

①④⑤島根県浜田市竹迫町
②③島根県浜田市殿町

・①ジェット機１機が未明の時間に南東から北西に飛行し、テレ
ビをつけていても音が気になる位だった。
・②ジェット機が２日連続でお昼時に飛んでいる。止めてほし
い。
・③日に何回も飛ぶのであれば事前公表すべき。
・④ジェット機１機が南東から北西に飛行した。ジェット機がここ
数日、同じ時間に飛んでいる。定期便？
・⑤ジェット機１機が南東から北西に飛行した。ジェット機がここ
数日、同じ時刻に飛んでいる。気になる。



令和元年５月２４日
防 衛 省

中国四国防衛局

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

住民１名

30.10.2（火）①1055頃、②1059頃及び
③1216頃
30.10.4（木）④1255～1258頃、
⑤1303頃、⑥1423頃、⑦1510～1520頃、
⑧1550頃、⑨1620頃及び⑩1635頃
30.10.5（金）⑪1028頃、⑫1037頃、
⑬1044頃、⑭1047頃、⑮1049頃、
⑯1053頃及び⑰1100頃
30.10.16（火）⑱0940頃、⑲1328頃、
⑳1343頃及び㉑1353～1356頃
30.10.31（水）㉒1635頃

①～㉒島根県益田市匹見町道川道川地
区振興センター

・①～③⑤⑥⑧～㉒ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかっ
た。
・④⑦ジェット機２機が西から東へ飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：⑦1510-1511、⑬1044-1045
観測地点：⑦⑬匹見総合支所
最大値：⑦85.4dB、⑬84.6dB

住民１名
市職員１名

30.10.2（火）①1050頃及び②1100頃
30.10.5（金）③1100～1105頃
30.10.31（水）④1635頃

①～④島根県江津市桜江町川戸桜江総
合センター

・①②谷住郷方面（観測地から北側）から後山志谷方面（観測
地から南よりの西側）へ飛行する機影を１機確認。そののち
に、後山志谷方面から大貫方面（観測地から東側）に飛行する
機影を１機確認した。よく観測する飛行方向と違うこともあり、
恐怖した。一部の動画撮影ができた。
・③ジェット機１機が西南から北へ超低空で飛行した。観測中
に近隣住民が何事かというように外に出てきて、飛行している
機影をみて「今日のは特に低いな」と感想を言っていた。低い
ので当然騒音も大きく、非常に非常に恐怖した。
・④ジェット機１機が飛行した。非常に大きい飛行音がしたた
め、外に出たが、機影は遠くにあり詳細は確認できなかった。
録画はできなかった。戦闘機のように見えたため、非常に恐怖
した。
測定実績
測定時間：①②1043、③1101、④1641
観測地点：①～④鹿賀会館
最大値：①②82.1dB、③101.7dB、④97.4dB

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）

要概の等情苦域地行飛時日行飛

住民３名
市職員４名

30.10.2（火）①1100～1110頃及び
②1230～1255頃
30.10.3（水）③1200～1300頃
30.10.4（木）④1600～1610頃
30.11.8（木）⑤1020～1030頃、
⑥1230
及び⑦1735～1825頃

①～④島根県浜田市旭町丸原旭小学校
⑤⑥⑦島根県浜田市黒川町

・①ジェット機が飛行し、屋外で活動中の児童が、空を見上げ、
指導の声も届きにくくなった。
・②給食中、ジェット機の騒音が繰り返し、児童が食事の手を
止めて、外を見る様子が見られた。
・③④授業中、ジェット機が飛行し、児童の注意がそれ、授業に
集中しづらい状況になった。
・⑤ジェット機が飛行し、いつもより音が大きいので電話した。
・⑥ジェット機が同じ日に何度も飛ぶし、音がいつもより大き
い。小さい子がおびえている。
・⑦ジェット機が同じ日に何度も飛ぶし、音がいつもより大き
い。小さい子がおびえている。明日も飛ぶなら教えてほしい。

町職員１名

30.10.4（木）①1427～1428頃及び
②1612～1613頃
30.10.31（水）③1058～1059頃及び
④1624～1625頃

①～④島根県邑智郡邑南町日和

・①ジェット機１機の飛行音がした。室内においても聞こえる音
であったが、会話等に影響はなかった。
・②高度等はわからなかった。外にいるときははっきりとジェット
機１機の騒音が聞こえたが、室内ではすこし聞こえる程度だっ
た。
・③ジェット機１機が飛行し、大きな音が聞こえた。何往復かし
ている様子であった。
・④ジェット機１機が飛行し、うるさかった。何往復かしている様
子であった。高度はそれほど低くはなかった。

住民１名
市職員１名

30.11.9（金）①0930～1000頃
30.11.16（金）②0918～0919頃及び
③1143～1144頃

①島根県浜田市金城町今福
②③島根県益田市美都町都茂

・①ここ１、２ヶ月米軍機の低空飛行と騒音がひどい。家の窓ガ
ラスが震えたり、ペットが怯えて隠れてしまったりする。自分は
目がいい方ではないが戦闘機の３角形の機体がはっきり分か
るほど低空飛行している。演習なのか。飛行ルート場になって
いるのか。
・②ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。
・③ジェット機１機が北から南へ飛行する音が聞こえた。

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

中国四国防衛局

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

市職員１名

30.11.15（木）①1444-1451頃
30.11.16（金）②0915-0916頃
30.11.19（月）③2025-2026頃
30.11.20（火）④1611-1612頃
30.11.29（木）⑤0837-0838頃

①～⑤島根県浜田市旭町今市

・①～⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：①1444-1451、②0915-0916、③2025-2026
観測地点：①②③旭支所
最大値：①83.9dB、②81.9dB、③80.3dB

市職員１名
30.11.20（火）①1609-1610頃
30.11.29（木）②0831-0833頃

①②島根県浜田市金城町下来原 ・①②ジェット機が飛行し、うるさかった。

住民２名
30.11.15（木）①1328頃、②1335頃、③
1359頃、④1521頃及び⑤1526頃
30.12.4（火）⑥1120～1140頃

①～⑤島根県益田市匹見町道川
⑥島根県益田市西平原町

・①～⑤ジェット機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・⑥ジェット機１機が北から南、南から北へ飛行し、うるさかっ
た。１１時２０分ごろからずっと飛んでいる。家の中にいるがうる
さくてしょうがない。イライラする。国に訴えていただきたい。

住民２名
30.11.20（火）①0400頃
30.11.29（木）②0500頃

①②島根県雲南市木次町

・①平成３０年１１月２０日くらいからほぼ毎日明け方４時ころに
我が家の上空で航空機の低空飛行音がします。明け方暗い時
間なので音がしてから窓を開け外を見ても通過後なのでしょう
姿を確認することはできません。明らかに固定翼機の音です。
ドクターヘリの代わりに自衛隊航空機が飛ぶこともあるそうで
すが、そう毎日決まった時間頃というのもおかしな話です。落ち
てきそうなくらい近場での音に悩まされています。原因が分か
れば安心するのですが、不安です。
・②ほぼ毎朝５時頃に上空を飛行する航空機の騒音がする。

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１２月分）



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

町職員１名

30.11.1（木）①1709～1710頃
30.11.6（火）②1301～1302頃、
③1606～1607頃及び
④1624～1625頃
30.11.9（金）⑤1022～1023頃
30.11.16（金）⑥1441～1442頃及び
⑦1538～1539頃
30.11.27（火）⑧1245～1246頃
30.11.29（木）⑨1348～1349頃

①～⑨島根県邑智郡邑南町日和

・①ジェット機１機が飛行し、うるさかった。会話等が聞き取りづ
らい音量であった。飛んで行く方向等はわからなかった。
・②ジェット機１機が飛行し、うるさかった。室内でも大きく聞こ
えるほどの音量であった。会話等が聞き取りづらい状況であっ
た。
・③ジェット機１機が北から南へ飛行し、うるさかった。機影が
確認できた。飛行高度はかなり高く、騒音もそれほど大きくは
無かった。
・④ジェット機１機が飛行し、うるさかった。かなり大きな騒音で
会話等が聞き取りづらい状況だった。上空を通り過ぎた後、し
ばらくしてまた帰ってきている様子であった。
・⑤ジェット機１機が飛行し、とてもうるさかった。非常に大きな
騒音で会話等が聞こえない。かなりの爆音で恐怖を感じた。何
往復もしている様子だった。
・⑥ジェット機１機が飛行し、うるさかった。飛んでいる方向がわ
からなかったが、何回か騒音が聞こえたため往復している様
子。音量は会話が聞こえる程度であった。
・⑦ジェット機１機が南から北へ飛行し、うるさかった。南方向
から北へ向けて機影を確認した。音量は会話が聞こえる程度
であった。
・⑧ジェット機１機が飛行した。機影や方向は確認できなかった
が、室内にいても聞こえる程度の騒音があった。
・⑨ジェット機１機が飛行した。室内にいても聞こえる程度の騒
音があり、上空を何往復かしている様子であった。



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

市職員７名

30.11.5（月）①1140～1145頃
30.11.6（火）②0925～0945頃及び
③1600～1625頃
30.11.14（水）④1130～1210頃
30.11.15（木）⑤1430～1500頃
30.11.16（金）⑥0915～0920頃及び
⑦1155～1200頃

①～⑦島根県浜田市旭町丸原旭小学校

・①②⑥⑦ジェット機が飛行し、うるさかった。授業中、児童の
注意がそれ、授業に集中しづらい状況になった。
・③ジェット機が飛行し、うるさかった。下校中、児童が空を見
上げて立ち止まっていた。
・④ジェット機が飛行し、うるさかった。学習発表会の予行を
行っていたが、騒音で発表が聞きづらくなった。
・⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。何度も上空で騒音がす
るので、児童が授業に集中しづらい状況になった。
測定実績
測定時間：⑤1444-1451、⑥0915-0916
観測地点：⑤⑥旭支所
最大値：⑤83.9dB、⑥81.9dB

市職員４名

30.11.4（日）①1415頃及び②1616頃
30.11.15（木）③1415頃
30.11.20（火）④1635頃
30.12.4（火）⑤1141～1144頃

①島根県江津市桜江町長谷
②③④島根県江津市桜江町川戸
⑤島根県浜田市金城町下来原

・①ジェット機２機が北から西南に飛行し、うるさかった。日曜日
に自宅にいたら、とても低い高度で飛行する航空機を２機目撃
した。とても大きな音であったのと、低い高度で飛んでいたの
で、恐怖を感じた。
・②ジェット機３機が西南から北東に飛行し、うるさかった。この
日には桜江町神楽共演大会があり、それが終わった後に従来
よりも低い高度で飛行する航空機を３機目撃した。市山方面か
ら川戸方面に向けて飛行していた。
・③ジェット機２機が北から南に飛行し、うるさかった。大きな音
がして大変に驚き、外へ確認に出た。１回目のみ撮影できた。
長谷でも確認されたと聞いた。恐怖を感じた。
・④ジェット機が飛行し、うるさかった。非常に大きい飛行音が
したため、外に出たが、機影は遠くにあり詳細は確認できなっ
た、録画はできなかった。いつもの航空機の音ではあったが、
確認できなった。恐怖を感じた。
・⑤ジェット機が飛行し、うるさかった。



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

住民１名
市職員１名

30.12.13（木）①0520頃及び②0525頃
30.12.14（金）③0800～0802頃

①②島根県松江市八雲台
③島根県松江市

・①②早朝に飛行騒音が聞こえた。暗くて機影撮影はできな
かったので、携帯アプリのフライトレーダーを確認したが、松江
市上空を飛行している民間機はいなかった。不安になり松江
市橋北の友人にも状況を聞いたところ、橋北でも飛行音が聞こ
えていたと話していた。
・③航空機２機が同じタイミングで飛行し、プロペラ機とジェット
機の飛行音が聞こえた。上空の雲付近を島根半島側から宍道
湖方面側に飛行しており、１機はプロペラ機、もう１機はジェット
機のように見えた。ジェット機はかなり機影が小さく、主翼横の
赤緑のランプがついていなかった。（ジェット戦闘機？）

住民１名
30.12.9（日）①0500～0700頃
30.12.10（月）②0500～0700頃
30.12.11（火）③0500～0700頃

①②③島根県松江市

・①②③１２／１０前後から０５００～０７００の早朝に松江市等
の上空を航空機が飛んでおり、住民から騒音苦情及び飛んで
いる航空機はどこか等の問合せが多数来ている。上空通過と
はいえ、毎日早朝に飛行されては松江市として何らかの対応
を検討しないといけない。

市職員１名 30.12.18（火）1850～1910頃 島根県浜田市竹迫町
・ジェット機が飛行し、うるさかった。室内でも、テレビの音よりう
るさかった。

市職員１名
30.12.13（木）①1423～1424頃
30.12.19（水）②1137～1222頃及び
③1334～1335頃

①②島根県浜田市旭町今市
③島根県浜田市金城町下来原

・①②③ジェット機が飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：②1137-1222
観測地点：②旭支所
最大値：②90.7dB




