
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

町職員１名 30.1.15（月）1220頃 徳島県那賀郡那賀町
・オスプレイ２機が北西から南東へ、１機が南東から北西へ飛
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。

中国四国防衛局

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

町職員５名及び
住民３名

①30.2.14（水）1250頃
②30.2.14（水）1440頃
③30.2.14（水）1453頃
④30.2.14（水）1505頃
⑤30.2.14（水）1530頃
⑥30.2.14（水）1540頃
⑦⑧30.2.14（水）1550頃

①徳島県海部郡海陽町
②⑥徳島県海部郡美波町
③⑦徳島県那賀郡那賀町
④⑤⑧徳島県海部郡牟岐町

・①⑤⑧オスプレイ２機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・②④オスプレイ１機が西から東へ飛行し、うるさかった。
・③オスプレイ２機が南西から北東へ飛行し、うるさかった。
・⑥オスプレイ１機が東から南、そして北西へ飛行し、うるさ
かった。
・⑦オスプレイ２機が北東から旋回し、また北東へ飛行し、うる
さかった。

町職員１名 30.2.27（火）1645頃 徳島県海部郡牟岐町
・ジェット機が東から西へ飛行し、うるさかった。騒音で仕事が
中断した。

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。

中国四国防衛局

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
30.3.6（火）①1645頃、②1647頃及び③
1655頃

①③徳島県那賀郡那賀町
②徳島県海部郡牟岐町

・①プロペラ輸送機１機が北から南へ低空で飛行していた。
・②大きな音はしなかったが、プロペラ輸送機２機が山の近くを
西から東へ低空で飛行していた。
・③プロベラ輸送機２機のうち、１機が北から南へ、１機が東か
ら西へ低空で飛行し、うるさかった。ゴオーと大きな音がした。

町職員１名及び
住民１名

30.3.26（月）1223頃 徳島県海部郡牟岐町

・ジェット機１機が西から東へ超低空で飛行し、うるさかった。
測定実績
測定時間：12:25
観測地点：牟岐町役場
最大値：82.7dB

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。



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

町職員１名 30.5.3（木）1330頃 徳島県那賀郡那賀町木頭北川
・ジェッ ト機１機が 木頭北川上空を南か ら北へ 飛行し、うるさか っ
た。

住民２名
町職員１名

30.5.10（木）
①1345頃、②1351頃、③1352頃、
④1358頃、⑤1400頃、⑥1433頃

①徳島県三好市
②④⑥徳島県海部郡牟岐町
③⑤徳島県海部郡海陽町小川

・①ジェッ ト機４機が 北西か ら南東へ 低空で飛行し、とてもうるさ
か っ た。
・②ジェッ ト機３機が 南東か ら北西へ 低空で飛行し、とてもうるさ
か っ た。
・③ジェッ ト機３機が 西か ら東へ 低空で飛行し、うるさか っ た。
・④ジェッ ト機１機が 東か ら西へ 低空で飛行し、うるさか っ た。
・⑤ジェッ ト機２機が 東か ら西へ 低空で飛行し、うるさか っ た。
・⑥ジェッ ト機３機が 西か ら東へ 低空で飛行していた。

住民１名
町職員２名

30.5.11（金）①②1210頃、③1212頃
①徳島県那賀郡那賀町
②徳島県海部郡海陽町小川
③徳島県海部郡牟岐町

・①ジェッ ト機３機が 南西か ら北東へ 低空で飛行し、うるさか っ
た。
・②ジェッ ト機３機が 北西か ら南東へ 低空で飛行し、とてもうるさ
か っ た。
・③ジェッ ト機３機が 西か ら東へ 飛行した。

住民２名 30.5.15（火）①1125頃、②1200頃
①徳島県海部郡海陽町
②徳島県海部郡牟岐町

・①プロベラ機１機が 西か ら東へ 低空で飛行した。音は大きくな
か っ た。
・②プロペラ機１機が 東か ら西へ 低空で飛行した。音は大きくな
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

住民１名
市職員１名
町職員２名

30.5.22（火）
①1325頃、②1330頃、③1332頃、
④1340頃, ⑤1349頃、⑥1355頃

①③⑤徳島県海部郡牟岐町
②⑥徳島県三好市
④徳島県那賀郡那賀町

・①③⑤ジェッ ト機２機が 東か ら西へ 低空で飛行し、うるさか っ
た。
・②⑥ジェッ ト機２機が 南か ら北へ 低空で飛行し、とてもうるさ
か っ た。上名保育所上空を飛行した。上名保育所近くに吾橋小
学校が あり、市教育委員会か ら児童も非常に怖が っ ていると連
絡が あっ た。会話の 声、テレビの 音全く聞こえない。
・④ジェッ ト機３機が 北か ら南へ 低空で飛行し、うるさか っ た。会
話の 声、テレビの 音聞こえるが 内容分か らない。
測定実績
観測地点：③牟岐町役場
最大値：③82.2dB



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 30.8.6（月）1140頃 徳島県三好市剣山付近
・剣山山頂付近を戦闘機２機が轟音を立てながら飛行していっ
た。墜落の危険を感じる。米軍機なのか。

住民１名 30.8.6（月）1145頃 徳島県三好市
・ジェット機２機が飛行し、とてもうるさかった。剣山山頂ぎりぎり
に飛び、ぶつかるかと思った。危険極まりないので、止めさせて
欲しい。

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）

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

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）

飛行日時 飛行地域 苦情等の概要

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８名

30.10.13（土）①～③1250頃及び
④1520頃
30.10.14（日）⑤1450頃及び⑥1520頃
30.10.15（月）⑦1145頃及び⑧1205頃

①⑦徳島県海部郡海陽町
②⑧徳島県海部郡牟岐町
③～⑤徳島県那賀郡那賀町
⑥徳島県三好市

・①③オスプレイ２機が東から西へ低空で飛行した。
・②オスプレイ２機がかなりの低空で飛行し、うるさかった。
・④オスプレイ２機が西から東へ飛行した。
・⑤オスプレイ１機が東から西へ低空で飛行した。
・⑥オスプレイ２機が南から北へ海抜６００ｍぐらいを飛行し、
会話の声、テレビの音がほとんど聞こえなかった。
・⑦オスプレイ１機が南から北へ低空で飛行した。
・⑧オスプレイ２機が南から北へ低空で飛行し、うるさかった。



令和元年５月２４日
防 衛 省

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１２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 30.12.11（火）①②1000頃
①徳島県那賀郡那賀町木頭北川
②徳島県海部郡牟岐町内妻

・①②ジェット機１機が低空で飛行し、ゴオーと大きな音を響か
せていた。

町職員２名
30.12.19（水）①1140頃、②1152頃及び
③1155頃

①徳島県海部郡牟岐町
②③徳島県海部郡海陽町

・①ジェット機２機が東から西へ低空で飛行し、うるさかった。
・②航空機が飛行する音がした。
・③ジェット機２機が南から北へ飛行した。
測定実績
測定時間：②1152、③1155
観測地点：②③海陽町役場
最大値：②81dB、③84.5dB

住民１名
町職員１名

30.12.28（金）1446頃 徳島県海部郡牟岐町 ・ジェット機が東から西へ低空で飛行し、うるさかった。


