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５日（火）

６日（水）

６日（水）

６日（水）

６日（水）

６日（水）

２２：３０　普天間２丁目在住　女性

　今日の爆音はひどいです。強く抗議して下さい。
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平成28年4月1日平成28年4月1日平成28年4月1日平成28年4月1日

宜野湾市　基地政策部

平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日

１９：５０　大山５丁目在住　女性

　暑い為、窓を開けて過ごしている、テレビが聞こえないほど米軍機の騒音がとてもうるさ

い。

　何の訓練をやっていて、いつまで続くのでしょうか？

　米軍や国に苦情として伝えてください。

２２：１１　女性

　22時過ぎてもうるさいんですけど、どうにかして下さい。お願いします。子ども21時には寝

かしたいんですけど、今日しょっちゅう飛行機飛んでてうるさいです。

９：００　真栄原在住　女性

　つい先ほど、すごい爆音でチムドンドンしています。何かあったんでしょうか。

　低空飛行でものすごい爆音が２、３回聞こえました。今色々な問題が起きていますが、そ

れに対する嫌がらせでしょうか。抗議をお願いします。

（8：54分頃　F-15、２機の離陸を確認）

　4　4　4　4月月月月：36：36：36：36件件件件

１７：００　真志喜１丁目在住　女性

数年前から発生していた地デジの受信障害が、ここ数ヶ月よくなってきていると思っていた

が、ここ数週間再び、酷くなってきている。

　米軍機が飛ばないときは、問題ないので原因は米軍機だと思うが、何か対策は行ってい

ないのか？

　市内全域で対策が取れるようにして下さい！

２２：０４　大山在住　男性

　ヘリコプターの音がやかましくて本当に生活の妨害になっています。このヘリコプターの轟

音は９時以降はしないようにやった方がいいと思っています。以上です。

２１：５０　大山３丁目在住　女性

　夜の10時前だというのに、とてもうるさいです。

　強く抗議してください。
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７日（木）

７日（木）

１２日（火）

１４日（木）

１４日（木）

１４日（木）

１５日（金）

１７日（日）

２１日（木）

１３：０５　真栄原１丁目在住　男性

　現在、借家として貸している家の住人から昼間米軍の飛行機が通ると地デジが見れなく

なってしまうという相談を受けたんですが何か対策等はされていないですか？何とかしてほ

しいというご意見として報告しておいてください。

１：０５　真栄原在住　男性

　１時（午前）まわっているんですけど、上空音がします。調べてください。

２２：２３　新城在住　女性

　只今の時刻は１０時２０分になる頃なんですけど。まだ飛行機の音がうるさいものでお電

話しました。もう少し真剣に爆音のこと考えてくださらないと困ると思います。ご検討のほど

よろしくお願いします。

２１：５０　喜友名２丁目在住　女性

　最近、毎晩毎晩本当にうるさいです。基地のヘリコプターですね。１１時５分７分前まで

ずっとうるさいので、どういう風にしたらいいでしょうか？是非新聞記事にも載せてください。

お願いします。

１４：２８　宜野湾在住　女性

　先程からヘリが住宅上空を３０分ぐらいずっと飛んでいてうるさいので報告お願いします。

２２：２２　女性

　１０時２０分になるんですけどね、まだ飛んでんです。こんなでいいんでしょうかねと、本当

にもう腹立ちますよ。ぜひ訴えてください。

１６：５０　普天間在住　男性

　今日は米軍機がずっとうるさい！前まではあまりなかったと思うが、普天間小学校、高校

の上空も何度も飛んでいる。

　市長は選挙のときは「フェンスを取っ払う」と言っていたが、今は何をしているのか。選挙

の時だけではなくて、実際に市民をあげて運動をしてもらいたい。

１１：５０　伊佐２丁目在住　女性

　自宅地域にオスプレイが通過するため電波障害が起こり、地上波が映らない。特に琉球

朝日放送の映りが悪く、放送局に問い合わせたが、防衛局に案内され、防衛局に問い合わ

せたら宜野湾市へ問い合わせるようにとたらい回しにされた。早く改善してほしい。また、受

信料減免の記載（施政方針にて）があるが、ぜひ希望したい。

１３：３９　野嵩４丁目在住　女性

　２０～２２時頃の時間帯で、オスプレイ等の飛行機が通るたびに地デジ（特に３ch）が映ら

なくなる。アンテナを買い替えてみても同じ状況。何度か市役所に来てどうにかしてくれとお

願いしているので早急に対処してほしい。
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２１日（木）

２１日（木）

２１日（木）

２１日（木）

２１日（木）

２１日（木）

２１日（木）

２１：３５　女性

　　飛行機の音でテレビが見られないんですけど、どうにかできないですかね。もう、本当に

うるさくてテレビが全部消えてしまって。

２２：０６　女性

　一体何時まで飛ぶことになってるんでしょうかね。うるさくて、頭がどうにかなりそうです

よ。

　２２時とっくに過ぎてますけど、こんな守らせられないっていうのは何でしょうかね。もう

ちょっと強く抗議できませんかね。

２２：３５　普天間３区在住　女性

　今もヘリコプター飛んでうるさいです。どうにかしてください。税金使ってアメリカ行って、何

を訴えるんですか？早く普天間基地返還させて下さい。

２２：１８　女性

　子どもを２１時には寝かせたほうがいいと言われているのに、こんなにうるさくて２１時に

寝れると思いますか？２１時からずーっとオスプレイ、ヘリコプター飛び続けています。

　クーラーつけるにも電気代かかるんですよ。金銭的に余裕がない家は、うるさくても窓開

けて我慢しないといけないんです。それとも、もう暑いのに窓を閉めて眠れといっているんで

すか！？２２時過ぎても飛んでいましたよ！

　本当に精神的にもイライラします。子どもたちのためにも、２１時以降には飛ばないよう抗

議して下さい。本当にお願いします。

１９：３１　大山３丁目在住　女性

　1時間ほど前からヘリコプターが行ったり来たりして、ずっと旋回しているんですよね。

　テレビも映りが悪くなりますし、精神的におかしくなりそうなくらい、ヘリコプターが行ったり

来たりしてるんですけども。

２０：１９　沖国大近く　女性

　先ほどからヘリがうるさくてとても困っています。1日も、1秒でも早く沖縄から全ヘリとか、

軍用機、飛ばないように役所は考えてください。

　世界一危険な、今落ちたらもう防衛も何もあったもんじゃないということですね。それから

オスプレイが熊本の応援で行ってますけど、帰ってくるな！ということ、岩国に４機行ってる

なら４機とも帰ってくるなということを、近くに住んでいる、何十年も爆音に苦しめられている

私たちとしては全部持っていけって。辺野古になんか持っていったら、日米両国滅びると信

じています。

　今も熊本や福島なんかで地震や津波が起きているのは、天がそれを罰していると思って

います。それをキチッと伝えてください。市長もよく考えてください。辺野古になんか持って

行ってどうするつもりですか。

１６：５３　新城在住　女性

　ヘリがずっと嫌がらせかの様にうるさい！うるさくて昼寝も出来ないので、何とかやめさせ

てもらうよう伝えて下さい。このうるささを同じ県内の辺野古に移しても何の意味もないで

す。
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２２日（金）

２４日（日）

２６日（火）

２７日（水）

２７日（水）

２７日（水）

２７日（水）

２７日（水）

１３：５０　宜野湾在住　男性

　オスプレイがうるさくて眠れず、睡眠障害になっている。昼夜ずっとうるさいが、せめて夜、

眠る時だけでも飛ばないようにしてもらいたい。２２時以降でも飛んでいる時がある。

２１：１５　女性

　爆音がひどいんですけど！ヘリの旋回訓練ですよね？２１時過ぎてますよ。もう１時間な

りますけど。テレビも見えません、聞こえません！

２１：１２　真志喜３丁目在住　女性

　今２１：１０なんですけれども、今までに聞いたことがないような、すごいヘリコプターの爆

音なんですね。20年こちらに住んでるんですけども、本当に怖くて、気持ち悪くて、どうしよう

もないのでお電話をしました。この地域の皆さんがお電話してるのではないかと思って、そ

の結果も聞きたいと思っております。本当に今まで聞いたことがないような爆音です。心が

すごく動揺しています。

１８：００　大山在住　男性

　先ほどからヘリがすれすれのところを低空飛行で飛んでおり、本当にうるさい。家には心

臓の悪い者も、赤ちゃんもいるので、本当にいい加減にしてもらいたい！

　私はずっと市長を支持してきているが、良くなるどころか最近は騒音がますますひどくなっ

ている。何とかしてもらうよう伝えてほしい。

１６：１０　新城在住　女性

　ヘリコプターが住宅の上空を飛んでおりうるさい！！最近は本当にうるさくて大変だ。毎日

夕方から22時頃まで飛んでいる。苦情があったとしっかり伝えてもらいたい。

２０：５７　喜友名在住　女性

　喜友名に引っ越してきましたが、まだ慣れなくて、騒音がすごく気になるような状況です。

　こういった状況がいつまで続くのか、または、うるさい時期等があるのであれば、教えてい

ただきたくお電話しました。

２１：０９　大山在住　男性

　今時分なっても、まだヘリコプターの爆音がとても嫌になっています。テレビも全然聞こえ

ません。22時からの規制ではなくて、20時からヘリコプター飛ばないようにアメリカ軍に要請

してほしいと思っています。アメリカにおいて、絶対こういうことはありえないと思いますの

で、もっと沖縄県民としても日本国民としても、アメリカに強く抗議してほしいと思っていま

す。

０２：１８　大謝名在住　女性

　深夜２時１１分ころから飛行機の音がしました。かなりの騒音です。
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２８日（木）

２８日（木）

２８日（木）

２８日（木）

２８日（木）

３日（火）

４日（火）

１０日（火）

１８：５３　赤道１丁目在住　男性

　１時間ほど前からものすごい爆音で、精神的にまいってます！助けてください。

　今日は沖縄県民にとって大事な日です。見せしめのために音を出してるのかわかりませ

んが、厳重に抗議して下さい。

１６：４５　嘉数1丁目在住　男性

　爆音が今日は特に多いです。最近いつもうるさいですが、ちゃんと抗議してますか？

　もう期待もしていませんが、一応報告しときます。

１６：２０　野嵩4丁目在住　男性

　米軍機が通るときだけ電波障害が起こるが、どうにかしてもらえないか。先ほど防衛局に

電話をしたが、宜野湾市に相談するよう言われたので電話している。こちらに住み始めた

２、３年前からこの状況だ。もう、ここから引っ越すしかないのか。早急に対策が出来るよう

にしてほしい。

２２：５９　宇地泊　男性

　宇地泊のバス停にいるんですが、夜の１１時になるんだけどヘリが飛んで飛んで、うるさく

てしょうがないんだけど何とかしてくれ！

２３：００　宜野湾在住　女性

　まだヘリコプターが飛んでます。うるさいです。

１９：０３　那覇市首里在住　女性

　さっきから宜野湾市に戻るヘリが低空飛行で旋回をしています。オスプレイじゃない、普通

のヘリです。佐喜眞市長にお伝えください。宜野湾返還の期限が3年をきっています。早くき

ちんとした交渉を進めてください。

　5　5　5　5月月月月：12：12：12：12件件件件

２１：３７　那覇市首里石嶺在住　女性

　5分ほど前、宜野湾基地所属の飛行機と思しき、多分飛行機ですが、こちら上空を通過し

ました。かなり低空で、そしてかなり低速でしたが大変迷惑しています。市長、お宅の米軍

基地所属の飛行機を他市町村の上、飛ばさないでください。お願いします。迷惑していま

す。

１４：３０　普天間2丁目在住　男性

　米軍機が通過すると、地デジの電波障害が発生する。周りの住宅は対策工事がされてい

るそうだが、どの様にすればいいのか。

　ブルーレイのレコーダーを購入したが、電波障害のせいでまともに録画もできず非常に

がっかりしている。どうにか対策ができるようにしてもらいたい。
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１１日（水）

１１日（水）

１２日（木）

１７日（火）

１８日（水）

１８日（水）

１９日（木）

２６日（木）

１８：４７　嘉数３丁目在住　男性

　今日は朝からオスプレイ、約１００回飛行が頻繁に続いて、うるさくてテレビも聞こえませ

ん。

　何か特別な演習でしょうかね。

１３：３５　嘉数1丁目在住　男性

　昨日、今日とヘリの爆音がうるさい。市長にしっかりロビイングするようにと伝えてくださ

い。

　本当にうるさくて堪りません。

11：３０　赤道在住　男性

　今日の新聞にも出ていましたが、昨日、米軍ヘリが10機で編隊を組んで、宜野湾市宜野

湾の方から赤道を通って中城村の方へ飛んでいった。

　赤道も4～5年前から、真上をヘリや戦闘機が頻繁に飛行するようになった。

　以前はその都度、役所に電話もしていたが、全く改善されないことから今はほとんどしなく

なってしまったが、今回は、余りにも酷いので久しぶりに電話した。

　うるさいと思っていても、役所に電話をする人はほんの一部だと思います。

　寄せられている苦情以上に、騒音で苦しんでいる人はいると思います。

２３：５４　真栄原在住　男性

　普天間飛行場付近から夜中12時近くになっても、ずっと飛行機の音が聞こえていて迷惑

です。出来れば対策を講じてもらえると助かります。お願いします。

１３：３５　嘉数1丁目在住　男性

　今日は朝からオスプレイがうるさいですが、何か訓練があるんですか？

　何度も行き来して20回くらい飛んでいます。何があるのか照会してください。

１５：４０　愛知在住　男性

　国道沿いに住んでいるが、車の騒音に加え、米軍機の騒音もあり非常にうるさい。防音工

事は対象外とのことで、私は何十年も前から役所に同じ話をしているが、いつ要件は見直

されるのか。夫婦2人とも高齢者で生活保護を受けているが、この環境はとてもしんどい。こ

のような立場の人にも対策ができるように、国に求めてもらいたい。

１４：５４　宜野湾1丁目在住　男性

　今日はオスプレイがよく飛んでいますが、何かあるんですか？

　最近、新聞にもヘリが11機飛んでいた件もあったので、何か訓練なのかと思って電話しま

した。

２２：０５　女性

　ここは 日本ですか、静かで安全な暮らしを取り戻すために知事選時の公約実現を早急に

進めて下さい。

軍属の殺人事件があっても何食わぬ顔で騒音をまき散らして訓練する 沖縄県民にとって

のアメリカ海兵隊は 日本にとっての北朝鮮と何も変わりません。

　事件発生あと夜間訓練の自粛は当たり前だとおもいます。
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２７日（金）

１日（水）

３日（金）

３日（金）

７日（火）

８日（水）

８日（水）

２２：５４　女性

　まだずっとヘリコプター飛んでるので、うるさいですので抗議の方よろしくお願いします。

２２：２７　真栄原在住　男性

　今、もう２２時３０分になろうとしていますが、２機飛んでいます。調べてください。

１３：０２　新城在住　男性

　ここ最近22時以降でも米軍機が飛んでいて、非常にうるさい。隣近所の人たちとも、いつ

もうるさいと話しているが、夜間の苦情はどこに電話すればいいのか。（基地被害１１０番を

案内）

　いまもずっとヘリが旋回しており、子どもたちは授業中にも関わらず学校の上も飛んでい

る。米軍にも苦情があったと伝えてもらいたい。

１１：３０　嘉数在住　女性

　昨日からずっとうるさいですが、何かあるんですか？

　体調が悪いので横になっていますが、うるさくて休まりません。昨日は夜２２時過ぎにも飛

んでいました。

１１：１０　浦添市仲間２丁目　女性

　先ほどから１５分くらい、ずーっとヘリが上空を何周もしているんですが米軍のヘリでしょう

か。

　この辺りは、いつも米軍機が通過するんですが、今日はヘリが目に見える範囲をずっと飛

んでいるので電話しました。

１４：１５　喜友名１丁目在住　男性

　夜に仕事をしているので、この時間帯に睡眠をとりたいが爆音がひどくて眠ることもできな

い！苦情を言ってもやめてもらえないのか。何度も飛んできて、本当にたまらない！

１０：５０　新城１丁目在住　男性

　先日の水曜日、２３時頃まで米軍機が飛んでいた。普段から自宅の上空を頻繁にヘリが

旋回しており、かなりの騒音被害を被っている。特に夜間の騒音は、日中と聞こえ方も変わ

り、大きな負担になっている。

　防衛局にも直接苦情を言いに行ったが、このような実害を受けているところには、国が

きっちりと対価を算定し損害賠償の支払いをすべきである。日米安保のために日本政府が

米軍基地を置いている以上、それに対する責任を果たすべきだ。

　防衛省から自治会に交付金との報道があったが、現在被害を受けていないところがお金

をもらって、新城や佐真下など実際に被害をうけているところには何もないというのも納得

がいかない。

　市としても、これだけの被害を受けているのだから、ただ基地に反対、賛成ではなく、もっ

と論理的に要請の仕方を考えてもらいたい。

　6　6　6　6月月月月：68：68：68：68件件件件
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８日（水）

８日（水）

８日（水）

８日（水）

８日（水）

１０日（金）

１０日（金）

２２：３０　女性

　今日も２２時を過ぎてヘリコプターの音がうるさいです。昨日も２２時３０分頃同じようにヘ

リコプターが飛んでました。日中うるさい中、２２時後でなければ飛んでいいということを、前

苦情出した時言ってたんですけど、２２時後は確実にヘリコプター止めてください。

１５：５０　長田３丁目在住　女性

　ここ最近、今もそうですが夜も２２時すぎまでヘリが飛んでいます。これほどまでにひどい

ことは今までなかったのですが、何かあるんでしょうか。

　もう馬鹿にされているような気持ちで、睡眠妨害にもなっています。

２２：５０　伊佐１丁目在住　男性

　２３時１５分前ですが、ヘリが飛んでうるさくてしょうがないです。そろそろ眠いと思うんです

が、これでは眠れません。何とかして下さい。

２２：３０　女性

　飛行機がうるさくてテレビの音も聞こえません。

軍属の殺人事件・飲酒運転事故 次はどの様な事が起こるか心配です、

事件事故の後でも深夜の訓練をする米軍の心境がわかりません、

それを許している日本政府も同様です。

一つ（米軍）の事に対して 県民大会を開いている沖縄県民に対して寄り添う

日本政府であってほしいと思っています。

静かに暮らす権利を返して下さい。

２２：２７　真栄原在住　男性

　昨日と同じく飛びまくっています。２２時３０分です。確認してから抗議して下さい。

　今も上空飛んでます。お願いします。

１４：００　新城在住　女性

　ヘリがうるさいですが、学校の上も飛んでいます。今すぐやめさせるように言ってください。

２２：３２　那覇市首里在住　女性

　今、普天間飛行場に戻っていくと思われるヘリが４機ほど首里上空を低空で飛んでいきま

した。大変うるさくて迷惑しております。

　市長にお伝えください。お宅の所属の軍用機に迷惑受けています。大変困っています。お

宅の普天間所属の基地は、普天間から外に出さないように、沖縄の他の市町村に迷惑か

けないように、四軍調整官とも官房長官とも綿密に打ち合わせをしてください。他の市町村

に迷惑をかけないで下さいとお伝えください。
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１０日（金）

１０日（金）

１３日（月）

１３日（月）

１３日（月）

１４日（火）

１４日（火）

１４日（火）

２１：５４　女性

　今日もまたこの時間でもヘリがずっと飛んでいて大変うるさいので、もう宜野湾市全ての

家を防音工事を適応するようにしてもらえないでしょうか。そういう交渉をしてください。

　今のままでは大変うるさくて、嫌がらせ飛行をずっと続けているような状態なので、宜野湾

市に普天間基地があるのであれば、全軒、防音工事適応するように交渉をお願いします。

２２：３２　女性

　昨日もそうですけれども、もう２２時半なんですけれど、こういうことがこんなに日常化して

いいんですかしら。

　もう少し、何とか抗議方法ないでしょうかね。強く申し入れてもらいたいと思うんですけど。

もうおかしくなりそうです。

２２：３４　伊佐１丁目在住　男性

　２２時半になるのに、まだヘリが飛んできてます。うるさいです。

２２：５１　普天間２丁目在住　女性

　この時間まで飛行機が飛んで、とても迷惑です。

２２：３４　男性

　２２時３０分、ヘリコプターが飛んでいます。最近連日２２時過ぎに飛んでいます。これは協

定、約束事の違反です。きちっと強く抗議をしてください。

２２：２６　野嵩在住　女性

　22時25分になるというのに、まだヘリコプターが飛んでいます。この状態をどう考えられま

すか？

２２：２７　女性

　この時間でもまだヘリコプターが上空を飛んでいて今日は9時前頃にもかなりうるさく、何

度も何度も住宅上空を、おさまることなく本当にかなり低空で長い時間旋回しているような

ことがあるので、早くそういう事がないように何とか解決してもらいたいと思います。

　それから最近気が付いたんですけど、朝方3時頃から明け方くらいまで、モスキート音とい

われているような、騒音というよりも頭の中に響くような音がずっと聞こえているので、それ

もやはり基地の方からというふうにしか思えないです。ずっと毎日のように夜中も眠れない

ような被害を受けているので、その辺もぜひ一度、そういう音が基地から発せられていない

か調べていただきたいのでよろしくお願いいたします。大変安眠妨害、かなり精神的にも

参っているので、ぜひその辺りをきちんと追及して頂きたいと思います。

２２：３５　男性

　今２２時３２分ですけど、ヘリコプターが何回も何回も飛んでいます。ちゃんと守るように、

普天間の司令官に申しだてをきちっとやって下さい。
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１４日（火）

１４日（火）

１４日（火）

１４日（火）

１４日（火）

１５日（水）

１５日（水）

１６日（木）

１６日（木）

２２：５４　伊佐１丁目在住　男性

　さっきも電話入れたんだけど、また飛んできましたよ。何とかして下さい！もう１１時前です

よ。

２２：３９　女性

　２２時過ぎてますよ、２２時半ですよ！いまだに飛行機が飛んでいるという事はどういうこ

とですか。本当に沖縄戦場ですよね。

　このような状況を市長はどう思っているの？アメリカに行って何を訴えてきたんですか？

夜も眠れません。

１６：５５　新城在住　女性

　昨日の２２時４７分頃、上空にヘリが３、４機飛行していた。時間を守ってくれるように市か

ら求めて欲しい。

２３：００　北中城村安谷屋在住　女性

　もうオスプレイうるさくて大変です。昼間からしょっちゅう低空飛行で飛びまくってうるさいで

す！２２時過ぎても飛びまわってうるさいです！本当、抗議のほうよろしくお願いします。

２３：０５　女性

　最近本当にもう、２２時すぎてもずっと飛んでるんですけども、うるさくて、うるさくて、どうに

か抗議お願いできませんかもう！いまだに飛んでますよ本当に！遅いですよ本当に！

　お願いします、抗議のほうよろしくお願いします。

２２：１１　女性

　毎日毎日、２２時過ぎまで飛行機が飛んでいるこの状況、どうしてくれますか。気が狂いそ

うです。私たちは本当に憲法で守られてませんよね。安心して生活できる状況じゃないで

しょ！？

　市長何をしてるんですか？フェンスを取っ払うといったじゃないの！？どうしてその動きが

ないんですか？アメリカにまで行って、市民の税金を使って、どんな話してきましたか？口

ばかりの。

　本当に市民の安心安全のために市長になったんでしょ。もう気が狂いそうです！いい加

減にして下さいよ！

２２：５５　男性

　今２２時５１分、ヘリコプターすごいうるさいです。何とかして下さい。最近特にうるさいで

す。

２２：５７　喜友名在住　男性

　今２３時７分前ですが、ヘリの音がうるさくて眠れません。早めに抗議しに市長行くように

言ってください。お願いします。

１７：５２　大山在住　女性

　米軍機の振動がひどい。大山は防音工事を認められていないので、きつく言ってほしい。

大山上空を飛ぶな！
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１６日（木）

２０日（月）

２０日（月）

２０日（月）

２０日（月）

２０日（月）

２０日（月）

２１日（火）

２１日（火）

２２：５０　男性

　３０分前にも電話しましたけども、今２２時４７分まだヘリコプター飛んでます！何とかし

ろ！

２２：４２　普天間２丁目在住　女性

　こんな時間まで飛行機飛んでいて眠れません！米軍に文句言ってください。これが昨日

もそうでした。おとといも、ずっと続いています。

２２：４７　野嵩４丁目在住　男性

　オスプレイがやかましいです。どうにかしてください。

２２：３５　普天間３区在住　女性

　普天間飛行場のヘリが今でも飛んでてうるさいです。どうにかして下さい。

　普天間基地を早く撤去させて、辺野古に新基地はつくらせないでください。お願いします。

１３：１７　野嵩４丁目在住　男性

　米軍は22時以降にも飛行をして、違反をしています。先日、確認しただけでも22時以降に

3回飛んでいました。昼も低空で飛行しており、とてもうるさいです。抗議をお願いします。

２２：２７　新城在住　女性

　22時25分になるんですけど、オスプレイの音でうるさいですよ。抗議いたします。

２２：２４　野嵩在住　女性

　22時過ぎにヘリコプター飛んでます。子どもが寝たのに、また起きてしまいました。困りま

す。

２２：４５　女性

　今日もまたこの時間、23時前ですがヘリがずっと飛び続けています。早い段階でちゃんと

抗議をして、そういった飛行がなくなるように、もっときちんとした対応をしていただくように、

よろしくお願いいたします。

　大変うるさくて我慢の限界なので、一刻も早くその対応をしてください。よろしくお願いしま

す。

２２：１７　男性

　新聞に今日、米軍に抗議をしたようですが、何の効果もありません。今現在２２時１４分ヘ

リコプター飛んでます。遊びで仕事をしないで下さい。
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２１日（火）

２１日（火）

２１日（火）

２２日（水）

２２日（水）

２２日（水）

２２日（水）

２２日（水）

２２日（水）

２１：０５　新城在住　女性

　もう、ヘリコプターうるさくてテレビが見れない、話も出来ない。すごいですよ。

２２：５４　普天間２丁目在住　女性

　２３時前ですけども今先まで飛行機飛んでました。どうにか対策をお願いします。

２０：５９　女性

　飛行機の音、聞こえますかね？すごい音がうるさくてたいへんですけども、どうにかして下

さい。

　宜野湾市バカにされているような気がしますよ。毎日毎日うるさくて。

２２：５３　普天間３区在住　女性

　　今もヘリが飛んでて、とてもうるさいんですけどどうにかして下さい。

　訪米して税金使って何してるんですか？早く市長やめたほうがいいですよ。意味ない税金

の無駄遣いばかりして！どうにかして下さい！

２２：５１　伊佐１丁目在住　男性

　何でこんな遅くまでヘリが飛んでるんですか！?こないだ抗議したばっかりなのに。何とか

して下さい。

２１：１８　喜友名在住　男性

　どうなってるんだよ、このヘリコプターはまったく！市長何してるんだよ！もうこんなしたら

ダメだよ！ヘリコプターの音うるさいよ、寝られないよ！子どももおかしくなるよ！

２２：１５　女性

　夜間飛行の禁止をされているようですけども、ここずっと２２時過ぎても飛んでいる。市長

は国に対して抗議をやったようですけれども、何の効果もありませんね。

　なぜ、”フェンスをとっぱらう”と言ったのに、その事をやらないのか。安心して生活できな

いですよ！市長の姿勢がそういうことだから、なめられてるんだよ！いい加減にしなさい

よ！

２２：５８　男性

　今、何時だと思いますか？２３時ちょっと前です。何で今頃飛んでいるんでしょうか。

ずーっと先週から飛び続けて。何とかして下さい。

２２：５５　喜友名在住　男性

　ヘリコプターの騒音がうるさい、テレビが映らない。
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２２日（水）

２２日（水）

２２日（水）

２４日（金）

２７日（月）

２７日（月）

２７日（月）

２７日（月）

２８日（火）

２２：４７　伊佐１丁目在住　男性

　今飛んでますよ。うるさくてしょうがないです。何で守ってくれないんでしょうか。

２３：０５　普天間３区在住　女性

　今もヘリコプター飛んでとてもうるさいです。早くどうにかして下さい。うるさいですよ毎日

毎日！

　基本的人権もないんですかね、ウチナンチュには。ふざけないで下さいよ！早くアメリカ、

日本政府に言ってください！お願いします。税金の無駄遣いしないでください。

２３：０８　野嵩在住　男性

　市長さんよ、基地の騒音がうるさくて寝れません。２３時までヘリコプターが飛んでるという

事はどうしてですか？ちゃんと抗議に行って下さい。お願いします。

２２：５９　男性

　まだヘリが飛んでいます。あまりにもひどいです。何とかして下さい。

２３：０４　男性

　23時を過ぎました。うるさい。何とかして下さい。

２２：３６　男性

　まだヘリコプター飛んでます。真剣に抗議をしてください。

１４：５０　野嵩４丁目在住　男性

　今週の月曜日にも電話したが、その後も昨日の慰霊の日以外、毎日22時以降に飛んで

いる。米軍は法律違反をしている。ヘリ、オスプレイと、自宅上空を通過するのでとてもうる

さい。

２２：３３　普天間3区在住　女性

　今ヘリコプターが飛んでてとてもうるさいです。どうにかして下さい。

　訪米したんだったら何か変わるんじゃないですか。ちゃんと訴えてますかね、市民の苦し

さを。税金使って訪米して、もったいないですよ。税金の無駄遣いばかりして。早く普天間基

地をどかしてください。お願いします。

１５：０５　男性

　新聞で市長が抗議をしたと見ましたが、何も効き目がありません。爆音がうるさいです。昨

日も２３時頃に飛んでいました。どんどん抗議するように伝えてください。
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２８日（火）

２８日（火）

２８日（火）

２８日（火）

２９日（水）

２９日（水）

２９日（水）

３０日（水）

３０日（水）

１３：３０　野嵩在住　男性

　昨日の22時半過ぎ、ヘリコプター、オスプレイが飛んでいて眠れませんでした。22時以降

は飛んではいけないはずですが、米軍は約束を破っています。市長にも抗議するよう伝え

てください。

２２：５５　女性

　こんな時間まで飛んでます。どうにかしてください。

２２：４６　新城在住　女性

　こんな夜なのに、なんでこんな遅くまで基地からヘリコプターが飛んでるのか、おかしいと

思います。どうにかしてください。

２２：４５　女性

　飛行機まだ飛んでます。市長はこのことに対して抗議したようですが、何の効力もありま

せんね。一体どうすればいいんでしょうか。基地容認のそういう姿勢だからこそ、なめられて

るんじゃないですか。いい加減にしてほしいですね。眠れません。

１３：３５　男性

　夜11時にオスプレイが飛んでいて眠れない。11時半頃もずっと飛んでいた。

　市長も選挙でフェンスを取っ払うと言っていたが、取っ払ったら爆音も無くなって落ち着く

ので、早く実行してもらいたい。私は支持しているので、よろしくお願いします。

２２：３４　女性

　またこの時間でも、22時30分をまわってますけれども、ヘリが住宅上空から飛んでいま

す。なので、こちらの方の音に関しても、きちんと宜野湾市で把握して、米軍に抗議するよう

お願いします。

２２：５３　普天間3区在住　女性

　今日もうるさいですよ。毎日毎日この時間までうるさいですけど、ちゃんと米軍に交渉して

ますか？業務怠慢してませんか？ちゃんと仕事して下さい！

　宜野湾市民の命どう守ってるんですかね？いい加減にしてくださいよ！夜も眠れません

よ、薬飲まないと。日米両政府に訴えてください！弱腰の宜野湾市長！

２２：２９　普天間3区在住　女性

　　この音聞こえますか？毎日毎日22時過ぎてもこの音でうるさいですよ。もう体調不良で

す。いい加減にして下さい。

　アメリカに言ってください、ヘリコプター飛ぶのはやめて下さいって。22時過ぎてますよ。

２２：５５　大謝名在住　女性

　たった今、オスプレイか暗くて見えないんですけど、明かりだけははっきり見えるんです

が、ものすごい音で、２３時前なんですけど飛んでます。これはどういう事なのか？

　今日は石川での墜落事故の日なのに、なぜこういう事ができるのか、不思議でたまりま

せん。
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３０日（水）

３０日（水）

６日（水）

７日（木）

７日（木）

７日（木）

７日（木）

８日（金）

８日（金）

２２：２４　男性

　ヘリが飛んでます。うるさくてテレビも見られません。

２２：５６　上大謝名在住　男性

　今何時になりますかね？２３時、５分前です。オスプレイが飛びかっております。そんな遅

くまでオスプレイを飛ばしていいのですか。そういう約束になっているんですかね。

２３：０１　大山在住　女性

　夜11時なんですけども、まだヘリコプターがうるさいです。時々22時以降にも夜ヘリコプ

ターがうるさいときがありますが、これはどういうことなんでしょうか。詳しく説明をお願いし

たいと思います。

 7月 7月 7月 7月：：：：４４４４４４４４件件件件

２２：４４　男性

　ヘリの音がうるさい。明日用事があります。朝早くから。

２２：５２　普天間3区在住　女性

　今オスプレイが飛んでうるさいです。テレビも見ることが出来ません。毎日眠ることも難しく

なってきます。どうにかして下さい。毎日毎日うるさくてたまりません。お願いします。

２２：１４　新城在住　女性

　ヘリコプター、オスプレイでしょうかね、音がうるさくて眠れませんよ。市長はもっと抗議の

声をあげるべきだと思いますよ。お願いします。

２３：０１　男性

　今、夜の２３時過ぎております。ヘリの調整音だと思うんですが、うるさいです。

　ちゃんと仕事してください。抗議をしてください。

１４：３０　大謝名２丁目在住　女性

　６月に大謝名へ引っ越してきたが、米軍機が飛ぶとテレビが見れなくなる。また、録画もさ

れない状態である。何か対策をしてもらえるのか。こういうことがあるとわかっていたら、

引っ越さなかった。

２０：４３　嘉数１丁目在住　男性

　今日７時から、今９時ちょっと前ですが、オスプレイとその他の戦闘機が飛びまくって、うる

さくて敵いません。

　市長さんには何もできないと思いますけど、せめて抗議くらいはしてもらいたいんですけど

ね。早く何とかしてください。
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１１日（月）

１１日（月）

１１日（月）

１２日（火）

１２日（火）

１２日（火）

１２日（火）

１２日（火）

１２日（火）

２２：４１　男性

　オスプレイが上空を飛んでうるさいです。ちゃんと仕事してください。

１４：３０　新城１丁目在住　女性

　普段はなんともないが米軍機が飛行すると電波障害が発生する。

　３年前に買ったテレビが壊れたが、頻繁に発生する電波障害が原因だと思う。

　数年前に、国の委託を受けた業者が障害の確認にきたときも、アンテナなど設備には問

題は無いといっていたが、その後、連絡もなく対策も取られていない。

　早く対策できるようにしてください。

２２：４７　男性

　さっきまでヘリコプター飛んでました。ちゃんと仕事してください。お願いします。

２２：４６　普天間２丁目在住　女性

　現在23時前ですが飛んでます。うるさくて眠れません。

２２：４４　女性

　ヘリコプターの音がとってもうるさいんですけどね。

　こんなうるさいの、市長はもう許して何の抗議もしないんでしょうか。市長たる者、毎日で

も軍に対して抗議するのが当然じゃないでしょうか。もう２２時ですよ。この音が市長には聞

こえないんでしょうか。

２２：５２　新城在住　女性

　もうこんな時間まで、何でヘリコプターが飛ぶんですか？

　飛んでることを、どうしてもっと宜野湾市が追及しないんですか？もうちょっと考えてほしい

です。

２２：２８　伊佐1丁目在住　男性

　22時30分になるのに、今飛んでます。うるさくて眠れません。

１１：４０　北中城村在住　女性

　昨日の夜から米軍機がとてもうるさい。今日も飛んでいる。ホワイトビーチと普天間飛行

場を行き来しているのだと思うが、何か訓練をやっているのか。今までは気にならなかった

が、あまりにうるさいので電話した。

１５：２０　市内在住　女性

　朝からヘリの騒音が酷い。

　日中は、小学校や中学校などで授業が行なわれているのに、こんなに近くでホバリング

やエンジン調整を長時間やっているのはなぜか？嫌がらせをしているのではないか。

　抗議してください。
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１２日（火）

１３日（水）

１３日（水）

１３日（水）

１３日（水）

１４日（木）

１５日（金）

１８日（月）

１９日（火）

２３：１１　男性

　まだヘリが飛んでいます。明日早いです。何とかしてください。

２３：０２　男性

　２３時過ぎました。まだ飛んでます。

２２：３３　野嵩在住　女性

　２２時半を過ぎてるんですけど、ヘリコプターが非常にうるさいです。

２２：３２　男性

　ヘリ飛んでます。うるさいです。何とかしてください。

１１：５５　大山在住　女性

　ヘリが何度も飛んできてうるさい。体調を崩して休んでいるが、ヘリがずっと轟音を立てて

飛んでおり、飛んでくるたび体もビクビクしている。

　防衛局や色々なところに苦情の電話しているが、どうにもならないのか。「基地被害１１０

番」は知らない人が多く、うるさくても我慢している人がほとんどだと思うので、市報掲載以

外にもビラを配るなどしてもっと周知したほうがいいのではないか。

１５：５５　野嵩1区在住　男性

　ヘリがうるさくてしょうがない！夜も毎日毎日23時まで飛んでいる！

　1日中、数分おきに頭上を飛んでいるが、どうにかならないのか。米軍に申し入れしてもら

いたい。

１４：０２　上大謝名在住　女性

　もう最近ずーっと、今も飛んでいてうるさいです。今日特に飛行機が多いです。うるさい！

２２：３５　男性

　ヘリが飛んでいます。

２２：５１　普天間３区在住　女性

　今日も今の時間、ヘリコプター飛んでうるさいです。オスプレイもずっと飛んでますけど、ど

うなってますか。

　ちゃんとアメリカに訴えてますか。うしえられてますよ、日本に。ちゃんと伝えてください。毎

日毎日うるさくて眠れません。
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１９日（火）

２０日（水）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２６日（火）

２６日（火）

１４：５０　真志喜在住　女性

　最近、オスプレイの夜間飛行がとても酷い。

　度重なる抗議・要請にもかかわらず、米軍は22時以降の訓練を続けているが、こんな施

設や部隊を他の自治体も受け入れたいと思うはずがない。

　移設や訓練移転が進まないのは、（苦情を申し入れても）夜間飛行や住宅地上区での訓

練、低空飛行訓練などを見直さない米軍の責任であると伝え、早期に改善するよう要請す

るべきではないか。

２２：４９　上大謝名在住　男性

　22時45分ですが、オスプレイが飛んでチムドンドンして眠れないです。

２２：２８　真志喜在住　女性

　11時前になってるんですけども、上空で飛行機が往復して、行ったり来たりしてるんです

よ。

　とても騒音が激しいので夜は静かにしてもらいたいです。

２２：２９　女性

　２２時２５分頃、受信障害が２回続けてありました。

１４：２０　大謝名在住　女性

　朝から米軍機がうるさい！オスプレイやヘリが３機、５機と住宅の上を飛んでいる！

　選挙が終わって、島尻さんが落選したから米軍が嫌がらせをしているかのようだ。

　市長は国と同じような考えを持っているようだが、地元の市長として、普天間は辺野古あ

りきではなく、即返還すべきだと発信すべきである。もっと県民に寄り添った考えを訴えても

らいたい。

１４：４０　真志喜在住　女性

　最近、夜間も含め騒音が酷い。

　私は一日家にいるため、昼夜問わず騒音の被害を受けている。

　こんな騒音が酷いのに、真志喜は防音工事補助の対象区域にも入っておらず納得できな

い。

　米軍と国に強く抗議して下さい。

１０：２２　新城在住　女性

夜間10時にオスプレイが飛んでいてうるさい！昼もうるさいのに。。。先週もうるさかったよ。

22時以降は飛んではいけないようになっているのに昨日22：14時頃にも飛んでいた、迷惑。

２２：５４　上大謝名在住　男性

　飛行機が屋上飛んでいます。こんなことで、抗議せんでもいいんでしょうか。もう少し、市

はしっかりと抗議すべきだと思います。
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２６日（火）

２６日（火）

２６日（火）

２７日（水）

２７日（水）

２７日（水）

２７日（水）

２８日（木）

２２：２７　伊佐１丁目在住　男性

　２２時半になるけど、まだ、何でこの時間にヘリが飛んでるんですか。眠れないですよ。

２２：３６　神山在住　女性

　今１０時半に寝てたら、パタパタパタというヘリコプターの今にも落ちそうな音が、本当にう

ちの近くを飛んでるんですよね。

　昨日、一昨日とすごい飛行機の音がしたんですけど、最近１０時半頃、１０時後、かなり音

がうるさいです。どうにかして下さい。植民地じゃないです。

２２：４８　伊佐在住　女性

　２２時４６分、テレビの受信障害です。

２３：００　女性

夜の10時過ぎてからも飛行機ずっと飛んでます。

もう、11時になろうとしているのに今も飛んでました。

テレビも乱れるし、妊娠中でストレスはよくないと言われますが、

ストレスしか溜まりません。

  

１６：４０　新城２丁目在住　女性

　ここ最近、毎日２２時を過ぎてもオスプレイ飛んでいます。音が響いて心臓にも悪いです。

　何とかやめさせてもらうようお願いします。

１６：４０　真栄原１丁目在住　女性

　最近、昼間も夜中も異常なほど米軍機が飛行しています。

　今も飛んでいますが、先ほどからずーっと旋回していて、とてもうるさいです。なんとかして

ください！！

　海上で訓練をせずに、住宅地上空で訓練する理由は何です？何度も抗議しているのに、

このような訓練を繰り返しているのは、米軍が私たちのことを軽んじているとしか考えられ

ない。

　住宅防音工事の助成も、市内の一部しか対象になっていませんが、市内全域を飛んでい

ることから、市内全域が対象とならなくてはいけない。そうでなければ、住宅地上空を飛ば

せないでください。

　市ももっと強力に、働きかけて下さい。

２２：４１　男性

　ヘリ飛んでます。明日早いです。何とかしてください。

２２：４６　伊佐１丁目在住　男性

　今日も飛んでますよ、こんな時間に。もう１１時前だ。大変ですよ。何とかしてください。
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２９日（金）

２９日（金）

２９日（金）

１日（月）

１日（月）

１日（月）

２日（火）

２日（火）

２日（火）

２０：４２　男性

　うるさかったです。もう嫌です。

２１：５０　上大謝名在住　男性

　午後９時３９分の飛行機と、９時４１分のヘリコプターがとってもうるさかったです。

　夜はあんまり飛ばさないようにして下さい。

２１：５１　男性

　９時３９分に飛行機と、９時４１分にヘリコプターが飛んだんですが、うるさかったです。

　夜からはやらないで下さい。

２０：４１　男性

　とってもうるさかったです。飛ばさないでください。

１４：４０　野嵩在住　男性

　今も飛んでいるが、最近オスプレイ、ヘリコプターが昼も夜も低空飛行で飛んでいる。特に

夜間は23時頃まで飛んでおり、この状況では眠ることもできない。

　この苦情を市長までちゃんと伝えて、しっかり抗議してもらいたい。

２０：４０　上大謝名在住

　またまたすごいジェット機が飛んでいきました。ものすごく音も大きくて、すごくやかましく

て、もう飛んでほしくないんですけど飛んでました。

９：５５　大山在住　男性

最近オスプレイとか他の飛行機が昼夜関係無く低空飛行している。防衛局にちゃんと言っ

ているの？抗議してもらいたい。最近は夜9時ごろにも大山あたりを飛んでいるよ。はごろも

と大山小学校の上も低空飛行しているから緊急着陸する訓練のように受け取られるけど、

どうかね。今は夏休みだからまだ大丈夫だけど、市民の安全を考えて欲しい。市長にも言っ

て。強く抗議して下さい。

２１：４０　上大謝名在住　女性

　大きいジェット機がまた今日も飛んでいきました。夜間は飛ばさないようにしてもらいたい

です。

　8　8　8　8月月月月：：：：３４３４３４３４件件件件

９：３５　新城在住　女性

　ここ1週間程、毎日オスプレイが23時近くまで飛んでいる。嫌がらせをされているように感

じる。

　市からもきっちり苦情を申し入れてもらいたい。
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２日（火）

２日（火）

３日（水）

３日（水）

３日（水）

４日（木）

４日（木）

４日（木）

２２：３１　女性

　テレビの電波障害が１０時２９分にありました。

２２：４６　大謝名在住　男性

　１０時半過ぎてもヘリコプターがうるさいので、一応連絡しておこうと思いまして電話しまし

た。

２２：５３　伊佐1丁目在住　男性

　もう11時になるのにヘリが飛んでます。明日早いので眠れなくて大変です。何とかしてくだ

さい。

２２：５９　宜野湾1丁目在住　男性

　まだ空で米軍のヘリが飛んでいます。1機だけではなくて、５、６機立て続けに。

　どういうわけでしょうかね。役場の皆さんはちゃんと抗議してますか？

２２：５０　普天間３区在住　女性

　今もヘリコプターが飛んでうるさいです。どうにかして下さい。

２２：５２　伊佐１丁目在住　男性

　１１時前だというのに、まだ飛んでます。早く基地を無くして下さい。もういらないです。

１４：２０　普天間１丁目在住　女性

　昨日も夜11時前まで、米軍機が飛んでいた。

　取り決めでは、10時以降は飛ばないことになっていたのではありませんか？

　調子が悪く、夜は睡眠剤を服用しているが、数ヶ月続いている夜間飛行のせいで、毎日

眠れない生活が続いています。米軍の騒音がやんでも、数時間はイライラして寝付くことが

出来ず、起きるのは昼過ぎになってしまう。

　昼間の飛行はどうしようもないとして、こんなに夜間飛行を続けているのは、沖縄県民の

ことをまったく考えていないのではないか。

　また近所に住む高齢の女性は、戦争体験者ということで、低空で飛ぶヘリコプターを見る

たびに、戦争当時のことを思い出しとても辛いと話していた。宜野湾市民がこれだけ苦しい

思いをしていること、国や米軍に伝えて、改善させてください。

２１：５４　男性

　夜の飛行機とってもうるさかったです。うるさい！
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４日（木）

９日（火）

９日（火）

１０日（水）

１１日（木）

１１日（木）

１１日（木）

１１日（木）

１９：１５　真志喜在住　男性

　毎週毎週、夕方この6時から7時、今でも一緒なんですけど、その時間帯。それから昼間

の時間帯、このヘリコプターの音というのは、あれ何ですか！？

　もう少し考えて、今の市長というのは米軍とは仲良しだから、どうにかできるんじゃないで

しょうか。それをお願いしたいと思ってお電話しました。じゃなければそんな市長は必要あり

ません！

２３：０１　首里在住　女性

　１１時、５分ほど前に首里上空をヘリが低空飛行で、宜野湾普天間飛行場あたりに降下し

ていくのが見えました。大変迷惑しております。１機でした。

　毎度申し上げますが、普天間飛行場所属のヘリ、飛行機は宜野湾市から被害を飛ばさな

いで下さい。市長にそう申し伝えてください。迷惑しています。

２２：４９　男性

　いい加減にしてくれ。いつまで飛んでるんだ。何とかしろ！

２１：１６　上大謝名在住　女性

　今日は21時14分にジェット機が飛んでいったし、夕方もそして今もヘリコプターがブルブル

飛んで、すっごいうるさいですね。迷惑です。もう毎回うるさくて困ってます。

２１：１８　上大謝名在住　男性

　夕方くらいに２機のヘリコプターがブルブル飛んできて、また飛んできて、そしてまた飛ん

できての繰り返しなので、うるさいのでやめてください。今も飛んでました。

２２：４６　男性

　もう１１時前なのにまだ飛んでます。お盆も近いというのに、こんなんでは困ります。

　もっと考えて運用するように訴えてください。早くなくなればいいですね。

２１：１７　上大謝名在住　男性

　夏休みだから近所の子と外で遊ぼうと思って外に出たら、夕方超うるさいのがブルブル3

回連続くらい飛んでたのでやめてほしいです。

１３：１０　大山在住　男性

　今日は朝からヘリがやかましいが、何か訓練があるのか？

　飛ぶのは構わないが、市街地の上ではなく海の上で訓練をしてもらえないのか。小さい子

がいるので昼寝をさせたいが、うるさくて寝かしつけることもできない。

　市役所に言ってもしょうがないと思うが、住民としては他に言う所がないので電話してい

る。役所ももっと頑張ってもらいたい。
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１４日（日）

１９日（金）

２５日（木）

２６日（金）

２９日（月）

３０日（火）

３０日（火）

３０日（火）

２２：２８　普天間３区在住　女性

　ヘリコプターが飛んでとてもうるさいです。どうにかして下さい。

　バカにされてますよ宜野湾市。お願いします。

２２：５４　男性

　２２時５２分、ヘリ飛んでる。何とかしろ！

２２：５１　上大謝名在住　男性

　まだ飛行機飛んでますね。たたき落としたいぐらいですよ！

　もし時間守れないようだったら、どっかで事件が起きてもおかしくないですよ！

１５：２０　大山３丁目在住　男性

　ヘリの騒音がひどすぎる。コブラがずっと旋回しており、６０回、７０回と２、３分おきに上空

を飛んでいる。

　今の状況では基本的人権が守られていないのと同じだ。前にレーザーの事件があった

が、罪であってもそうしたくなる気持ちもわかる。

　役所は抗議するだけではなくて、騒音を軽減する為、相手先へ提案を投げかけることも必

要だ。例えば、「今より３００ｍ高度をあげる」、「大山側ばかりではなくて中城側にも旋回を

する」など、これを実行するだけでも騒音被害は大きく変わる。ただの騒音苦情ではなく、こ

ういう提案があったと市長まで伝えてもらいたい。

２１：１２　上大謝名在住　女性

　ジェット機のようなものが通っていきました。

　はごろも祭りの花火が終わって、5分程してからこういうのを飛ばすというのは、もう本当

にがっかりですね。今ヘリコプターが飛んでます。さらにがっかりです。

　もう飛ばさないでもらいたいですね、ヘリは。

２１：５５　女性

　22時前なんです。こんな時間までヘリが飛ぶというのは異常ですよ。

　何回も毎日毎日、こういうふうな苦情をださなければならないようなこの状況、本当に何と

かならないんでしょうかね。頭がおかしくなりそうです。

１１：５５　上大謝名在住　男性

　さっきからうるさい飛行機が飛んでるんですけど、オスプレイですか？

（P3Cのタッチアンドゴーを確認）

２２：５３　新城１丁目在住　女性

　もう11時になろうとしてるのに、ずっとヘリコプターが飛んでいます。おかしいと思います。

もう寝る時間なのに眠れません。
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３０日（火）

３０日（火）

３１日（火）

３１日（火）

１日（木）

１日（木）

２日（金）

７日（木）

８日（木）

　　　　９９９９月月月月：11：11：11：11件件件件

２２：３４　女性

22時27分、いまだにヘリが飛んでいます。

夕方も何機も飛んでいてうるさくてしかたない。

妊婦でストレスはよくないと言われますが、これだけうるさいとストレスしか溜まらないので

早くなんとかしてください。

２２：５９　大謝名在住　男性

　23時過ぎてもヘリコプターがうるさいので、とりあえず報告までに連絡しておきます。

２１：３３　真志喜在住　女性

　米軍ヘリがとってもうるさい！夕方からうるさいですね。今もうゴンゴンと、とてもうるさい！

　市長、何とかして！

２２：５６　女性

　今日もこの時間まで飛んでるっておかしくないですか？

　ちゃんと日米両政府に訴えてください。うるさいですよ。

２２：５８　赤道在住　女性

　もう２３時５分前ですけれども、ヘリの音がすごいんですよ。

　どういうふうに、どこに抗議していいのかわからないのでお電話差し上げました。何とか静

かになるようにやって下さい。

１６：３８　真志喜在住　男性

　昨日も２２：５７分頃までヘリが飛んでいた。最近、騒音がとてもうるさいので連絡しまし

た。

２３：１４　女性

　ヘリの騒音で起きてしまいました、住民の迷惑を考えて下さい。

返還予定の基地は補修の必要もありません、日本にとって沖縄は何ですか？？

日本本土の防波堤ですか？ 在日米軍＆自衛隊も含めて

住民に迷惑をかけて何を守ろうとしているのか教えて下さい。

１０：５５　野嵩在住　男性

　昨日２３時頃まで米軍機が飛んでいた。米軍は約束を守らない。このまま辺野古へ移して

も大変なことになる。必ず市長まで伝えてもらいたい。

１６：４０　新城在住　女性

　オスプレイやヘリが屋根の上を何十回も行き来しておりうるさい！

　昼は我慢していたが、今の時間、あまりにもひどいので電話をした。夜間もうるさいときが

あり、嫌がらせをされているのかと思うほどだ。ぜひ苦情として伝えてください。
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１６日（金）

１６日（金）

２０日（火）

２０日（火）

２３日（金）

２８日（水）

６日（木）

６日（木）

１３：３０　大山在住　女性

　ヘリがうるさいですね。ここ何週間、ずっとうるさくて我慢していましたが、今日はあまりに

もうるさいので電話しました。

２１：３９　女性

　今、夜の9時40分くらいですけど、基地の大きな音がうるさくて嫌だなと思いました。何とか

してください。

２１：５６　那覇市首里在住　女性

　先ほどからオスプレイらしきものが何機も旋回しています。宜野湾基地方向に向かってま

す。

　市長にお伝えください。（不明瞭）のあなたが管理できないもの、他の市町村にまわさない

で下さい。迷惑です。宜野湾市できちんと処理して下さい。

　那覇上空飛ばさないで下さい。辺野古にも飛ばさないで下さい。北部訓練場にもやらない

で下さい。伊江島にもやらないで下さい。

２１：３８　大山2丁目在住　女性

　今しがた１分程前、オスプレイと思われる飛行機の、飛行場に帰ってくる音がしました。

　９時過ぎ、遅い時間です。県外から来ている友人も驚いていました。

　事実として報告ということでお電話させていただきました。

　10　10　10　10月月月月：：：：６２６２６２６２件件件件

９：２６　大謝名１丁目在住　男性

　最近、3日程前から米軍機の夜間騒音が続いている。

　寝る時間にもかかわらず、遅いときには23時前まで飛んでおり、また、以前よりも低空飛

行になっているのか、ドアが揺れるくらいの振動がある。

　昨日米軍機が墜落したニュースもあり不安なので、高度を上げるなりコースを変えるなり

してもらいたい。

２１：４９　那覇市首里在住　女性

　先ほどから、宜野湾普天間飛行場に戻る米軍機が低空で飛んで大変迷惑しています。

　お宅の市長にお伝えください。普天間基地所属の米軍機を他市町村の上飛ばして、多大

な迷惑を掛けないようにして下さい！不愉快です！

　それから５年撤退の約束は必ずとりつけてください。よろしくお願いします。

２２：５３　女性

こんな時間でも軍の飛行機飛んでます。

来年子供が生まれるけど、

こんな環境で育てていくのに不安しかないです。

１２：４２　嘉数2丁目在住　男性

　昨日から騒音が物凄い、市はちゃんと抗議をしているのか？

　今まで抗議を続けても全く改善していないのであれば、別の方法を考えなくてはならない

のではないか。

　苦情全てを英訳し、その日のうちに米軍に抗議をするなど、結果が出るよう取り組むべき

だ。
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７日（金）

７日（金）

７日（金）

１２日（水）

１２日（水）

１７日（月）

１７日（月）

１７日（月）

１７日（月）

２０：０８　男性

　８時５分と８時２分にうるさい飛行機が飛んだんですけど、あれ何ですかね？うるさい！

　夕方も２機飛んでましたよ。今のもすごくゴーってなってましたよ。やめて下さい！

２０：０４　男性

　夜の８時２分に超うるさいのが飛びました。飛行機かわからないけど、ジェット機？

　学校帰りの４時くらいも２機、ゴーってうるさかったです。

２０：０９　男性

　８時２分と８時５分に大きい飛行機が飛んだのでうるさかったです。

　夕方も大謝名小の近くに２機飛んでいました。夕方とか遅くには飛ばさないで下さい。

１１：５７　普天間在住　男性

　今日は米軍機の飛行が特に激しい！どこに怒りをぶつければいいのか！苦情として伝え

てもらいたい。

２０：０６　上大謝名在住　女性

　今ジェット機ですかね、戦闘機？ものすごく速い、飛行時間はあっという間に通り過ぎたん

ですけど、音がものすごくて耳を押さえる余裕もなかったくらい速く飛んでましたけど、本当

に音がすごかったですね。夜の８時くらいですね。夕方にも似たような感じのものが２機飛

んでました。

　とにかくうるさいですね、迷惑ですね。

１５：１５　新城在住　女性

  14時前からヘリコプターがうるさい。普天間第二小も普天間中も授業中である。

　私は年寄りで昼寝も出来ない。

　教育長も以前に普天間第二小の校長先生をされていたので、状況はよくわかっていると

思う。

　どうかしてください。お願いします。市長に伝えてください。

２１：４４　上大謝名在住　女性

　２１時３５分くらいからですかね、ジェット機だのオスプレイだのが旋回するようになってで

すね、今もずっとヘリコプターが飛んでいます。

　うるさいですね！本当に迷惑です。飛ばしてほしくないですね。

２１：５０　赤道在住　女性

　１０時前ですけども、まだ音は聞こえますが、ものすごい騒音でオスプレイだと思います

が、ガラスが揺れてとても嫌な思いしました。こんな時間まで飛んでいいんでしょうか。

　ぜひ上の方にお伝えください。とても困っています。よろしくお願いします。まだ音が聞こえ

ますよ。

１５：４５　大山1丁目在住　女性

　普天間基地のフェンス近くに住んでいるが、1時間ほど前から基地の方から、バンド演奏

のような音が大音量で聞こえてくる。この音量が夜まで続いたら大変だと思い電話した。

　スピーカーから流れているようだが、せめて基地の内側に向きを変えるなどしてもらいた

い。
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１７日（月）

１７日（月）

１７日（月）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１３：４４　野嵩在住　男性

　昨日、今日の朝に続き、またジェット機が爆音で飛んでいった。

　普段からオスプレイ、ヘリでも大変なのに、こんなにジェット機が飛んでどういうことなの

か。

　市長は選挙の時にフェンスを取っ払うといっていたが、すぐに取り払ってください。私は軍

用地主だが、もう軍用地もいらないので早く返してもらいたい。

　皆さんも大変だと思うが、これが市民の生の声なので、しっかり上まで伝えてください。

２０：１２　真栄原在住　女性

　今８時１１分から２つ立て続けに、すごい爆音があって、墜落をしたかと思ったんですが、

そのくらいの大きさの被害があります。どういう状況なのか教えて頂きたいのでお電話くだ

さい。

１３：４５　野嵩1丁目在住　女性

　先ほど心臓が止まるほどの音で戦闘機が飛んでいった。

　強く抗議して下さい。

９：２６　男性

　今ジェット機のものすごい爆音だった！基地対策課ならちゃんと抗議してください！文句

いってください！

９：２７　男性

　昨日に引き続き、今も、ジェット機が物凄い音で飛んでいった。

　耳も痛く、チムドンドン（動悸がする）する。

　オスプレイもそうだが、外来機も飛ばないようさせて、早く普天間飛行場を返還させるよう

取り組んでください。

９：３０　野嵩１丁目在住　女性

　すごい音のジェット機が飛んでいった！昨日だけならまだしも、今日も飛んだので電話し

ている。戦争でも始まるのかと思うほどの音だ。昔、２０年ほど前もかなりうるさい時期が

あったが、その頃に戻りつつあるのではないか。抗議してもらいたい。

２０：２０　大謝名在住　男性

　先ほど、あれはファントムですかね？すごい音がして我が家の上空を飛んでいきました。

　もう耳が破けそうなひどい音でしたので、抗議の電話いたします。

２０：２３　大謝名在住　女性

　ジェット機への騒音についてなのですが、私の家が普天間基地のすぐそばにありまして、

ある程度騒音には慣れているんですけど、今日の８時頃にジェット機が２機で低空飛行して

いて外にいると耳が一時的に聞こえなくなって、少し痛くなるようなすごい騒音でした。

　私の家は階数が高いので、ヘリや飛行機がスレスレを飛んでいます。ここに住んでいる以

上ある程度の騒音は我慢してるんですけど、こんなに大きな音で耳が痛くなる事は初めて

だったので、ちょっと少し怖いので米軍のほうにご連絡いただければと思います。
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１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１８日（火）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１７：０５　上大謝名在住　女性

　５時２分程前に戦闘機が飛んでいったが、何かあるのか？

　昨日からずっと続いている。抗議をしてください。

１７：００　普天間在住　男性

今すごい音で戦闘機が飛んでいったが今日は何かあるのか。抗議をお願いします。

１７：０１　赤道在住　女性

　庭に出ていたところ、すごい爆音でジェット機が頭上を飛んでいった！

　オスプレイやヘリはまだ我慢できるが、ジェット機はやめてもらいたい。窓も開けられず、

馬鹿にされているようだ。

　昨日、今日と異常です。防衛局にも直接抗議の電話をします。

２１：３５　喜友名在住　女性

　喜友名に住む中学生です。

　ヘリコプターがうるさいです。

１２：３６　大謝名在住　女性

　今、物凄い音で飛行機が飛んでいったが何か？

　他の米軍機とは比べ物にならないくらいのうるささでした。

　外来機であるならば、帰してください。

１２：３７　上大謝名在住　男性

　今、ジェット機が飛んでいったが、耳が痛くなるほどの騒音だった。

　市からも米軍や国に、どんどん文句を言って、やめさせて下さい。

２１：５６　女性

　１０時近くまで、ヘリなどが飛行しており信じられない。

　頭痛も出てきて、物凄く困っています。

　こんなに生活が脅かされるのは大変なことです。

　強い抗議をして下さい。

１０：０９　野嵩１丁目在住　女性

　今さっきも、すごい音でジェット機が飛んでいったが、昨日からうるさい。

　今にも落ちてきそうな高さを、物凄い音を立てて飛んでおりとても不安です。

　抗議要請を行なっているとのことだが、引き続き申し入れを行ってください。

２１：３１　喜友名在住　女性

　喜友名１丁目に住むものです。

　ただいま２１時３１分ですが、２１時前のからおよそ３０分、旋回中のヘリがいて子どもも、

なかなか眠りません。

　飼っている鳥も眠りません。

　昨日はハリアーも飛んでいたみたいだし、いい加減にして欲しいです。
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１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１９日（水）

１３：４０　野嵩在住　女性

　この所、この昼の時間帯に大きな音がするが、何か訓練でもやっているのか？

　子どもが昼寝をしている時間であり、子どももびっくりして寝られない。どうにかして欲し

い。

　市も大変だと思いますが、改善、解決に向けよろしくお願いします。

１６：５５　大山在住　女性

　　航空機騒音がひどい。住宅が揺れるので、その事を市長へ伝えてください。

１４：４９　新城在住　女性

　今さっき物凄い音の飛行機が飛んで言ったが何か？

　やめさせて下さい。

１６：４０　佐真下在住　男性

　この２，３日すごい爆音が聞こえるが、どうなっているのか？何か訓練をしているのか？

　家の近くは、学校や公共施設も多い地域なので、うるささに加え、危険性も懸念される。

　どうにかしてもらいたい。

１３：２２　男性

　数日前からジェット戦闘機が飛行しているが、いつごろまで続くのか。

　先ほども、超低空で飛んでいた。

１３：４１　野嵩在住　男性

　最近、昼寝も出来ないほどの爆音が続いている。

　私は普天間飛行場の軍用地主だが、このような基地は要らないので、早く返還させてくだ

さい。

１４：００　嘉数在住　男性

　ここ数日、ジェット機が頻繁に自宅上空を飛行しとてもうるさい。

　また、それだけでなく夕方や夜間騒音は、ほぼ毎日のようにある。

　先日のアンケートにも記載したが、宜野湾市は世界一危険な市だと思う。出来れば、住み

たくないと思うほどである。

　もっと強力に取り組んでください。

１６：００　女性

　この所爆音がすごいが、何か訓練でもやっているのか？

　窓もブルブル震えている。病気になりそうだ。

　お年寄りも落ち着いて時間を過ごせない。

　どうにかして欲しい。

１４：４１　嘉数在住　女性

　今まで、電話をしたことは無かったが、あまりにもジェット機の騒音が酷くて電話しました。

　数日前から続く、ジェット機の騒音は恐怖を覚えるほどのもので、電話でのやり取りも出

来なくなるほどです。

　普天間飛行場に関する取り組みがされているが、本当に負担軽減になっているのか、市

民が安全・安心な暮らしを出来る方向に向かっているのか不安になります。
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１９日（水）

１９日（水）

２０日（木）

２０日（木）

２０日（木）

２０日（木）

２０日（木）

２０日（木）

２０日（木）

１９：２６　真栄原在住　女性

　すっごい爆音がずっと続いていて、本当に困っています！何なのか教えてください。

２０：４８　真志喜２丁目在住　女性

　上空をバリバリ飛んでいます。２機飛んでるみたいです。

　もう１０分くらい飛んでるのかな。ものすごくうるさい！

　市長何とかしろ！

２１：０４　男性

　ヘリがうるさくてしょうがないんですが。ひっきりなしに上空飛んでどうしようもない。

　家庭の話ができないで困っています。何とかしてください。

９：００　真志喜在住　女性

　ここ数日米軍機の轟音がすごいが、何かあったのか。今日も朝からヘリが旋回している。

　これまで真志喜の辺りはあまりうるさくない方だったが、最近はかなりうるさくなっている。

　新聞では苦情が１２件とあり、あまりにも少なく驚いたので電話した。実際はさらに何百人

もの人が同じ気持ちでいると思う。

１２：５８　真志喜在住　女性

　今すごい爆音で飛行機が飛んでいったが、何か訓練をしているのか？

　昨日も飛んでいたが、これまで聞いたことないような爆音が続いている。

　市の方からもどんどん申入れしてもらいたい。

１４：２０　大謝名在住　男性

　ここ最近ファントムのような米軍機が来ているようだが、ものすごい爆音だ。基地に近い場

所に住んでおり、もう打ち落としてしまいたいくらいである。

　副市長が抗議に行ったようだが、市ももっと頑張って抗議を続けてもらいたい。

２０：４８　真志喜２丁目在住　女性

　今もヘリが旋回しています。昨日もそうでした。また30分くらい飛ぶのかな。

　どうして毎日こんなにうるさいんですか！？

　市長何とかしてちょうだい！

１５：１５　大謝名２丁目在住　男性

　体調が悪いが、爆音のせいで眠ることも出来ず、気分が悪くなっている。

　どうにかしてもらえないか。抗議して下さい。

１６：５１　真志喜２丁目在住　女性

　上空、戦闘機がうるさいです！３時過ぎくらいだったかもありました。何とかしてください！
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２０日（木）

２１日（金）

２１日（金）

２１日（金）

２１日（金）

２２日（土）

２５日（火）

２０：５７　女性

　ヘリが何機も通って、とってもうるさくて困ってます。

　今ちょっと静かになったので、テレビの音も聞こえるので電話入れてます。でももうすぐま

たヘリの音が聞こえてきます。

　夜間飛行って何時までなんですか？９時までなんですか？聞こえてます？今この電話

に、ヘリの音がそろそろ入ってきました。（電話口からヘリの音）

　この２、３日すごいですよね。聞こえます？

　やっとテレビの音が聞こえるようになりました。これって統計の数に入るんですかね？

９：３５　新城在住　女性

　今もそうだが、ここ最近すごい音の飛行機が飛んでいるが何なのか？これはいつまで続く

のか？気になって電話をしている。

　基地に近い所にすんでいるので、本当に音がすごい。学校にいる子供たちも大変だと思

う。

９：３５　野嵩在住　男性

　最近騒音が酷いがどうなっているのか。

　ニュースで副市長が抗議をしているのも見たが、全く改善されていない。

　大人の私はまだ我慢できるが、このような状況で過ごさなければいけないこども達がとて

もかわいそうだ。一刻も早くどうにかしてください。

１４：３５　嘉数１丁目在住　男性

　この１週間、うるさい米軍機が毎日のように飛んでいるが何が来ているのか？

　報道で副市長が抗議に行ったとみたが、その後も良くなるどころかますますひどくなって

いるじゃないか！ただ１回抗議に行って終わりか？

　防衛局に言っても、言う事を聞くわけがない！防衛の職員をここまで連れてきて、実際に

体感してもらわないと話は通じない！

１５：２４　新城在住　男性

　最近ジェット機が頻繁に飛んでいてうるさい。

　新聞では、嘉手納飛行場周辺で９０～１００デシベル出ていると報道されているが、普天

間飛行場周辺ではそれ以上の騒音が出ているのではないか。

　ヘリの騒音はまだ我慢できるが、ジェット機の騒音はとても我慢できるものではない。

　ワジワジー（イライラ）しています。

１２：３５　真栄原在住　女性

　すごい爆音がずっと続いていて困っています。

　抗議よろしくお願いします。

１３：５５　真志喜在住　女性

　最近ずっとヘリがうるさく、精神的にまいっており限界です。

　朝から夜までものすごい騒音で、身体を休めようにも休めない。

　抗議をして最初は静かになったと思っても、またいつものようにうるさくなる。

　防衛局にも苦情の電話をかけたいと思います。
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２６日（水）

２７日（木）

２７日（木）

２７日（木）

３１日（月）

３１日（月）

３１日（月）

３１日（月）

３１日（月）

１１：４７　大謝名在住　女性

　ここ最近ヘリの騒音がブルブルとずっとうるさい。何かあるのかなと思うくらい、頻繁に行

き来している。苦情として伝えてもらいたい。

１４：１５　喜友名在住　男性

　爆音がうるさいので連絡しました。

１０：００　真志喜1丁目在住　女性

　今日も朝からうるさいが、ここ最近朝から晩まで米軍機がうるさい！

　1日に何十回も飛んでいるが、住宅地の上で何でこんなに旋回する必要があるのか？

　いつまで続くのか？苦情として伝えてください！

１１：０５　大山在住　女性

　今日は朝からヘリの騒音がすごい！大山だが、ここは防音工事も対象外になっているの

でひどい騒音だ。夜も遅くまで飛んでおり、異常な状況で人権侵害だ。ビデオに撮るなどし

て現状を公表してもらいたい。

　市長にもやめさせてもらうように強く訴えてもらいたい。

１２：１７　伊佐在住　男性

ヘリが２、３分おきに飛んでおり爆音がひどい。強く抗議するよう伝えてもらいたい。

２２：００　女性

　10時前なんですけど、眠ろうとしたら爆音ですか。ヘリコプターじゃない何か飛行機の音が

すごくうるさいんですけど。

　もうちょっと、市民の声も届けるところがあったら、この声も届けて欲しいという思いです。

１４：４５　嘉数ハイツ在住　女性

　今日はいつもよりもヘリが頻繁に飛んできて爆音がひどいが、何かあるのか？

　普段よりも高いところを飛んでいるようだが、今日は一段と振動を感じるような音がしてお

り耳に響く。テレビもまともに見れない状況なので、苦情があったと伝えてもらいたい。

１４：２０　嘉数４丁目在住　男性

　先ほどからヘリが５～１０分おきに飛んできて、テレビの音も電話も聞こえない状況です。

　最近はジェット機が来たりとうるさい日が続いているので、防衛局に抗議を申し入れてくだ

さい。

１８：０１　赤道在住　女性

　ずーっと１時間以上、上空すごいヘリコプターの騒音がしています。

　回転の音がうるさくて、時々低音のヘリコプターも上空飛んでいます。

　すごい今日はうるさいんですけど、何か大きいヘリコプターがどっかから飛んできたんで

すかね。すごく迷惑してますので、もう本当に困ります。
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１日（火）

２日（水）

４日（金）

１１日（金）

１７日（木）

１８日（金）

１２：５５　真栄原２丁目在住　男性

　数週間前から、異常なほど米軍機が自宅のすぐ上空を飛ぶようになったが、飛行ルート

が変更されたのか。夜も、10時を過ぎての飛行も度々みられる。

　また、訓練のつもりなのか、サーチライトで民間地を照らしているときもある。

　役所に行ってもしょうがないかもしれないが、何とかして欲しい。

１６：２５　野嵩在住　女性

　爆音がひどいが何が飛んでいるのか？

　今日は爆音訴訟の判決が出た日だが、それをわかってわざと飛んでいるのか。判決では

オスプレイ配備で被害が増大したことも認められなかったが、そんなはずはない！

　普天間飛行場の補修の話もあり、野嵩ゲートの道も拡張されると聞いたが、市長はその

ことについてどう考えているのか。もう我慢の限界だ。

０：５６　男性

　１２時５５分です。ヘリの音うるさいです。何とかしてください。

１３：１５　真志喜在住　女性

　最近騒音が少なくなったと思ったら、ここ数日またひどくなっている。

　ヘリが来たら肩がこわばってビクビクし、１日に何十回も飛ぶ日もあって、精神的被害を

被っている。

　新聞にも苦情内容が載っていたが、皆が言っているのとまったく同じ気持ちである。電話

をして苦情を伝えるのも大変なことだが、今の状況のままはありえない。米軍機が飛んでい

る時は騒音があるため、市から出ないといけない等経済的損失もある。こういった現状があ

ることを伝えてもらいたい。

　11　11　11　11月月月月：19：19：19：19件件件件

１７：３０　神山在住　男性

　最近、昼夜無く、尋常でないほどの騒音に晒されている。

　宜野湾市はどんな取り組みをしているのか。

　今しているような、決まりきった抗議や要請では何も解決しないし、実際に騒音はよくなっ

ていない。丁寧な口調で抗議や要請をするのではなく、抗議の相手を怒鳴るぐらいの剣幕

でやらなければ、市民の本当の気持ちは伝わらない。

　また、何十年も抗議要請を続けて改善していないので、市が全面に立って市民大会や基

地包囲行動などをやる必要があるのではないか。

９：４０　赤道在住　女性

　昨日から、米軍機の騒音が酷いが何をしていて、いつまで続くのか？

　普段は仕事で気がつかなかったが、体調を崩し休んでいるとこのような状況で大変驚い

ている、早く基地をなくしてください。
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２１日（月）

２１日（月）

２１日（月）

２１日（月）

２１日（月）

２１日（月）

２１日（月）

１７：２０　上原在住　男性

　今日はオスプレイやヘリが、訓練からの帰りなのか、いつにも増して飛んでいる。

　さっきはP3Cも飛んでいたようだが、役所は把握しているのか？オスプレイやヘリが現在

何機帰ってきているのかも把握しているか？明日の午後また電話するので、何機帰ってき

ているのか確認しておいてください。

１６：４０　北中城村安谷屋　女性

　今日はオスプレイが家の真上を何度も通過しています。

　今さっき通って行ったのに、また飛んできました。

　新聞で、宜野湾市や沖縄市が苦情を受け付けていると載っていたが、北中城村はどこに

電話すればいいかわからなかったのでコチラにお電話しました。

１９：２３　嘉数１丁目在住　男性

　頭上、朝からずっと飛行訓練が続いて昼寝も出来ません。テレビも見えません、音が聞こ

えません。どうしたらいいでしょうかね。

２０：２０　嘉数３丁目在住　男性

　オスプレイの影響でネットが使えないんですよ。

　担当者いましたら早急に電話ください。お願いします。

２１：５６　嘉数在住　男性

　今日の夕方６時過ぎくらいから、今１０時前なるんですが、頻繁にオスプレイが旋回して離

着陸やって、今も建屋が振動、地震みたいな感じでずっと揺れてる状態が断続的にずっと

続いています。これは普通では考えられないような回数で、ずっと市街地を旋回訓練してる

んじゃないですか？こういう様な健康に関わるような訓練はぜひやめさせてほしい。

　まだ１０時前だけど、これから遅い時間まで続くんじゃないですか？どうにかして下さい。

２１：２０　女性

　今日は何の訓練でしょうかね。6時過ぎから今まで数十回も屋根の上から飛行機飛んで

るんですけど、テレビがまっ黒くなったり、横にチラチラして映りが悪いんですよ。その度に

家族はいらだっているようですけど、何の訓練ですかね。こういう悪い天気の時に。

　もう屋根の真上から通るものですから精神的にもまいってますけど、何とかできないもの

でしょうか。もう本当にこういう被害被っていて、それと、健康診断の結果、家族２人、後天

性の難聴と診断が下されているんですよ。そういうことで身体的、精神的にも色んな被害を

被ってますけども、１日も早く基地撤去をお願いしたいと思います。

　何の訓練ですかね、こんな夜間人の家の屋根の上から飛行機が通るというのはちょっと

考えられないですね。もう少しそういうことを考慮して、飛行訓練もやってほしいと思いま

す。よろしくお願いします。

２１：５５　嘉数１丁目在住　男性

　この米軍パイロットたちの空の運動会、何とかしてもらえませんかね。

　今日朝からずっと飛んでますよ。３分に１回です。

　たまったもんじゃありません。気が狂ってしまいます。
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２１日（月）

２２日（火）

２２日（火）

２２日（火）

２２日（火）

２９日（火）

１日（木）

１日（木）

２１：０９　嘉数１丁目在住　男性

　昼から飛行機の音がうるさくてたまりません。

　空がもう運動場になってます。テレビの音も聞こえない。

　アメリカのパイロットどもを早めに追い出す方法を考えてください。もう気が狂いそうです。

周辺では赤ん坊の泣き声、大変です。何とかできませんか。抗議よろしくお願いします。

２２：０３　女性

　２２時過ぎてますけど、外来機が飛んでます。

　うるさいです。どうにかして下さい。

２１：５８　大謝名２丁目在住　女性

　今日は昼間から、久しぶりに家でゆっくりしていたら、基地の爆音がすごくてきついなと

思ってたんですが、現在夜１０時前にまた轟音をたてて飛行機が飛んでいます。

　ちょっとあまりにも酷いので電話しました。周りの人も困っていると思います。どうしたらい

いのでしょうか。

　12　12　12　12月月月月：36：36：36：36件件件件

１５：４０　嘉数1丁目在住　男性

　今日は騒音が一段とうるさくて迷惑です。

　市長はちゃんと抗議していますか？テレビで全然見ないですが。給料もらってるんだか

ら、ちゃんと抗議して下さい。

２２：１２　神山在住　女性

　１０時過ぎてるんですけど、ヘリコプターの音が非常にうるさいです。

　今日は昼もうるさかったです。どうにかやめさせてほしいです。子どもが泣いてました。

１６：０８　嘉数在住　女性

　数日前から騒音が酷いが何をやっているのでしょうか。

　役所に苦情を言ってもしょうがないですが、抗議をお願いいたします。

１５：２０　宜野湾勤務　男性

　米軍機の飛行音だけでなく、基地内でのホバリング音などが酷く仕事が出来ません。

　特に、オスプレイは独特の音です。

　声を上げないと、苦情が無いと思われると思い電話しました。

　抗議をお願いします。

２２：１２　嘉数在住　男性

　昨日も電話入れたんですけど、今日も夕方から今先、１０時過ぎもオスプレイが着陸し

て、連日爆音に悩まされています。

　今現在もエンジン調整でずっと音の響きが部屋まで伝わってきています。

　市の方からも米軍に強く抗議して下さい。
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２日（金）

２日（金）

６日（火）

６日（火）

６日（火）

７日（水）

７日（水）

７日（水）

１８：３９　男性

　最近夜から基地の騒音が激しくて、今日も激しいんですが。

　大学生とか受験も控えているのに、こんなにうるさくて、子ども達勉強できるんですかね。

　あと、また色んなところで抗議も盛んにやっていますが、建築、土木の。その騒音も気に

なりますね。

　こんなんで子ども達受験できるんでしょうか。うるさいです。

　どうにかしてください。頑張ってください。

２２：５３　男性

　うるさいです。どうにかして下さい。

１３：３０　嘉数在住　女性

　今、すごく大きな飛行機が飛んでいました。

　1歳の子どもが、びっくりして飛び起きるほどの音でした。２回音がしたので２機飛んでいっ

たと思います。その事実を伝えたくて電話しました。

１７：３０　嘉数３丁目在住　男性

　夕方からオスプレイが自宅の真上を、数分おきに何度も飛んでいる。

　木造の住宅なので、通る度に家が揺れる。朝早いので睡眠をとろうと思っても、うるさくて

眠れません。この電話をしている数分間でも、３回飛んでいきました。ありえません。

１７：１５　真栄原在住　女性

　今日はオスプレイが特にうるさいです。

１５：５０　真栄原１丁目在住　女性

　最近騒音がひどくなっている。昨日も夜遅くまで飛んでいて、今日もずっとうるさい。

　真栄原に二十数年住んでいるが、以前は飛んでいなかった嘉数小の真上もよく飛んでお

り、ルートが変わってきているようだ。防音工事の対象区域も見直すよう、市から強く申し入

れてもらいたい。

　また、夜中までエンジン調整を行っているときもあり、１時、２時頃に音で目が覚めた時も

あった。これだけ迷惑を被っているので、市への基地関係の補助金ももっと増額させるべき

です。

１３：５５　普天間１丁目在住　男性

　最近、普天間に引っ越してきたが、米軍機が通過するとテレビにノイズが出たりする。

　市で何か対策はあるのか。

２２：２０　嘉数在住　女性

　最近ヘリがひどいです。何を考えているんですか。私たちは奴隷ですか。

　どうにかして下さい。もう耐えられません。胸がドキドキして眠れません。ちゃんと考えてく

ださい。
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７日（水）

７日（水）

８日（木）

９日（金）

９日（金）

１３日（火）

１３日（火）

１３日（火）

１３日（火）

２２：５８　那覇市首里在住　女性

　さっきからお宅の飛行場に帰る米軍の飛行機だかヘリが、うるさくて困っています。

　お願いですから夜間は飛ばさないように、そちらの基地の中でおとなしくするように言って

ください。普天間基地所属の飛行機については他の市町村に迷惑かけないように手回しし

てもらえないでしょうか。早いとこ５年以内の撤去を実現させて下さい。

２３：２７　野嵩在住　女性

　こんな時間なのに、まだ飛んでます。うるさいです。どうにかして下さい。

２３：００　女性

　今ヘリコプターの音が非常にうるさいです。

　１１時ですけど昨日も１０時過ぎてもヘリコプターがうるさかったです。最近かなり、１０時

後のヘリコプターが飛んでる様子が伺えます。ぜひ改善して下さい。

２２：１２　赤道在住　女性

　１０時過ぎているのに、すごいオスプレイの騒音で、お家もガタガタなっているんですね。

　眠れないくらいのひどい騒音です。何とかしてもらえないでしょうかと思って電話しました。

　本当にひどいですよ。ぜひ何とかしてください。お願いします。

１４：１０　女性

　普段はなんともないが、ここ最近テレビの受信障害が発生する。

　普段はなんともないが、米軍機が近くを通ったら障害が発生する。

　最近飛行経路が変わって、これまで飛んでいないルートを飛んでいることが原因だと思

う。

　対策が出来るよう働きかけて下さい。

２３：０２　普天間２丁目在住　女性

　こんな時間までオスプレイ飛びました。文句言ってください。

１４：２０　野嵩３丁目在住　女性

　先ほどから米軍機がうるさいです。

　昨日も、一昨日も朝から晩まで騒音が酷い状態です。

　市から声を届けてください。

１５：１０　大謝名１丁目在住　男性

　オスプレイやヘリが家の真上をかなり低空で飛んでおり、通過する度にガタガタ家が揺れ

ている。これまでここに住んできて、今日は一番低空で飛んでいるように感じる。音もかなり

うるさい。

　苦情内容を米軍や防衛に伝えて、それで改善されるのか？私だけでなく、周りの人も皆

同じ気持ちなので、ぜひ改善するよう伝えてもらいたい。

２３：２５　女性

　オスプレイ飛んでます。とてもうるさいです。

　どうにかして下さい。お願いします。
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１３日（火）

１３日（火）

１３日（火）

１３日（火）

１４日（火）

１４日（火）

１５日（水）

１５日（水）

１９日（水）

１５：１０　男性

　つい先ほどオスプレイが飛んでいました！嫌な気分です。

　市から防衛省にきちんと抗議してください。

９：１０　真志喜２丁目在住　女性

　オスプレイの事故があったばかりだが、もうヘリが飛んでいる！

　真志喜2丁目は飛んではいけないコースのはずだが、家の真上を飛んでおり、５階に住ん

でいるので、テレビも聞こえないくらいうるさい！また、米軍機からなのか、時々網戸に油が

ついていることがあり、洗濯物も干すことができない。

　防衛省に、真志喜の上は飛ばさないように伝えてください！

２３：４３　男性

　飛行場からこの時間にヘリがうるさいんだけど、どうにかしてくれんかね。

　わかってますか！？うるさいよ！

１０：２０　野嵩在住　女性

オスプレイ墜落のニュースを見てびっくりしています。昨夜も10時を過ぎてもヘリの音が聞こ

えました。昨日のヘリの音はいつもと違う音だったので不気味に感じました。結局1時過ぎま

で眠れませんでした。私は足が不自由ですが、私のように体が不自由の人は何かあったと

きに他の方のようにはすぐに逃げられません。とても不安です。宜野湾市も頑張っていると

は思いますが、もっと力を入れて基地撤去までたどり着くように努力してください。

２３：３５　野嵩２丁目在住　男性

　いつまで軍の飛行機は飛んでるの。

　うるさくて寝れないよ。

９：２５　真志喜在住　女性

　オスプレイが墜落したばかりだというのに、朝からヘリが飛んでいる！

　安全性が確認できるまで飛ばさないというのは、他のヘリにも言えることではないのか!?

　あきれて頭にきている！市長に、毎日でも抗議に行くよう伝えて！

１０：１０　宇地泊在住　女性

　２２時以降に米軍機が飛んでいる時があるが、どこに電話をすればいいのか。

　最近、夜間に飛んでいることが度々あり、低空飛行なので窓のサッシも揺れて圧迫感も

感じる。

　昨日はオスプレイの墜落事故もあったので怖くて不安だ。

２３：４７　志真志在住　女性

　１１時４５分過ぎなんですけど、まだヘリの音がするんですけど、どうしてでしょうか。

２３：４２　我如古１丁目在住　男性

　ヘリコプターがうるさくて寝られません。どうにかして下さい。
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２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

２２日（木）

２１：０３　伊佐1丁目在住　男性

　ずーっと20分くらい上空飛んでます。

　うるさくて、うるさくてテレビも見れないし、会話も聞こえません。事故起こしたばかりで、ひ

どいんじゃないですか。

２２：２５　男性

　ヘリのエンジン音で眠れません。

　宜野湾市の抗議市民大会を開くべきじゃないでしょうか。市の取り組みは、ちょっと弱いと

いう風に感じます。

２１：０１　男性

　30分近くヘリが飛んで、ちょっと何とかなりませんでしょうか。困りますね。

１６：１０　喜友名在住　男性

　昨日もそうだが、今日もヘリの爆音がひどい！

　いつもこの時間くらいから、２１時頃までが特にうるさい！今日も嘉手納からの米軍機が

飛んでいたが、だいたい木、金曜あたりによく来るので、明日も朝から来るんじゃないかと

思う。

２０：５６　大謝名１丁目在住　女性

　8時過ぎたあたりから普天間基地の飛行機が次々と戻ってきているようです。

　もう30分以上爆音が続いています。ドア閉めてもサッシがガタガタという揺れがあり、もの

すごい今まで聞いたことないような爆音です。

　本当にこの環境に住んでいるのがおかしいと思われるくらいです。みんな困っていると思

います。どうにかしてほしいです。
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２９日（木）

２９日（木）

２９日（木）

４日（水）

１７：１０　喜友名在住　男性

　先ほどから、テレビの音も聞き取れないほどの騒音が続いていて、とてもうるさい。

　どうにかしてもらえないか。

　２～３分おきに飛行しており、全然休まらない。

　なんとかやめさせて下さい。

　1　1　1　1月月月月：61：61：61：61件件件件

２２：３５　男性

　只今夜の１０時半ですが、オスプレイが飛んでチムドンドンしています。こんな遅くまで、オ

スプレイ飛ばしていいもんですかね。

　知事はあらゆる手段を講じてオスプレイ、夜飛ぶのを中止してもらいたいですね！知事は

あらゆる手段をとって、オスプレイ夜飛ぶのをなくしてもらいたい。

１６：０９　女性

　今、夕方ではあるんですけれども、市役所は休みなんでしょうか？でしたら、全員外に出

て、この爆音を聞いて欲しいと思うんですが、エンジン調整でしょうかね。

　もう宜野湾市は人間が住むところではありません。もう何日も何日も、夜中と言わず、昼と

言わず、こんなに爆音を轟かせて、頭の上からオスプレイは飛ぶし、ジェット機は飛んで轟

音まき散らすし、普天間飛行場ではエンジン調整でこんなに朝から晩まで、今日は暮れで

落ち着いてお正月を迎える支度をしようとしている時に、何ですかこれは！？市長は責任

とってください。

　さっさとこれを、辺野古じゃないですよ、辺野古の人たちにまたこんな思いをさせるなんて

のはとんでもないですよ。辺野古ではないですよ。大和にもって行かせて下さい。そうでき

なければ、即、市長やめてください！

　もう頭にきています。気が狂いそうなんですけど、我慢しています。辺野古にもっていって

はいけません！高江で今どんな工事が行われているか、役所の職員は一人残らずそこへ

行って、それを聞いて、見て下さい！もう腹が立って、腹が立って、これで怒らない沖縄の

人たちは脳みそ足らずです。クソです。

　この電話はかかってこないんでしょうか。私は宜野湾市民中が今の市長を支持した人じゃ

なくて、それ以外の人、全員が電話を朝から晩までかけるべきだと思っていますよ。

　辺野古にも人が住んでいるんですよ。オスプレイも安部で落ちましたよ。沖国に落ちまし

たよ。今度は宜野湾市民の、大勢人がいるところに落ちてほしいと私は願っています。何百

名死ねば基地が撤去できるんですか！？

　役所は市民の命を守るために頑張ってください！基地を即刻閉鎖、撤去するために役所

は全員私たちの税金で雇われているくせに、何ですか！？頑張って下さい！

２２：３３　女性

　１０時３２分なんですけど、ヘリコプター飛ぶんですけどね、１０時からは飛んじゃいけな

いって事になってるんですけど、もううるさくてしょうがないです。どうにかして下さい。
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４日（水）

５日（木）

９日（月）

１０日（火）

１０日（火）

１２日（木）

１２日（木）

２０：３３　愛知２丁目在住　男性

　さっきから上空をオスプレイか普通のヘリコプターかわからないけど、軍だと思うんです

が、旋回して回っているんだけど、このエンジン、プロペラの回転音がいつもと違う異常音

が鳴っていて、よく車がファンベルトが空回りして、「キュッ、キュッ」て異常音が鳴って、よく

車のエンジンが止まるんだけど、そういう感じで、ヘリコプターの回転音が「キュッ、キュッ」と

異常音をならしながらさっきから、今３回目旋回してますが、もしかすると危ないかもしれな

いので、米軍に連絡取ったりして早急に対応したほうがいいと思いますよ。

１５：２２　嘉数1丁目在住　男性

　嘉数公園のすぐ近くです。朝の7時半頃から、空がうるさくてたまりません。

　オスプレイの運動会がはじまっています。また、ジェット機それから各種ヘリが、正月明け

早々から飛んでます。

　市長何とか、うるさく政府にかけあってやめさせてもらえませんか。

１６：１０　愛知３丁目在住　女性

　ここ最近、頻繁にジェット機が自宅の上空を通過していてとてもうるさい！

　海の上を飛行すればいいのに、どうして住宅地の上を通るのでしょうか？早いときは朝７

時くらいから始まって、低空で飛行しているのか、かなりうるさく感じます。

　本当にどうにかしてもらいたいです！

７：４１　那覇市在住　女性

　先ほどから米軍機が編隊で、かなりの騒音で飛んでるんですけれども、4回くらいこちら上

空を飛んでます。朝から大変迷惑しています。

　お宅の市長に、早いとこ宜野湾基地撤去するように伝えてください。残り期限3年をきって

います。

２０：０６　大謝名在住　女性

　低空飛行ですごく頭にくるような騒音、ヘリの音なんですね。

　心臓バクバクして、ちょっとひどいですね。

２２：５９　上大謝名在住　男性

　11時前ですが、まだオスプレイが飛んでいます。

　11時なろうとするのにオスプレイが飛んでいる。

　こんな遅くまでオスプレイ飛んで、知事は何をしてるんだろう。辺野古埋立て反対、反対だ

け言って、上大謝名の住民は虫けらぐらいに思ってるのか。

１１：４０　沖国大近く在住　女性

　フェンス沿い近くに20年程住んでいるが、年明けからヘリの騒音がひどくなっている。

　これまでは、騒音もあたりまえだったので特に気にならなかったが、年が明けてヘリの音

がうるさくなっており、パタパタと耳に響くような音をたてている。あまりにうるさいので、ベラ

ンダで洗濯物も干せないくらいです。

　私はまだいいが、周辺の高齢の方はもっと困っていると思うので、初めて苦情のお電話を

しました。
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１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

２１：２４　女性

　すごい旋回の音がしています。いつもの音と違いますよ！

　宜野湾市役所でちゃんと調べてください！旋回していますよずっと！いつもと違う音をだし

て！何してるんですか！

２０：３５　宜野湾３丁目在住　女性

　ヘリコプターの音が、以前に沖縄国際大学に墜落したときのような音で、大変恐ろしい。

２０：４３　佐真下在住　男性

　先ほどからオスプレイが連続で自宅の上空を旋回していて、非常にうるさくて困っていま

す。

　こういったことがないように、ぜひ、飛行差し止めと、対抗措置取るようによろしくお願いし

ます。

２０：４５　佐真下在住　男性

　ヘリコプターがずっと旋回しており、不時着するのではないか。

２０：５１　宜野湾在住　女性

　基地の近くに住んでるんですけども、飛んでるヘリが異音がするので、不安です。

　調べてください。対策お願いします。

２０：５３　宜野湾在住　男性

　異音のするヘリコプターが基地の周りを飛んでいまして、ちょっと不安な気持ちで、今外に

出て行こうかと思っています。

　こういった事は基地の方にすぐダイレクトにお伝えできないかなと思いまして、今お電話し

ています。

　とりあえず私は外に今行きますので。

２１：２０　佐真下在住　女性

　ヘリがもう、30分近く低空飛行で飛んでてうるさいんですけど。

２１：０１　佐真下在住　女性

　普天間基地からヘリコプターの音がとてもうるさくて、ヘリコプターの異音も聞こえます。

２１：１７　長田在住　男性

　上空を飛んでるヘリから、すごい大きな異音がなっていて、ちょっと不安になって電話しま

した。

　「ヒュン、ヒュン」通常とは違う音がなっています。墜落しないか心配です。

２０：５９　女性

　先ほどからずっと、変な音を出してヘリが旋回しています。

　いつもと違う音なので、すごい恐怖なんですけれど、５分おきにずっとタッチアンドゴーとい

うか、かれこれ３０分くらいずっとやっています。今さっき、音が入りましたでしょうか？(電話

口からヘリの音)

　調べてほしいのと、抗議をお願いします。
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１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

２１：２８　我如古４丁目在住　男性

　今、我如古と真栄原の方をずっとヘリコプターが１時間くらい低空で旋回しててですね、１

機のヘリコプターがずっとぐるぐる低音で周っています。ヘリコプターのプロペラの音がとて

も、油切れしたような音で、ずっと飛んでるものですから、非常にこいつ大丈夫かなと思って

いるんですけど、今聞こえますか？これです。(電話口からヘリの音)

　このように変な音で飛んでますので、確認の方お願いします。

２１：３１　真栄原２丁目在住　男性

　ヘリコプターの音がとてもうるさいです。どうにかお願いします。

２１：３２　宜野湾在住　女性

　今日のヘリコプター音がおかしいんですけども、落ちるんじゃないかって心配なんですけ

ど。

　何回も何回も同じヘリコプターがぐるぐる、ぐるぐる周っているような気がしますけど。

２１：３３　真栄原在住　女性

　ヘリコプターが１時間以上飛んでもう大変です！どうにかしてください。

　今もまだ飛んでます！お願いします。

２１：３０　真栄原在住　男性

　夜遅くから、こんな時間からヘリコプターずっと飛んでるんだけど、何とか出来ないんです

かね。お願いします。

２１：３４　真栄原在住　男性

　ヘリコプターがうるさいです。宿題もできません。テレビも聞こえません。どうにかしてくださ

い。

　眠れません。お願いします。

２１：３５　嘉数在住　女性

　このところの夜間の飛行機の訓練、騒音すごいうるさいんですけれども。

　民間の上を夜間に訓練するって、こういう国がどこにありますかね。それを許すような国

がどこにありますかね。もう怒り心頭です。どうにかしてください。

２１：４５　上大謝名在住　女性

　今ヘリコプターの騒音が大変ひどいんですけども、今にも落ちてくるんじゃないかなと思っ

て、家にも居れない状態におりますが、どうにかできませんでしょうか。抗議します。

２１：３９　男性

　オスプレイがうるさすぎて勉強できません。

　眠ることもできません。どうにかしてください。
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１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１２日（木）

１３日（金）

１３日（金）

１３日（金）

２１：５６　佐真下在住　女性

　１時間ほど、ずーっと米軍機がほぼ同じコースで旋回しているんですけれども、「キュル、

キュル」という変な音がして、大変不安な感じです。

　我が家の上は数分おきに周ってきています。ぜひ対処してください。

１０：４０　真栄原在住

　昨日の夕方から21時過ぎまで、オスプレイかヘリか暗くてわからなかったが、カシャカシャ

と異常音をたてて飛んでいた。

　20回30回と立て続けに飛んできて、壊れているオスプレイが飛んでるんじゃないかととて

も不安だった。抗議してください。

２２：２６

こんばんは、基地騒音の苦情です。こちらのメールで良いか分かりませんが初めてメール

します。

今日は特別ヘリコプターの騒音が酷く、また故障かと思う音がしてました。８時位から断続

的に飛んでます。テレビもとぎれとぎれ聞こえません。

これまでも何度も訴えたい気持ちはありましたが何処へ連絡すればいいかわかりませんで

した。

こちらのメールアドレスで受け付けて頂けましたら、また騒音が酷いときに連絡したいとおも

います。

市長にはもっと市民の声を集め抗議していただければと思います。宜しくお願いします。

２１：５１　女性

　夜に入ってからひっきりなしに、ヘリがいつもよりずーっと低空を旋回しています。

　プロペラの回転音、きしむ音などもすべて聞こえるほどの低さで、恐怖を感じるくらい、

ひっきりなしにずっと続いています。

１０：５５　宜野湾２丁目在住　女性

　昨夜は特別にうるさかった。

私の家は防音工事対策の対象となっていないので、せめて防音工事が出来るようにしてほ

しい。

１０：５０　真栄原在住　男性

　初めて電話をするが、昨日のヘリの騒音は本当に耐えられなかった！もう気が狂いそう

だ！

　20時頃帰宅をして、それから22時近くまで何十回も、壊れているような音を立てて飛んで

いた。

　本来は落ち着く場所のはずの自宅で落ち着けないとは、どういうことか！？

　役所へ苦情を言っても、何十年も解決していないなら、何の意味もない。もう私たち市民

はどこに苦情を言えばいいのか。夜間飛行を制限する協定があっても守られたことがな

い！

　役所はちゃんと市民の生命・財産を守るために働いてください！だから私たちも税金を

払っている！家族や身内がいなければ、本当は打ち落としたいくらいの気持ちだ！

２１：５３　女性

　ヘリコプターがすごいうるさくて、この時間なのに１０回くらい飛んでるんじゃないかってす

ごい迷惑なので、何とかしてほしいです。
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１３日（金）

１３日（金）

１４日（土）

１４日（土）

１４日（土）

１６日（月）

１８日（水）

１３：３０　真志喜在住　女性

　先ほども家の上空を飛んでいたが、ここ数日米軍機による騒音が酷い。

　また、音もいつもと違い、今にも墜落するのではないかと思うような音がする。

　今まで騒音が酷くても苦情をいったことはないが、最近、騒音が特に酷く、騒音を聞くと不

安になり動悸がすることから、電話させていただいた。

　なぜ、宜野湾市民だけこんなに被害を受けなければならないのか？

　問題が解決できるよう、取り組んでください。

１２：４０　真栄原在住　男性

　米軍機が通ると地デジの電波障害が起こる。

　普段は何ともないので、米軍機の影響に間違いないと思う。2年くらい前からそのような状

況だが、特に先週の木曜日は、2時間くらいずっとヘリが飛んでいたので、テレビもまともに

見れなかった。

　ヘリの飛行をなくすようにしてもらいたい。

１４：２７　沖国大近く　女性

　ここ２、３日前、今日も低空飛行でヘリコプターの回る音ですかね、カシカシ、カシカシそれ

まで聞こえるんですね。

　今見ていたら、旋回みたいにしているんですよ。ここ４階なんですけど。

　苦情として取り上げてもらえますか。

１４：４５　宜野湾勤務　男性

　本日、全国的にセンター試験でございますが、米軍普天間基地のヘリの騒音が大きくて、

先ほど防衛施設局の方にも電話を入れて、苦情申し立てようと思いましたが、担当者がい

ないということで、取り合っていただけておりません。

　全国的なことで、防衛施設局、米軍共に、情報は持っていると思いますので、受験生の大

切な試験ですので、ご対応いただけるとありがたいです。

１４：１７　真栄原３丁目在住　女性

　プロペラがついた飛行機が、今ずっと変な音がしながら旋回してるんですけども。

　今まで周っていて、近くなってきて、キコキコいうような音がしてるんですけども、聞こえま

すでしょうか。

　２、３日前は晩の８時から始まって、２時間くらいしてたんですけど、今もうこんな時間で始

めてますので、今にも落ちるんじゃないかっていう音なんですね。その他にまたオスプレイ

も飛んでます。聞こえますか？（電話口からヘリの音）

　怖いですね。今にも落ちそうなキコキコした音なんですよ。旋回しています。

１３：２０　字宜野湾在住　女性

　昨日ヘリが不気味な音をたてて飛んでいて、とてもうるさかった！

　胸まで痛くなるような騒音で、孫たちも泣くほどの騒音だった。

　最近の騒音は目に余るものがある。これほど市民生活に影響がでていることを伝えて抗

議してもらいたい。

１１：４５　真栄原１丁目在住　女性

　昨日からヘリがうるさいです。昨日はいつもと違う音をたてて１時間あまり、かなりの低空

で飛んでいた。今日も朝から飛んでいるが、子どもたちは学校の時間なので、やめさせるよ

う抗議してください。
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１９日（木）

１９日（木）

１９日（木）

１９日（木）

２３日（月）

２４日（火）

２４日（火）

２４日（火）

２２：０３　上大謝名在住　女性

　２２時４分ですけど、まだ飛行機が飛んでいます。とてもうるさいです。

　テレビも見れません。どうにかして下さい。

２０：１２　真栄原在住　男性

　もういい加減に、このヘリコプターとか飛ばすのは何とかならないんですかね。

　強く言ってもらえますか。お願いしますよ。寝れないんですけどね。

１３：２０　神山在住　女性

　あまりにもヘリがうるさいので電話している。

　先日、新聞にもあったように、ヘリがキュッ、キュッといつもと違う音をたてて、１時間近く飛

んでいる。この音が聞こえてくると不安で心臓もドキドキしてしまう。孫も泣いており、大変

困っている。

　苦情があったと伝えてもらいたい。

１６：１０　真志喜３丁目在住　男性

　東京から宜野湾に移り住んで１０年になるが、米軍機の騒音がひどくなってきている。

　マンションを購入する際、不動産屋には真志喜はうるさくないと言われ移住したが、住ん

でみるとかなりうるさく、１年程前から特にひどくなっているように感じる。また、米軍機から

なのか、車に黒い粉塵が付いていることがよくある。

２１：４０　女性

今日もヘリの音がおかしい 沖縄国際大学の墜落を思い出して怖くなります、

早く閉鎖してください

１８：４１　那覇市首里在住　女性

　さっきから上空を普天間飛行場に戻るらしい、ヘリや飛行機が立て続けに低空で飛んで

いって、大変迷惑しています。

　市長にいい加減に、お宅の基地は県外に移すように伝えてください。

　期限はもう残り２年切っています。しっかり守るようにお伝えください。よろしくお願いしま

す。

１５：１０　男性

　米軍機が通ると地デジの電波障害があり、録画もまともに録れない。

　1年程前にも電話をしたが、「以前に対策を行った以降も同様な声があることから、防衛局

へ要請をしている」と言っていたが、役所へ苦情を言ってもどうせ何もやってくれないのはわ

かっている。

　市は防衛局に要請をする際、いつも同じパターンではなく、足を組んでテーブルを蹴飛ば

すくらいのもっと強い態度で出るべきだ。普天間基地周辺の住民はこれまでずっと安全保

障に貢献してきているので、本来であれば賠償金を毎月もらってもいいくらいだ。

　なんでも反対ばかりでは前に進まないので、普天間基地はそのままの代わりに、交付金

をもっと要求して市を活性化させる等、やり方を考えたほうがいい。

２１：３８　上大謝名在住　女性

　またこの前みたいな、変な音がするヘリコプターが旋回しています。

　変な音がするヘリコプター飛んでいます。危ないです。
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２４日（火）

２５日（水）

２５日（水）

２５日（水）

２６日（木）

２６日（木）

２６日（木）

２６日（木）

２６日（木）

２２：４１　嘉数在住　男性

　オスプレイがまた着陸していきました。

　こんな遅い時間にも、また爆音をならしながら、不愉快です。

　市の方からも抗議を、ぜひお願いします。

１６：５０　上大謝名在住　女性

　ここ最近、毎日朝から晩まで米軍機が飛んでうるさい！

　今も、落ちそうなくらい低い高度で住宅の真上を飛んでいる。夜遅いときには12時近くまで

飛んでいる時もある。うるさすぎて気分も悪くなっている。

　お願いですから、本当にどうにかして下さい。

２１：２７　上大謝名在住　女性

　具合が悪いのに、ずっと飛行機の爆音がして気分が悪いです。

　どうにかして下さい。お願いします。

２２：４９　嘉数在住　男性

　先ほどもお電話入れました。また１機、２２時４５分頃に着陸していきました。

　今もエンジン調整の音が聞こえてきます。

　夜１０時以降は絶対飛行させないように強く抗議してください。

２２：４７　上大謝名在住　女性

　こちら上大謝名の一番高台のほうなんですが、３０分頃にも１機通ったんですけど、また

すごい近く、屋根の上から見えるくらい近いところで飛んでるんですよ。２２時４５分ですよ！

　もう、わじわじーという事で電話しました！

２２：５６　女性

　　２２時５２分ですが、上からヘリコプターが飛んでるんです。

　ちょっと時間遅いんじゃないんですかね。うるさくて、眠れなくて子どもも起きているんです

よ。どうにかして下さい。

１４：５０　大山４丁目在住　男性

　大山上空はこれまで、ほとんど米軍機が飛行することは無かったのに、今日はジェット機

がすごい音で上空を飛行しています。

１８：０１　嘉数１丁目在住　男性

　ヘリコプターとその他の軍用機の飛行で、爆音がうるさくてテレビも聞こえません。

　空のキチガイどもを何とかしてもらえませんかね。

２２：１１　伊佐１丁目在住　男性

　ヘリが家の真上を今飛びました。うるさくてしょうがないです。

　協定守るように、強く申し入れしてください。
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２７日（金）

２７日（金）

３１日（火）

２日（木）

１５：２０　喜友名２丁目在住　女性

　引っ越してきて１年になるが、米軍機の騒音がひどく、テレビの電波障害もある。

　毎日自宅の真上をヘリが飛んでいるのに、防音工事も対象区域外というのはどういうこと

か。

　現在、足を悪くしているので、在宅の仕事をはじめようとしたが、騒音がある地域では電

話対応に支障があるとのことで元会社に断られた。基地の近くに住んでいるだけで、仕事も

できない状況だ。防音工事の要件が見直されるよう、何とかしてもらいたい。

　2　2　2　2月月月月：13：13：13：13件件件件

２１：０１　真栄原在住　男性

　夜になると、やたらヘリコプターとか飛行機が飛ぶんですけど、これわざとですかね？

　戦争でも起こるんですかね？強く注意してもらえないですか。

　眠れなくて、週末くらい寝かしてください。本当に！

１２：４５　真志喜3丁目在住　女性

　オスプレイが落ちたばかりなのに、米軍機の騒音が毎日毎日うるさいです。

　半年程前から特にうるさく感じますが、人がいっぱいいる所をこんなに飛んでいて、本当

に大丈夫なのでしょうか？

　現在自宅で治療中で、ゆっくり休みたいのに休まりません。本当は毎日苦情の電話をした

いくらいの気持ちです。

２１：１６　女性

　午後9時くらいから、ずっとヘリコプターが旋回しています。昼もかなり旋回していました。

　ひっきりなしにヘリの音が聞こえます。
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９日（木）

１３日（月）

１５日（水）

１７日（金）

１７日（金）

２２：４１　女性

　今オスプレイ飛んでます。うるさいです。10時過ぎてますよ。

　日米両政府に訴えてください。お願いします。

１６：２０　那覇市首里在住　女性

　自宅上空をオスプレイが２機、宜野湾市方面へ飛んでいった。

　浦添市のあたりからすでにヘリモードに転換していたが、合意事項違反じゃないのか。

　また、先日の日米首脳会談では、普天間の５年以内運用停止についての話が出なかった

ようだが、市長から、安倍総理に強く言うようにと伝えてください。

１６：２０　男性

　ここ最近ヘリの爆音がひどすぎる！１週間程前から特にうるさくなっているように感じる

が、子ども落ち着かなくて大変だ。

　役所は何をしているのか？市民から苦情がきて抗議をするのでは意味がない！どういう

訓練をしているのか、住民にどのような配慮をしているのか、役所はちゃんと把握しておく

べきだ！

１３：００　喜友名2丁目在住　男性

　さっきからヘリがうるさい。何度も上空を飛んでいる。

　夜も21時過ぎまで飛んでいる時がある。

　夜間や、土日に苦情を言いたいときはどこに電話すればいいのか。（基地被害１１０番を

案内）

１８：５４　女性

　このところ、年が明けてから、爆音のうるさいこと、うるさいこと。その度に電話をするのが

大変なので、何日分をまとめて今電話をしています。

　勤めていたころは、こんなにひどいということを知らなかったんですけど、リタイアをして家

にいることが多くなると毎日が地獄です。役所の皆さんは、勤務時間中、防音措置された市

役所の中で聞こえないかもしれないですけど、もう我慢の限界です。手元に機関銃でもあっ

たら、基地に向けてぶっ放したいくらい、怒りが頂点にきています。

　市長は、こういう宜野湾市民の苦しみを、ちっとも理解していないんでしょうか。安保なん

てクソくらえです。みんな気が狂う様な状態になっていて、何が基本的人権ですか。

　どんなに道が広くなって上等になっても、私は宜野湾がふるさとではないので、こんな宜

野湾なんか捨ててしまいたいと思っています。でも今はどこに行っても、基地の問題で苦し

められますので、我慢をしてここで毎日音を聞きながら、オスプレイを指銃で撃ち落としてい

ます。操縦をしている軍人たちは、その下でこんなに皆が騒音に悩んでるということを気が

付かないんでしょうか？

　多分市長は防音措置された中に住んでいて、この音を聞いても何かお金だ、お金だという

ふうに聞こえるかもしれないですけど、私たちは命が毎日削られています。この基地は要ら

ない世界一危険な基地です。もうこんな宜野湾市、私は生きていたくないと思います。一緒

に戦って死にませんか？それくらいの被害が無いと歴史変わりませんよ。

　何日も何日もこの苦しみが続いて、今日も昼からすごい音なんですよね。市役所なんか

は外に出たらその上をオスプレイも飛びますし、うるさいというのは気が付いてるはずなん

ですけど、あなたたちは本当にそれでいいんですか？

　先頭に立って宜野湾市民の平和で豊かな暮らしを守るために先頭に立って戦ってくださ

い。そうでなければ皆さん辞めてください。多分録音されたのを聞いて、皆さんは笑うんで

しょうね。そうじゃないと勤めて居れないはずですから。そうじゃないと市長として、笑って執

務できないはずです。基地対策課は何をしてるんですか？とにかく、先頭に立って、私たち

のこの苦しみを少しでも和らげるように頑張ってほしいと思います。本当によろしくお願いし

ます。地獄です毎日。
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１８日（土）

２２日（水）

２２日（水）

２３日（水）

２３日（水）

２３日（水）

２３日（水）

１９：５５　大謝名在住　女性

　今日５時頃からずーっと飛行機がうるさいんですけど、一体何事が起こったんでしょうか。

　ちょっとあまりにひどいので、気になってお電話しました。

２１：５１　浦添市牧港在住　男性

　オスプレイが飛んでうるさいですけど、何時まで飛ぶのかなと思って電話しています。

２２：１４　大山在住　男性

　ヘリコプターが天気が悪いのに飛び交っているんだけれども、どうにかできませんかね。

　もう音がうるさくて大変ですけども。ぜひ明日、防衛局に抗議してください。

０：２５　女性

　０時２５分です。ヘリコプターのエンジンの調整音でしょうか。

　ずーっと鳴っています。夜中ですよ、夜中。

２２：０４　大山在住　女性

　飛行機の音が１０時なってますけど、うるさいんですよ。もう大変ですよ、何とかしてくださ

い。

　１０時なってもうるさくて何回も旋回しているみたいですけど、どうしたらいいのでしょうか。

　何とか早く考えて頂きたいと思います。もう沖縄県内ではなくて、沖縄県がこういうのに悩

まされないように考えて頂きたいと思います。

１９：３７　嘉数１丁目在住　男性

　この１週間空が、パイロットが多くてうるさいです。市長さんに頼んでも何も出来ないと思

いますけど、何とか頑張って折衝してもらえませんかね。

２２：０３　沖国大近く　女性

　今日も昼間からずっと今も爆音に悩まされています。

　夕食が済んでから、家族と団らん、話し合いをする時間がまったくありません。強迫観念

で、今にも気が狂いそうです。米軍のこの騒音というのは、たくさんの人たちを苦しめていま

す。

　宜野湾市、何とかできないですか？道がきれいになったり、いくら経済的な、表面的に物

があふれていても、本当に潰されてしまいます。

　私は、今外の車の中から電話をしています。家の中でやると、爆音だけでも大変なのに、

主婦である私が、気が狂ったと思ってみんなが心配するからです。本当に、発狂寸前です。

私はもう、こうやって何十年も苦しめられている米軍、軍隊、これを許しているこの状態に対

して、ものすごい怒りを感じます。

　ウチナンチュは、宜野湾市役所に勤めている皆さんは、本当に何とも思わないんでしょう

かね。生きていたくもないくらい、腹が立ちます。家族とか他の人に迷惑かけてはいけない

と思って我慢してますけど、もう戦争で亡くなった人たちの思いも全部ひっくるめて日米の軍

事体制に対して、生涯、死んでからも呪い続けたいと思います。それで飯を食っている人た

ち、必ず不幸になると思います。人を不幸にして、何が国を守るとか、命を守るということに

繋がりますか？

　１日、１秒も早くこの騒音を止めてください。それが出来ない政治家や公務員は、自分たち

の仕事を辞めて下さい。それで飯を食うなんて、本当に人間として最低です。万感の呪いを

込めて告発します。早く何とかして下さい。
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１日（水）

１日（水）

６日（月）

６日（月）

８日（水）

１４日（火）

１５日（水）

１５日（水）

２２：２５　嘉数在住　男性

　１０時２０分頃オスプレイが、私の家の上空を着陸して行きました。

　夜の１０時以降は飛ばさないように強く抗議してください。

２２：５０　宇地泊在住　女性

　10時とっくに過ぎてますけど、ヘリが飛んでますね。

２２：０４　上大謝名在住　女性

　10時過ぎなんですけども、上から飛行機が飛んでるんですけど、うるさいんですよ。

　ちょっと時間外で、ダメなんじゃないんですか？こういうのは。

１７：００　大山２丁目在住　男性

　自宅の真上をオスプレイが繰り返し飛行している。

　音もうるさいが、先日の事故もありとても不安だ。

　抗議し飛ばせないようにして欲しい。

１９：００　愛知在住　女性

　米軍機のヘリがとてもうるさい！！

　私は障害をわずらっており、とても厳しい。

　アメリカが一番優先されるという人がいたが、本当か。

　障害者でも声を上げる権利がある。何とかしてください。

２３：０２　佐真下在住　女性

　上空を米軍ヘリが飛んで大変うるさいです。

　宜野湾市の方で、しっかり協定を守らせるようにしてください。

２２：５４　女性

今西原上空から、普天間基地に戻る飛行機が低空で飛んでいったので、起こされました。

　こんな時間に何をしているんでしょうか。迷惑しています。

　市長にとっとと普天間基地を閉鎖するか、さもなければ宜野湾から米軍基地は一歩も出

すなと言っといてください。

９：５０　大山２丁目在住　男性

　普天間基地のフェンスからすぐ近くのところで貸別荘を営んでいるが、ヘリが真上を飛ん

でいくため、お客さんも怖がり、商売にも影響を及ぼしている。数年前まではそれほどひどく

はなかったが、ここ最近毎週のようにうるさい日がある。

　以前、防衛局に防音工事について問い合わせたが、対象区域外だと言われた。フェンス

から数十メートルのところで、ヘリが必ず真上を飛んでいくのに対象外なのはおかしい。再

調査をして区域を見直すなりしてもらいたい。

　3　3　3　3月月月月：18：18：18：18件件件件
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１５日（水）

１５日（水）

１６日（木）

２０日（月）

２1日（火）

２1日（火）

２1日（火）

２２日（水）

２８日（火）

２１：５８　那覇市在住　女性

　今、宜野湾普天間飛行場に戻る米軍ヘリの騒音で起こされました。大変迷惑しておりま

す。

　佐喜眞市長に、他市町村に迷惑だから、さっさと普天間飛行場は後2年内にきちんと閉鎖

するように言ってください。

２２：５６　女性

もう11時ですがまだ飛行機飛んでます。うるさいです。

１５：００　真栄原1丁目在住　女性

　最近ヘリの騒音がひどくなっているように感じる。体調が悪いので自宅で休んでいること

が多いが、夜間は22時、23時頃まで飛んでおり、昼間はまだ我慢できても夜の騒音は特に

こたえる。

　これまで市が抗議をしても改善されていないということは、苦情を言ってもどうにもならな

いかもしれないが、自宅上空を飛ばないようにしてほしい。

２２：４８　真栄原在住　男性

　夜の10時45分くらいですけど、すごく爆音が、ヘリの音がうるさいです。

２２：１５　女性

　10時過ぎてるけど、非常にヘリコプターの音がうるさくて眠れないです。

　イライラします。どうにかして下さい。

１１：２０　大謝名４丁目在住　男性

　ここ最近、騒音がひどくなっている。特にオスプレイは低空で飛んでいくので、窓ガラスや

ドア、床まで揺れてお家が壊れるんじゃないかと思うほどの振動がある。

　以前に防音工事を申請し、クーラーの取付けのみを希望したら、サッシ等も一緒に工事を

しないとダメだといわれたので断った。もっと融通が利くような制度にしてほしい。もしくは、

防音工事ではなく、騒音被害がある世帯に一律の補助金を支給して、自由に使えるように

してほしい。

　それができないなら、せめてもっと高度を上げて飛ぶようにと伝えてください。

２２：５１　男性

　10時48分、ヘリコプター飛んでます。ちゃんと対応してください。

２２：５７　志真志在住　女性

　11時ですけれども、まだ２、３機ヘリコプターの音が聞こえるんですけど、どうしたんでしょ

うか。

　とてもうるさく感じて眠れません。

１６：２０　嘉数１丁目在住　女性

　米軍機が住宅上空を通過すると電波障害がある。何か対策があるのかと思い来庁した。

　最近頻繁に飛んでおり、その度に画面が見れなくなるのでストレスになっている。対策が

できるようにしてもらいたい。
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２８日（火）

２２：４９　女性

　今、恐らくオスプレイですけど、宜野湾市方向に、普天間飛行場方向に飛んでいきまし

た。低空で。かなりうるさかったです。1機です。

　市長に言ってください。いい加減に、他市町村に迷惑をかけるのはやめてください。もうそ

ろそろ普天間5年閉鎖の期限が迫っています。間違いなく実行してください。いつまでも公約

不履行で済むと思っていたら大間違いです。
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