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平成30年3月31日
宜野湾市 基地政策部

４月：４４件
４４件
４日（火）

５日（水）

５日（水）

５日（水）

５日（水）

９：００ 大山３丁目在住 女性
オスプレイや米軍機がうるさくて困っています。
住んでいる地域�住宅防音工事�対象区域になってもいない�に、毎日毎日うるさくて、耳もおか
しくなりそうです。早く返還させてください。
８：２７ 女性
先ほどからヘリが４機、３機、５機と編隊を組んで練習しています。
洗濯物を干していますがすごい恐怖感を感じます。今でも怒っています。
嘉数在住 男性
嘉数在住ですが、地域�方から飛行機が通る度にテレビが映らなくなると相談を受けた。
どうにか対策をとってほしい。
２２：１９ 嘉数在住 男性
こんばん�。２２：１５頃またオスプレイが頭上を着陸するために飛んで行きました。最近毎日�状
態です�で強く抗議して下さい。以上です。
２２：３５ 嘉数在住 男性
こんばん�、先程もお電話しましたが，２２：３０頃また２機目�オスプレイと思われるヘリコプター
が頭上を通って着陸していきました。もう眠りにつけない状態です�で、今後�夜間飛行を止めさせ
て下さい。強硬に抗議して下さい。

６日（木）

１９：５０ 愛知在住 男性
先ほどから、ヘリと思われる米軍機がうるさいがなにかある�か？
今日�特に酷く感じる、苦情としてカウントしてください。

６日（木）

１９：５７ 長田在住 男性
いつも�あまり自宅上空�飛ばないが、今日�酷い。苦情として記録して下さい。

６日（木）

６日（水）

６日（水）

６日（水）

２０：１０ 赤道１丁目在住 男性
先ほどから、オスプレイと思われる米軍機が自宅上空を飛行し、家がビリビリ震えるほどうるさい
が、なにかあった�か。前に名護市へ�墜落�時�ようにうるさい�で、また事故があった�で�
ないかと不安に思っている。
最近また、夜間飛行が増えてきているが、なめられている�で�ないか。
強く抗議して下さい。
１９：５４ 神山在住 女性
神山ですけど、さっきから住宅�上をずっとオスプレイが飛んでいます。２２時以前�苦情�対象
にならないということなんですけど、住宅�上を飛ばないように、神山�上を飛ばないように重々要
請して欲しいと思います。
１９：５７ 女性
爆音がうるさい。こんなに、、超うるさい。
２２：０３ 嘉数在住 男性
こんばん�。また２２時過ぎにオスプレイが我が家�上を着陸に向けて降下してきました。相変わ
らず低周波�爆音で降りて行きました。もう連日２２時過ぎまで続いてます�で、本当に早く夜間飛
行�止めて下さい。
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６日（水）

２２：２７ 嘉数在住 男性
こんばん�、先程２２時過ぎにオスプレイが上空から飛んでいったって連絡したんですけど、いま２
２：２３頃寝床に入ろうとしたらオスプレイ１機がまた上空を着陸して飛んで行きました。もうずっと騒
音で悩まされています�で、市長からも厳重に防衛局あたりに夜間飛行を止めるように言って下さ
い。
（大きな音がして）あ、また上から着陸していきました。こ�ままで�眠れない状態になりますよ。強
く抗議して下さい。

６日（水）

２２：２９ 女性
２月、３月�オスプレイ�飛行回数を計っていると言う事で極端にオスプレイ�飛行が減ってい
て、ああいう�を公表してしまうと確実にわざと計算して飛ばなくなりますよね。そ�代わりですか、
４月に入ったとたんオスプレイとヘリコプターひっきりなしに飛んでいて迷惑ですよね。今�こ�２２：
３０�時間帯も飛んでいます。もうどうしたらいい�かなと思うぐらい迷惑です。４月もこっそりカウン
トしていた方がいいんじゃないですかと思いましたよ。

７日（金）

７日（金）

１４：００ 宜野湾在住 男性
昨日�、これまで飛んでいない地域でも低空飛行が頻繁にあり、地域�方からも多く�苦情がっ
た。 改善されるよう働きかけて下さい。
１４：２１ 赤道１丁目在住 男性
昨日も電話したが、今日も頻繁に米軍機が飛行しているが、なにか事故があった�で�ないか
と、心配になり電話した。苦情として、米軍にも伝えてください。

１９：１８ 野嵩２丁目在住 男性
ヘリコプターがうるさくてテレビ�音も全然聞こえない。
11日（火）
役所に言っても仕方ないが、黙っていて�うるさくないと思われる�で電話した。市民から苦情が
あったと訴えて下さい。
２２：５８ 那覇市在住 女性
すみません、那覇市に住んでいる者ですが、先程から爆音がすごいうるさいです。普天間基地に
帰る飛行機�ようです。大変迷惑しています。こんな時間に飛ばさないように市長に言って下さい。
そして２年以内にさっさと普天間基地を返還するように言って下さい。沖縄県が国と対立しているか
11日（火） ら返還が遅れている�で�ありません、あれ�もともと辺野古に基地が完成しても１０年�先�話
です。普天間基地�閉鎖�２年以内にしてください。お願いします、迷惑しています。

２２：４３ 那覇市首里 女性
首里に在住ですが、今飛行機と思われる大きい物がかなり低空で、急いで見たら普天間飛行場あ
13日（木） たりへ下降していきました。１機でした。こ�時間に大変迷惑しております�で、佐喜眞市長に言っ
て、普天間�返還２年後に�完全閉鎖�約束をきっちり守るように伝えて下さい。迷惑しています。
困っています。
２１：５３ 女性
今２１：５０です。大変申し訳ないんですが、もう永遠と２１時、旋回をしてかなりうるさすぎです。どう
18日（火） いうつもりで止められない�か、市長�いったい何を考えて２１時�状態でも２２時までも２３時まで
も旋回させる予定なんでしょうか。

18日（火）

２２：２４ 普天間在住 女性
普天間三区からですけれども今飛行機飛んでいます。飛行停止させてください。お願いします。

２２：５５ 普天間在住 女性
普天間三区からですけど、オスプレイ飛んでてうるさいです。早く普天間基地撤去して下さい。お願
18日（火） いします。市民�生命と財産を守るって公約ありますかね。考えて下さい、市民生活を。お願いしま
す。
１０：１５ 女性
市内在住�者ですが、苦情にカウントして欲しくてお電話しました。朝から晩まで音と振動がすごく
19日（水） て、昨日なんか�２３時過ぎまでうるさかったです。こ�ままで�心身ともにおかしくなりそうですよ。
夜間�騒音を止める事と基地�早期返還へ�取り組み、頑張ってください。
１９：２９ 嘉数四丁目 男性
嘉数４丁目�者ですけれども、今日�ヘリすごいですね、昼間からそうなんですが低いんですよ。
そ�ために音がも�すごくひどいし、テレビ�もちろん電話会話もできないような状態、あるい�中
19日（水）
断するような状態で、最近とても酷いなと思っています。市�ほうで是非抗議して下さい。宜しくお願
いします。
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19日（水）

２１：４１ 女性
うるさいですヘリコプター。北朝鮮と戦争するつもりでいるんですか。

２２：３１ 女性
今日�爆音�ひどいですね、いま２２時半ですけれども何が起きているんですかね。実に不愉快
19日（水） です。眠りにもつけないし、何か旋回している様なんですけど何が起きているんですか。即、対応を
して下さい。お願いします。
２２：３３ 上大謝名在住 男性
上大謝名に住む者です。現在２２時半、オスプレイが飛び交ってまた今夜も眠れなくなります。オス
19日（水） プレイが２、３機飛んで眠れない夜が続きそうです。
２２：３４ 大謝名在住 女性
宜野湾市�大謝名に住んでおります、いま２２：３２ですが、夜間飛行がヘリコプター�音が絶えま
19日（水） せん。小さな子供もいる�で、飛行をやめるように米軍に要請するようにお願い致します。
２２：３６ 市内在住 男性
こんばん�、宜野湾からですけど２２時半になってもヘリコプターがずっと家�上空から着陸してい
19日（水） きますけど、明日また早くて出ないといかん�に眠りに入ることもできません。今日�夕方からずっ
と訓練�影響でずっと爆音が続いています。こういうこと�認められません�で、強硬に抗議して下
さい。
２０：４４ 伊佐在住 男性
すみません、宜野湾市伊佐ですけど、ヘリコプター�音でテレビが聞こえない�で大変困っていま
20日（木）
す。市長さんなんとかしてください。
２０：５６ 伊佐一丁目 男性
ヘリが旋回しすぎてうるさくてしょうがないんですが、何とかなりませんか。ずっと周辺を飛び回って
20日（木） います。落ち着いて食事も出来ません。
２２：１７ 女性
飛行機飛んでとてもうるさいです。どうにかしてください。お願いします。
20日（木）
２２：２５ 女性
今飛行機飛んでますけど２２時過ぎてます。早く止めさせてください。早く普天間基地撤去してもら
20日（木） えませんかね。大和に引き取ってもらって下さい。お願いします。うるさくて眠れません。とても迷惑し
ています。宜野湾市民�ことバカにしてるんですかね、お願いします。
２２：２８ 新城在住 女性
新城から電話しています、いつもうるさい�で悩まされてね、どうすれば解決するんでしょうかね。
20日（木） 市長がちょっとだらしない面もあるからじゃないでしょうかね。もっと市民�ために頑張ってほしいと
思います。市長にお伝えください。
２２：４６ 女性
ほんまにもう、２２時４０分になるんですけど、まだヘリ飛んでるんですけど、どうしたんですかね。
20日（木） 協定違反、強く言っていただけますか。
１３：５９ 野嵩在住 男性
昨日�夜１１時頃ヘリコプターがうるさかった。早く土地を返してほしい。市長や副市長にも伝える
ように。
１２：２０ 大山2丁目在住 女性
５～６年前に引っ越して以降、米軍機が飛行するたびに電波障害が発生し、テレビが見れなくな
る。ブースターを自費で付けたも��、効果がなく、夜間飛行が急増している最近で�、数分おきに
電波障害が発生している状況です。
昨日、子ども達が学校から持ってきたプリントに�、北朝鮮関係で速報がでる可能性もあることか
26日（水） ら、テレビ等で情報収集するよう書いてあったが、電波障害�ため確認できない状況でした。
普段�なんともない�に、米軍機が飛行した時だけ電波障害が発生することから原因��っきり
している�になぜ対策できない�でしょうか。
昨日�あまりにもひどいため、電波障害�様子を映像で記録しました�で、こういったも�を活用
し、改善を強く働きかけて下さい。
21日（金）
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１５：１０ 大山在住 女性
最近大山地区で�騒音が酷すぎる、うるさすぎて頭がおかしくなるほどですt
26日（水）
こ�地区�防音対策�助成が行われている地域でもない�で、飛ばさないで下さい。
１８：５０ 野嵩在住 女性
さっきから米軍機がうるさいです。何時まで続くんですが？
食事をしたりくつろぐこ�時間に飛びまわり、夜も協定を超えた２２時以降まで飛んでいて、米軍�
市をなめている。
26日（水）
５年以内�運用停止も残り２年を切っていますが、必ず実現させて下さい。
普天間飛行場�補修工事も、止めさせてください。

１９：５７ 伊佐一丁目 男性
ひっきりなしに上空をヘリが飛んでいます。食事もゆっくり食べれないし、テレビも聞こえません。
26日（水） ちょっとひどすぎる�で�ないでしょうか。
２０：１０ 真志喜二丁目 男性
こちら宜野湾市真志喜二丁目ですけど、今日�特にヘリ�音がうるさくてですね、もうテレビも聞こ
26日（水） えないし子供も泣くし、２０時頃からうるさいですね今日�特に。頭にきます。早く何とかして下さい。
でも辺野古に移す��だめですよ。お願いします。
０：４９ 佐真下 女性
佐真下�方に住んでいる者ですが、夜１２時も過ぎているという�に、ずっと基地�方で音がしま
す。車道が近くで車通りもあるんですけど、車が行った後もずっとワーという音がしています。何をし
27日（木） ているんでしょうかね、２時過ぎくらいまでこんなことが度々ある�で、夜でも本当に窓を開けている
とうるさい�で寝る事ができません。抗議宜しくお願いします。
１７：１５ 男性教諭
すみません、普天間基地がうるさいんですけど何とかなりませんかね。昼ごろ出勤しましたがずっ
とうるさいです。何台もホバリングっていうんですかね、やっている�でうるさくて困っています。北朝
27日（木）
鮮が関係している�かわかりませんが、そんなことするよりも基地から�騒音に妨害されている私
たち�研究�方が世界平和へ繋がります�で。ということを市長、米軍、防衛局へお伝えください。
２２：１６ 真栄原在住 女性
真栄原に住む者です、もう今日�ずっと昼からずっとうるさくて、ホバリングですか上で同じ位置で
27日（木） ずっとウーとなっていて昼から超うるさいんですけど、いま２２時過ぎですけれどずっとうるさいです。
もうどうにかするようにお願いします。
１０：４０ 真栄原在住 女性
昨日からヘリコプター�音がうるさくて、テレビ�音も聞こえなくて困っているんですがどうにかでき
ませんかね。昨日も昼から夜まで一日中うるさくて、今日も今かけている電話越しにも聞こえるで
28日（金）
しょ？これぐらいうるさいんですよ。わたしだけじゃないと思いますけどね。ちゃんと上司にも話してど
うにかして下さい。

５月：２４件
２４件
１日（月）

１日（月）

３日（水）

２３：０３ 嘉数在住 男性
こんばん�嘉数からですけど、２２：５５頃と２２：５８頃２機�オスプレイが自宅�上空を通過して
行って、眠りにかかっていた�だけど、爆音と振動でまた目が覚めてしまいました。もうこれまでも何
度も苦情を言っていますけど、市長が自分にあますぎるんじゃないかな、本気で抗議してくるように
伝えて下さい。
２３：１５ 大謝名在住 男性
宜野湾市大謝名に住んでいる者です。２３：０５になりますが、ヘリコプターがうるさい�で、報告し
ようと思い電話しています。ありがとうございます。
２３：３１ 真栄原在住 女性
真栄原�方に住んでいるんですけれど、今日も２２時過ぎて何回もうるさくて寝れない。眠たいん
ですけどちょうど眠るときに来る�で毎日毎日。もうほんとに大変な�でどうにかしてください。よろし
くお願いします。
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４日（木）

４日（木）

２：２７ 野嵩３区在住 男性
宜野湾市野嵩３区�者です。基地から�騒音被害で苦しんでおります。時間�２時２０分。飛行機
�エンジン調整�音だと思うんだけど、なんでそんなにうるさいんでしょうか。宜野湾市長もっと強く
米軍�方に抗議をしてください。お願いします。
２２：４６ 女性
今�時間も飛行機飛んでますけど早く飛行中止させて下さい。うるさいです。

１４：１０ 野嵩在住 男性
いつも２１：００に寝るが、昨晩�２２：３０と２３：００にも普天間飛行場�飛行機が飛んでいて眠れ
10日（水） なかった。佐喜眞市長�選挙�時に辺野古移設�後１０年かかると言っていたが、今�また賛成し
ている。１０年後に�自分�死んでいる。即時撤去させるよう市長に伝えてください。
２３：０３ 上大謝名在住 男性
こちら上大謝名からですけど、いま２３時を５分位過ぎていますけど、飛行機が飛んでいます。ヘリ
コプターが飛んでいます。うるさいです。上大謝名公民館ができて防衛省�補助をもらったために文
句が言えない�かもしれないけど、それ�逆だと思います。おかしな話、公民館できたからと言っ
10日（水） て。これ�当然�権利で補助金をもらっている�だから。文句が言えないという��おかしいと思い
ます。今�自治会長�女性で文句が言えない�かもしれないけど。とにかく飛行機うるさいですね。
こ�まま放っておくと一触即発何が起こるかわかりませんよ。
２３：０６ 嘉数在住 女性
すいません２分前なんですけど、宜野湾市�嘉数なんですけどヘリコプターが飛ぶんですが、もう
10日（水） ちょっと早い時間にっていう約束を守って頂けるように申し入れなりなんなりしてもらえませんか。こ
れじゃあ大変です。宜しくお願いします。
２３：０７ 嘉数在住 男性
こんばん�嘉数�住民からですけど、先程２２：５９頃オスプレイ１機がわたし�自宅�上空から着
陸して基地�方へ行きました。今から眠ろうというときにまた夜間飛行�違反をしています。十分抗
10日（水） 議して下さい。それから昨日５月９日なんですけど、２２：３８頃オスプレイ３機がわたし�自宅�上
空から、普天間基地から嘉数高台方面に３機飛んで行きましたけど、これも協定違反だったと思い
ます�で、強く抗議してもう二度とないようにやって頂きたいと思います。よろしく。
２３：１０ 男性
２３時前ですが、まだオスプレイが飛んでいます。今２機も飛んできました。２２：５５からこ�電話に
10日（水） 電話をかけておりますが、なかなか通じません。かかりません。電話をあと一本増やして下さい。２３
時までもオスプレイが飛んでいます。うるさくて眠ることができません。
２２：５５ 真栄原 男性
２３時になろうという時間ですが、こ�ヘリ�音聞こえますか？真栄原�方から電話しています。も
11日（木） う毎日毎日夜中飛んでいる状態で、なんとかしてください。
２２：５４ 嘉数在住 女性
嘉数からです。２３時１０分前ですけどね、ひと寝入りしたところで爆音で目が覚めてしまいまして、
17日（水） もうこれどうしたらいいんですか。ノイローゼ気味ですけれども。要請でも何もできないんですかね。
なんとかしてください。
２２：５７ 嘉数在住 男性
こんばん�。嘉数�住民からですけど、先程２２：５０前後にオスプレイが２機私�自宅�上空を通
17日（水） 過して着陸していきました。ここ２、３週間ずっとこんな状態ですけど、全然抗議している効果が出て
いないようですから、もっと厳重に抗議して早めに騒音協定�違反がないように市役所も頑張るよう
お願いします。
２２：５８ 女性
宜野湾市役所さん、市民ですけどね、２３時ヘリが飛んでいますけど、オスプレイが。どうにかして
17日（水）
ください。
２２：５９ 女性
今浦添から普天間飛行場に向けて低空でヘリが飛んで行きました。１０分くらい前です。大変うるさ
いです。迷惑してます。おたく�市長さんにそう伝えてください。他市町村に迷惑かけるような基地を
17日（水）
いつまでも置いていないで下さい。さっさと撤去して下さい。それを他�市町村に持っていくようなま
ねもしないで下さい。
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２３：０２ 大謝名在住 男性
大謝名に住んでいる者ですが、２３時になりますがオスプレイがうるさい�でとりあえず報告しよう
17日（水）
と思って電話しています。

18日（水）

８：５０ 男性
オスプレイがうるさいtt

18日（水）

２２：４４ 男性
現在２２時４１分、嘉数�上空をヘリが飛んで行った。

２２：５９ 女性
今オスプレイ飛んでとてもうるさいです。どうにかしてください。お願いします。
24日（水）
２３：００ 喜友名在住 男性
今２３時ですが、オスプレイが飛んでいてうるさいです。もっと市民�協議大会などを持つべきで�
24日（水） ないでしょうか。
１１：００ 野嵩２丁目在住 男性
夜間騒音が連日酷いが、市長�、宜野湾市�何もしない�か。
東京に言う�で�なく、防衛局や現地米軍に対して直接強く、抗議しないとダメだt
25日（水）
毎日、手が届きそうなほど�低空飛行で飛んでいる。昼間�まだ我慢するが、夜に我が物顔で１１
時過ぎまで飛んでいる��我慢できない。少なくとも夜�飛ばさないようにさせろt
１６：３５ 大山在住 女性
大山に住む者ですけど、防音工事をしたことあるがヘリが家�真上を飛んでとってもうるさいt交
31日（水）
渉してやめさせてもらえますかtやめさせてくださいtお願いしますt
１６：３５ 大謝名在住 男性
大謝名に住む者だがヘリがさっきから１０回以上家�上空を旋回しているtとにかくずっと旋回し
31日（水） ているtうるさいt
２２：２６ 志真志在住 女性
今２２時半なんですけれども、米軍機がうち�上を飛んでいて、そ�音でテレビ�音が聞こえなくな
るくらい�爆音でした。米軍�方に抗議をお願いします。
電話だと敷居が高くかけずらいため、スマホから気軽にメール、写真（実際に上空を飛んでいる写
31日（水） 真等）を送れるなど、連絡手段に工夫してほしい。そ�方がもっと声を拾いやすいと思う。
それからこうした意見、苦情をどういう風に米軍に伝えている�か見えない。自分たち�声が届いて
いることを実感したい。役所�がんばってください。

６月：７２件
７２件
１日（木）

２２：００ 女性
すみません、基地�ヘリコプター�音がすごくうるさくて、子供が怖がっている�で、こ�時間に飛
ぶ��やめてもらいたいです。お願いします。

１日（木）

２２：２２ 真志喜在住 女性
すみません、真志喜在住です。基地�音がうるさいです。夜も遅い�で抗議お願いします。

７日（水）

２２：４４ 伊佐在住 男性
もうこんな時間な�にヘリが飛んでいます。なんとかしてください。眠れません。

７日（水）

２２：５２ 女性
飛行機飛んでとてもうるさいです。どうにかしてください、テレビ�音も聞こえません。

８日（木）

１７：０５ 野嵩４丁目在住 男性
約１年半前に、家を建てたが米軍機が飛行するたびに電波障害が発生し困っている、なにか対策
�ないか。
ほとんど�市民�、米軍機が原因�電波障害が発生しても相談窓口も分からないと思う、もっと広
報を行い、早急に対策が出来るようにして下さい。
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８日（木）

２２：０２ 上大謝名在住 女性
上大謝名です、先程１分くらい前に、オスプレイな�かなヘリコプターな�かな、オスプレイかな。
ブルブルブルブル飛んでますね。夜から飛んでほしくないんですけども、飛ばせてますね、どうしま
しょうかね。前なんか２３時近くまで飛んでいることもありましたね、夜間飛行を本当にやめてほしい
です。
２２：０４ 上大謝名在住 女性
上大謝名地域です、再びまた飛んでいます今。困ります、もう本当に困ります。

８日（木）

２２：４１ 上大謝名在住 女性
またまた上大謝名ですよ、いま２２：３８に２機飛んでいますね。たて続けに２機飛んでいます。もう
夜間飛行本当にやめてもらいたいです。

８日（木）

８日（木）

２２：４８ 女性
いま西原あたりから来て、那覇�上空をぐるっと旋回して、ヘリとも飛行機とも判別つかないんです
が、普天間飛行場方向へ去っていく機がありましたよ。大変うるさくて迷惑しています�で、おたく�
市長さんにそ�ようにお伝えください。迷惑しています。とっとと約束�ほうを守って閉鎖して下さ
い。

２０：３４ 女性
ヘリ�旋回が続いているんですけど、稲光がちかちか光っていますよ。ヘリ�音が聞こえますか宜
13日（火） 野湾市役所。旋回してますよ３機が稲光�中を。事故が起きたらどうするんですかtしっかりしてく
ださいよt
２０：５１ 新城在住 男性
新城からですが、軍�飛行機がずっと旋回していて、もうテレビも何も聞こえないんですよ。という
13日（火） ことで苦情を一応役所�方に言っています。

13日（火）

２１：３１ 男性
飛行機よ煩わしいですね、眠れないんですが。どうにかしてください。

２１：３２ 上原一丁目在住 女性
今日�ヘリコプターが何回もアパート�上を旋回してうるさいも�ですから、対策�方をよろしくお
13日（火）
願い致します。
２１：３７ 女性
なんですかね、今日�ヘリコプター�音がですね、初めてですね、こんなして強引に遅くまで。これ
13日（火） なんとか市�上層部で飛行場にそういうことをしないでほしいということをお伝え下さったらいいんで
すけど、大変ですこれじゃあもう。よろしくお願いします。
２２：１４ 女性
新城あたりですけれども、夜２２時を過ぎている�にまだヘリコプターが飛んでいてうるさいです。
13日（火）
どうにかしてください、お願いします。
１０：３０ 女性
昨日も電話をした�ですが、昨日夜�２１時前から２２時を過ぎてもヘリコプターがうるさくて、上原
近辺で�珍しいほどうるさかった�で、外に出て確認してみたらいつもと�違った飛行ルート�よう
14日（水） に思えた。こ�ようにいつもと�違った飛行ルートを通る場合や遅い時間に飛行する際�米軍から
市へ事前�連絡など�ある�か。
ヘリコプターが飛ぶ度にテレビ�音量を調整したり、常に家�上をヘリコプターが飛ぶとしたら生活
できないなと思います。市民からこうゆう苦情があったことを市長や防衛局に伝えて下さい。
１１：０９ 喜友名在住 女性
最近毎日�ように、ヘリコプターが夕方１９時～２２時�時間帯で家�上空を飛んでいる。仕事か
14日（水） ら帰ってくつろぎたい時間帯な�にほんとに迷惑です。海�上とか基地�上を飛べばいい�に、毎
日家�上を飛んでいる。やめるよう言ってくださいt

14日（水）

２０：４３ 喜友名在住 女性
うるさいんですけど、もう今晩�あまりにうるさくて新聞も読めません。
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２２：００ 女性
こんばん�。宜野湾市民ですけれども、いま２２時５分前ですよ、こんなに音がうるさくて起きてしま
いました。昨日�もっとすごかったんですけれども、昨日�我慢しました。今日�我慢できません。
14日（水） なんとかしてください。できたら２２時といわず２１時から�静かに眠る時間を作ってほしいと思いま
す。まだ音がしてますよtわかってます？ぜひこれを議会なり防衛省なりに挙げていただきたいと思
います。よろしくおねがいします。

14日（水）

15日（木）

15日（木）

２２：５７ 女性
オスプレイ飛んでうるさいです。早くどうにかしてください。
８：２５ 上大謝名在住 女性
今日朝�６時頃からずっと戦闘機がうるさいです。怖いぐらいうるさい�ですが、何かあるんでしょ
うか。
２３：００ 喜友名在住 男性
いま午後１１時ですが、ヘリ�音がうるさくて眠れません。

２２：５７ 普天間二丁目在住 女性
こんな時間まで飛行機が沢山飛んでいます。うるさくて眠れません。ちゃんと防衛局へ伝えて下さ
い。
２２：５８ 女性
２３時前ですけれどもまだオスプレイ飛んでうるさいです、どうにかしてください。市民�生命と財産
20日（火） を守るって嘘ばかりつかないで下さい。いつか本当に人死にますよ。宜野湾市役所、市長も責任と
れるんですか？バカな政治を早くやめて下さい。
20日（火）

２３：０２ 男性
２２：５９なっているけれどもまだヘリコプターが飛んでうるさい。寝られない�で抗議します。早め
20日（火） に抗議して飛ばせない様にして下さい。
２３：１０ 喜友名一丁目在住 男性
普天間飛行場北側方面でヘリコプターが飛んでうるさくて睡眠もできない状態で非常に困っていま
20日（火）
す。何とかならないでしょうか。
９：４０ 女性
オスプレイがお家�上空を通過する度に電波が途切れてしまう。飛行機など�影響�ないが、オ
スプレイ�み近づいただけで電波が途切れてしまう�で周波数があっていない�かと思っている。
21日（水）
電話してまで役所に言う事で�ないかなと思っていたが、今日�役所に用があり来たついでに話し
てみようと思い相談しています。
１４：３０ 普天間在住 男性
普天間高校�近くに住む者ですが、昨日も２３時過ぎに米軍機が４機も飛んでいて、今日もずっと
21日（水） うるさい。いつも１７～２０時�時間帯が特にうるさくて、ニュースを観たい�にテレビ�音も聞こえな
い。普天間高校�生徒もうるさくて勉強もできないと思いますよ。役所�方でしっかり抗議して下さ
い。
１６：５５ 新城在住 女性
ここ最近というか、オスプレイが来てから騒音がすごいですよね。基地があるところ�日中�まだ
仕方ないかとも思いますが、夜間も最近�本当にひどいです。どうにかならないんですかね？こうゆ
21日（水） う状況という��、市として国なり米軍なりに抗議�しているんでしょうか。抗議しているにも関わら
ず国�放置しているということでしょうか。私�新城に住んでいますが、喜友名に住んでいる友達と
も毎日うるさいねと話していて、私�いま代表でお電話しています。夜間�飛行�本当に大変な�
で、抗議頑張ってください。
２２：５１ 新城在住 女性
２２時を過ぎても飛行機やヘリコプター�音がうるさくて眠れません。２２時以降�飛ばさないよう
21日（水）
にお願いします。
２２：５３ 伊佐一丁目在住 男性
こんな時間になっている�にヘリが飛んでます。何を考えているんでしょうか。憤りを感じます。
21日（水）
２２：５４ 女性
オスプレイ飛んでてうるさいです。こんなんで�眠れません。どうにかしてください。毎日毎日こんな
21日（水）
に遅くまで飛んでふざけてますね。何も物言えないんですかt
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21日（水）

２２：５５ 喜友名在住 女性
２３時前なんですよね、、うるさいんですよ。もう眠れませんね。市長なんとかして下さい。

２２：５６ 女性
今２３時前なんですけど、飛行機�音がすごくうるさいんですよね。ヘリ�音連日�ように２２時越
えでとても迷惑しているんです。なんとか異議申し立てできないんですかね。２２時越えですよ本当
21日（水）
に。いい加減にしてほしいと思います。腹が立ってどうしようもない。
９：１５ 男性
昨日�２３時頃とてもうるさかった。市長�選挙�時にフェンスを取っ払うと話していたがそれも実
22日（木） 現されていない。

22日（木）

２２：５６ 女性
今日もこんな時間にオスプレイ飛んでいます。どうにかしてください。

５：５９ 女性
基地�近くに住んでいます。今２度目ですが、たぶん基地からだと思うんですけど、すごい警戒音
ブーというサイレン、サイレンと言っていい�かなんな�か鳴り響いています。たぶん役所も出勤時
間だったらこ�音聞こえると思うんですけど、こ�音�これまでもわたし�何年か前から３回こ�音
26日（月） を聞くんですけど、何な�か調べて下さい。共謀罪成立しました。それ�最初�警報じゃないかと思
うんですけど、こんな宜野湾に�住めませんと言っても沖縄で�どこにいてもオスプレイ�飛んで来
るし、大変な状況です。こ�音凄い音で鳴り響いています。また戦争が始まるかという感じで不安で
す。調べて下さい。
６：０４ 長田在住 女性
５時半過ぎからサイレンかなにか聞こえているんですけど、いまだに止まっていません。よろしかっ
26日（月） たら理由を教えて下さい。
６：４０ 赤道在住 女性
基地から大きなサイレン�騒音があり、緊急時にどこに避難したらよい�かわからない�で対策
26日（月）
を考えて下さい。
６：４０ 愛知在住 女性
基地方面からサイレンみたいな音があり不安です。何事が起こっている�か知りたい。緊急時�
対応を考えて下さい。
26日（月）
※基地から�サイレン�騒音が５：３０頃から３，４回ほどあった。６：１０��サイレン�止まった。
８：０６ 愛知在住 女性
普天間飛行場から朝方５時４０分頃と６時頃に２回サイレンが鳴っていた。ど�ような事な�か教
26日（月）
えてほしい。８時４０分頃改めて電話する。
８：１５ 男性
朝方４時、５時頃、普天間飛行場でサイレンが鳴っていた。何が起きた�か？担当職員が出勤し
26日（月） ていない��どういうことか。市長�出勤している�か。サイレンが鳴っていたことについて�防衛
局に確認すると伝えると、それで�遅い�でないかと怒る。
８：１９ 長田在住 女性
朝方サイレンが鳴り、北朝鮮が攻めてきた�かと思い寝られなかった。子ども達も起きた。なん
だった�か。こ�ような時、市長や基地関係�職員�何であれ早めに登庁して市民に知らせる必要
26日（月） がある。TV字幕（速報等）や自治体報道、自治会を通して市民に知らせてほしい。市民を守る義務
がある。
８：３５ 愛知在住 男性
今朝５時半ごろ基地から不気味なサイレンが３，４回鳴り響いていた。原因究明と二度とこ�ような
26日（月） ことが起こらない様に防衛局へちゃんと伝えて下さい。
９：１０ 大山在住 男性
�ごろも小�近くに住んでいるが、朝方５時４０分頃から１０分おきに３回サイレンが鳴っていた。
なんだった�か。北朝鮮がミサイルを発射した�かと思った。それと�別に毎週火、水曜日�１８時
26日（月） 頃から２１時過ぎまで�憩い�時間にヘリが�ごろも小�上空を飛ぶ�でうるさい。酷い時�２３時
まで飛んでいる。テレビも聞こえない。どうにかしてほしい。
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９：２５ 普天間在住 女性
５時４０分頃サイレンが鳴っていたがなんだった�か。北朝鮮関係で�ないかと不安になった。急
26日（月） いでテレビをつけても何も流れていない�で誤作動かとも思ったが気味が悪い。本当になにかあっ
た場合�公民館でも放送等�流れる�か？何かあった時にどう動けばいい�か手順等を教えて欲
しい。
９：３２ 宜野湾三丁目在住 女性
普天間基地�フェンス沿いに住む者だが、基地から空襲�時�ようなサイレンが鳴っていた。何
26日（月） かあった�か。音�確実に基地内から鳴って基地内で止まった。
１０：０７ 長田在住 女性
朝も電話をした�ですが、サイレン�原因�わかりましたか？緊急時職員や市長�早く出勤して、
何が起きている�かすぐに調査をし、市民に情報提供をする必要があると思う。災害があった時な
26日（月） どメールで情報等が入ってくるが、あれ�とてもありがたいことだと感じていて、できれば基地内�
緊急時もメールで詳細を送ったらいいと思います。市に求める事として�、緊急時早急な調査、情報
提供をするということと抗議をしかっりやるということです。よろしくお願いします。

26日（月）

１０：５０ 宜野湾在住 男性
今朝６時前にサイレンが鳴っていてとても不安だった。原因�なんだったんでしょうか。

１０：５５ 宜野湾在住 男性
先ほども電話したが、サイレン�原因�何だった�か？フェンス沿いに住んでいるが５時４０分か
ら６時まで非常に大きな音が２０分間７回も繰り返し鳴った。３、４ヵ月前にも鳴ったことがあった。そ
26日（月）
�時�事前に日本語でアナウンスが流れたが今回�何もなかった。朝早くから非常に大きな音が２
０分も鳴り続けると頭がどうにかなりそうだ。
26日（月）

１１：１５ 長田在住 男性
朝５時４０分頃から２回に分けてサイレンが鳴っていたが、原因�なんだった�か。

26日（月）

１１：３５ 男性
朝�サイレン�原因�何ですか？

１２：２０ 女性
朝サイレンが鳴っていたと思うんですけど役所�確認していますか？原因�なんだったんでしょう
26日（月） か。市民に�ど�ように公表するんですか？詳細をちゃんと調べて下さい。
１３：１１ 女性
今朝�サイレン�なんだったんでしょうか。いつもと�違った音だった�でとても不安になりまし
26日（月） た。是非詳しい原因を追究して市民に知らせないとみんな不安で大変ですよ。頑張ってください。

１４：２５ 宜野湾一丁目在住 男性
今朝�サイレン�普天間飛行場から�も�だったんでしょうか？以前にもこ�ようなことがありま
した。何か起きた場合、宜野湾市から事実確認を直接米軍へで�なく防衛局を必ず通さないといけ
26日（月）
ないんですね。
１７：０６ 喜友名二丁目在住 男性
先程からヘリコプター�爆音がすごいです。今朝も何かサイレンが鳴っていたようだし。喜友名�
26日（月） 特にうるさい感じがする。夜も２１時過ぎてもずっと米軍機が飛んでいる。役所に苦情を言っても米
軍も防衛局もいうこと聞かないだろうけど。
９：０５ 伊佐在住 女性
今朝�新聞に載っているF-35�宜野湾でも飛んでいる�でしょうか。さきほど空が割れそうな爆音
27日（火） が鳴り響いていて、いつもと�違った感じがした�でF-35が飛んでいる�かと思い電話しました。な
んでもありなんですかね。
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１７：２０ 女性
昨日�サイレン�何だった�か？
テレビや防災無線で�情報�流さない�か？テレビで流すべきでなないか。ホームページ�みんな
が見れるも�で�ないですよね？どうやって情報を受け取ればいい�か？
いつ�新聞に載っていた�か？新聞を取ってない人�どうする�か？
27日（火） 自分たち（職員）�情報があるからいいかも知れないが、情報が入ってこない市民�不安でいっぱ
いである。朝からも�すごいサイレン�音が響き、北朝鮮�こともあるからみんな恐怖だった。
市�やり方�不十分だ。テレビ局にも情報を流すべき。市民がテレビ局にお願いすればいい�か？
防災無線についてもあてにしている人�大勢いる。テレビや新聞やパソコンがない人�どうすれば
いい�か。もっと市�考えるべき。市民�立場に立って考えなさい。
１５：４０ 喜友名一丁目在住 女性
１時間ほど前からヘリコプター�ような音が基地からずっと聞こえていて、うるさくてとても迷惑して
28日（水） います。やめさせてください。
２２：３８ 佐真下在住 女性
２２：３５自宅�真上を米軍機が轟音たてて飛んで行きました。大変迷惑しています、どうにかして
28日（水） 下さい。

28日（水）

２２：３９ 伊佐一丁目在住 男性
こんな時間な�にヘリが飛んでいます。眠りたいんだけど眠れません。

28日（水）

２２：４２ 女性
２２時を過ぎてもヘリコプター�音がうるさくて眠れません。基地に抗議して下さい、お願いします。

２２：４８ 女性
ヘリコプターがまだまだ２３時前です�に飛んでます。うるさいです。
28日（水）
２０：４４ 喜友名二丁目在住 男性
ヘリコプターが低空飛行して、子供が眠れなくて大変恐怖心をおぼえて大変なっています。どうし
たらいいですか？ヘリコプターが低空飛行したら怖いです。お願いします助けて下さい。
29日（木）

２１：２３ 伊佐一丁目在住 男性
２、３分おきに旋回されてとてもじゃないですけど我慢できません。非常にうるさいです。なんとか止
29日（木） めて下さい。

29日（木）

２１：２８ 喜友名在住 男性
低空飛行止めて下さいお願いします。我々�市民生活どうなっているんですか？お願いします。

２１：３２ 男性
戦争が起こるんですか？大変ですか？臨時態勢ですか？終わりです。寝る前�さ、ごめんなさ
い。
２３：０２ 伊佐在住 女性
今２３時ですけど、受信障害が起こっています。飛行機が飛んで２回ほどぐるぐる回ったんじゃない
29日（木）
かという音ですね。
29日（木）

２２：５４ 女性
30日（金） 今２２時５３分です。受信障害でテレビがブラックアウトしました。飛行機が飛んでますよ。
２２：５５ 伊佐一丁目在住 男性
何時だと思っているんでしょうか。夜中ですがうるさくて眠れません。
30日（金）

30日（金）

２２：５７ 男性
なんで今�時間にヘリコプターが飛んでいるんですか？

２３：０２ 野嵩在住 女性
２３時過ぎてもいつまでもいつまでもヘリ�音が聞こえて精神的に参っています。子供もまだ小さい
30日（金）
んです。宜野湾市として何か対策をしてくださいお願いしますt
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７月：４５件
４５件
１日（土）

５日（水）

５日（水）

６日（木）

０：３０ 喜友名二丁目在住 女性
毎日毎日もう本当にも�すごくうるさくて、もう本当にイライラします。子供達も泣いたりするし、精
神衛生も本当に悪いです。しかもいま０：３０ですが、まだやっています。今日�６月３０日�夜中、７
月１日�午前です。
２２：４８ 女性
今何時ですか。オスプレイ飛んでいますけど、日米地位協定�全然守られていない�ですがどう
なっているんですか？普天間基地早く撤去してください。
２３：００ 女性
２２時５６分ですけど飛行機が飛んでいますね。テレビがブラックアウトしました。
１４：００ 大謝名四丁目在住 男性
オスプレイやヘリコプターが自宅�周辺を嫌がらせかと思うほど低空で飛行していて、騒音�もち
ろん�ことトイレ�ドアや二階�床まで振動がひどい。防音工事も考えたが、制限が多く納得�いく
対応をしてもらえず、工事をしたころで振動�解決できないと思うと途方に暮れている。また、こ�振
動が積もり積もって家にヒビが入ったりするなど何かしら支障をきたしたとき、誰か保障�してくれる
んですか？してくれないでしょう。せめて普段から騒音や振動に苦しんでいる私たちに迷惑料�よう
なも�があればまだいいですけど。市民からこ�ような声があったことを防衛局へしっかり挙げて下
さい。

６日（木）

２２：３９ 伊佐在住 女性
２２時３５分頃飛行機によるテレビ�ブラックアウトが起きました。

６日（木）

２２：４９ 伊佐在住 女性
２２時４６分飛行機が飛んでテレビがブラックアウトしましたt

７日（金）

１６：００ 野嵩４丁目在住 女性
普天間爆音訴訟で勝訴し、訴訟団に入っている人�賠償金がもらえたと�ことだが、訴訟団に
入っていない人も被害�同じな�に訴訟団だけが賠償金をもらう��おかしい�で�ないか。訴訟
団�お金を払って入るため分らないこともないが、お金がないお年寄りなど入りたくても入れない人
もいる。被害を被っている人みんなに補償があるべきで�ないか。毎日毎日本当にうるさい。自分
�家�２階�窓�米軍機が通るたびにガタガタ揺れ、長年�騒音被害でついに窓枠から外れて落
ちて割れた。国�沖縄をばかにしている。役所に直接言う人�少ないかもしれないが、みんなかな
り怒っているし我慢している。今日�あまりにもわじわじーして自分が代表して言いにきた。こ�問
題をどうにかしてほしいt

２２：３６ 女性
今飛行機飛んでるとってもうるさいんですけど。もう眠る時間ですけどなかなか眠れませんこんな
10日（月） 時間に飛んだら。早く飛行停止させてください。いったい何時ですか。
２２：５９ 野嵩二区在住 女性
米軍�飛行機�２３時まで飛ぶことになったんですかね？連続二日ですがどうにかしていただき
11日（火） たいと思います。よろしく。
２３：０２ 普天間二丁目在住 女性
こんな時間まで飛行機が飛んでいます。うるさくて眠れません。米軍に強く抗議して下さい。
11日（火）
２２：３６ 女性
毎日毎日飛行機こんな時間に飛んでいますけど。日米地位協定ってありますか本当に？宜野湾
12日（水） 市なにか訴えて下さいねちゃんと。ちゃんと仕事して下さい。
２２：５９ 女性
いい加減にしてください。低空飛行で飛ぶ��三日連続です。住所氏名聞く前になんでここ飛んで
12日（水） いるかという�をどうにか調整してくれ。
２３：０２ 喜友名在住 女性
今日ですね、２２時過ぎて２２時半も過ぎた後くらいからですけれどもちょっと飛行機うるさいです
12日（水） ね。２２時以降�夜間訓練等�しないようにお願いします。いまさっきまでグルグルとやっています
�でせめて夜間�飛行機�訓練�しないでください。お願いします。
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９：００ 野嵩在住 男性
毎日ご苦労様です。昨日�夜うるさくて大変でした。11日�騒音�記事が今日�新聞にも載って
13日（木） いましたが、昨日も本当にうるさかったです。市民�声�とても大切ですよ。しっかり記録して市長に
約束を守らせるよう伝えて下さい。
２２：４３ 女性
２２時４０分なんですけれど、なんかすごい鈍い音で事故が起きそうな音ですよ。あんまりですよ
14日（金）
ね。こ�まま放っておいていいんでしょうか？

14日（金）

２２：４４ 女性
うるさい�でどうにかして下さい。毎日毎日全然改善されないんですけど、どういうことですか？

14日（金）

２２：５７ 伊佐一丁目在住 男性
ヘリがうるさくて眠れません。なんとかしてください。

２３：０９ 女性
こんな時間に飛行機飛んでいます。とてもうるさい�でどうにかして下さい。沖縄県民なめられてい
14日（金） ますよ。いい加減にしてください。
２２：２７ 男性
昨日、金曜日も午後１１時４５分にオスプレイが飛行場に着陸してうるさかったです。今日もまたい
15日（土） ま２２時２５分ですが、騒音があります。や�り市民�抗議集会とか大会をもった方がいいんじゃな
いでしょうか。毎日こ�ようなことで�困ります。
２３：４６ 女性
２３時４５分、０時１５分前、オスプレイ通過。いい加減にしていただきたいんですけれども。よろし
く。
２３：４８ 伊佐在住 女性
０時前になってもいつまでもヘリコプター�音が鳴って眠れません。いつになったら対応してくれる
17日（月） �でしょうか？市としてちゃんと対応をお願いします。
17日（月）

８：５５ 野嵩在住 男性
ご苦労様です。昨日も夜12時を過ぎて騒音があった。こ�所本当にひどい。なんとかして欲しい。
18日（火）
１１:５０ 新城在住 女性
最近ここ１ヵ月くらい飛行コースが変わっている。前�普天間第２小からフェンス沿いに中城方面
に飛んで行ったが、今�普天間中から周って飛んでいる。自分�家�真上を飛ぶため騒音がひど
18日（火） い。ヘリ�操縦士が見えるくらい近いため、爆音がすごくてもうほんとに大変。こ�間体調を崩して
寝込んでいた時に、夜�１１時過ぎまでオスプレイだかヘリだか知らないが騒音がうるさ過ぎてほん
とにきつかった。あなた方に言ってもしょうがないが防衛局や米軍にきちんと抗議してもらいたい。
２２：３０ 女性
こ�うるさい騒音で毎日被害にあっています。どうにかしてくれませんか？今もオスプレイ飛んでい
18日（火）
ますけど。

18日（火）

２３：５４ 上原在住 男性
０時近くなるんだけど騒音がうるさくて大変です。早めに抗議して下さい。

19日（水）

２０：０３ 男性
飛行機がうるさいです。抗議一生懸命頑張ってください。

19日（水）

２２：１８ 志真志二丁目在住 女性
夜�１０時１５分過ぎに米軍機が騒音を出して飛んで行きました�で、基地被害として報告します。

19日（水）

２２：５７ 男性
毎日夜遅くまでうるさくて眠れません。飛行機なんとかしてください。

２３：２０ 男性
19日（水） 毎日２３時過ぎまで飛行機うるさくて大変です。市長、議会でとりあげて真剣に騒音問題話し合いし
て下さい。
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２３：５７ 普天間二丁目在住 女性
ただいま０時５分前です、こんな真夜中まで飛行機が飛んでいます。うるさくて眠れません。どうに
19日（水） かしてください。
２３：５８ 男性
０時まで飛行機がうるさいと�何事だ。宜野湾市�議会もっとしっかりしてくれよ。大変だこれ�t
19日（水） もっと抗議強くしてくれt
２３：５９ 男性
２３時５５分ヘリが飛んでいます。２２時までだと思いますが、宜野湾市�認めているんでしょう
か？
０：３８ 北中城村在住 女性
０時過ぎてまで米軍機が飛んでました。いい加減うるさくて大変です。
20日（木）
19日（水）

１０：３７ 野嵩在住 男性
昨日２２時を過ぎても米軍機がうるさかった。いつも２２時に�寝たい�に眠れない。２２時から６
時�間�飛行を制限する約束がある�に、米軍�全く守らない。黙っていて�なめられるだけな�
20日（木）
で、今電話をしている。こうやって電話をかけている人�みんな騒音に苦しんで怒って電話をかけて
いる�で、一件一件市長までしっかり声を届けて下さい。宜しくお願いしますよt
２３：０４ 女性
まだ飛行機飛んでいてうるさいです。どうにかしてください。毎日毎日うるさくて休めません。人権ど
20日（木） んななっているんですかね沖縄県民�。

20日（木）

20日（金）

２３：２０ 新城在住 女性
もうこんな２３時過ぎてまでもずっとヘリコプター�音がうるさくて眠れません。もういい加減にして
下さい。
１０：０５ 男性
昨日も夜間騒音がひどかったが、米軍から�訓練�内容について説明�ある�か。

１１：３０ 野嵩１丁目在住 女性
昨日もそうだが、最近、夜間�騒音が酷い。昨夜１１時５２分に自宅上空をヘリが飛んでいました。
抗議等を行うなどして、こういったことがないようにしていただきたい。
20日（金） また、協定で�基本夜１０時まで�飛行となっているようですが、基地周辺に�多く�こども達もい
ます�で、遅くとも夜９時以降�飛ばないという風にしていただきたい。
１３：３５ 野嵩在住 男性
今日�琉球新報�記事で、昨日野嵩で騒音９５デシベルとあったがそうだった�か。もう怒りを通
り越してあきれている。 毎日毎日どんどんどんどん余計にひどくなる。前にも基地110番に電話した
ことがあるが、夜間騒音�いっこうになくならない、なくならないどころかひどくなる一方だ。 こちらに
電話したところで意味がないんじゃないかと思っている。米軍や防衛局�市民�苦情を受けてやめ
るわけで�なく、さらにひどくすることで慣れさせようとしている�で�ないかとさえ思える。 普通に
21日（金）
考えて宜野湾市を代表する市長が抗議要請に行って現状が変わらないという��ありえない�で
�ないか。 市長も信用できない。 市長�米軍と友達してる�で�ないか。 抗議・要請といって米軍
とお茶飲んでコーヒー飲んで帰ってきてるだけで�ないか。 今日�ほんと�電話するつもりで�な
かったが、昨日０時前あまりにも騒音がうるさく目が覚めてしまい、朝まで眠れなかったため電話し
た。 一部�人が電話しているだけで同じように感じている人�大勢いる。 ほんと�もっと強く言いた
い。
１８：３８ 野嵩二丁目在住 男性
必ずこ�時間から、まあいつもだけど６時半前後、５時半前後うるさい。どうにかしてくれtと思い
25日（火） ますけどね。これをどうにかしてもらいたい、いつもこ�時間帯。ニュースが聞けない時間帯。非常
に迷惑。お願いします。
１０：３０ 喜友名在住 女性
昨夜１１時頃ヘリコプターがうるさかった。市民を侮辱していませんか？市民�命なんかくそくら
26日（水） えって感じですよね？

26日（水）

２２：５０ 女性
もう２３時前ですけどまだ飛んでいますね、いい加減にしてください。
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１３：２２ 野嵩在住 男性
金曜日にも、２３時５６分に騒音で目が覚めて眠れなかったと電話したが、昨日２３時１５分にもオ
スプレイ�騒音がひどかった。琉球新報�記事で金曜日に防衛局に抗議要請に行ったとあったが、
昨日もうるさかった。市長が行ってもなん�効果もない�で�ないか。米軍にも抗議したところで何
27日（木） も変わらない。あざ笑われているんだよ。市長自体も子供扱いされている。
市長�選挙�時�フェンスを取っ払うなどと言っていたが選挙が終わったら何もしない。私もでき
るだけ電話したくない。ここに電話してもしょうがないと思っている。もう１年以上�しないようにして
いたが、毎日毎日騒音が余計に激しくなる。電話する人だけが抗議している�で�ない。本当にみ
んな迷惑しているんだt
31日(月)

31日(月)

２２：４４ 女性
もう２３時前ですけどまだ飛行機飛んでいます。とってもうるさいですtどうにかしてください。
２３：０１ 喜友名在住 女性
今日ですね２２時過ぎから飛行機�音がうるさいです。２２時１２分、３０分、４０分、５５分というふ
うに２２時過ぎても飛行機が飛んでいますね、軍用機。先日市長が抗議したいう話でしたけれども相
変わらず続いているんでしょうか？

８月：３２件
３２件
１日(火)

１日(火)

２日(水)

１６：２９ 男性
昨日２２：１３にオスプレイが飛んでいました。寝床についた瞬間に飛んで行きました。今日�何件
か苦情�電話�ありましたか？（昨日�夜に2件あったと伝えた）みんな音�聞いているんですけど
電話�しないんですよ。とにかくオスプレイが飛んでいました�で、報告します。
２２：５１ 女性
夜�９時半くらいからですかね、立て続けに二機ヘリコプターが飛んでいて、いま�２２：４８ですけ
れどもまだ飛んでいます。二機ずつ飛んでこれみよがしに大きな音をたてて飛んで行きますね。迷
惑な�で本当にやめてほしいです。
１０：２３ 女性
いまコンベンションセンターで開催されているイベントに子供達を連れて来ている�ですが、何機も
何機も飛行機が飛んで行って本当にうるさいです。訓練なんでしょうか？子供達も耳を塞いだりして
いますし、気分が悪いです。

２日(水)

２３：００ 女性
いま飛行機飛んでいます、とってもうるさいです。もう眠る時間ですけどこんなにうるさくて�休めま
せん。どうにかしてください。毎日毎日とってもうるさいです。

２日(水)

２３：０２ 女性
毎晩毎晩爆音でうるさくて寝られない。睡眠不足で。助けてくれ。

４日(金)

９：００ 野嵩在住 男性
昨日２３時まで飛行機がうるさくて大変でした。市長にフェンスを取っ払ってディズニーランドを作る
という話、早く実現させるよう伝えて下さい。基地�いらない。

４日(金)

１３：０５ 野嵩在住 男性
昨日も22時56分～57分頃爆音があった�で電話している。他にも電話�来ているか？何回か電
話しているが私もほんと�電話したくない。電話時間がもったいないし、電話代ももったいない。皆さ
ん�基地渉外課だって基地がなければないわけで、予算�無駄である。市民がばかにされている
だけでなく市長もばかにされているということを市長に伝えてほしい。

８日(火)

２２：５０ 男性
ヘリ飛んでるよ、うるさい。

８日(火)

２２：５１ 女性
オスプレイ飛んでます、強行飛行していますけど。とても迷惑です、どうにかして下さい。

９：４９ 嘉数在住 女性
今もそうなんですが、機体�姿�見えないけれども高い所ですごい音が鳴り響いている��何な
10日(木) �でしょうか？オスプレイだけで�なく、ジェット機やそ�他�ヘリなど�騒音に苦しんでいる人が沢
山いることも伝えて下さい。

15

21日(月)

２２：４３ 男性
２２時４０分、ヘリ�音うるさい。なんとかしろ。

１０：１５ 喜友名在住 男性
昨日も夕方から２１時頃までずっとうるさかった。テレビ�画面が消えたり、食器棚がガタガタ揺れ
24日(木) る。あまりにも酷い�で、写真を撮ってツイッターにあげたりもしているが、電話もさせてもらってい
る。
１４：２２ 喜友名在住 男性
24日(木) いままた爆音が鳴り響いています。10分おきくらいに定期的に大きな音がします。

25日(金)

25日(金)

１５：４５ 男性
こ�爆音�なんですか？ちょっとひどいんじゃないか。孫が泣いて大変な�で抗議して下さいよt
１５：４５ 男性
ジェット機がうるさい。しっかり抗議してください。

１５：４６ 普天間一区在住 女性
すごい音がするんですけどどうしたんですかね？飛行機が落ちた�かと思いましたよ。普天間高
25日(金) 校�上を３機続けて飛んで行った�でやめさせて下さい。
１５：５５ 男性
なんですかこ�爆音�。身体にもくるし脳にもきますよ。心身に支障をきたします。ちゃんと抗議し
てくれ。
１５：５６ 野嵩二区在住 男性
25日(金) 今日�酷いですね。北朝鮮が関係しているんでしょうか。苦情としてカウントしてしっかり抗議して
下さい。

25日(金)

25日(金)

１５：５６ 女性
うるさい、ジェット機が飛ぶなんてなにかあった�か？怖い。抗議して下さい。

１５：５７ 野嵩一丁目在住 女性
もうこ�爆音我慢できません。うち�病人もいます�で本当にやめていただきたい。ここ最近�電
話をする�もやめていましたが、日中�ジェット機、夜�オスプレイが０時近くまで飛んでいる時もあ
25日(金)
るし、晩御飯�時間でさえゆっくり食事もできない。もう我慢できません。強く抗議して下さい。

25日(金)

１５：５７ 男性
なにかあった�か。とにかくうるさいt

25日(金)

１５：５７ 新城在住 男性
ジェット機�音が怖くて生きた心地がしません。

１７：００ 喜友名2丁目在住 男性
自宅�上空をヘリが頻繁に飛び騒音も酷く、電波障害も発生している。
言ってもどうもなら無いと思い、今ままであまり電話など�していなかったが、最近酷い�で話を聞
きにきた。
25日（金） 市でも騒音測定を行っていると�ことだが、時に�職員が市内を巡回するなどして、実際に地域�
騒音状況を把握することも必要で�ないか。
検討してみて下さい。
１９：１４ 嘉数三丁目 男性
今月に入って、地デジ�8チャンネル�電波状況がすごく悪くて、真上を軍用機が飛ぶんですよ。
25日(金) それがもう今月に入って酷くなっている�で、どうなっている�かなと思いまして電話しました。
２１：０５ 上大謝名在住 女性
２１時ちょうどくらいにすごい爆音とともに戦闘機が飛んできました。すごいスピードでしたよ、ゆっく
29日（火） りで大きなジェット機で�なく、もうあれ�戦闘機ですね、とっても恐ろしいほど�爆音でした。もうこ
んなことがないと助かるんですけど。
２１：０７ 大謝名在住 女性
２１時と２１時３分に二回も�すごく大きい音�戦闘機が飛んで行ったんです。とっても怖かったで
29日（火） す、眠れません。
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29日（火）

２１：０８ 上大謝名在住 女性
２１時４分ごろに大きい戦闘機が飛びました。うるさかったです。寝れませんでした。怖かったです。

２１：０９ 真栄原二丁目在住 女性
立て続けに墜落したかと思うような爆音が聞こえて飛び起きています。子供も泣いていて本当に
29日（火） 困っています。調べて下さい、宜しくお願いします。
２１：４６ 男性
今さっきまでだったけど音、もう相当ひどいですね。ミサイルが落ちてくる�かと思った。パニックで
29日（火） す。早めに普天間飛行場撤去するよう頑張ってもらいたい。
２２：１６ 市内在住 女性
29日（火） ２２時過ぎてもヘリが飛んでいて、今朝�ニュースもあった�で不安な�でどうにかしてください。
２２：５０ 女性
もう少しで２３時になります、まだヘリコプターやオスプレイが飛んでいます。非常識ですよね、非常
29日（火） 識過ぎます。今日�昼後から飛行機やオスプレイ�数がも�すごいです。夕方から増々多くなりま
した。ジェット機も飛んでいました。非常識ですよね。
２２：５５ 上大謝名在住 女性
２２時５０分とそ�前�４５分くらいですかね、ヘリコプターな�かオスプレイな�か確認�してない
31日(木) んですけれども、ブルブルブルブルと騒音を出して飛んでいますね。とても迷惑です。

９月： ９件
２２：４２ 女性
飛行機飛んでとってもうるさいです。こんな時間に飛んだら全然眠れません。どうにかしてくださ
い。
２２：４３ 女性
毎日こんな夜遅くに飛んでとてもうるさい�で、どうにかしてください。毎日毎日大変ですよ。市民
８日（金） �こと考えてください。

７日（木）

１１：４５ 上大謝名三丁目在住 女性
上大謝名�滑走路�延長線上に家があり、毎日家�すぐ真上を米軍機が飛んでいる。オスプレイ
が配備されてから�騒音�本当に酷く障子もガタガタ揺れるほどです。うち�築年数�関係で防音
工事�対象外ということで、最初�対象�範囲が改善されることを信じて我慢していました。しかし
11日（月） 現状�よくなるどころか待っても待っても改善されること�なく騒音�酷くなるばかり。宜野湾市�国
にど�ように要請をしている�か、要請が弱いため長い間改善もされないうえに何年経っても返還
が実現されない�で�ないかと思ってしまいます。今まで仕方ないと思うようにして我慢してきました
が、もう我慢できない�で今日ここに来ています。宜野湾市�もっと基地による負担を背負わされて
いる市民�ことを考えて、現状を改善するよう努めて下さい。
１０：２０ 真志喜在住 女性
ここ１、２ヵ月我慢しているが、騒音がすさまじい。お家で休むこともできない。家で�耳栓している
しＰＴＳＤにもなるし精神病院にに入ろうかとも検討している。自分�外より家にいたい�に、うるさす
ぎて苦痛である。外に出たらお金もかかるしそ�分�お金を請求したいぐらいだ。お金があれば宜
19日（火） 野湾市から引っ越したい。防衛局にも何度も電話しているが、自分�名前を聞こうとするだけで後�
平謝りするだけ。防音工事も真志喜�対象外と�ことだが何年も前からほんとにうるさい。精神がお
かしくなります。市長、基地�すぐ撤去でお願いします。
９：２０ 野嵩在住 男性
昨夜も１１時過ぎまで飛行機が飛んでてうるさかった。近所�みんなもうるさいと話してるが、みん
な電話する�が億劫と言う�で私が代表でかけている。私一人�意見で�なくみんな�意見という
20日（水） 事で受け取ってほしい。あなたも苦情�電話をとって大変だろうけど、市長にもちゃんと伝えてね。
１８：１０ 愛知在住 女性
先ほどから米軍機がとてもうるさいが、何をやっている�か。これで�、生活できない。今すぐにや
26日（火） めさせて下さい。
どこでもいいから早く持って行って、静かにさせてください。
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２２：４７ 女性
オスプレイが何台も飛んでうるさいです。どうにかしてください。何時だと思っていますか。強く抗議
26日（火） して下さい。
２２：２４ 愛知在住 女性
ずっと基地から音が聞こえてうるさくて眠れないんですけど。朝からそうなんですね、夜なったら２２
時も過ぎてるし、音が響くんですよ窓が揺れて。愛知に住んでいますが、
愛知でもうるさいし窓もド
27日（水）
アも全部閉めてもこんなに音が聞こえる位だからねちょっと困りますよね。２２時も過ぎていますし。
２２：４９ 女性
最近何回かあったんですけど、２２時後�飛行が続いてあります。いまもヘリコプター�音がうるさ
27日（水） いです。もう少し強い態度で抗議して欲しいです。

１０月
１０月：１４件
１４件
２２：４９ 女性
オスプレイが飛んでうるさいです。こんな時間に飛んだら迷惑です。普天間基地から早く撤去させ
２日（月） てください。沖縄から早く大和にでも移動させてください。うるさいですt

５日（木）

１１：３５ 普天間在住 男性
戦争でも始まったんですか？上空で飛行機ばかり飛んでいてうるさい。なんとか抗議してくれ。

１５：３６ 大山在住 女性
先ほどから聞こえますか？高江に落ちたヘリと同じも�が上をずっと飛んでいます。また落ちるん
18日（水） じゃないですか？落ちたら大変ですよ。苦情に書いてください。
１６：２０ 喜友名在住 女性
ここ一時間ヘリコプターがずっとマンション�上を旋回して本当にうるさい�で、やめさせてくださ
18日（水） い。私達を北朝鮮と戦争を�じめる練習�踏み台にでもしている�ですか。とにかく旋回をやめさせ
てください。
１６：２０ 大山在住 女性
先程から大山�上を旋回しているヘリコプター�最近墜落したも�と同じも�ですか？本当に怖
い。どうしよう。市長�国にも抗議�行っているんですか？米軍に抗議してもダメですよ。日本政府
18日（水） に言わないと、国と国�問題だから。あまりにも大人しくみえる�でもっと強い姿勢をみせないとい
けないと思います。苦情として伝えて下さい。
１０：４０ 喜友名在住 女性
基地�フェンス沿いに住んでいて、昨日からうるさいと�感じていましたが、今日�もう我慢できな
19日（木） くなり電話しました。他にも苦情�電話�きていますか？しっかり抗議してください。
１２：５０ 嘉数在住 男性
昨日から、頻繁にヘリが家�上を飛んでいるが、あれ�先日墜落した�と同じヘリで�ないか。
19日（木） ２０分に１回ぐらい�間隔で、昨日から１００回以上�飛んでおり、騒音が酷い。
１６：００ 女性
病気療養中です。飛行機こわいですよね。辺野古に持っていったら辺野古�人も困りますよ。宜野
19日（木） 湾も辺野古も同じです。おそろしい、何回も何回も。ばかにされているんですよ。
1４：３０ 嘉数在住 女性
今日�朝からうるさい�ですが、何かあるんですか？いつもと�違ったように感じる�で抗議とい
24日（火） うことでお電話しました。ヘリでもなくオスプレイでもない大きい飛行機�ような機体が家�真上を飛
んで行きました。
２２：２１ 女性
現在もヘリコプター�音がうるさいです。夕方からずっと飛んでいましたがいま２２時越えていま
24日（火） す。２２時以降�飛行をデータなどをとってちゃんと処理して欲しいです。非常にうるさいです。

18

２２：２５ 男性
現在２２時２２分ですけれども、まだヘリが飛んでいますが、選挙が終わればそうゆうことですか
24日（火） ね？ちょっとクエスチョンで電話しました。
２２：２６ 赤道一丁目在住 男性
ただいま２２時２５分、今日一日中ヘリコプター�音がすごい爆音でしたけれども、午後９時より現
在までまだも�すごい爆音をならしています。生活環境を守るために役所�仕事をきちんとやってく
24日（火） ださい。米軍になめられているんじゃないですか？きちっと返事をお願い致します。まだいまも�す
ごい轟音です。いま２２時半近くなりましたけれどもも�すごい轟音です。

２２：２８ 女性
２２時３０分近くなってもまだヘリコプターが長田�方で飛んでいる�で、これ�基地として大きい
24日（火） 問題だと思います�で、やめさせて欲しいと思います。

２２：３１ 愛知在住 男性
ヘリコプター�音が昼からずっとうるさいんですけど、なんとかしてもらえないですか？もう夜�１０
24日（火） 時半なんですけど。うるさくて眠れません。

１１月
１１月：１８件
１８件
１４：３７ 新城在住 女性
病人がいるんだけどぜんぜん寝られない、休めない。
そして普天間第二小学校と中学校�授業中ですよ。こ�米軍�ほんとに常識がない。
１日（水） 市長、副市長にすぐ米軍へ電話をかけさせてください。
休むことができず困っています。今すぐに伝えてください。
１３：０３ 伊佐在住 女性
朝�１０時４２分頃からいまだに受信障害がしょっちゅう起こっているんですけどどういうことですか
５日（日） ね？トランプさんが来たからですかね？それともなんでしょうかね？
９：００ 普天間在住 男性
海軍病院�近くに住んでいる。最初�オスプレイが飛んだ時だけテレビ画面に異常が出始め、こ
れまでも受信障害�たびたびあったが、おとといくらいから飛行機�飛来に関わらずお家�テレビ３
台ともひどい受信障害が起きている。自分�無線�仕事をしていて電波等にも詳しいため、アンテ
ナや各ブースター（３台）について点検したが異常�ない。電気屋さんにもみてもらったが同じ。以前
も同じように異常が出たことがあり、そ�時�ブースターで直ったが、今回�障害が続いている。飛
６日（月） 行機による影響な�か違法電波による影響な�か分らないが、確実に海軍病院が出来てから電波
�状況�悪くなっている。毎日昼に海軍病院から放送、音声が流れるが、そ�時もテレビがおかしく
なる。何年か前に防衛局による地デジ対策が取られたと�ことだが、そ�時�70歳前後�母親が
ひとり暮らしだったため、対応できなかった。防衛局�管轄な��わかっているが、業者だけでなく
市役所職員も回るべきだったと思う。市役所�説明不足、周知不足もある。防衛局�聞いてくれる
か分らないが、防衛局にも話しておかないといけない�で連絡先を教えてほしい。
９：４０ 伊佐在住 女性
今までにも何回か電話していますが、自宅�電波障害がひどいです。５日�日曜日�特に酷かっ
た�ですが、日曜など�夜間以外にも特に飛行�制限�ない�でしょうか？宜野湾で生まれ育っ
7日（火）
た�が運が悪かった�かと半分諦めていますが、苦情がないと思われたら困る�で電話していま
す。
１５：２０ 嘉数在住 男性
自宅が米軍機�飛行経路�真下にあり、最近良くなっていると感じていたが今日�２分おきに飛
んできてとてもうるさい。仕事が夜勤なため、全然寝られなくて辛い。夜勤明けで朝帰ってきて、寝ら
8日（水）
れずにまた夕方仕事に行くという生活が考えられますか？ありえない。
２１：１５ 喜友名在住 女性
８日（水） ヘリ�音がうるさくて困っています。
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２１：１６ 新城在住 男性
今日�ヘリ�訓練�あまりにも酷過ぎませんか？宜野湾市として是非抗議をして止めて下さい。
こ�時間帯�みんなが団欒し楽しく過ごす時間であります�で。ぜひお願いします。これ�基地政
８日（水）
策部だけで�なくて宜野湾市全体として対処して下さい。
１２：５３ 男性
今日�ヘリ�ひどい。病院に通院している�で困っている。
抗議してください。今日�ヘリ�ひどい。病院に通院している�で困っている。
９日（木）
抗議してください。

13日(月)

２２：３７ 伊佐在住 女性
受信障害が２２時２１分と３２分にありました。

１１：５８ 喜友名一丁目在住 女性
１１時５５分頃、洗い物をしていたらヘリ�音がとても近くに聞こえてきて、古い機体からでるような
鈍い音がした�で、墜落する�かととても怖かったです。逃げなくて�いけないと危機感をおぼえる
14日(火)
ほどでした。米軍�古い機体を飛ばしている�で�ないですか？しっかり調べて欲しいです。
２２：１７ 志真志在住 女性
今日もお疲れさまです。いま家�上をオスプレイと思われる米軍機が通って行ってとてもうるさかっ
たです。
私自身もそうだが、夜間など時間外以外�時間帯�騒音について�許容すべきで110番にかける
べきで�ないも�かと自己規制がかかってしまう方が多くいる。私�うるさいも��うるさいと結局
何度か電話してしまうが、教育�場でオスプレイが頻繁に行きかう��異常な事態だと思う。
沖縄国際大学自体も記者会見を開くだけで�なく、騒音に対してもっと声をあげるべきで弱腰に見
15日(水) える。
また爆音訴訟団も、区域により入れない人もおり、騒音に対する声が分断されているような状況で、
お金が欲しいわけで�ないが、戦いようがない、アプローチ�しようがないという声を聞いている。騒
音に対して手だてがなく、うろうろしている人�大勢いる。
以前琉球新報が調査したように、行政�方で、まず�学校や病院などから騒音に対する聞き取りや
アンケートを始める必要があると思う。
トラブルも多く事態�悪くなっているため、辺野古埋め立て云々で�なく、行政が声を拾うなど行動
するべき。
２２：３９ 伊佐在住 女性
２２時0２分と３２分に受信障害がありました。市長�いつこ�問題を解決してくれる�でしょうか？
私�市長が発表するときに聞いていました。市報も確認しました。いつ解決する�か、早くやってく
15日(水)
ださい。
１３：０５ 女性
日々�騒音により、精神面で生活�質やレベルが落ちています。
那覇から宜野湾に引っ越してきた�で、基地があるところに引っ越してきた��あなたでしょと言わ
れたらそれまでだが、子ども�成長過程を考えると転校�難しく、我慢している。
16日(水) 他市町村�人から防音工事�恩恵を受けているじゃないかと言われたこともあるが、窓�質が低
く、窓を閉めてもうるさい。開けることもできない、閉めてもうるさい状況。
精神的に受けているダメージについて補償してもらいたい。

１６日(木)

２３：２２ 伊佐在住 女性
２３時１８分、受信障害がありました。遅くまで飛び過ぎているんじゃない�？チェックしてください。

１０：３８ 真志喜在住 女性
いつもうるさい�ですが先週�特にうるさくて、今週が始まり昨日�まだよかった�ですが、今日
21日(火) �また朝からうるさい�で今週もうるさい日々が始まる�かと苦情に入れて欲しくてお電話しまし
た。

20

１３：３０ 普天間二丁目 男性
２週間前に電話をした者です。あ�後防衛局に電話をかけたが、予算�関係上難しいと言われ
た。前回も話したが、家にテレビが３台あり３台とも受信障害が日常的に起きている。１台�普段�
きれいに映るが米軍機が通ると消える。残り２台�チャンネルによって映らなくなったことに加えて米
軍機が通ると消える。（電話中も何度か消えたと�報告あり）特に18時�ニュース�時間など、夕方
がひどい。アンテナやブースター、チャンネル設定を調べたり直したが直らない。ヘリ�音に慣れて
いる��確か。でも我慢�したくない。本土�人から普天間基地�周りに住む�が悪いと言われて
ることに腹が立つ。出ていきたくても経済的に考えて出ていけない。基地から被害を受けている�に
恩恵を受けていると言われることに腹が立つ。平成23年�地デジ対策�時に対策しなかった�が
22日（水） 悪いと言われればそれまでだが、当時�70歳手前�母親が一人で住んでおり、家に周ってきた�
が市役所�職員でもなかったため、よく分からず受けなかった。防衛局�予算上という理由も市が
対応できないということも頭で�分かっているが、じゃあどうすればいい�か。基地対策課�なん�
ためにある�か。苦情を聞いてそれで終わりな�か。市�予算を割く��難しい�も分かっている。
防衛局によると宜野湾市から具体的な要請�きていない、きたとしても数年以内で�対応になると
�こと。４～５年待つ可能性もあると�話だった。４～５年も我慢して暮らさないといけない�か。２
週間でも我慢できない。防衛局�上からおって連絡すると�ことだが一向に連絡�ない。ぜひ上に
挙げて話してほしい。市として対応ができないなら上�人が市として�こういう理由で無理ですと説
明してほしい。

28日（火）

２２：５８ 嘉數在住 女性
２３時前にヘリが飛ぶ��許せません。どうにかしてください。

１１：５５ 喜友名在住 男性
昨日�夜からヘリコプターが飛んでいてうるさい。さっきも２機飛んでいた。宜野湾市�ツイッター
29日（水） アカウント�ありますか？あったらフォローしたかった。

１２月
１２月：３３件
３３件
０：４９ 北中城在住 女性
夕方くらいから、夜�８時半くらいまでいつにも増して低空で北部方面へ飛んで行きました。結構な
1日（金） 数�時もありました。だいぶ低空で�飛行が数回あって普段より酷かったです。
２２：５９ 女性
いまですねヘリコプターかなオスプレイかな２機並んで飛んで行きました。夜中�２２時５５分です。
もう２３時前です、本当にこゆう�をやめて欲しいんですよね。振動でガタガタ窓も揺れているし、本
4日（月）
当に迷惑です。今日�とにかくヘリコプターやオスプレイが頻繁に飛んでいて迷惑です。
２３：０７ 宜野湾一丁目在住 女性
普天間基地�側に住んでいる者ですが、いま２３時を越えている�ですが、ずっとヘリコプター�
音が鳴りやまなくて、窓も揺れるほど�至近距離で飛んでいてとてもうるさいです。子供も音にビック
4日（月） リして起きてしまう�でどうにかしてほしいです。今日だけじゃなく昨日も遅い時間まで何か�機体�
エンジン音が鳴っていたり、ヘリコプター�音がすごかったです。どうにかしてほしいです。
２３：０３ 神山在住 女性
ヘリコプター�音が非常にうるさいです。ここ最近毎日というくらい夜２２時を過ぎても音がうるさく
5日（火） 飛んでいます。抗議をしてどうにかとめてもらいたいと思います。こ�状態だと眠れません。
１５：４５ 喜友名在住 男性
昼過ぎ頃から爆音がうるさい�ですが。ここ最近夜も遅くまで飛んでいるし、今日もきっと飛びます
8日（金） よ。
１８：４６ 宜野湾在住 男性
ヘリコプター�騒音がうるさすぎます。色々な問題がありますけれども、騒音被害が大変です。防
8日（金） 音対策とかも検討しないといけないくらいうるさいです。
８：４０ 普天間二丁目在住 男性
前にもテレビ�電波障害�件でお電話しましたが、そ�後さらに状況�悪くなっています。先週末
11日（月） から遠くで米軍機�音が聞こえるだけで消えてしまいます。
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９：２５ 喜友名在住 男性
昨日ヘリコプター�爆音がすごかった。18時くらいから。。とにかく夜中。測定するも�を持ってい
13日（火） るが80デシベル超える。家�中だと70デシベル突破するくらい。防音工事�していない。よろしくお
願いします。
１１：２４ 喜友名在住 女性
１０：３０頃に普天間第二小学校に落下したと聞いたが、まだ上空をヘリが飛んでいる。今すぐヘリ
13日（火） �飛行を中止させてください。県民�命をなんだと思っている�か。

13日（火）

１１：２９ 喜友名在住 男性
ニュースで落下物�件�聞いたが、それにしてもヘリ�音がうるさい。

１１：３９ 喜友名在住 男性
上空に青いヘリが見えるが、どこ所属�ヘリな�か？さっきから色々なヘリが飛んでてとにかくうる
さい。米軍�沖縄だからこんなに低空飛行をしていると思う。本国で�こんな騒音�出る低空飛行
13日（火）
�しないだろう。沖縄をバカにしている。市�、行政機関として市民�代表な�だからもっと強気に
でるべきだ。
２１：３０ 真栄原在住 女性
今日小学校で事故があったんですけど、ヘリコプターしばらく飛ばないと言っていた�ですが、今
13日（水） 現在２１：２５ですが飛んでいます。宜しくお願いします。

14日（木）

１５：１６ 喜友名在住 男性
今日もまた一時間おきくらいにヘリコプターが飛んでいる�ですが。

９：４５ 喜友名在住 男性
ジェット機がすごい轟音をたてて低空で飛んで行きました。また昼から�ヘリコプターが飛び始め
15日（金） ますよ。喜友名�本当に騒音がすごいですよ。
１５：００ 真栄原二丁目在住 男性
騒音と低空飛行がひどく、低空飛行�振動で車�防犯ブザーが鳴ることもありました。そんなこ
とって滅多にないですよね。最近落下事故なども起こっている�で不安になり、報告しておいた方が
15日（金）
いいかなと思い連絡させてもらいました。また何かあればお電話します。
２１：４２ 志真志在住 女性
現在午後９時過ぎなんですけど、ずっと普天間基地�ヘリ�エンジン音が続いております。ここ数
19日（月） 日エンジン音が夜中まで、２１時、２２時、２３時とずっと続いている�でちょっと静かにしてほしいと
思います。
２２：４４ 男性
19日（月） いま夜�２２時４０分ですけどこんな時間まで米軍機飛んでいますよ。
１１：３５ 真栄原一丁目在住 男性
７年前に宜野湾市へ引っ越して来て、当時�電波障害がある事も知りませんし、騒音がこんなにう
るさいということも知らずに引っ越しをしてしまいました。3～4年前から電波障害�悪くなる一方で、
20日（水） 米軍機が家�上空を飛ぶと必ずテレビが消えてしまいます。
役所�方�騒音にしても抗議要請をしましたと�言いますが、状況�何も変わらないですね。

１６：００ 新城在住 女性
20日（水） 昨晩�２２時４０分に米軍機飛んでいましたよ。普天間第二小�上も飛んでいました。本当に腹が
立つ。
２２：１３ 真栄原在住 男性
20日（水） いま夜�１０時も１０分以上過ぎている�ですが、上空でヘリ�訓練が続いています。
１１：４５ 上大謝名在住 男性
２～３年前から住んでいる。米軍機�音がうるさいt昨日�１１時過ぎまでうるさかった。眠ろうとし
21日（木） ても全然眠れない。市�何もしてくれない。
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21日（木）

２２：１６ 佐真下近辺在住 女性
２２時過ぎている�ですが、米軍ヘリがうるさく飛び回っています。市�方で何か対策をたててくだ
さい。

２２：１８ 男性
21日（木） オスプレイがうるさいです。たまらないです。
２２：２０ 嘉数一丁目在住 男性
一昨日からいつも�3倍くらい米軍機�飛行が増えて昼も爆音がうるさくてテレビも聞こえないし見
れません、画面が乱れて。気が狂っているとしか思えませんけど。こうゆう神経をさかなでするような
21日（木）
妙な御用になった��どうゆうわけでしょうかね。
２２：２２ 女性
いまヘリコプター�音が非常にうるさいです。ここ毎日�ように夜２２時過ぎ２３時ごろまで非常にう
るさいです。小学校にヘリ�窓ガラスが落ちた件、あれも非常に重大なことです。即閉鎖お願いしま
21日（木）
す。もうこれ以上耐えられません。
２２：５６ 我如古一丁目在住 男性
こ�ヘリ�音なんとかならんかな、色々な事があって尚且つ夜飛ぶということ�絶対許せないんだ
21日（木） けどね。現に音してるよいま。もう２３時ですよ夜中�。絶対許せないt本当にけしからんと思う。
２３：００ 女性
夜�２３時にそろそろなる�ですがヘリが飛んでいるんですけれども、２２時以降でしたかね、飛ば
ない様になっているんじゃないでしょうか。いま普天間飛行場�ヘリから窓枠が落ちたりとか色々問
題が発生していますけれども、飛行再開になってからまぁ飛んでいるということも問題なんですけ
21日（木） ど、夜遅くまで飛ぶような傾向があるような感じがしています。だいたい今まで�ヘリ�音がうるさい
なと思ったら２２時くらいだなという記憶�ある�ですが、２３時近くまで飛ぶという��あまりなかっ
たように記憶していますが、、、苦情です。どうにかならないかということで電話しました。宜しくお願
い致します。
１２：３０ 喜友名在住 男性
喜友名公民館近くに住んでいるが、ここ５年間くらい米軍ヘリが飛んだ時に電波障害が起きる。今
もずっと見れない。以前地デジ対策が取られたことも知っているが、そ�時�喜友名�飛んでな
27日(水) かった。政権が変わってからルートが変わったか�ように喜友名上空を飛ぶようになった。そ�度に
テレビが見れなくなる。どうにかしてほしい。
２２：４６ 女性
たったいまヘリが上空を飛んで普天間基地へ向かってすごい音をたてて飛んでいったんですけれ
ども、最近気づいた事があって、ヘリが２２時以降２３時前に飛ぶというようなことがあって結構騒音
28日(木) 被害を私達�感じているんですけれども、そういったことが小学校や保育園�落下物�事故以来、
あ�あと飛行禁止が解除されて以来激しくなっている気がするんですね。深夜�２３時前にヘリが
飛んで騒音が激しくなっている気がします�で、どうにか自粛できない�かなということで宜しくお願
いします。うるさくて眠れません。

28日(木)

28日(木)

２２：５６ 真栄原在住 男性
いまヘリ�爆音が聞こえるでしょうか？いま夜�２３時ちょっと前です、なんとかとめてください。
２２：５８ 大謝名在住 男性
２３時になってもヘリコプター�音がうるさい�で、報告までに電話しております。

２３：０３ 男性
もう夜２３時になりますがまだヘリが飛び回っています。何かあったんじゃないでしょうか？問い合
28日(木) わせをお願いします。
２３：０４ 女性
爆音がひどいです。もう寝れない�で、これで4回目かな２２時過ぎから4回飛んでいます。なんと
28日(木) かしてください。
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１月：６８件
６８件
４日（木）

１１：５０ 嘉數４丁目在住 女性
今日�朝から大きい飛行機が飛んだりすごいですね。あれが飛ぶとお家に音が響くし揺れます。

１１：５８ 嘉數４丁目在住 女性
今日�朝からいつもと�違ったも�すごい大きな音がしている�ですが、何かあった�でしょう
４日（木） か？ヘリじゃないですよね？いつもと�様子が違う�で北朝鮮関係で何かあった�かと不安になり
お電話しました。
１２：１７ 那覇市首里在住 女性
先ほどから、宜野湾�方向から米軍機が低空飛行で連続で飛んできている。
４日（木） 大変困っている。
早く県外移設をさせて下さい。辺野古�だめですよ。
１２：１８ 男性
４日（木） さっきから空中給油機が上空を旋回しているがどういうことか。これ�問題ですよ。ちゃんと確認し
て強く言ってください。
１３：３５ 男性
先ほど、普天間飛行場で大きい飛行機がタッチアンドゴーをしていた。外来機で�ないか。
４日（木） 最近米軍機�事故が多く起こっている。何かあったら大変だ。
沖縄防衛局だけでなく、米軍にも強く抗議を行い、やめさせて欲しい。
２２：５４ 女性
４日（木） ヘリコプター飛んでとてもうるさいです、どうにかしてください。エンジン�調整音もうるさいです。
２２：５５ 喜友名在住 女性
２３時前なんですけれどね、ヘリ�音がも�すごいです。もうこうゆうかたちで許して�いけないと
４日（木） 思いますよ。眠れないんですよ、強く抗議してもらいたいと思います。

８日(月)

８日(月)

８日(月)

８日(月)

１９：１２ 伊佐一丁目在住 男性
連日、不時着故障事故が起きているなかでいま家�上空を飛んでいます。怖くてどうしようもあり
ません。市長なんとかしてください。
２１：５３ 喜友名二丁目在住 男性
１８時過ぎからいま２２時１０分前ですけれどもそ�間に同じルートを飛んでいるヘリがありまして、
本当に何分置きかに同じルートをずっと旋回しているような感じ�状態で飛んでいるんですよね。他
�所から�苦情�ないですか？読谷にも不時着したというニュース�あと同じルートを飛行機が飛
んでいたらちょっと不安になりますよね、抗議をしていただきたくて電話しました。宜しくお願いしま
す。
２２：０１ 女性
２２時なんですけれどね、こんなやりたい放題飛ばしていいんですかね？子供も寝付けないし、気
分が悪いし、こんなやりたい放題させる��いい加減にしてほしいです。
２２：０３ 新城在住 男性
まだヘリコプター飛んでいるんですけどどうにかなりませんかね？宜しくお願いします。

８日(月)

２２：０９ 野嵩在住 女性
先程からずっとヘリでしょうか、すごい音がうるさいです。読谷に不時着したばかりな�に、半端な
くすごいです。うるさくて眠れません。熱もある�に眠れません、どうにかしてください。

９日(火)

０：２４ 佐真下在住 女性
普天間基地�ヘリが現在０時を過ぎてても非常にうるさいんですけれども、眠たくてもすごく音が
響いていて非常に憤りを感じています。止めて下さい。抗議して下さい。
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９日(火)

１８：３８ 喜友名在住 男性
昨日から今日もヘリがうるさい�で、最近�事故も含めてうち�家族も怖がっている�で苦情とし
て電話しています。ちょうど小学校に落ちたところ�近くな�でどうにかしてくれと怒っています。

９日(火)

２２：２２ 佐真下在住 女性
いま２２時１８分くらいですが、米軍�ヘリがうるさく飛んでいます。不時着が二件続いた後にも関
わらず、こうゆう状況に宜野湾市としても強く強く抗議して欲しいと思います。

９日(火)

２２：２８ 伊佐一丁目在住 男性
連続して不時着が続いたばかりな�にこんな夜遅くまで飛んでいます。いつ落ちてくるか降りてくる
か不安で仕方ありません。飛ばさない様に交渉して下さい、市長お願いします。

９日(火)

２３：０３ 我如古四丁目在住 女性
こ�時間までヘリ�音がしていて気になってお電話しています。不時着事故などが増えている�で
気になってお電話しています。

９日(火)

２３：０５ 上大謝名在住 男性
２３時少し前にヘリコプターが飛んでいた�でお知らせしようと思いお電話しています。

２２：４９ 神山在住 女性
いまヘリコプター�音が非常にうるさいです。２２時１０分頃にもかなり大きい音で何分間か飛んで
いましたけれどもここ最近毎日こんな調子です。普天間第二小学校に監視カメラが付いたということ
10日（水） ですけど、宜野湾小学校孫が通っている学校にも是非監視カメラをつけて下さい。どこに落ちるか分
からない様な状況が続いている�で、もっと強く抗議をして普天間基地が即閉鎖になるような状態
にしてほしいと思います。

10日（水）

２２：５３ 伊佐在住 女性
２３時１０分前なんですけどヘリが飛んでいます。

２２：５４ 上大謝名在住 女性
２２時５０分、もう少しで夜中�２３時です。いまオスプレイかな、３機ほどすごくうるさいです。低周
10日（水） 波で飛んで行きました。久々にうるさかったですね。いままでまたかと見過ごしていましたが今夜�
�すごくうるさかったです。とても迷惑です、こんな夜中から�飛んでほしくないですね。

11日（木）

１３：３０ 野嵩四丁目在住
いつも休息�時間も米軍機が飛んでいて、いまもうるさく飛んでいますよ。

１８：３５ 喜友名在住 男性
一昨日も電話しましたけれども相変わらずちょうどいまヘリが家�上を通過した�で、ちょうど真上
11日（木） を通った�でいい加減にしろという感じです。犬も吠えている�で迷惑です。
１５：３０ 真栄原在住 男性
今いつも�ように上空をヘリが飛んでいまして、おそらくＣＨ－53だと思います。ただいつも�「バ
17日（水） バババ」という音が、今回�「キュルキュルキュル」と聞こえ気になった。大丈夫でしょうか？
１８：４８ 喜友名在住 男性
17日（水） ヘリコプターがいま低空で飛んで行きました。
２１：４７ 上大謝名在住 女性
夕方から夜�時間帯もずっとヘリコプターが飛んでいますね、オスプレイかヘリコプターかわからな
17日（水） いですけれども。戦闘機やジェット機で�ありません。
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１１：２２ 喜友名在住 男性
先ほど、ジェット機がも�すごい音で飛んで行った。
18日（木） 昨日も１７時から２１時まで、ずっと騒音が酷かった。
２０：５４ 伊佐一丁目在住 男性
4～5分おきにヘリが上空を飛んでテレビ�音も聞こえません。なんとかしてください。うるさくてしょ
18日（木）
うがないです。
１０：２３ 真志喜在住 女性
ここ最近朝から晩までずっとうるさい�ですがしっかり抗議していますか？返還が決まってから騒
音や低空飛行が増々酷くなっているように感じます。普天間第二小�上も早速飛んでいるというし、
19日（金）
こんな約束も守らない基地どこも引き取りたくないですよtまず�宜野湾市がしっかり約束を守らせ
てください。
１１：１５ 喜友名在住 男性
喜友名で育ったが最近家�上空をよく飛ぶようになった。飛行経路が変わった�で�ないか。低
空飛行も目立ってきている。防衛局を介すだけで�なくて、市民を守るために市も自ら動かなけれ
19日（金） ばだめだ。何かが起きてから抗議する�で�なくて、先手先手で対応・対策をしなければならない。
予算を言い訳にしているようにみえる。また抗議・要請�中身に関しても司令官�交代を求めるくら
い強くでなければだめだ。本土だったらこんなに事故が続いているにも関わらずまだ飛んでいる状
況�ありえない。
１２：０３ 喜友名在住 男性
ヘリコプターが今日も家�上空を飛んでいる。一日何十回も飛びますよ。そ�度に電波障害が起
19日（金） こるし、自分�計測器を持っているが、80デシベルを超えますよ。
１６：０５ 大山在住 男性
今日�午前中から１４時くらいまで、大山小�上空をヘリが飛んでいた。昨日普天間第二小で�こ
19日（金） とがあったばかりな�になんでかなと。そ�ことについて申し入れをお願いします。一つとしてカウン
トしてください。
１６：２０ 真栄原2丁目在住 男性
普段�何ともないが、米軍機が飛行すると地デジ�電波障害が発生する。
ここ最近、またひどくなってきているが何か対策�できない�か。
22日（月） 必要があれば調査等協力�するが、早く対応してほしい。
苦情�数�少ないかもしれないが、原因�米軍機飛行しか考えられない以上、数件であってもき
ちっと対策をしてほしい。
２２：１４ 真栄原在住 男性
22日（月） 夜２２時も過ぎた後にヘリが着陸するような音が聞こえます。とめてください。
２２：４５ 伊佐一丁目在住 男性
いま何時だと思っていますか？ヘリが何度も何度も飛んでいます。いい加減にしてください。眠れ
22日（月） ません。
２２：４９ 大謝名在住 女性
２２時１５分くらいから連続でヘリが飛んでいまして、最近そればっかりで、寝れなくてすごく困る。
22日（月） 対処をお願いします。
２２：５８ 女性
ヘリコプター�うるさい音が２２時半ごろからずっと続いています。20分以上絶えることなく続いて
22日（月） いるこ�うるさい騒音。基地を即閉鎖してください。

23日（火）

５：４５ 愛知在住 男性
まだ寝ている人も居る�に、基地ヘリ�騒音うるさい。

６：０６ 愛知在住 男性
さっき�基地ヘリ騒音�せいで必要な睡眠時間が減った。
23日（火） ヘリ整備にしても時間帯考えて行動しないといけないと思う。
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23日（火）

２２：１８ 女性
２２時１５分ですけれどもまだ飛んでいますねヘリ。確認してますでしょうか？ひどすぎますけど。

２２：３３ 真栄原在住 男性
23日（火） 夜２２時半も過ぎようとしていますが、ヘリ�音がひどく繰り返し飛び立っている様子があります。
２２：５３ 西原町在住 女性
ヘリコプターがうるさくて電話いれました。ここ最近毎日２３時頃ヘリコプター飛んでいますけど、う
23日（火） るさくて電話しました。
２２：５６ 宜野湾在住 男性
こんな遅い時間にヘリコプター飛んでいますけど飛んでいけないことになっているんで�ないです
23日（火） か？渡名喜島にもまた不時着したというし、普天間基地�ヘリコプター全部不良品で�ないかと心
配しています。強く抗議して欲しいと思います。

23日（火）

２２：５９ 真栄原在住 男性
今晩�普天間�ヘリ�異常ですけど。夜２３時にもなるという�にひっきりなしに飛んでいますよ。

２３：００ 我如古在住 女性
まだ米軍�ヘリが飛んでいます。渡名喜村に不時着したんですよね、それでもまだ飛ぶんです
か？誰かが犠牲になる�を待っているんでしょうか？飛ばさないということを市や県や国で�っきり
23日（火） 証明して下さい。特に国が飛ばさないということを表明しない限り�誰かが死にますよ。いい加減に
して下さい。伝えて下さい上�人に、お願いします。
２３：０２ 宜野湾在住 男性
23日（火） こ�時間からヘリコプターが何機も何機も飛んでいます。
２２：０３ 嘉数在住 男性
渡名喜島に不時着事故も起こしながらいまこ�時間も、昨日もそうでしたがヘリや飛行機が飛び
24日（水） 回っていますね。どうにかできないんでしょうか？全然反省が感じられません。是非抗議して下さ
い。
２２：４９ 女性
２３時前な�にさっきからうるさくてうるさくて仕方ない�ですが。いったい米軍�演習�どうなって
24日（水） いるんでしょうか？役所�文句を言ったりしているんでしょうか？人間�住むとこじゃないですよ。よ
くもこんな状況で宜野湾市�黙っていられますね。止める事ができないなら役所もなにもかも全部必
要ないですね。
２２：５１ 伊佐在住 女性
24日（水） ２２時４５分ですけどヘリコプターが飛んでいます。
２２：５５ 嘉数在住 男性
夕方くらいからずっとヘリ�音が連続して聞こえてやかましくて仕方ありません。先程２２時４５分
頃にもずっとヘリ�着陸する音が聞こえて眠れる�も眠れません。いまもエンジン�調整音が響い
24日（水） ています。今日�爆音�回数と遅くまで�飛行�酷すぎます。市長どうにかしてくださいよこれ。事
故が続いているわりに�何�効果も米軍に�ありませんよ。もっと強く抗議して下さい。

２２：５８ 女性
今日もヘリコプターうるさいですね。２２時半くらいからずっと飛んでいます。２３時前ですけど、窓
24日（水） ガラスに重低音が響くくらい旋回している�かな、音がやんでもまたすぐ音がしてという感じですね。

24日（水）

２３：０１ 大謝名三丁目在住 男性
２２時半過ぎても普天間基地�ヘリコプターがうるさい�で報告です。

１１：４０ 野嵩在住 男性
25日（木） 米軍�ヘリコプターが飛ぶたびにテレビ�画面が見えなくなる。
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２１：０３ 我如古在住 女性
飛行機がすごくうるさくて、なにかあるんでしょうか？ヘリコプターも毎日うるさくて、子供が寝てい
25日（木） ても途中で起きたりして非常に迷惑しています。今日も２１時前からずっと飛行機�音でゴーゴー
いってる�で、いったい何時まで続くんでしょうか？抗議よろしくおねがいします。
２１：０５ 志真志在住 女性
先程から何回も今までに聞いたことない様な飛行機�音がするんですけれども、なにか特別な訓
25日（木） 練でもあるんでしょうか？新聞等に載せて欲しいですね。
２１：２０ 喜友名在住 女性
今日�5分おきくらいにひっきりなしに飛行機が飛んでいるんですけれども、どうゆうことなんでしょ
25日（木） うか？いま21時半です。いますぐ飛行をやめさせてください。
２１：３５ 普天間在住 女性
今日�ヘリ�音がすごくきこえるんですけれども、もう２１時半になるんですけど何かある�かなと
25日（木） 思いまして、ちょっと多いかなと思います。これ�普通なんですかね？

25日（木）

２１：３８ 女性
今日夕方からすごいヘリが飛んでいるんですけどなんででしょうか？もううるさくて大変です。

２２：２７ 大謝名四丁目在住 女性
２２時過ぎてもヘリコプター�音がうるさくてしょうがありません。不時着した同型機だと思います。
25日（木） 何を考えているんでしょうか米軍�。宜野湾市からも強く抗議して下さい。
２２：３２ 嘉数在住 男性
昨日も苦情�電話いれたんですけど、先程も２２時２３分頃私�家�上空をヘリコプターが着陸し
ていってそ�前�基地内でずっとエンジン調整�音が鳴りっぱなしでなかなか寝付けなくて困って
25日（木） います。連日連夜こうゆう状態で�不眠症になって健康被害がでそうで心配です。市長も抗議をし
ているようですけれどももっと強く日本政府や米軍にあたってください。
９：０４ 大山三丁目 女性
昨日もとても米軍機�音がうるさかったです。嫌がらせか�ように飛んでいますよね。２２時から飛
26日（金） 行制限となっているようですが２０時くらいまでにしてほしいですね。市長にももっとしっかり抗議して
欲しいと思います。伝えて下さい。
１１：５２ 長田一丁目 男性
普天間基地�騒音ですが、昼も夜も夜�23時過ぎまで家�上空を飛んでおり、ほんとにうるさい。
最近特にうるさくなっている。私�我慢強い方だが、我慢�限界であり気が狂いそうになる。あなた
26日（金）
に言ってもしょうがないがほんとにどうにかしてほしい。
１２：５０ 真栄原1丁目在住 男性
ここ一週間ほど騒音が酷すぎる。
また、米軍機飛行に伴う受信障害も発生しており、うるさくて休めないことからテレビを見ようとして
も、受信障害が発生し何をするにもイライラする。
市民�ずっと我慢しないといけない�か。
26日（金） 政府も、県も、市も米軍に抗議と要請をしているというが、結果として改善されていない。
米軍�宜野湾市民�ことをどう思っている�か。
これ以上�負担�とても我慢できない。
早く改善させて下さい。
１５：５０ 長田在住 男性
新聞などでも報道�あるようにここ最近�騒音�酷いです。特に２２時から２３時�間�５分おきく
らい�間隔で飛んでいます。私�長田に長く住んでいますがこんなに毎晩騒音が続いたこと�ない
というくらい酷いです。第二小など�事故でルートが変わった�か、今まで長田近辺�それほど米
26日（金）
軍機�飛行�ありませんでしたが、最近�上空を旋回していたり、低空飛行が目立ちます。一件で
も多く市民�声を伝えるべきだと思いお電話しました。抗議をお願いします。
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１６：２０ 宜野湾在住 女性
ここ最近�夜間騒音�本当に酷い。昨日も２３時５分前まで飛んでいた。それと最近飛行ルートが
変わったように感じていて、今まで�あまり飛んでいなかった長田、愛知辺りからいこい�市民パー
26日（金） ク�上空を通り宜野湾部落に入り普天間飛行場に降りていくという状況に、いつまた事故が起きる
かと悪いことばかり想像してしまい不安で仕方ない。なにか飛行ルートが変わったなど�情報�役
所�把握していますか？
２２：５１ 女性
いま２２時４０分ですが、米軍機がすごくうるさいです。２２時過ぎでこんなこと�ありえない。早く改
29日（月） 善して欲しいです。
２２：５４ 長田在住 男性
いま２２時５０分頃です。ヘリが２２時半少し前からうるさいです。２３時頃訓練が終わる�か２３時
前�必ずうるさくなっています。先週末�静かでした。恐らく終業に向けてこ�時間うるさいんでしょ
29日（月） うけれども、以前�こういったうるささ�なかったんですが、ここ�ところ飛行ルートが変わった�か２
２時台後半あたりうるさいです。なんとかしてもらえればありがたいです。
２３：０１ 女性
午後１０時５０分頃ですが、浦添市西原上空をすごい音で飛行機かヘリコプターが飛んでいます。
２９日�月曜日も同時刻に飛んでいました。どうゆうことでしょうか？非常に腹立たしい思いです。な
30日（火）
んとか解決方法を宜しくお願いします。

２月：３１件
３１件
１１：５０ 野嵩四丁目在住 女性
米軍機が通るとテレビが数分真っ暗になり何も見れなくなる。オスプレイ�ときが一番ひどいように
感じる。知り合いに話したところ、数年前に対策が行われたときになぜ工事をやらなかった�かと言
1日（木） われ初めてそ�ような対策があったことを知った。長年こ�電波障害と騒音に悩まされている私た
ち�立場にたって考えて、改善してもらえるように働きかけてください。

2日（金）

２２：４６ 女性
いまオスプレイ飛んでてとてもうるさいです。どうにかしてください。

6日（火）

１３：４０ 喜友名在住 男性
朝からヘリコプター�爆音がすごいです。

２３：０３ 大謝名3丁目在住 男性
6日（火） 大謝名３丁目に住んでますが、普天間飛行場�飛行機がうるさい�で報告します。今�時刻�２
３時０５分です。
１５：００ 大山2丁目在住 男性
何度か電話しているが、普段�何ともないが米軍機が飛行すると電波障害が発生する、何か対策
�手立て�ないか。
雨や風など天候に�左右されず、数年前に沖縄防衛局�委託を受けた業者が内部設備も確認し
７日（水） ていたが、問題なしといわれた。
そ�調査�後、何も音沙汰もないがどうなっている�か。
もし再調査が必要であれば、協力する�で、対策をお願いします。
１５：０３ 嘉数1丁目在住 男性
こちら�嘉数一丁目�嘉数高台�近くからですが、軍用機�飛来が激しいです。オスプレイ�高
度を下げて飛んでいます。名護市長選�影響ですか？テレビ�音も聞こえません。５分から７分間
７日（水）
隔で飛んでいます�で報告です。
１０：１０ 女性
昨日からヘリコプター�音がうるさい。窓を閉めてもプロペラ�音がして本当にうるさい。お役所や
８日（木） 市長�なにをしている�？ちゃんと抗議してますか？
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１５：４５ 女性
昨日２３時５分頃琉大北口で飛んでいる��見えないがずっとバタバタとヘリ�音がうるさかった。
１８時半ごろに�いこい�パークで調整音がすごくうるさかった。それも３０分～１時間ほど鳴り続け
14日（水）
ていて気が狂いそうだ。抗議�やり方が形式的で同じ事�繰り返し�ように思える。違う方法でやっ
たらどうか？市長も恥をし�んで辺野古みたいにゲート前に座り込みをやるべきだと思う。
１６：０５ 上大謝名在住 女性
１０分くらい前と今さっき外来機ですかね、も�すごい音とスピードで普天間飛行場に着陸していき
ました。最初に２機、後から１機だったように思います。本当にすごい音で戦争でも始まる�かという
14日（水）
感じでした。なにかあったんでしょうか？
１６：０８ 嘉数在住 女性
14日（水） 今さっきジェット機２機を確認し１機�普天間飛行場�上を飛んでいるようにみえた。外来機だと思
う。
１６：１０ 真栄原在住 女性
こ�すごい音なんですかね？いつもと�全然違った爆音で心臓がどきどきします。苦情としてカウ
14日（水） ントしてください。
２２：０１ 男性
ただいま２２時過ぎたところですが、ヘリコプター�激しい音がして思わずビックリしました。心臓が
飛び出るくらいでした。どうしていつまでもこうゆうことが起こるんでしょうか?一体宜野湾市長�何を
しているんですか？普天間第二小や緑ヶ丘保育園でも部品が落ちている�に宜野湾市長�なに
14日（水）
やっているんですか？全然公約と違うじゃないですか。本当に私たち�命が無くなるんじゃないかと
いうくらい苦しんでいるんですよ。毎日苦しい思いしてヘリばっかり飛んでいるじゃない。普天間基地
返還ていつ�ことですか？どうなっているんだいったい。早く返還させてください。
２２：５６ 女性
いまヘリコプター飛んでいます、いい加減にして下さい。国にちゃんと言っていますか？精神的に
14日（水） 不安定になっている人が多いと思いますけど。市民�命守ってくれますかね？

15日（木）

９：０３ 喜友名在住 男性
昨日も夕方から夜２０時、２１時頃まで大きな音がしてうるさかった。低空飛行もひどい。

９：３２ 喜友名在住 男性
16日（金） 先ほど戦闘機�騒音がうるさかった。昨日も騒音がうるさかった。
１１：３０ 喜友名在住 男性
21日（水） １０分前くらいに細長いヘリコプターがゆっくり低空飛行で飛んでいった。音がすごく響いていた。
１２：１６ 嘉數在住 女性
先ほどからジェット機が飛んでいてうるさい。
21日（水） も�すごい音ですよtt

21日（水）

１４：５３ 真栄原在住 女性
さっきすごい音がしたんですけど何かあったんですか？朝もすごい爆音がしましたよ。

１５：１０ 野嵩在住 男性
21日（水） 音がすごいんですけど。うるさいです。やめさせてください。お願いします。
１５：１１ 普天間在住 男性
ジェット機�音が今日�とくにうるさい。宜野湾市だからしょうがないと思うけど、やるなら海�上で
21日（水） やってくれと伝えて。
１５：１１ 市内在住 男性
先ほどからジェット戦闘機が物凄い音で飛行している。
ルール違反で�ないか。
21日（水）
厳重に抗議してください。
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１３：３４ 嘉数在住 女性
今日もまたすごい音ですね。何かあるんですか？逃げ出したくなるくらい恐怖を感じました。昨日も
22日（木） 爆音を聞いていましたが来客中でお電話しませんでしたが、来ていたお客さんも宜野湾�いつもこ
うな�？と驚いていました。

22日（木）

１３：３７ 嘉数在住 女性
今日もうるさいですよ。報告です。

１４：３１ 新城在住 女性
昨日もそうですけど今日も戦闘機�爆音が酷いです。自宅�窓が滑走路から500ｍほどしか離れ
ていなく本当に耐えがたい音です。防音工事に�感謝している半面、全て�部屋を防音対策しても
らえているわけで�ない�で、家�中にいても十分に効果があると�言えず正直意味があった�
22日（木） かと疑問に思ってしまいます。また、日中であっても自宅でお仕事をする人、小さい子どもがいる家
庭、病人、お年寄りなども沢山いる中でこ�騒音�酷すぎると思います。一市民として�役所が防
衛局など関係先とコミュニケーションをとって頑張ってくれていること�理解していますが、協定が守
られない現状をみると、いつも同じ事�繰り返しで�なくもっと違うやり方でやってみて�どうかと思
います。宜しくお願いします。
１７：５０ 嘉数在住 男性
昨日から一日中空�米軍�パイロットどもが航空ショーをやってうるさくてたまりません。耳を塞が
ないとこ�金属音�どうしようもないですね。こ�騒音早めになんとかしてもらえませんか？ちゃんと
23日（金）
基地に折衝してください、よろしくおねがいします。
１６：４３ 喜友名在住 男性
いままた大きなヘリコプターが低空飛行で爆音を轟かせていました。窓から見るとすぐ近く�距離
27日（火） を飛んでいました。
２１：５０ 大山在住 女性
いま２２時前なんですが、上空をヘリコプターがうるさくて大変ですよ。何時までやっているんです
27日（火） かね？もう本当に大変です。なんとかしてください。お願いします。
２２：０６ 女性
２２時も過ぎているんですけどね、テレビ�音量もかき消されるほど�騒音です。まったく酷い状態
27日（火） じゃないですかね。なんとかできないでしょうか。
１０：２８ 大山在住 女性
昨日、夜１０時１５分頃までうるさかった。子供�寝かしつけにも支障がでている。なんとかして欲し
い。
１１：４０ 喜友名在住 男性
28日（水） 昨日も１９時から２２時くらいまでヘリコプターが低空飛行で飛んでいました。

28日（水）

１４：２５ 志真志在住 男性
最近、ヘリコプターからジェット機から騒音が酷い。
役所に言ってどうなる物でもない��わかっているが、声を上げさせて下さい。
28日（水）
何とか、状況が変化するよう手法を変えながら取り組んでください。

３月：６８件
６８件
２３：０１ 真栄原在住 女性
２３時を過ぎましたけれども、普天間基地�方からずっと米軍機�音が鳴りやみません。抗議を宜
1日（木） しくお願いします。
１２：０２ 喜友名在住 男性
細いヘリが飛んでうるさい。一昨日も夜7時ごろから10時ごろまで短い間隔で何度もヘリが飛びうる
2日（金） さかった。なんとかして欲しい。
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2日(金)

１３：５８ 大山在住 女性
ここ最近米軍機�騒音が酷い。大山�防音工事対象地域にも入っていない�に米軍機が飛んで
いいんですか？夜間も２２時から�規制という��遅いと思います。子供�だいたい２０時～２１時
に�寝ますよね？な�に毎晩遅くまでうるさくて本当に気が狂いそうです。どうにかしてください。

2日(金)

２３：０３ 嘉数在住 男性
２３時前に嘉数�上空を普天間飛行場所属�ヘリコプターが飛んでいる。それだけだ。

2日(金)

２３：０４ 真志喜在住 女性
とてもうるさいです。２３時を過ぎているんですけれども、たぶんヘリコプターとそ�他に1,2機飛ん
でいてうるさいです。どうにかしてください、お願いします。

１８：０６ 嘉数在住 男性
こ�一時間オスプレイ�飛行が激しくて、話もできない。どうせあなた方�何もしないと思うけど、
6日（火） 一応報告しときます。公園�すぐ近くです。
２２：５０ 浦添市西原在住 女性
今日先程２２:３０ほどにも大きな音で飛んでいたんですが、今現在２２:５０も上空を飛んでます。苦
6日（火） 情を言いたくてお電話しました。ぜひとも一声よろしくお願いします。

8日(木)

２２：３１ 女性
今日も遅くまでオスプレイ飛んでいる�で早く飛行停止させてください。

７：４０ 女性
今日朝からすごい重低音というか基地から�騒音がすごいんですけど、困ります。２０分～３０分く
11日（日) らい続いています。耳にすごく響くんですよね、どうにかしてもらいたいです。

11日（日）

１１：２６ 喜友名在住 男性
またヘリコプターが何回か朝旋回していました。大きいヘリコプターです。

２２：５４ 嘉数在住 男性
爆音�苦情です。いま夜�１０時５０分で眠ろうとしたところで立て続けに３機�ヘリコプターが着
12日(月) 陸していきました。とてもやかましくて目が覚めてしまって眠りにくい状態になっています。また強く抗
議して下さい。
１５：１３ 喜友名在住 男性
今日も低空飛行で爆音をならして米軍機が飛んでいる。昨晩も寝付こうとした２２時半ごろオスプレ
13日(火) イと思われる機体が飛んでいて寝られなかった。それと毎日１７時～１８時もとてもうるさい。報告で
す。
２２：５４ 大謝名在住 男性
13日(火) ２３時前ですがヘリコプターがうるさい�で連絡しております。
２３：００ 真栄原在住 女性
いまさっき２２時５０分過ぎに米軍機が複数で飛んでいました。とてもうるさいです、抗議を宜しくお
13日(火) 願いします。
２３：０１ 女性
基地被害�連絡です。今日�何�日なんでしょうかね、夕方５時半くらいからオスプレイが２機ず
つ低空で飛んでいて、２２時後からも８、９回本当に低空でね、高齢者に�怖くてたまりません。不眠
症になりそうです。なん�訓練ですかね？昼訓練してもらったらいいんですけど、子供達もみんな寝
13日(火) られないと言って起きているんですよ。せめて２１時以降�訓練�やめて飛行機飛ばさない様にお
願いしたいと思います。毎日が戦場で生きている様な感じです。我慢も限界にきています�で電話し
ました。みんな人体にも影響が出ている�で大変です。何度か電話もしていますがなかなか改善さ
れない�で本当に我慢�限界です。２１時以降�飛ばさない様に抗議してください。宜しくお願いし
ます。
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２２：２４ 女性
いま２２時２０分ですが、１０分頃からも�すごい爆音で何機も飛んでいるんですけれども。最近こ
うゆう�が続いているんですけれど宜野湾市�何か対策�とっているんでしょうか？夜中にこ�爆
14日(水) 音が響いたおかげで目が覚めて寝られないし、心臓がえぐられるみたいで苦しい夜です。何とか考
えて下さい。お願いします。いま電話�最中もまた繰り返し爆音が続いています。なんとかしてくださ
い。
１４：５７ 喜友名在住 男性
今日も爆音がひどいんですけど。朝�ジェット機が飛んでいて、今�ヘリがずっとうるさいです。

15日(木)

２２：５７ 伊佐一丁目在住 男性
もう２３時前ですが、ヘリが飛んでうるさいです。今日一日中うるさくて昼も休めませんでした。なん
15日(木) とかしてください。
１０：４３ 真栄原三丁目在住 女性
家�テレビが米軍機が通るとき�み必ず画面が乱れたり消えたりする。また最近�家�電波時計
16日(金) が動いて�いるがどんどん遅れていく。電波障害が関係している�か確認したいと思い電話した。

19日（月）

１０：５６ 喜友名在住 男性
今日も朝から爆音がひどいです。またうるさいと感じたとき�電話します。

１７：４７ 喜友名在住 男性
19日（月） また１７時後から爆音が酷くなっています。ヘリコプターですね。

19日（月）

２２：２３ 喜友名在住 男性
もう夜中ですけどヘリコプター�爆音がまた酷いです。

２２：２９ 男性
いま２２時５分位ですけどヘリコプターがパタパタして眠れないです。どうにかしてください。お願い
19日（月） します。聞こえますかねこ�音？３０秒おきに着陸していますけど。
２２：３８ 新城在住 男性
基地�中からすごい音がするんですけど何事ですかね？寝れんけど。聞こえますかねこ�音。もう
19日（月） 夜遅いですよ。どうにかしてください。
２２：４６ 女性
２２時半だという�に、眠ろうとしている�に上で�飛行機�音がうるさいです。毎度�ことですけ
19日（月） ど注意して下さい。うるさいですt寝られませんt
２２：５１ 男性
ヘリコプターが飛んでいます。何時まで�協定ですかね？まあ市長が認めているからしょうがない
んでしょうけれども。とにかく強く抗議をして下さい。
19日（月）

19日（月）

19日（月）

２３：００ 伊佐一丁目在住 男性
もう２３時です。酷い飛び方しています。うるさいですよtなんとかしてください。
２３：０３ 女性
２３時なんですけれどね、まだ飛んでいるんですけれど。もううるさくてしょうがないんです。

８：２５ 嘉数在住 女性
昨日からとてもうるさいんですけど何かあるんでしょうか？爆音が響く時間がいつもより長いんで
20日（火） すよ。今朝もすでに３回くらい響いています。我慢できません。
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20日（火）

９：２７ 喜友名在住 男性
今朝も爆音がすごいです。昨日もでしたよ。ジェット機も飛んでいました。

１４：５５ 市内在住 男性
昨日も２２時４５分頃米軍機が野嵩�方から飛んでいった。ひどいもんですよ。
市長に伝えてください。
20日（火）
１９：５０ 上大謝名在住 女性
夜�７時４５分位に普天間基地から南�ほうにジェット機が飛び去って行きました。も�すごい音
20日（火） でうるさかったです。今日�３機連続でヘリコプターが飛んでいたり一日中酷い騒音です。

２０：０４ 女性
20日（火） いま現在飛行機がずっとうるさくてとってもイライラしています。軍領地じゃないかと思うくらい。
２０：０５ 上大謝名在住 女性
先程もお電話しましたが、１９時４５分頃に飛んだ低空飛行�ジェット機からいまで４機か５機ジェッ
ト機が飛んでいます。夜にジェット機を４、５機飛ばす��ちょっと尋常じゃないなと思います。またこ
20日（火）
れからも飛ぶかもしれませんね。静かな夜を返してもらいたいです。大迷惑しています。
２０：２８ 上大謝名在住 女性
夜�７時４５分から現在８時２１分に至るまで５分間隔でジェット機が飛んでいます。もうどうにかし
20日（火） てほしいですね。うるさいです。
２０：３１ 野嵩四丁目在住 男性
外来機な�かな飛行機がしょっちゅう飛んでいてテレビがまともに映りません。どうにかしてくださ
20日（火） い、お願いします。

20日（火）

２２：１０ 大山六丁目在住 女性
ヘリコプターが飛んでうるさいです。

２２：１２ 野嵩在住 男性
今日�とても夜間訓練がうるさくて、子供が何回も起きています。本当に迷惑な�で夜間訓練�や
20日（火） めさせてください。今日�苦情が多いと思うんですけど、こ�時間までやっているという�が信じられ
ない�で。改善をお願いします。
２２：１７ 伊佐在住 女性
まだ飛行機が飛んでいるんですけどどうしたんでしょうかね？２２時１分、５分、６分、１１分いま�
20日（火） ところそれだけ飛び続けています。
２２：２０ 伊佐一丁目在住 男性
うるさい。ひっきりなしに飛んでいる。なんとかしてくれよ、寝かさないつもりか。いつ落ちてくるかわ
からない、怖い。なんとかしてくれ。
20日（火）

20日（火）

２２：２５ 野嵩二丁目在住 男性
わざわざ２２時過ぎてから飛ぶ必要ないんじゃないですか？うるさくてしょうがないです。

２２：２６ 伊佐在住 女性
２２時以降どんどん飛行機が飛んでいますけど。先程もお電話しましたが、２２時１分、５分、６分、
１１分、２１分にもまた飛びました。みんながみんな苦情を入れているわけで�ないよ？面倒だか
20日（火） ら、どうせ変わらないから。

34

20日（火）

２２：３０ 大山二丁目在住
ヘリコプターが飛んでうるさいです。

２２：３３ 新城二丁目在住 男性
ヘリコプター�音がうるさくて大変です。も�すごい爆音で上空を飛んでいる。もう２２時半なってい
20日（火） るんだけれども。こうゆう状態が続いています。
２２：３４ 女性
飛行機が飛んでてとてもうるさいです。早く飛ばない様にして下さい。迷惑です、夜も寝られませ
20日（火） ん。精神的に不安定になります。どうしてくれるんですか？

20日（火）

２２：３５ 大山六丁目在住 男性
ヘリコプターが飛んでうるさいです。

２２：３５ 喜友名在住 男性
20日（火） いま２２時半ですけど、とてもうるさいです。ヘリコプターが旋回しています。眠りにつけないです。
抗議宜しくお願いします。
２２：３６ 宜野湾在住 男性
今日�夕方からヘリがずっと飛んでいますよ。いま５分おきくらいに離発着訓練しているんじゃない
20日（火） ですか？愛知から宜野湾区を通って普天間飛行場に降りたりしています。５分おきくらいに回ってき
ていますね。

20日（火）

２２：４０ 野嵩二丁目在住 男性
さっきも電話しました。いい加減にしてください。テレビも映らないです。本当に迷惑。

２２：４２ 女性
ここ２、３日夜間�ヘリコプター�離発着が非常に多いです。特に今日�２２時を過ぎてもひっきり
20日（火） なしにヘリコプターが上空を旋回しています。うるさくて眠れません。基地�早期返還実現するように
働きかけて下さい。宜しくお願いします。
２２：４３ 野嵩在住 女性
20日（火） いま２２時３８分なんですが、騒音がうるさすぎて困ります。どうにかしてください。
２２：４３ 真志喜二丁目在住 男性
今夜�米軍ヘリ�騒音�酷いです。安保�必要と�立場です�で１、２機なら致し方ないと我慢し
ますが、22時以降にもかかわらず一体何機が低空で同じルートを飛行している�でしょうか。同じ機
体が同じコースを幾度も旋回飛行している�でしょうか。子供達も不安で眠れません。さすがに我慢
20日（火） �限界です。強い雨が降り出しました。ますます不安が募ります。一刻も早い普天間飛行場�閉
鎖、撤去を強く要望します。即時撤去ができないなら、米軍機�運用改善について何度でも要請し
続けていただきますようよろしくお願い申し上げます。市長、市役所�皆さま�粘り強い取り組みに
期待するとともに、応援しております。

20日（火）

21日（水）

２２：４５ 上原在住 女性
ヘリコプターが飛んでうるさいです。
８：５０ 喜友名在住 男性
昨日も夜爆音がひどかったですね。ヘリコプター�爆音が２２時頃ですかね、うるさかったです。

２２：２６ 男性
毎日２２時後にヘリコプター飛ぶんだけど。２２時２０分頃かな、昨日も飛んでいる一昨日も飛んで
21日（水） いる。毎日飛んでいる。迷惑t

21日（水）

２３：００ 女性
ヘリコプターまだ飛んでいてとてもうるさいです。夜も眠れませんどうにかしてください。
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２３：０３ 愛知在住 女性
米軍�ヘリがここ２、３日うるさくて、いま２３時過ぎましたがまだ飛んでいます。眠れません。なんと
21日（水） かして欲しいです。
１０：０６ 大山在住 男性
昨晩２３時近くまでヘリコプターが飛んでいてとてもうるさかった。最近�普天間所属で�ないでしょ
22日（木） うが頻繁にジェット機も飛んでいてとても迷惑している。しかるべきところへしっかり抗議して早く改善
されるように働きかけて下さい。
１０：４２ 野嵩在住 男性
昨日２２時４５分から２３時頃まで飛行機�爆音で寝られなかった。一昨日も電話したが、ノイロー
ゼになったら困る。７２年間野嵩に住んでいるが、土地も取り上げられてこ�仕打ち�ひどい。今日
22日（木）
も飛んだらまた電話します。
２２：４１ 普天間在住 女性
いますごいヘリコプター飛んでいますけど。うるさくてもう眠れません。どうにかしてください。いつか
22日（木） 本当に落ちますよt普天間第二小学校で雪降らしている場合じゃないでしょtちゃんと考えなさい
よ。
２２：４９ 新城二丁目在住 男性
２２時４５分になっているけれどもヘリコプター�音がうるさくて寝られません。テレビ�音も聞こえ
22日（木） ない程うるさいです。なんとかしてください。
９：０５ 野嵩在住 男性
ここ最近夜間�騒音が本当に酷い。私�もう歳をとっている�で毎日２２時前に�寝たいが眠りに
つこうとすると爆音が鳴り響いて一度起こされてしまうとなかなか眠りにつくことができない。いまま
でも何回か電話をしたこともあるが、全然改善されない為最近�電話をする�もやめていたが今日
23日（金） �もう怒りが抑えきれず電話をしている。市長が米軍に抗議をしても米軍�きかないという状況�あ
りえない�で�ないか？あるイベントで市長が米軍司令官に対して「感謝」という言葉を何回もかけ
ていたが私達市民から言わせてもらえばこんな状況で感謝もなにもないし、市長も含め米軍になめ
られているだけだ。もう我慢�限界。
１１：２４ 大山在住 女性
最近夜間�騒音酷いですね。なにか対策�とっているんでしょうか？またジェット機も最近よく飛ん
でいる気がする�ですが、もうそ�とき�話もできないくらいうるさくて大変ですよ。窓なんて絶対開
23日（金）
けきれない。早めに対策をとってほしいですね。
１１：４４ 嘉数在住 女性
先程初めて見る、円盤みたいなも�が付いている大きい飛行機が爆音で飛んで行きました。それ
26日（月） もとても低空飛行だった�で怖かったです。抗議をお願いします。
１１：４７ 喜友名在住 男性
爆音がひどいんですけど。ジェット機かな？やめて欲しいですね。それと昨日も大きいヘリコプター
26日（月） が真志喜�方でぐるぐる旋回していました。
１１：５５ 真栄原在住 女性
今日�休みで家にいる�ですが、いつもと違った音なんですが爆音がひどいです。昨日もオスプ
26日（月） レイがずっとうるさくて嫌な思いをしました。対策をお願いします。
２２：５４ 真栄原在住 女性
２２時５０分まだ米軍�ヘリが上空を飛んでいます。２２時半頃も飛んでいました。市長が申し入れ
26日（月） をした�ずですが、どうなっているんでしょうか。
１０：１６ 喜友名在住 男性
いまさっきまた戦闘機が飛んで行きましたね。個人で騒音測定器を持っている�ですが、80～90デ
30日（金） シベルありますよ。あと朝�旅客機�ような飛行機がとても低空で普天間中学校や普天間第二小
�上空を飛んでいました。

36

