
~　令和3年3月31日
宜野湾市　基地政策部

4月 （ 37 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(水)
11:46 宜野湾 一丁目 エンジン音がうるさいな。風向きのせいなのか、断続的にうるさいな。

2日(木)
8:02 我如古 四丁目 昨日、一昨日は聞こえなかった国歌が、今日は聞こえる。日によって音量を変

えているのか。いずれにしてもやめさせてほしい。

2日(木)

22:00 赤道 一丁目 いつも毎日ですけども9時50分から約10分ぐらいなんですけどお家が揺れるくら

いの騒音があります。爆音です。どうにかできないでしょうか？怖いです。お家が

壊れそうで。

3日(金)

8:05 嘉数 四丁目 また国歌大音量が始まっているじゃないですか。今日も朝日を浴びてさわやかな

天気のもと朝をむかえましたが、やっぱり8時前のころに大音量の国歌が流れて

おります。

3日(金)
8:35 我如古 四丁目 8時の国歌が今日も聞こえましたよ。聞こえないようにしてください。市長にも伝

えてください。聞こえたから電話してるんですよ。

6日(月)

8:38 我如古 四丁目 今日も国歌が聞こえました。やめさせてください。金曜日は聞こえなかったのに、

日曜日はガーガー鳴って、迷惑です。鳴らないようにできるなら、鳴らさないくださ

い。やめさせてください。

6日(月)
15:50 嘉数 一丁目 今日も空がうるさいよ。3分に1回は旋回している。いや、2分に1回だな。今日

は何かあるのか？

6日(月)
21:48 嘉数 四丁目 6時頃帰ったころからあまりにもうるさくて子どもが恐れるぐらいです。恐怖感、恐

怖心を感じるくらいです。とても困ります。

7日(火)

12:15 赤道 12時から風圧が凄いです。エンジン調整だと思うんですけど、家が揺れるくらい

の風圧です。なんとかしてほしい。夜もあるんですよ。エンジン調整なんかはこの

辺りでやると思うんですよ。赤道は基地のすぐ近くなのに、防音工事の対象でも

ないでしょ。矛盾していると思います。

7日(火)

19:58 宜野湾 一丁目 これテレビ映らんからね。これ別に大したことじゃない。命に関わらんから。ヘリコプ

ターうるさくてテレビで緊急事態とかいっているけど沖縄そういうのが毎日緊急事

態だよ。落ちたら、墜落したら何万人も死ぬでしょ。ヘリコプターはずっと飛んでる

し、飛んでるのは落ちるんだよ。

8日(水)

12:07 志真志 今飛んでるのはオスプレイですか。生まれたばかりの赤ちゃんがいます。こんなに

傍若無人なのは許せません。抗議してください。今もずっとうるさいですよ。遠くの

方に行ってしまったから姿は見えないんですが、空に向かって石でも投げたいです

よ。私は琉大の近くに住んでるんですけど、真上をとびますよ。こんなに傍若無

人なのは本当に許せません。数ヶ月の赤ちゃんが痙攣を起こしているような感じ

ですよ。どうにかしてください。

9日(木)

8:05 嘉数 四丁目 しばらく8時前に自宅から出ていて気づきませんでしたが、本日はまた国歌の大

音量とラッパの大音量は大きく聞こえてまいりました。全然基地内の情報が入っ

てこないじゃないんですか。この大音量だけはフェンス内だけにとどめさせてくださ

い。強く強く抗議しますから毎日でも絶対実情を今後とも確認していきますの

で、これは信頼として強く受け止めて基地対策を市民の代表としてやって市民

が安心できるような朝を迎えさせてください

令和2年度　苦情電話及び基地被害110番（　759件　）
令和2年4月1日
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10日(金)

8:07 嘉数 四丁目 今日も抗議をしたいんですけど、今日もまた相変わらず国歌の大音量が今日も

響いてきていました。久しぶりの快晴で野鳥の鳴き声を聴きながら、すがすがしい

朝を迎えて気分良くしていたところまたこの大音量じゃないですか。宜野湾市民

は新型コロナの感染防止で外出を控えてなかなか外に出にくい状況の中でこの

大音量というのは本当に不愉快なことを市民に押し付けている状態でないです

か？こんなに市民はいろいろ我慢しているのもわからないで早く司令官にちゃんと

明日から必ずやめさせるように強く強く伝えていってください。そうしないと、平穏な

朝の状況が保てないものですからぜひよろしくお願いします。

13日(月)
18:21 宜野湾 一丁目 18時頃から調整音かな？うるさい。調整音がうるさいな。断続的にうるさい。

14日(火)
8:10 嘉数 四丁目 今日もまた国歌の大音量だった。ずっと一日鳴り響いていました。全然変わりな

いじゃないですか。

15日(水)
16:20 宜野湾 二丁目 朝の国歌の件ですが、鳴らさないようにできないですか。静かに休みたい時にう

るさいんですよね。どうにか鳴らさないようにしてください。

15日(水)

21:25 新城 普天間第二小学校近くに住んでいます。ただいまヘリコプターが異常な音でとて

も上空を旋回しております。何か落ちるんじゃないかと思って心配です。早めにや

めさせて下さい。

16日(木)

8:15 嘉数 四丁目 これまでも度々、基地被害110番に連絡をしているんですが、今日もいい天気

で庭で体をほぐしている時にラッパと国歌が響き渡っています。何度も基地被害

110番へは実態の連絡をしているが、改善されていません。

16日(木)

16:03 宜野湾 一丁目 ヘリの調整音や飛んでる音がうるさい。オスプレイが飛んだら音だけじゃなくて振

動もあって、本当にうるさい。宜野湾市は本当に住みにくいまちだ。24～5年

たっているけど何もかわらない。基地は早くどっかに。本土にはたくさん土地がある

んだ、なぜ青い海のある沖縄だけが負担になっている。ここに苦情を言っても何

も変わらないけど、まあ頑張ってくれ。

16日(木)

20:19 市外 さっきから度重なる低音で低空飛行でテレビの音が聞こえない。会話も中断さ

れています。もうこれで7台くらいつづいて低空で入ってきているけれど、これはな

んでしょうか。

17日(金)

8:06 嘉数 四丁目 今日もラッパの音量と国歌の音量が聞こえてまいりました。昨日も抗議したので

すが、昨日のボリュームよりは少ししぼられた感じではあるんですが、まだまだフェ

ンス外では大音量として聞こえる状況です。

17日(金)

21:30 不明 何を考えてヘリコプターを飛ばさせてるんですか。PFOSも流して、それからヘリコ

プターの騒音。窓も落ちてくる。足元見られてるんじゃないですか。もっと声を上

げる必要があるんじゃないですか。市の皆さんは何してるんですか、こんな時に。

考えられない。ひどすぎるよ。

20日(月)
8:10 嘉数 四丁目 今日も相変わらずラッパと国歌の大音量が流れております。

20日(月)

13:20 野嵩 二丁目 今日の夜中なんですけど、時計をみたら0時44分でした。飛行機の音がしてた

んですけど、他に苦情とかってきてますか？フェンスの近くに住んでいて上空をよく

飛ぶんですが、今日の夜中も音がしました。

21日(火)
8:05 嘉数 四丁目 今朝もラッパと国歌の大音量が鳴り響きました。全然改善されていません。

21日(火)

15:50 大山 一丁目 先週木曜日だったと思うが19時10分頃ヘリがすごくうるさくて1分毎に飛んでい

た。そのたびにテレビも消えた。オスプレイが来てからひどい。最近は22時過ぎて

も飛んでいる。孫も泊まりにきたら毎回ヘリがうるさいねと言う。今回初めて基地

110番に電話したが、ぜひこういう声を知ってほしいのでひどいと感じた時はなる

べく電話するようにしたい。

21日(火)
20:35 嘉数 四丁目 最近、オスプレイの騒音があまりにもひどく、低空飛行で子供が起きてしまいま

す。
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21日(火)
21:04 嘉数 四丁目 とにかくうるさい。重低音でうるさい。

22日(水)
9:30 宜野湾 一丁目 調整音かな、うるさいな爆音が。どうにかしてくれんかな、この爆音よ。

23日(木)

17:57 大謝名 二丁目 飛行機の音がうるさくて大変困っています。今までそうだったんですが、この時間

もそうなんですが、夜10時過ぎまで飛行機が頻繁に飛んでいます。何か良くな

いことが起こってるのではと不安に駆られます。テレビの音がしばらく聞こえないほ

どで、娘が不安がったり、大変不快な音が多いです。やめてほしいです。

23日(木)
21:57 市外 この10時の時間でも飛行機がだいぶ飛んでるんですけれども、うるさくて昨日も

そうだったんですけれども、どうにかしてほしいです。

24日(金)

8:07 嘉数 四丁目 今日のラッパと国歌については、常日頃よりもボリュームが大きく感じました。さわ

やかな朝に鳴り響いていました。あれは緊急用の放送だというふうに聞いていま

すが、ボリュームが調整できるのであれば、フェンスの境界線よりも外に鳴らす必

要があるのか。この放送は緊急用だけに使ってください。

24日(金)
21:46 佐真下 普天間基地が騒がしすぎます。

27日(月)

14:59 嘉数 四丁目 14時55分頃、私の自宅の上の方からオスプレイ4機が重低音で通過していき

ました。最初は地震かなと思うくらい、結構自宅が振動してましたので、急いで

外を見ると4機のオスプレイが本当に低空着陸の動作で、近い距離の中、上大

謝名の方に入っていきました。チェックしてみてください。びっくりしました。

28日(火)

8:06 嘉数 四丁目 今日の朝もラッパと国歌の大音量が鳴らされていました。久しぶりのさわやかな

天気のいい朝を迎えて、気持ちよく過ごしてたんですけど、また例のごとく大音量

が流れてきました。清々しい朝を迎えたのに、一気に不快感が出て、ワジワジィ

してきて電話を入れてます。もう何回この実状と抗議の電話を入れてるかわかり

ません。これでは日々、宜野湾市民が清々しい生活ができない状況になってお

ります。

29日(水)

8:06 嘉数 四丁目 今日は昭和の日の公休日の朝なんですが、快晴で気持ちのいい朝を市民の

皆さんはじめ行政、会社勤めの人もみんな公休日でのんびり朝を迎えたと思い

ます。しかし、また相変わらずラッパの音と国歌の大音響が響き鳴りました。ま

た、気分を害されています。解決改善できるように頑張って解消してもらうように

よろしくお願いします。

29日(水)
21:00 嘉数 四丁目 米軍のヘリコプターがとっても低空で飛んでテレビも見れない状態です。抗議よろ

しくお願いします。

5月 （ 69 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(金)

8:07 嘉数 四丁目 また例のごとく、国歌とラッパの大音量が鳴り響きました。今日は、5月1日、今

日から5月です。市民も私も新型コロナの為に我慢して、自宅で過ごしていま

す。こんな日々を過ごしているのに、特になんの配慮もない。国歌の大音量を

流されたら、たまったもんじゃありません。

1日(金)

12:50 大謝名 騒音の苦情ですが、今も飛行機の音が聞こえてます。不快でしょうがないです。

最近は家にいることも多いですが、家で過ごすのもつらいです。どうしたらいいのか

わからなくて電話しました。戦争でも始まるのかなと思いました。かなり苦痛で

す。

4日(月)
18:00 市外 ヘリコプターの低空飛行で危険です。また騒音もあり、非常に大変です。

5日(火)
19:40 新城 ヘリコプターの騒音と基地からのエンジン音の騒音が激しくうるさいです。

5日(火)
21:31 野嵩 一丁目 ヘリコプターの騒音でテレビも聞こえなくて、とても迷惑している。

6日(水)
12:42 今朝はオスプレイ一機が何度も何度も旋回して非常にうるさく感じております。

自宅で自粛中でもあることだし、控えるようにおねがいします。
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6日(水)

12:56 市外 11時30分頃ぐらいから断続的にオスプレイ。テレビの声も聞こえなくなります。こ

の地域はまだ防音工事もされてないもんですから、もろに家の中には入ってきま

すのでね。とても耐えられませんので何とかしてほしいです。

6日(水)

12:58 志真志 もう今日ですね、なんか訓練がすごくあるのですかね？飛行機10台、お昼12

時頃から頻繁に1時間、何機飛んでいるんだろう？すごい数のオスプレイ、それ

からヘリ、低空ですごい音でテレビもまるでみれない。建物も音でヘリの振動で

揺れるくらいの勢いで、ほぼ10分もないと思います。5分間隔で12時30分あた

りから、ずっと飛んでいます。ひどすぎます。一体全体何だろうと思っています。そ

れにしてもこんなひどい飛行状態ってなかなかないです。戦争状態ですかと言い

たいくらい。5分おきですよ。1時間くらい。ずっと飛んでいます。飛行場から出て

います。普天間飛行場から向かってどちらかわかりませんがものすごいです爆音

が。どうにかしてください。これ以上とばさないでください。うるさいですよ。ひどい。

6日(水)
13:20 志真志 一丁目 5月6日12時30分以降、約1時間にわたって3分ごとに上空をヘリが通過し

て、大変うるさく、そして不安に思っております。

6日(水)

18:08 喜友名 昨夜5月5日の夜なんですけど、9時23分オスプレイ。9時24分ヘリコプター2

機。9時28分オスプレイ。9時31分オスプレイ。という感じですごい飛行回数と

低空飛行で騒音もかなりひどい状況でした。せめて夜間の飛行だけは自粛して

いただきたい。

7日(木)

8:12 嘉数 四丁目 本日から連休明けで、今日はラッパと国歌の大音量がまた鳴り響きました。連

休中は、国歌の大音量も放送はされませんでした。ただ5月5日のこどもの日は

中程度の音量では、鳴り響いているのが分かりました。これは全部米軍側の匙

加減でどうにでもなるような事案じゃないですか。また今日から大音量が流され

ると思うと、心配で、不快感も覚えます。できることは、強く市民に不愉快な思

いをさせないようにやめさせることをお願いします。明日から改めてまた放送され

ないように力を発揮させてほしいと思います。

7日(木)
15:12 赤道 毎日、朝から夜まで騒音がひどくて耳鳴りしています。私の家の真上で旋回して

います。主婦ですので、毎日家にいるため、もう本当にイライラしています。

7日(木)

17:34 上大謝名 ものすごい戦闘機が飛んでいきました。ちょっと病院と大事な電話をしている最

中に飛んできたので、やりとりができないくらいのすごい騒音でした。ものすごい音

量でした。ここ最近ないんじゃないかと思うほど、耳を抑えてても音が入ってくるほ

どの騒音でした。とっても迷惑でした。

7日(木)
17:35 嘉数 強烈な音がするんですけど。何かあったんでしょうか。隣で自粛中の子供たちが

大騒ぎしております。うるさいということで。

7日(木)
17:37 不明 先ほど、5時半ごろに飛んだ戦闘機がものすごくうるさかったです。

7日(木)
17:38 不明 5時半と5時35分に飛んだ戦闘機が耳が取れるくらいとってもうるさかったので、

次からは控えるようにしてほしいです。

7日(木)

18:03 上大謝名 先ほどの飛んでいたジェット機ですかね、2分ぐらい前に逆噴射というんですか。

すごい音でボーっとなったんですけども、その直後風に乗ってものすごい排気ガス

のにおい。今まで嗅いだことがないくらいすんごい臭いにおいが家中に入ってきまし

た。もう恐ろしいほどの排気ガスの臭さです。例えると目の前にトラックが50台くら

い一気に通ったくらいものすごい臭い排気ガスのにおいが家中に充満してます。

ものすごい迷惑です。
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7日(木)

22:48 志真志 米軍機は何時まで飛行許可があるんですか。以前聞いたのは午後10時までと

聞いたことがあります。普天間飛行場に向かってですよね、恐らく。ヘリの音が聞

こえます。ずっと飛んでます。今も飛んできます。こんなに長い時間、遅くまでヘリ

が飛んでいるのは異常だと思います。今日は天気が悪くて雲が立ち込めている

のではっきり目視はできないですが、一体全体何時まで飛んでいいということに

なっているのか。11時までヘリが飛んでいるのは異常だと思います。改善をぜひ

よろしくお願いしたいと思います。ゴールデンウィーク中も大変でした。飛行機の

訓練も通常通りだと思うんですが、5分10分おきに飛行機が飛んでいきました。

8階建てくらいの建物すれすれくらいの高さくらいで飛んでいきます。力強い言葉

で、力強い姿勢で抗議してほしいと思います。

8日(金)

8:35 嘉数 四丁目 連休中の国歌大音量の件ですが、連休中のほとんどの曜日で聞こえてきません

でした。しかし、昨日、今日と同じ時間にラッパと国歌の大音量が鳴り響いてい

ました。市民に対して多大な迷惑をかけています。市民はこの大音量が既成事

実化することが怖いんです。私は、嘉数に住んでいますが、嘉数は基地から離

れているところにあります。そこで聞こえているということは市内全域でも鳴り響い

ていると思います。これは現地レベルで解決できる問題だと思うので、引き続き

やめさせるように頑張ってください。

11日(月)

8:12 嘉数 四丁目 またラッパと国歌の大音量が聞こえて、確認されました。これまでと同様7時55

分頃にラッパがなって、8時から8時2分の間にラッパと両国国歌が流されていま

す。このまま既成事実化されると危険性除去どころか危険性拡大で市民はた

まったもんじゃありません。

12日(火)
15:45 宜野湾 一丁目 ヘリが飛んでるな。いっぱい飛んでいる。旋回もしているような感じがするな。まだ

うるさい。

12日(火)
21:18 宇地泊 へリコプターの騒音があり迷惑している。

12日(火)

21:34 真志喜 二丁目 米軍機と騒音なんですけれども、夜の8時50分から今現在9時34分ですが、3

分おきに米軍機が飛んで困っています。うるさいです。3分おきに繰り返されるの

で子どもも眠れません。

12日(火)

21:39 不明 今夜の騒音は酷い、なぜこの時間にこの場所で行わなければならないのか情報

開示を求めたい、眠りかけた幼子の眉間にシワとビクつかせる身体の動画を晒さ

なければ伝わらないのか？それとも誰に伝えるべきなのか。

12日(火)
21:47 上大謝名 先ほどからの夜間飛行の騒音がうるさくて、眠れません。どうにか夜間の飛行や

めて下さい。

12日(火)

22:59 大山 六丁目 昼間から今日はヘリコプターの音がうるさかったのですけど、　23時前の今でもま

だ飛んでて、窓を開けてたらテレビの音も聞こえないくらいうるさいです。今日は

ずっとヘリコプターの音がします。

12日(火)

23:08 長田 今日も23時まで米軍ヘリコプター普天間のオスプレイが夜とてもうるさかったで

す。雨が降っていた昼過ぎくらいまではなかったとおもうんですけど、そのあとから始

まって、とくに夕方から一番うるさかったです。19時～22時、2時間以上、小型

ヘリだと思うんですけど、普天間の滑走路の上をずっと旋回が続いてテレビの音と

かが聞きとれなくなるような騒音がずっと続いていました。22時までは長時間続

いてオスプレイも飛んでいました。基本22時過ぎているんですが、遅くまで飛び

回ってうるさかったです。

13日(水)
12:59 上大謝名 昨日の夜からずっとヘリコプターの音がうるさくてきつい。抗議してください。

13日(水)

19:11 真志喜 二丁目 米軍機が4分おきに飛んで困っています。6時半から現在までですけども4分お

きにずっと飛んでいます。近くにいる人との話声が聞こえないぐらいです。それか

ら、これは2時ごろにもありました。30分間、朝の9時半から10時過ぎまでありま

した。今も4分おきなようでまだ飛んでいます。昨晩も夜の10時を過ぎてもずっと

4分おきに飛んでいます。とてもストレスです。困っています。
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14日(木)

8:14 嘉数 四丁目 5月12日火曜日はラッパ、国歌の大音量は鳴りませんでしたが、今日はまた大

音量が流され、響き渡りました。大音量を止めることができていますので、引き続

き、基地司令官へ抗議して既成事実化しないように確実に大音量をやめさせ

るように市民からの強い要望ですので、ぜひ既成事実の大音量が何日も続か

ないように強く要請やめさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

14日(木)
13:32 上大謝名 今日はずっとヘリが飛んでるね。昨日から本当にうるさい。最近すごいね。抗議

してちょうだい。

14日(木)
13:46 真栄原 20分以上、ヘリコプターがぐるぐる旋回していてうるさいです。

14日(木)
13:49 真志喜 とっても飛行機がうるさいです。1分おきに飛んでます。昨日も遅くまで飛んでまし

た。

14日(木)
13:51 大山 ヘリの騒音がうるさくて。こっちは防音工事されていないんです。防音の区域だけ

飛ぶようにしてほしいです。訴えてください。

14日(木)
22:14 嘉数 四丁目 オスプレイが低空で飛んでとってもうるさいです。重低音で子供達も眠れません。

15日(金)

11:28 嘉数 二丁目 最近、夜も遅くまで家の上を低空飛行でうるさいです。窓ガラスも揺れます。な

のに、普天間基地騒音の対象外地区なんですか？戸建てで嘉数二丁目に住

んでいて、嘉数高台に近いです。

18日(月)
21:32 新城 一丁目 夕方からヘリコプターのひっきりなしに飛んで、21時30分になりますが、ずっと飛

びっぱなしで、テレビも見れません。

19日(火)

8:31 嘉数 四丁目 今日、ラッパと国歌の大音量が鳴り響きましたね。昨日は鳴らなかったので安心

していたんですが、鳴り響きました。この大音量は流されたり止まったりしています

よね。明日から、通常の生活に戻りますので、やればできると思いますので、平

日は鳴り響かないように頑張ってください。もはや既成事実化しているかのように

鳴っています。一市民として、市民の代表という気持ちでこちらに通報しています

ので、改善するようによろしくお願いします。

19日(火)

18:24 真志喜 二丁目 夕方18時なんですが、4分おきにオスプレイが一機4周しているようです。子ども

が熱を訴えはじめました。とても苦痛です。最近これがここ一週間続いているの

で、メッセージを残しています。オスプレイじゃないときもありますし、一機、一機

30秒おきに追いかける形で練習してるようで、夜21時、22時過ぎにもやはり、

4分おきで飛び回って練習しているようです。子どもも偏頭痛が起きるようになっ

ています。すごく困っています。

19日(火)
18:30 嘉数 一丁目 アメリカ総領事公邸のすぐ近くに住んでいます。この一ヶ月間爆音がひどくて、気

が狂いそうです。やめさせる方法はありませんか。

19日(火)
23:07 真志喜 22時過ぎてもヘリコプターの音がうるさい。

20日(水)

11:20 真志喜 二丁目 オスプレイが22時を過ぎても飛んでいます。

しかも低く飛ぶのでかなりうるさいです。

この家の上は飛ばないというから買ったのに昨日も10機以上真上を飛んでいて

うるさいし、ガタガタする。ほんとに困りますので注意してください。

20日(水)

15:35 普天間 今日は朝から飛行機がうるさいです。バカみたいに飛んでうるさくてたまらないで

すね。オスプレイとは違うような音がします。もっとはやいヘリだと思います。最近は

夜も遅くまでうるさいです。

20日(水)
17:14 嘉数 朝から夜までうるさいんだよ。ずっとオスプレイが飛んでる。抗議してちょうだい。

ずっとうるさいんだよ。

20日(水)
17:50 不明 非常にうるさい。

ちゃんと抗議要請するように言ってください。
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20日(水)

22:55 上大謝名 基地のそばに住んでいる。

この時間までヘリがずっと飛んでいるがどういうことか。

オスプレイは振動がすごい。

最近夜までほんとにうるさすぎますよ。

20日(水)
22:56 大謝名 二丁目 23時5分前ですが、飛行機がうるさくて、眠れません。健康被害にあっていま

す。

20日(水)

23:00 市内 朝から晩まで非常にうるさい。

今もオスプレイやらＣＨ53やらが飛んでいる。眠れないしテレビも見られない。

コロナ状況下で毎日飛んでいることに腹が立ってしょうがない。

21日(木)

8:09 嘉数 四丁目 本日もまたラッパと国歌の大音量が鳴り響きました。これまで何度も抗議要請し

てますけど、今後とも既成事実化にならないように、米軍に対しては粘り強く、抗

議してやめさせるようによろしくお願いします。

21日(木)

10:51 大謝名 四丁目 最近、ヘリコプターがすごいですよね。夜10時過ぎても平気で飛んでますよね。

騒音だけじゃなくて振動がすごいです。私の家の上を通るんですけど、かなり低

空飛行しているので、振動が本当にすごい。そのうち窓ガラスも割れますよ。

前々から苦情を入れてますが、苦情を入れるたびにひどくなっている気がします。

嫌がらせのように低空飛行で飛んでいます。飛行ルートとして、上を飛ぶのはしょ

うがないとしても、もっと上空を飛ぶようにしてください。見えないくらい上空であれ

ば、振動はないと思うので。音は我慢できますけど、振動は本当にふざけるなと

言いたいです。

21日(木)
13:02 宜野湾 一丁目 ヘリがうるさいな。断続的にうるさいな。いつまでこんな爆音聞かされなきゃいけな

いんかな。日本から追い出そう。

21日(木)
16:25 宜野湾 一丁目 さっきも電話したけど、まだうるさいな。うるさくてどうしようもない。本当にやめてく

れ。

21日(木)
21:24 嘉数 四丁目 ヘリコプターがあまりの低空飛行で最近騒音がすごくなっています。

22日(金)

15:40 真栄原 昨日11時過ぎて12時くらいまで飛行機の音がうるさかったんですよ。このことに

ついて抗議したんですか。傍若無人なやり方で市民は迷惑してるんですよ。騒

音で起こされて、安眠妨害されてます。日米でも静かな夜っていうのは当然のこ

とですよね。約束は10時までじゃないですか。これは憲法にも違反しているん

じゃないですか。市長としっかり調整して、今後ないようにしてください。

23日(土)
8:03 宜野湾 一丁目 今、国歌が流れております。抗議、要請よろしくお願いします。雨の日ですがよく

聞こえてきます。

23日(土)

8:07 嘉数 四丁目 雨の状態でしたが、やっぱり8時には国歌の大音量が鳴り響きました。だからこう

いう既成事実化させようということについては、行政側としてはきちんと対処して、

フェンス内でのフェンス外には大音量が鳴り響かないように、粘り強く、強く抗議し

てやめさせるように是非やっていただきたいと思います。

25日(月)

8:31 嘉数 四丁目 木日も、国歌大音量が鳴り響きましたね。快晴ですがすがしい朝を迎える中、

気分を害されていますけど。今のままだ全てが既成事実化してしまいます。国歌

や騒音被害を我慢しながら日々過ごすというのは、本当にこれは異常ですから

ね。粘り強く改善に向けて考えて、市民が安全に暮らせるように、改善が実感で

きるように頑張ってください。

28日(木)

8:10 嘉数 四丁目 本日8時頃、ラッパと国歌大音量が鳴り響きました。本当に市のみんな米軍の

身勝手さにわじわじしています。音量はフェンス外には流れ出さないように、フェン

ス内の中だけにどどめさせてください。既成事実化にならないように市役所の関

係者が強く抗議してやめさせるようにしてください。

28日(木)

15:45 野嵩 騒音がひどくて連絡しています。4分おきに飛行機が飛んでいます。最近特にひ

どいです。アメリカと中国とのトラブルからの影響でしょうか。なにか情報はあります

か？
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28日(木)
22:45 不明 今22時45分なんですけど、まだヘリが飛んでるんですね。何時までこれは飛ん

でいいことになっているのでしょうか？

28日(木)
22:55 真栄原 こんな時間になっても先ほどからずっと騒音が続いています。協定をきちんと守ら

せるようにしてください。

28日(木)

22:56 宇地泊 今夜の22時55分なんですけど、米軍の飛行機が飛んでいて非常にうるさいで

す。今日はお昼の12時ぐらいからずっと飛んでいるような感じです。対応をよろし

くお願いします。

28日(木)
23:00 不明 夜の23時過ぎなんですけど、ヘリがかなり低空飛行で飛んでいるんですね、窓を

閉めてもうるさいんですよ。

28日(木)

23:02 上大謝名 今夜も22時半過ぎてても、飛んでますね。オスプレイだの、ヘリコプターだの、心

情も変わりあります。今23時になっていますけども、その間ぎりぎりまで何機も飛

んでいました。すごく迷惑でした。早く静かな夜が来てくれたらうれしいのですが、

なかなかオスプレイやヘリコプターの訓練が終わらないですね。本当に困っていま

す。迷惑です。

29日(金)
10:38 野嵩 昨日の夜、飛行機が飛んでとてもうるさかった。高齢というのもあり、眠れず苦し

かった。必ず抗議要請していただきたい。

29日(金)

13:20 嘉数 アメリカ総領事の近くに住んでいる住民です。米軍機が上空30m～35mの低

空飛行です。家に突っ込んでくるのではないかと思うくらいです。爆音で、テレビ

も中断しています。悲劇です。最近特にひどすぎます。抗議要請しっかりしてい

ただきたいです。

29日(金)
13:21 真栄原 昨日の夜11時ごろ、オスプレイかヘリか分からないけど飛んでいて、騒音で眠れ

なかった。いつまでこの状況が続くんですか。米軍に強く抗議してください。

29日(金)

13:38 嘉数 見たことのないくらいの低空飛行でした。日頃は米軍の飛行機は見ないようにし

ていますが、本日見てしまい、頭痛がしてきました。どうにかやめさせてくれないで

しょうか。怖いです。

30日(土)

8:11 嘉数 四丁目 本日もラッパと国歌大音量が鳴り響きました。このような普天間基地からの騒

音被害が続くと市民も黙ってはいないと思います。既成事実化しないように、前

からも言い続けていますが、強く抗議・要請をして静かで爽やかな朝が迎えられ

るように、改善をぐすできるように市長はじめ行政が一体となって取り組んでくれ

るように要請します。

6月 （ 77 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(月)
21:48 宜野湾 一丁目 先ほど、飛行機の音が大きく聞こえたような気がします。抗議要請お願いしま

す。

2日(火)
7:56 宜野湾 一丁目 ただいま国歌のラッパ音が聞こえてまいりました。少し音量がでかいような気がし

ます。抗議・要請お願いします。

2日(火)
22:54 伊佐 一丁目 うるさいぞ。今日は今まで飛んでるよ。最近ひどいよ。ちゃんと抗議しています

か？

2日(火)
22:55 新城 この時間帯になってもヘリやオスプレイが、がんがん飛んできているのでとてもうる

さくて眠れません。

2日(火)

22:56 野嵩 もうすぐ23時なるのですが、ヘリコプターとオスプレイが音がすごくて、寝ている娘

がぐずっている状況です。なんとか22時以降の飛行は完全にやめてもらうように

お願いしたいです。

2日(火)
22:58 新城 こんな夜遅くまで、ヘリコプターを飛ばさないでほしい。
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2日(火)

23:08 不明 22時すぎても米軍機が飛ぶのに対して苦情をだすのはできないんでしょうか。ほ

んとに腹が立つ。最近ひどい。本日6/2 22時55分にもすごい音で宜野湾市

新城通過。本気でうんざり。

2日(火)
23:54 宜野湾 二丁目 23時過ぎているんですけど、飛行機がずっと飛んでうるさいです。こんな夜中に

眠れないし、どうにかしてくれませんか。

3日(水)
9:09 野嵩 昨日、夜中の11時まで飛行機が飛んでいる。11時だよ。この爆音はゆるせな

い。市長に伝えてちょうだい。

3日(水)
17:01 新城 夕べの夜11時にオスプレイが2，3機降りてきて、そのままエンジンふかして大変

です。おかしいですよね。耐えられません。なんとかしてください。

3日(水)
21:11 不明 21時10分ですけども、今、すごい音で飛行機、ヘリコプターが飛んでいきまし

た。うるさくてテレビも見れません。どうにかしていただきたいです。

3日(水)

21:17 志真志 琉球大学北口付近からお電話しています。21時10分頃、普天間基地に向

かって帰っていくヘリだと思われます。かなりの低空飛行で異常な騒音、爆音に

近いです。一切のテレビの音どころじゃないです。全部聞こえなくなるぐらいの音。

これにびっくりして起きて、目を覚まして、寝つけません。大変なことです。わざと

低空で飛んでいるんじゃないかなと思われるような、そういう風に疑われるくらい、

普通にヘリが飛行機がよく飛んではいくんですが、今日の21時10分に飛行して

いったヘリものすごい音でした。これまでにないぐらいの爆音と言ってもいいと思い

ます。それから、かなりの高度の低さ、低空で飛行していってますので、操縦士が

わざとイタズラにできるのかなと思っています。こんな事ばっかりで、私たちの生活

は、いったいぜんたいどこに気の休まる日がくるんでしょうかね。毎日、毎日、悩ま

されています。今回の事だけではないです。今日は特にひどいです。どうにかしてく

ださい

3日(水)
22:58 野嵩 二丁目 今の時間までヘリコプターがうるさいし、テレビはみれないし、なんとかしてほしいで

す。迷惑です。こんな時間まで飛ばさないでもらっていいですかね。

3日(水)
22:59 新城 今22時58分。ヘリが飛んでうるさい。昨日もそうでしたが毎日うるさい。いいか

げんにしろよ。

3日(水)
23:00 新城 普天間第二小学校の近くです。今ヘリコプターの音が大きかった。眠れません。

どうにか厳重に注意して下さい。

3日(水)

23:02 新城 午後23時の時間なんですが、まだ上の方でヘリコプターの音がうるさくてね、その

ヘリコプター車のマフラーをふかすような音でね、住宅街にボンボンボンという感じ

の音で、意地悪しているんでしょうかね。とてもじゃないけど寝れませんよ。こんな

23時までも訓練なんていりませんからね。直ちにやめてもらうように米軍に交渉

してもらえませんか。うるさくて、眠れなくて電話しました。

3日(水)

23:09 新城 窓を閉めて休んでいるところに、ヘリが凄い音で飛んでいます。最近、連日飛ん

でいる状況ですが、日常生活に支障をきたしています。とてもうるさくて、睡眠の

妨げになっています。

4日(木)

8:50 野嵩 夕べ、オスプレイが夜中の11時まで飛んでいる。75年も普天間を使っているん

だから、もう閉鎖してちょうだい。寝れないよ。要請してくれ。市長も野嵩の人だ

からよくわかると思う。市長にも伝えて。

4日(木)
18:42 宜野湾 ずっと騒音が続いております。行政の方は抗議要請されていますでしょうか。最

近とてもひどい気がします。
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4日(木)

19:00 志真志 琉球大学北口付近です。今日も同じように今現在19時です。すごい爆音でヘ

リが普天間基地に向かって飛んでいきました。かなりの低空飛行で飛んでいきま

した。大変です。こんなに建物すれすくらいに低空で飛行しています。当然です

ようるさいのは。こんなに低い高さで飛んでいくなら、こんなにうるさいのは当たり

前。もう大変なこと、テレビも見れません。子供も起きて泣いています。どうにかし

てくださいよ。毎日ですよ同じこと。一昨日も電話しています。必ずこの時間に低

空飛行で凄い音てて普天間基地に向かって帰っていく。どうにかできないですか

ね。ちゃん伝えてください。ちゃんと苦情が言える仕組みづくりをしてください。我々

の生活どうなりますか。当たり前という感じで処理しないでください。

4日(木)
22:48 野嵩 飛行機の爆音の音がひどいんです。話をする声が聞こえません。しかも、今22

時50分です。昨日もそうでした。

4日(木)

22:51 新城 二丁目 この頃、時間外の米軍飛行がとってもひどいなと思っています。真上をほとんど毎

晩のように飛んでいきますね。この時間いったいなんだと思っているんでしょうか。

子供が寝る時間です。寝ている時間です。大人も寝る時間です。

4日(木)

22:56 不明 最近、夜の22時以降もずっと普天間飛行場周辺、めちゃめちゃ飛んでいるんで

すけど、これってどこに文句言えばいいんですかね。本当にうるさくて、めっちゃめっ

ちゃうるさいんですよ。さっきもオスプレイとか四機くらい飛んでいたし、どうにかなり

ませんかねこれ。

4日(木)

23:14 新城 今日は23時近くまでヘリコプター？オスプレイ？が飛んで小さい子供も寝ている

時間でこの騒音で何度か起きそうでした。またヘリが通る度に、テレビが映らなく

なります。夜遅くまで飛ぶのをどうにかしてほしいです。テレビもろくにみれません。

8日(月)

13:45 喜友名 二丁目 うるさくて連絡しています。

13時からオスプレイが低空飛行しています。ヘリコプターも10分おきに飛んでい

る。うるさすぎます。

8日(月)

16:50 喜友名 二丁目 先ほどから細いヘリコプターが上空を旋回している。

テレビも５チャンネルだけ映りが悪いし。

嫌がらせのように飛んでいるので見てみたらいいよ。

9日(火)

22:57 新城 普天間第二小学校近くです。ヘリコプターが上空を飛んで夜も眠れません。もう

23時前ですが22時55分ですが、飛行機が二機も三機も飛んで眠れません。

米軍に抗議してください。

10日(水)
17:05 市外 普天間からヘリコプターが何機も飛んできて大変です。

10日(水)
22:53 普天間 二丁目 今10時50分ですけど、こんな遅くから飛行機が飛んでます。うるさくてしょうがな

い。振動もあってよけい大変です。とてもうるさいです。

11日(木)
13:50 野嵩 三丁目 昨日の夜も11時前まで飛んでいたんだけど、飛行機はいつまで飛んでいいの？

22時過ぎても市民は我慢するしかないの？どうにかしてほしいです。

11日(木)
19:09 不明 最近、市長が抗議要請したようなのですが、騒音が変わらない気がします。

11日(木)
22:57 新城 22時55分上空をヘリが飛んでやかましくて眠れない。もう少し早めに飛ぶように

気をつけてください。

11日(木)

22:59 不明 飛行場所ですけども、宜野湾市の新城二丁目から喜友名近辺にかけてですけ

ども、今の23時頃からヘリコプター飛んできてから、着陸していますけども、ものす

ごい騒音ですよ。市民のこと考えて下さい。

11日(木)

23:01 新城 オスプレイの音で休んでいたのですが、もう飛び起きてあまりの低空飛行のうるさ

さに、起きてしまいました。クーラーをかけて、窓を閉めていますが、あまりの低空

飛行のうるささに驚いています。時間も時間ですし、市民の声をぜひ、抗議の声

として宜野湾市としても動いてほしいです。

11日(木)
23:03 喜友名 寝ていたんですけど、あまりにも低空飛行で音がひどくて、家が揺れて、起きたん

ですけど。23時です。ちょーうるさい。やめて下さい。
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11日(木)
23:35 喜友名 ヘリコプターが旋回して、やかましいです。もう23時も過ぎているんですが、まだグ

ルグル回って騒音まき散らしています。どうにかしてください。

11日(木)
23:36 野嵩 23時過ぎても、まだなっているんですけど今23時34分。でも、まだ全然何機も

何機もヘリが飛んでいるみたいなんですけど、うるさいので調べて見てください。

11日(木)
23:38 普天間 二丁目 只今、23時35分爆音がうるさくて眠れません。

11日(木)
23:42 新城 二丁目 新城二丁目から喜友名方面にかけてから23時半まで飛んでる。怒っているよ。

11日(木)
23:43 不明 夜間ですが、米軍飛行機の音が聞こえます。とてもうるさくて眠れません。子供

も寝つきが悪く泣いております。

12日(金)

6:37 不明 宜野湾市に引っ越してきたんですけれども、実際に住んでみて低空飛行とか騒

音については、すごくびっくりしましたし、あまり前までは実感なかったんですけど

も、ここに住んでみて、住民や仕事してる人、ここで生活している人はすごい影

響を受けてるんだなということで、大変びっくりしました。やっぱり基地問題色々あ

るんですけど、騒音とか低空飛行についてはやめてほしいという気持ちはよりいっ

そう強くなりました。基地担当の部署大変だと思いますが、頑張って下さい。この

声を市長さんに届けてほしいです。

12日(金)

9:07 普天間 一区 遅くまで米軍の飛行機が飛んで苦しい。米軍機が飛行していく時間をメモをとっ

ています。相手にも家族があり、それが仕事というのは分かりますが、時間をわき

まえて下さい。22時以降飛ばさないでください。それがなんでできないんです

か？この意見は必ず、絶対、市長まで届けて下さい。

12日(金)

11:31 新城 昨日の11時半ごろにヘリが飛んでいたんですよ。戦争みたいだなと思ってたんで

すけど。今までは11時前までだったのが、昨日は11時半にパラパラ飛んでたん

です。私もそうですけど、周りのみんなももうあきらめてるから電話なんかしてな

かったんですけど、昨日はあまりにうるさいので電話しました。最近市長が抗議し

たばっかりですよね。

12日(金)

14:45 野嵩 二丁目 米軍の飛行機23時30分過ぎても飛んでいて眠れないです。昼も飛んでいるの

で休まらない。テレビも見れなくなったりして、飛行機を完全に止めることはできな

いの？低空で上空を飛ぶので、わざとやっているのかなと思います。防音工事も

条件に当てはまらずに対象になっていません。家の条件ではなくて、地域で判断

してほしいです。強く要請してください。

12日(金)
16:03 新城 二丁目 昨日の夜23時にオスプレイの音がすごかった。市長が抗議に行ったのもわかる

が、もう少しどうにかならないのか？

13日(土)

10:54 宜野湾 飛行機の音がとてもうるさく感じます。どうにか止めるように市長に伝えてくださ

い。抗議要請されたということなのですが、再度、抗議要請していただきたいで

す。

15日(月)
11:06 野嵩 三丁目 今、すごい音で飛行機が通過しました。私だけではなくペットまでおびえていま

す。基地被害として市長に必ず伝えてくださいよ。

15日(月)
11:15 大謝名 二丁目 今日は朝からなんだろう？上を飛んでいて凄いうるさい。頭がおかしくなりそうで

す。調べてください。

15日(月)
11:16 大謝名 二丁目 上に丸いのが付いてるのが飛んでいる。うるさくてめちゃくちゃだ。文句を言ってくだ

さい。お願いしますよ。

15日(月)
11:19 市外 すごい爆音と低空飛行で通過しています。すごく怖いです。お年寄りがいるんで

すよ。なにかあるんですか？いつもの飛行機と違い白いです。調べて下さい。

15日(月)
11:20 新城 普天間第二小学校近くに住んでいます。すごい爆音と低空飛行で通過してい

ます。生きた心地しないよ。どうにかして。
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15日(月)

11:21 大謝名 大謝名団地5階に住んでいますが、11時くらいから低空飛行で旋回を3～4回

しています。飛行機の中の人も見えるくらいです。なにがあるんですか？怖いで

す。すぐ調べて下さい。

15日(月)

11:41 大謝名 今日は頻繁に戦闘機が飛んでいます。何があるんですか？いつもと違います。

辺野古移設とかそんなこと言っている場合じゃないです。即時、閉鎖してくださ

い。市民は苦しんでいるんです。ストレスでどうにかなりそうです。

15日(月)

11:43 市外 今飛行機が旋回している。ずっと家の上を旋回していてとてもうるさい。夜はオス

プレイが低空飛行して家が揺れて、10年前に新築を建てたのにすでにひび割れ

している。宜野湾・中城・北中城・西原の上を回っていて、宜野湾市だけの問

題ではない。基地は賛成派だが訓練は尖閣諸島でしてほしい。普天間第二

小学校の上を飛ぶなと言っても飛ぶし、早く辺野古に作って移設しないと墜落

や部品などが落ちたら住民は本当に危ないし、心配だ。その方が宜野湾市の

都市計画としても良いと思う。住宅地、学校、病院の上は低空で飛んでほしく

ない。せめて海上を飛んでほしい。苦情ばかり聞いて大変だろうけど、誰かが言

わないと米軍は好き勝手やるから、よろしくね。

16日(火)
16:39 喜友名 二丁目 こっちに向かってヘリが飛んできます。2機、細いのと大きいのが旋回しています。

また、こっちに来た。2機が旋回してますね。

16日(火)

22:57 不明 普天間第二小学校からなんですけど、午後23時前、普天間飛行場より飛行

機が飛んだんですけど、うるさくて、もう騒がしいけど。防衛庁に言ったんですけ

ど、前から言ってるけど、話の返答もないけど。前より騒がしくなってるけど、どうし

ましょうかねって。なんの返答もありませんけど。役所から言えるなら言ってくれ

ん？言ってくれませんか？もう頭きてますけどね。こっちは。何度も防衛庁に連絡

しているけど。今何時ですか？23時前から飛行機飛ぶんですけど。なんとかして

くれませんかね。よろしくお願いします。

16日(火)
23:00 野嵩 一区 22時40分頃も何回かヘリが飛んでいるんですけど、今も調整中なのかブーンと

なっています。

17日(水)

11:12 赤道 昨日の11時過ぎに飛行機がうるさくて寝れなかったんですね。飛んでいるのか、

エンジン調整しているのか、そろそろ止むだろうと思っても、続いてたので。上で停

滞してたんですかね。ただでさえ寝れない時期なのに、眠れなくて大変でした。

17日(水)
22:44 市外 ヘリコプターが飛んでやかましくて眠れません。うるさいです。

17日(水)
22:48 新城 二丁目 10時43分44分くらいの時間で飛んでくるけど。ここ最近しょっちゅうだけど。

17日(水)

22:55 不明 今11時ちょっと前ですけど、いきなり飛行機が飛んできてテレビが聞こえなかった

です。非常に迷惑してるんですけど。飛行機の規制というのはどんななってるんで

すかね。

17日(水)

23:00 新城 二丁目 先ほども電話しましたけれども、そのあとから10時55分あたりくらいから二回目も

あとからきましたけれども。何回何回も電話したことありますけども、こんなしてから

文句言っても、アメリカは何も変わらないんだったら、こんなの窓口開いても宜野

湾市が動かなかったらなにもならないんじゃないですか。宜野湾市が動いてから

アメリカがやめるんだったら電話する意味がありますけど。

18日(木)
9:12 喜友名 二丁目 昨日も11時くらいに飛行機が低空飛行で飛んでました。とてもうるさかったで

す。

18日(木)
22:46 伊佐 一丁目 毎晩、航空機の騒音が11時ぐらいまで続いているのがうるさいので、申し入れを

お願いします。
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19日(金)

14:00 大山 三丁目 米軍ヘリが昨日夜の24時前から飛んでいた。睡眠薬飲んで寝ている人もいる

のに。21時まではどうにか我慢できても、21時を過ぎるのは我慢できない。家も

古いから振動でポロポロと落ちてくるし。飛ばさないようにお願いね。

22日(月)
22:57 不明 普天間飛行場うるさいけど。23時前。夜の23時前。飛行機うるさいけど。なん

とかお願いします。ちゃんと返答お願いします。うるさくてしょうがないけど。

24日(水)
11:39 野嵩 22日の真夜中の11時、飛行機が飛んで寝れないよ。

24日(水)
21:02 市外 中城村からですけど、飛行機が飛んでうるさいです。なんか夜中やっているんで

すか？うるさくて困っています。

24日(水)
21:11 市外 中城村は宜野湾のように騒音がうるさいです。中城村はホームページなどには、

いっさい明記されておりませんが。どうにか騒音をやめるようにお願いします。

25日(木)
21:02 不明 普天間第二小学校のそばだけど、うるさくて、もう大変だけど。なんとかしてくれま

せんか。騒がしいですよ。

25日(木)
21:17 市外 飛行機が凄い音で通過していました。うるさくて困っています。

25日(木)

21:37 不明 普天間第二小学校隣ですけども、防衛庁には100回以上連絡したんだけど、

どうしょうもないけど、なんとかやってくれませんか？うるさくて、しょうがありませんけ

ど。

26日(金)

16:57 喜友名 二丁目 昨日の夜も爆音がすごかったです。夜の7時から11時くらいまで。今日は昼間が

うるさかった。1時から3時くらいまで。旋回してました。今も聞こえます。また5時

から飛び始めるんじゃないかな。

27日(土)

8:18 中原 今日は朝早く8時頃から、アメリカ国歌と日本国歌、君が代が流れている。いつ

もは聞こえないんですけど、今日はかなり聞こえてました。どうにかなりませんか。

早めに対応してください。これは以前から指摘されていることです。

30日(火)

22:45 不明 今22時40分です。45分かな。二機のヘリコプターが低空飛行で普天間二区

辺り。非常に低空で飛行しています。うるさくて、電話の音も聞こえないくらいで

す。こんなことがしょっちゅうあっていいもんですか？

30日(火)
22:46 不明 普天間第二小学校の隣ですけど。今23時15分前。飛行機うるさいけど。なん

とかしてくれませんか。聞いてますか？何とかしてください。

30日(火)

22:54 不明 普天間第二小学校の隣だけど。騒がしいけど。何時なるんですか？23時。飛

行機飛んでるんですけど。聞こえませんか？なんとかしてください。23時だよ。聞

いてますか？普天間飛行場は23時なっても飛行機飛んでるんですか。なんとか

してくれ。普天間飛行場だけ騒がしいの？なんとかしてくれませんか。騒がしいで

す。
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7月 （ 43 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

6日(月)
10:45 喜友名 二丁目 10分前、爆音がすごくて電話した。

6日(月)
10:45 喜友名 二丁目 米軍ヘリが旋回してますね。こっちの上しか飛ばない。2，3回旋回してるもんだ

から電話しました。

7日(火)
14:40 喜友名 二丁目 今、オスプレイが低空飛行で通過していったよ。家が揺れた。

7日(火)

21:39 志真志 琉球大学北口付近の住民ですが、ヘリコプター二機ですね。普天間飛行場向

けに帰っていくような飛行機が、かなり低空飛行で飛んでいきました。テレビを見

ていたんですが音も全部かき消されるほどのすごい音で飛んでいきました。どうに

か苦情訴ったえてですね、毎日頻繁です。対処してください。

7日(火)

21:43 志真志 先ほども電話しました。宜野湾市志真志、琉球大学北口付近です。また一

機、普天間飛行場向けに低空飛行で飛んでいきます。22時前になるといつも

こんな感じです。うるさくて、窓も開けれやしないです。本当にどうにかしてくださ

い。うるさい。とにかく。私たちの生活守ってください。

7日(火)

21:48 志真志 只今21時47分。またしても、普天間基地に向かってヘリが戻っていきます。宜

野湾市志真志、琉球大学北口付近です。建物が揺れるぐらいうるさいです。

22時前です。こんな遅い時間に子ども達も目を覚ましています。どうにかなりま

せんか。どうにかしてください。

7日(火)

22:36 新城 普天間第二小学校の門の近くです。ヘリコプターが今もう22時35分過ぎていま

すけど、二機も飛んで寝られません。うるさくて寝られません。どうにか注意して下

さい。

8日(水)
9:10 喜友名 二丁目 昨日の20時～22時すごくうるさかった。

8日(水)

9:10 野嵩 昨日、10時越えてもアメリカの飛行機が飛んでてうるさくね眠れなかったよ。市

長も野嵩ンチュだからわかるはずだよ。基地は被害のもとだよ。市長に伝えて

ね。

8日(水)

21:43 新城 普天間第二小学校隣ですけど、22時半から飛行機飛んでいるけど。騒がしい

ですけど。なんとか言ってくれませんかね。防衛庁にも連絡しているんですけども

何のあれもないけど。どうしましょうかね。

8日(水)

21:58 新城 こちらは宜野湾市新城。普天間第二小学校の近くです。ヘリコプターの音がや

かましくて、テレビの音も聞こえません。もう時間は23時前だけど、やかましくて眠

れません。抗議してください。

9日(木)

21:58 不明 普天間第二小学校隣だけど、21時半からうるさいけど。昨日といっしょだけど。ど

うなっていますか？だから防衛庁にも電話しても変わらないけど。電話しても変わ

らないの？こっちはどこに電話したらいいんですかね。分かりませんよ。

9日(木)

22:48 不明 普天間第二小学校側だけど。どこに電話したいいんですか？うるさくて大変だけ

ど。防衛庁、役所、あとはどこに電話したらいいんですかね。なんとか言ってくださ

い。23時前だよ。

9日(木)

22:52 新城 普天間中学校の近くに住んでますけど、今でも聞こえますけども。サンエーの裏

辺りにしょっちゅう、しょっちゅう降りてくるヘリコプターよ。22時過ぎても23時前だ

けども飛んできてるよ。今でもバラバラしてるけど。何考えているか。とんでもない

よ。非常識すぎる。協定では22時までだろ。内地では21時までだろ。それも守

れないんだったら21時以下にしてくれ。

9日(木)

22:57 不明 23時前なるけども、うるさいんですけど。オスプレイですか。なんとか言ってくださ

い。すごくうるさいんですけども。23時前よ。聞こえたか？飛行機の音が。こっち

は誰に言ったらいいですかね？聞いてますか？防衛庁、役所、言っても言っても

何もできません。どこに言ったらいいですかね。なんとか言って下さい。頭にきてい

るよ。何とかしてください。聞こえますか？飛行機の音が。
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9日(木)
23:00 喜友名 喜友名二丁目の上空をですね、23時過ぎてますけど、ものすごく低空でヘリが

飛んで、飛び起きたんですけど、こんなの許していいんですかね？

9日(木)

23:01 不明 普天間第二小学校隣ですけど。うるさいけど。23時なるよ。さっきから電話して

いるけど、どうしたらいいんですかね。こっちは誰に言いたらいいですか？全然変わ

らんよ。防衛庁、役所。誰に電話しますか？うるさいですよ。23時過ぎて飛行

機うるさいけど。なんとかしてくれませんか。

9日(木)

23:04 野嵩 二丁目 昨日、もう最近ですかね。ずっとこの時間まで、飛行機ヘリコプターですかね。飛

んでてかなりうるさいです。一機だけではなく、何機も飛んでるので、うるさいのが

続いていますね。飛ぶたびにテレビも消えるし、音も聞こえなくなるし、かなり迷惑

です。しっかり対応よろしくお願いします。

9日(木)

23:06 不明 普天間中学校近くですけど。さっきも電話しましたけど、23時前ですよ飛んでき

たの。いつも被害受けているのは新城、喜友名方面ですよ。真栄原方面も受

けているかもしれんけど、少しは考えてくださいね。それと文句も言ってくださいよ。

市長もちゃんと考えて下さい。協定と違う時間に飛んでいるんだから、ちゃんと強

気で言ってください。

9日(木)
23:07 喜友名 ヘリコプターの騒音でテレビが見えなくなって、たいへん迷惑していることを松川市

長に伝えて下さい。

10日(金)
8:24 野嵩 先ほどから飛行機の音が酷くて、この連絡も被害にカウントしてください。

10日(金)
9:09 喜友名 二丁目 昨日23時、ヘリコプター、オスプレイが飛んでうるさかった。日曜日も7時、8時に

ジェットが飛んでいたよ。

15日(水)
22:56 不明 普天間第二小学校隣だけど、騒がしいんですけど。もう23時前よ。うるさいんで

すけど。なんとかできませんか。

15日(水)
22:57 新城 もう22時54分なっているけど、ヘリコプターがやかましくて眠れません。抗議しま

す。危ないよ。役所からも言ってください。

15日(水)
22:58 喜友名 ヘリの音がうるさいんですけどね。相当、低空で飛んでる。ガラスも揺れるくらいの

低空で飛んでいるんですけど。

15日(水)
23:01 不明 もう23時ですけど、まだ飛んでます。うるさすぎて、眠れなくて病気の子もいるの

に、このままだと死ねといっているようなもんですので、お願いします。

15日(水)
23:02 喜友名 寝ていたんですけど、あまりのうるささに起きてしまいました。23時頃に飛行する

んですけど連日。すごいきついです。ねれないです。

15日(水)

23:04 新城 二丁目 前も今までも電話したことありますけど、あまりにもひどいんじゃないですか。コロナ

まで広げさせて、ロックダウンしてると、2、3日したらまた飛んでいて、しかも夜中

23時ですよ。

20日(月)
21:54 不明 第二小学校の隣。うるさいけど。10時前だよ。なんとかしてくれ。

21日(火)
13:46 喜友名 二丁目 今、オスプレイが飛んでいきました。

21日(火)
22:46 大謝名 寝ようとしてもオスプレイが飛んで、また目が覚めて寝れなくなった。10時45分、

まだ飛んでいる。

23日(木)

22:58 不明 前からも電話したことありますけど、もうこの時間22時50分あまっているんです

よ。米軍っていうのは時計もわからないんですか。時間も。それに対して苦情もた

くさんあがっているはずですけども、宜野湾市の市議会とか市長も何も文句言わ

ないんですか。おかしすぎませんか。少しは米軍に強気な態度もってくださいよ。

24日(金)

11:54 嘉数 一丁目 高台公園のすぐ隣です。5分に一機ジェット機が飛んできて、うるさくて仕方があ

りません。聞こえましたか？また飛んできましたよ。3分前。また飛んできました。
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27日(月)
17:21 喜友名 今、またヘリコプターが飛んできました。オスプレイが低空飛行で飛んできました。

27日(月)
22:41 普天間 二区 夜の22時41分ですが、オスプレイの低周波音がして非常に不愉快です。

27日(月)

22:43 新城 普天間第二小学校の近くです。ヘリコプターが朝から、今22時35分から40分

ですけど、横を飛んでやかましいです。22時から寝ようとしているのにやかましくて

ねれません。米軍に抗議してださい。

27日(月)
22:49 不明 今、22時49分です。普天間二区のほう。先ほども飛んでいましたがまたオスプ

レイが重低音をふりかけて飛んでます。あきらかな協定違反です。

27日(月)
22:51 不明 普天間小学校隣。23時前よ。うるさいけど。23時10分前。前からいっているけ

ど、なんとかしてくれませんか。

28日(火)
12:28 喜友名 二丁目 またオスプレイが飛んでいました。最近は夕方の5時くらいから、海の方からオスプ

レイが飛ぶようになってます。わざわざ上を飛んでいきます。

28日(火)
23:30 大謝名 二丁目 22時30分以降、23時00分も普天間飛行場のヘリコプターがうるさいので報

告しようと思って電話しました。

29日(水)
13:30 喜友名 二丁目 今、またオスプレイが飛んでいきました。

29日(水)
22:54 不明 只今、22時50分。飛行機がうるさくて眠れない。怖い。米軍機はこんな遅くま

で飛ぶようになってるんですか。

30日(木)
16:00 野嵩 最近は夜も昼もオスプレイ、ヘリコプターがひどくなっています。米軍は爆音をまき

ちらしてひどすぎます。

8月 （ 35 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

3日(月)
9:28 喜友名 二丁目 細長い飛行機が低空飛行で飛んでいった。

4日(火)
16:50 喜友名 二丁目 さっきから米軍ヘリが低空で飛んでますね。

4日(火)
22:20 不明 22時20分ですね。今もそうですけど、飛行機飛んでますよ。普天間基地のじゃ

ないですか？うるささもあるし、テレビはブラックアウトしましたよ。

4日(火)
22:21 不明 ヘリコプターの音がうるさいんだよ。

4日(火)
22:55 伊佐 二丁目 もうすぐ23時ですけどね、まだ米軍機は飛んでますよ。テレビが見れなくなるから

ねブラックアウトして見れなくなるから、すぐ分かる。音も聞こえますけどね。

6日(木)
9:03 喜友名 二丁目 昨日も低空飛行でうるさかった。昨日の夜、音が突然止まったり変でした。

6日(木)
19:40 不明 飛んできた飛行機が低空飛行して、非常に危険ですので伝えて下さい。

6日(木)
22:56 不明 第二小学校となりですけど。今23時前だよ。飛行機飛んでるよ。オスプレイよ。

なんとかやってくれませんか。

6日(木)
22:57 大謝名 23時ですけど、ヘリコプターが低空で飛んでますけど、これって時間的に大丈夫

なんでしょうか。

7日(金)

10:14 不明 ここずっとうるさいですよね。民間地の上を飛ぶのはおかしいです。防衛局にも外

務省にも電話しています。ずっと変わらないことはおかしいです。飛ばさないで下

さい。

7日(金)
10:37 宇地泊 昨日、オスプレイが夜11時頃に飛んでました。眠っていたのに、起こされました。
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7日(金)

15:10 大山 三丁目 最近、頻繁にオスプレイが低空飛行で飛んでいて、家がブルブルと震える。夕方

ごろ西に向かって飛んでいき、22時～23時頃に帰ってくる。昨日も２機のオス

プレイが23時に飛んでいて、睡眠中だったがびっくりして起きた。私は戦争体験

者だから、音が聞こえるとどうしても当時を思い出してビクッとしてしまう。

7日(金)
17:07 喜友名 二丁目 また飛んでる。うちの家の上ばかり飛ぶ。ほんとにうるさすぎる。

10日(月)
22:38 新城 普天間第二小学校の近くです。ヘリコプターが飛んでやかましくて眠られません。

早めにやめさせて下さい。

11日(火)

22:50 新城 普天間第二小学校の隣。11時、8分前。いつも騒がしいけど。変わんないけ

ど。騒がしいんですけど。オスプレイがうるさいけど。何とかしてくれませんか。何とか

言ってくれ。

11日(火)
23:00 新城 今、低空飛行でヘリが飛んで、休んでたんですけど起きてしまいました。最近、

連日この時間にうるさい状況です。とても耐えきれない状況で電話しました。

12日(水)
23:20 大謝名 三丁目 23時前頃、ヘリコプターがうるさかったので連絡しています。

13日(木)

14:05 真志喜 ここずっとうるさいんですけど、なんででしょうか。連続してうるさいですよ。めったに

電話しないんですけど、あまりにうるさいので電話しました。みんなも変わらないか

らと諦めて電話してないだけだと思います。コロナ禍で訓練してるのもおかしいと

思わないですか。こんなに連続でうるさいのに。夜もうるさいんですよ。抗議しな

いんですか。

13日(木)
15:34 大山 三丁目 最近は毎日オスプレイが低空飛行しています。家の真上を通過します。体調不

良で薬も飲んでいるので辛いです。どうにかできませんか。

13日(木)
23:07 赤道 二丁目 ヘリコプターの騒音が最近、毎日うるさい。

18日(火)
12:45 喜友名 二丁目 オスプレイが低空飛行で飛んでいきました。めちゃくちゃ低空飛行でびっくりしまし

た。

18日(火)

13:55 嘉数 今の音はなんですか。いつものジェット機とは違う音でキーンとすごい音がなって

飛んでいましたよ。また、このような音を立てて飛ぶんですか。いつ飛ぶのか教え

ていただけませんか。すごく怖いです。テレビもすごく乱れます。

18日(火)
14:57 喜友名 二丁目 すごい音で3機、ジェット機が飛んでいきました。お家は閉めていてもすごい音で

す。さきほどはオスプレイも飛んでいきました。

18日(火)

15:21 野嵩 朝から毎日、23時過ぎまで飛んで我慢できません。コロナでストレスがあるにも

かかわらず、なんですか。連続して外来機が飛んでいます。ものすごい音です。

離発着は嘉手納からするはずですよね。最近はずっと夜間訓練してます。夜は

眠れないため、昼に仮眠しようと思っていたら、今日のように、胸がちぎれそうな

音で飛んでいく。これでは生きていけません。病気療養中の家族も苦しんでいま

す。市長に伝えてください。普天間飛行場を即閉鎖・撤去を希望します。防衛

局にも必ず伝えて下さい。

18日(火)
15:30 野嵩 二丁目 15時頃、ジェット機が三機すごい音で飛んでいきました。先週も23時まで連続

で飛行が続いています。どうにかしてください。

18日(火)

23:07 長田 今夜の米軍機ヘリ、オスプレイ等がだいぶうるさかったので報告でお電話しまし

た。毎回22時半頃から23時にかけてですけど、五機くらい中城の方から普天

間の滑走路の南側に向けて戻って行くような感じでした。その時期は自宅の上

空を通過したのですが、ものすごくうるさいんですけども、気になるのが、ヒュンヒュ

ンとちょっとおかしな音とだいぶ大きい、今まで聞いた中で一番大きい音をたてて

飛んでいきました。物を落としたり色々あるので変な音が通過時にすると恐ろし

いです。米軍側の機体等の整備等も含めてしっかり取り組むように宜野湾市か

らも要請を入れてほしいと思います。
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19日(水)
16:40 市内 米軍の訓練が11時頃まで毎日うるさいです。ここ最近は特にひどい。

19日(水)

22:47 志真志 琉球大学北口あたりに住んでいます。今現在、22時48分。22時50分頃ヘリ

が上空を飛んでいます。もう23時前です。飛行時間をとっくに過ぎてると思いま

すが、うるさい音をたてて飛んでいきました。

19日(水)

22:49 宜野湾 宜野湾公民館の近くの宜野湾区民ですが、昨夜も今晩も22時45分頃、低

空でヘリが飛んでいきます。もう23時前ですが二日続いていますけど今日。早

急に制限時間を守るように抗議してください。

19日(水)
22:51 不明 オスプレイがすごい。オスプレイが。別にオスプレイ飛んでもいいけど、B29が飛ぶ

ことが怖い。爆撃機。

19日(水)
22:54 伊佐 23時50分から飛んでいるのですけどね米軍機が。テレビの電波障害ですね。そ

れが発生しています

20日(木)
22:48 新城 二丁目 アメリカのヘリコプターが22時48分ですけども上空を飛んでやかましくて眠れませ

ん。抗議してください。

20日(木)

22:49 上大謝名 22時46分頃、一機ヘリコプターが飛んできてまもなく3分、5分たたないうちに今

二機ヘリコプターが飛んでいます。オスプレイかどうかは分からないのですが、ちょっ

と違う感じですね。合計三機飛んでる状態ですね。眠たいのに飛んでくるのです

ごく迷惑です。夜間は飛ばさないでほしいと強く願っています。

25日(火)
17:48 喜友名 二丁目 まだ爆音で低空飛行で飛んでますね。17時ぐらいらから飛び始めています。

25日(火)

22:46 喜友名 23時前なんですよね。もうあのとっくに寝ている時間なんですけれど、このところお

かしくなりそうですよ。毎日この時間になっても飛んでるということは異常だと思い

ます。早急に対策お願いします。

9月 （ 49 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

3日(木)
17:17 喜友名 二丁目 米軍ヘリが、今、低空飛行で一台大謝名の方から来ています。ものすごい低空

飛行で飛んでいました。

3日(木)

21:59 野嵩 二丁目 今日は、飛行機が飛んでる感じが多くて、結構うるさいです。テレビも飛ぶ度に

映らなくなって、映像も見れないし、音も聞こえないしで最悪です。かなり迷惑で

す。

3日(木)
22:32 伊佐 二丁目 10時25分あたりから飛行機が飛んでいるもんですから、受信障害が発生して

います。

3日(木)

22:35 志真志 ただいま10時38分。聞こえますかね。飛行機、ヘリですけどね。こんな状況です

よ。こんな風にして、11時前にいつから沖縄県はヘリコプターが飛んでいいことに

なってるんですかね。琉球大学近辺、北口あたり、志真志です。ちゃんと伝えて

くださいね。

3日(木)
22:43 神山 ヘリコプターが何度も行ったり来たり、非常にうるさいです。まだ続いています。協

定違反です。どうにかしてください。もっと強い態度で抗議してください。

10日(木)
15:49 喜友名 二丁目 飛行機が低空飛行で飛んでいるよ。水曜日、木曜日はよく飛んでる気がする。

30分の間隔で飛んでます。うるさいです。

10日(木)
21:36 野嵩 二丁目 昨日に引き続き夜も結構うるさくてかなり迷惑しています。なるべく飛ばないよう

に、しっかり抗議をお願いします。

10日(木)
21:38 不明 第二小学校隣だけど、うるさいのでなんとかしてくれませんか。

10日(木)
21:52 不明 第二小学校隣ですけど。10時前5分前ですけど騒がしいけど何かあるんです

か。戦でも始まるんですかね。相当騒がしいよ。なんとかしてくれ。
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10日(木)
22:45 不明 第二小学校隣、23時10分前ですけどうるさいけど。どうしたらいいんですかね。

なんとかいってくれませんか。頭きているよもう。

11日(金)

22:31 野嵩 二丁目 この時間まで飛行機飛んでますね。かなりうるさいです。二機飛んで行きました

ね。かなり迷惑なんで早くやめさせてもらうように止めてもらうように抗議お願いし

ます。

11日(金)
22:32 新城 22時33分だけど飛行機が上空から飛んでやかましいです。どうにかしてくださ

い。

12日(土)

0:45 志真志 琉球大学北口付近ですけど、普天間のヘリコプターが低空飛行で何度も飛ん

でいます。すごい音なんですけど何機も飛んで行きますが今日何かあるんですか

ね。12時前から11時30分頃からかなり低い高度も高さも低いですね音すごい

です。苦情です。伝えてください。

15日(火)

21:26 真志喜 今9時半頃ですが、非常にヘリコプターからジェット機から飛んでとてもうるさいで

す。本当に本当にイライラするというか本当にうるさいです。ちゃんと沖縄防衛局

や日本政府にきちんと伝えてほしいと思います。

15日(火)

21:51 新城 第二小学校の近くですがヘリコプターの音がやかましくて今、上空を飛んで訓練

してやかましいです。どうにか抗議してください。もう、やかましいです。この音聞こ

えますか？こういう風に寝る時間だけども人の上空を飛んでいます。

15日(火)
22:43 不明 普天間中学校と第二小学校の中間地点です。今ヘリコプターが上空を飛んで

やかましくて、眠れません。うるさいです。どうにかして。

16日(水)

16:14 喜友名 二丁目 昨日の夜、爆音が酷かったので、今電話しています。夜から10時くらいまでうる

さかったです。また今日もうるさいんじゃないかな。さっきも1台、普天間中学校の

方に向かったと思ったらUターンして、大山の方に来て、低空飛行で。90デシベ

ル超えたからびっくりしました。

16日(水)

17:00 普天間 二丁目 最近20時以降、ヘリが2機、3機頻繁に飛んでいる。そして低空飛行がかなり

目立つ。低空飛行のせいなのかテレビの受信障害が起こりやすく、何機も飛ぶ

ことからけっこう長い時間見れない状況がある。ビデオの録画も停止する。早く

対策してほしい。

16日(水)

22:54 不明 普天間中学校の近くですけども夜の22時48分頃。この時間っていうのは飛行

できない時間じゃないですか。緊急じゃない限りは。しょっちゅうしょっちゅう飛んで

ますけど。こういうの分かっているはずですから、この電話聞いてから米軍に必ず

訴えてくださいよ。みんな怒っているはずだからね。ちゃんと聞いてくださいよ市民

の声を。市長とか市議は。

17日(木)

8:20 新城 夕べ11時頃、やっと寝付いたかなと思うころに大変な騒音の飛行機でした。す

ごい低空飛行でこの時間にもう本当に生活できないよな。という状況でした。ど

うして11時以降の夜間飛行、これは約束破っているのにどうしていつまでも続く

んでしょうか。市長にももっと本腰入れてもらいたいと思ったりします。まずは10時

以降の飛行を止めてもらいたい。約束を守ってもらいたいと思います。低空飛行

で本当に自分家の真上を飛んでるんじゃないかと思うくらいの低空飛行でした。

すごい爆音でした。騒音でした。どうぞ受け止めて下さい。

17日(木)

9:57 我如古 昨日の夜うるさかったですよ。今日もうるさいんですけどね。昨日は夜の10時

ちょっと過ぎくらいでした。我如古の上は通らないはずなんですけど、なんで飛ぶ

んですかね。沖国大にもヘリが落ちたでしょう。私は、大学の近くの我如古なん

ですよ。怖い感じがする。市長に伝えて相談してください。

17日(木)
12:15 喜友名 二丁目 今、ジェット機が爆音で飛んでいきました。

17日(木)
13:10 宜野湾 一丁目 今日、ジェット機が何回も飛んでいるけどなにかあるんですか。すごくうるさいよ。

あなたたちのところでも聞こえてるか。
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17日(木)

13:14 真栄原 5分前に二機すごい音で飛んで行きました。私の家はフェンスが近くて滑走路も

近いです。ヘリコプターやオスプレイはどこの飛行場だなと分かるのですが、今の

二機は下からも上からも振動が凄くてびっくりしています。日本人はこういうことに

対して諦めがあります。みんなで声を上げていくしかないのではないでしょうか。私

はここに住んで25年になりますが昔20時以降そこまで飛んでいなかったです。

抗議もしないからダメなんですよ。あまりにもひどいです。

18日(金)
13:25 喜友名 二丁目 米軍のジェット機が飛んでますね。昨日も酷かったですよね。

18日(金)
13:28 上大謝名 さっきの聞こえた？すごい音だよ。どんどん言ってください。大変だと。

18日(金)
14:49 宜野湾 一丁目 あれはジェット機じゃないかな、外来機だよね、とってもうるさかったよ。宜野湾市

は踏んだり蹴ったりだね。沖縄はいつになったら静かになるのかね。

18日(金)

15:49 真栄原 普天間飛行場に定期的に戦闘機が飛んできてます。ものすごい轟音をまき散

らしてます。こんなのは即刻中止です。普天間基地がなくなったって、なんの問

題もないでしょう。あんな大国は。こんな民間地に、おかしいよ。うるさいと伝えて

ください。真栄原区民からうるさいと苦情がきていますと伝えてください。配慮とか

優しい言い方しないでいい。直接うるさいって言わないとわからないんだよ。

22日(火)
16:08 宜野湾 一丁目 今日、朝からなんかうるさいな。最近うるさいな。

22日(火)

22:28 上大謝名 夜の10時22分ぐらいからオスプレイやヘリコプターが飛行しはじめてますね。今

30分なんですけども、この8分の間に六機ぐらい飛んできています。非常に迷惑

なので飛んでほしくないんですけども、場所は上大謝名です。本当に迷惑です。

眠る時間帯に低周波というんですかね。重低音ですね。ブルブルする窓ガラスが

揺れる音も非常に迷惑ですし、防音はしておりますけども音がはっきり聞こえるの

で、振動もありますので、飛行しないでいただきたいです。本当に迷惑です。

22日(火)
22:32 伊佐 テレビ映らなくなるのとともに、音も騒音もひどいです。10時32分です。その前も

2分位前にも飛んでいました。

22日(火)
22:34 上大謝名 10時半なんですけど、ヘリコプターが飛んでいるんですけど。これって予定通りな

んですかね。10時半過ぎていますけど、飛んでいます。

22日(火)
22:40 上大謝名 今の時間、10時半過ぎてますけどヘリの音がうるさいんですよ。窓は閉めている

のですけど、ちょっとうるさくて、低空で飛行しているみたいなんですね。

22日(火)
22:51 大謝名 ヘリコプターが10時過ぎてまで飛んでうるさい。

23日(水)

16:53 宇地泊 昨日の夜、10時半から11時くらいまでに、4回飛んでいました。大体5分から7

分おきに飛んでました。地響きがするくらい、ずっとうるさいです。今も飛んでま

す。騒音がします。

23日(水)
17:06 喜友名 二丁目 米軍ヘリが飛んでますね。5時になったら飛び始めますね。昨日もとにかく酷かっ

た。また飛んで来た。10分おきくらいで飛んでますね。

24日(木)
16:51 不明 今日も一日うるさかったけど。

24日(木)

22:23 上大謝名 今日も夜の10時22分からオスプレイが普天間基地の方向に向かって飛んでき

ています。もう、本当に非常に迷惑です。いつもこの時間帯から飛び始めるの

か、もう、とっても困るんですけども。そして、前回電話をした時は夜の11時55

分くらいまで一時間半くらいずっと飛んでましたね。もしかしたら、今夜も11時何

分くらいまで、ずっと飛ぶんですかね。約一時間半飛び回るの本当にやめてほし

いです。ちなみに飛んでいるのはオスプレイですね。

25日(金)

10:42 上大謝名 5分ほど前、上大謝名の上を三角形の戦闘機が2機、並んで飛んでいきまし

た。あれは、普天間に所属しているものなんでしょうか。浦添から普天間基地に

向かって飛んでいきました。また夕方とか夜に飛ぶんでしょうか。危ないし、怖い

し、うるさいしで最悪です。
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25日(金)
14:20 喜友名 二丁目 今、米軍の飛行機が低空飛行で飛んでいきました。ジェット機です。すごくうるさ

いです。

25日(金)
22:52 伊佐 10時53分、米軍機が飛びました。テレビは受信障害ですね。そして、音もひど

いです。伊佐の方で何回も言ってますからね。いつも電話していますよ。

28日(月)
16:09 宜野湾 一丁目 どこでも一緒だけど、うるさいな。ヘリがうるさい。テレビも見れないよ。どっかに移

せ。

29日(火)
9:50 喜友名 二丁目 今、顔が見えるくらいの低空飛行で二機、米軍機が通過していきました。すごく

うるさいです。

29日(火)
14:40 野嵩 二丁目 今日はジェット機とかヘリの音がうるさいです。午後からしか家にいませんが、結

構うるさいです。お願いします。

29日(火)
15:26 野嵩 三丁目 うるさいです。毎日、騒音にさらされて腹が立っている。防衛局にも電話をしてい

る。

29日(火)

18:45 志真志 琉球大学北口あたりですけど。今日は朝からですね、頻繁に飛行機すごい音で

何度も何度も飛んで行くんですけど、何かあるんですかね。今、午後7時前なん

ですがすごい音で飛んで行きます。テレビのニュース見ているんですけど、ニュース

の音も全然聞こえないですよ。こんな毎日、本当にひどいです。苦情です。ちゃ

んと伝えてください。

29日(火)

21:09 大山 ここ2、3日21時くらいから、ずっとオスプレイが飛んでとってもうるさいんですよ。ど

うにかしてください。夜間飛行は認めているんでしょうか。強く抗議お願いいたしま

す。

29日(火)

22:34 市外 10時半頃、お家の上空を飛行機がすごい音で通過したんですけど、寝かしつけ

た子供が起きてしまいました。度々あるので、この騒音どうにかしてくれませんか。

ただでさえ上空を飛ぶのは危険なのに、こんな夜10時過ぎから本当に眠れなく

て困っています。そして、2、3分4、5分経っているけど、遠くにまだ飛行機の音が

聞こえています。多分、宜野湾方面に今もずっと音が続いています。お願いで

す。困っているのでどうにかしてください。

30日(水)

12:19 大山 2，3日前からオスプレイがうるさいです。夜の21時から、とにかく夜に入るとオス

プレイがうるさいです。大山で苦情が増えてませんか。音が遠ざかると思うと、旋

回してるのかまたうるさくなります。低周波がすごい。必ず夜になってからですよ。

強く抗議してほしいです。伝えてください。

10月 （ 47 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(木)
11:58 喜友名 二丁目 さっき爆音が酷かった。3機、低空で飛んでいるのが見えた。あんなに低く飛ぶの

は違反だよ。

1日(木)

15:56 嘉数 四丁目 15時45分過ぎに、オスプレイ3機が超低空飛行で上大謝名方面に飛んで

行って、爆音が酷かった。普段は浦添方面から嘉数4丁目方面に飛んでくるけ

ど、今回は北側から西側に回ってUターンするような感じで超低空で飛んでい

た。着陸するのかわからないけど、とにかく爆音だったので抗議お願いします。

1日(木)
15:58 野嵩 二丁目 今日、結構飛んでますね。1時間に4,5回飛んでます。結構うるさいです。なる

べく飛ばないようにお願いします。

1日(木)
16:06 宜野湾 一丁目 さっきうるさくて屋上で計ったら、80デシベルを超えていた。オスプレイ4機が低空

で旋回して、海側に飛んで行ったがとてもうるさかった。

6日(火)

14:43 大山 オスプレイが飛んで、ガラスもガタガタして地震かなと思うくらい。最近酷いですよ

ね。前まではこんなことなかったと思うんだけど。酷くなってますよね。市はもっと米

軍に交渉してください。お願いします。
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6日(火)

22:41 我如古 ヘリコプターの音がうるさくて受験生もいるもんですから、うるさいんですよ。それと

10時以降飛行禁止じゃないですか。宜野湾市はどういう対応をとっているんで

すか。よく考えて下さい。うるさくてテレビも映らない状態になるんですよ。ヘリコプ

ターがうるさくて。対策、対応よろしくお願いしますね。

6日(火)

22:56 長田 一丁目 先ほど10時半頃、少し前ぐらいから10時50分位まで、おそらく北部の方から

帰ってきたヘリが普天間周辺に戻ってきたんですけど、戻ってくるだけではなくて、

おそらく周辺で旋回をしていたようで10時半からしばらくの間、ものすごく大きな

音で飛び回っているようで、音が大きくなったり、小さくなったりを繰り返していまし

た。10時半というと休んでいる人も多いと思いますし、何にしろ町の上で旋回し

て訓練繰り返すのはとても危険なので、宜野湾市として強く抗議を続けてほしい

です。よくあることですけど、今日は結構遅い時間から長い時間旋回していた。

ここ最近はお昼、夕方前から夕方暮れて、しばらくの間、普天間の周辺で旋回

を繰り返すのが非常にパターンとして多いです。飛行場なので離着陸はあると思

うんですけど、なんで宜野湾市危険だから普天間移そうと思っているのに、町の

上で住民の頭上で旋回を繰り返すのか。ということを強く宜野湾市としては米軍

側に苦情を上げてほしいです。

7日(水)
10:14 喜友名 二丁目 ものすごい音でジェットが通過していきました。うるさいです。

7日(水)
14:55 宜野湾 一丁目 朝からずっと飛行機のエンジン調整音がひびいてうるさいです。

7日(水)

17:32 嘉数 四丁目 先ほど17時20分から17時22、23分にかけてF38戦闘機ですかね。二機連

続して嘉数高台の方から私の自宅の真上の方を低空で飛行場の方に着陸し

ていきました。耳がつぶれるくらいの命の危険を感じるくらいの低空後から着陸し

ていきましたので、これについても強く、普天間基地米軍に抗議をするようにいっ

てください。生きた心地をしないくらい耳にキーンキーンという大きい、命の恐怖を

覚えるくらいの爆音で着陸していきましたから、絶対に許さないように市長はじめ

市の担当からも強くこういうことがないように抗議してやって下さい。

7日(水)
18:12 喜友名 二丁目 今、米軍ジェット機が二機、結構すごい爆音をとどろかせて飛んで行きました。

7日(水)

18:14 野嵩 二丁目 18時13分にジェット機が飛んでて、かなりうるさかったですね。テレビも人の会話

も全く聞こえないくらい、かなりうるさかったですね。だいぶ迷惑です。今日、昼間

もオスプレイがずっと飛んでいて、昼間うるさいし、もうリラックスして過ごせないで

すね。かなり迷惑です。強く抗議して飛ばせないようにしてください。

8日(木)

8:45 我如古 四丁目 7時55分にラッパ音。8時に国歌が流れます。9月21日から流れ始めてきまし

た。なぜ、また再開したのですか？何があるんでしょうか。本当にやめてほしいで

す。抗議するように市長にお伝えしてください。

8日(木)
14:48 喜友名 二丁目 ヘリコプターがすごい爆音で通過していきました。すごくうるさい。

8日(木)

20:50 大山 20時から飛び始めるんだけどいったいどうなってるんですか。何をしているんです

か。住民はほんとに怒っていますよ。大山に10年くらい住んでいますけど最近ほ

んとにひどいです。これまでは暴走族がうるさかったが暴走族よりもうるさい。最近

は窓ガラスが震える。

9日(金)
16:17 宜野湾 一丁目 すごい爆音。70デシベル超えてるよ。2階の屋上で測っている。市役所では聞こ

えないのか。エンジン調整かな。すごい爆音だよ。

14日(水)
10:27 喜友名 二丁目 今すごい音でジェット機が飛んでいきましたね。

14日(水)
14:51 喜友名 二丁目 14時前くらいから、ヘリが旋回してますね。しょっちゅう上を飛びます。定期的に、

10分おきくらいかな、旋回してます。

14日(水)
14:59 野嵩 二丁目 今日は結構うるさいですね。頻度が多いと思います。30分の間に3～4機飛ん

でいます。

14日(水)
15:04 野嵩 二丁目 今日は飛行機とかジェット機が凄い多いと思います。凄くうるさいです。
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14日(水)
15:17 不明 うるさいです。飛行機うるさいです。

14日(水)

21:15 大山 コンベンションの近くです。夜間21時からオスプレイが激しく飛び回っておりまし

て、うるさいです。かなり低空飛行しています。ここ3～4か月ひどくなっていますか

ら重々注意お願いいたします。

15日(木)
10:43 宜野湾 一丁目 空中でホバリングしています。爆音もあります。うるさくていい気分になれない。

15日(木)
16:38 野嵩 一丁目 ヘリコプターがうるさいです。迷惑です。飛ばさないようにしてください。

15日(木)

21:23 大山 21時20分位から夜間飛行始まっていますけども、どうして夜になったらオスプレ

イを飛ばすんでしょうか。夜間は飛んでいいとなっているんでしょうか。宜野湾市

長さん強く抗議をお願いします。安眠妨害です。身体の影響も大きいです。夜

間飛行、許しているんですか。強く抗議をお願いしたします。

15日(木)

21:36 大山 先ほど電話したものです。ますますひどくなっています。テレビの音が聞こえないぐ

らい。かなり低空飛行していると思います。今、聞こえませんか？この音より、もっ

とひどい音が先ほどしたんですよ。テレビの音が聞こえないくらい。どうにかしてくださ

い。市長さんどうにかしてください。強く抗議お願いします。最近ひどいです。3～

4か月前からずっとひどいです。

16日(金)

11:55 普天間 岩国にもあった大型輸送機が低空飛行で旋回しています。あまり見ない飛行

機なので、何かあったのではないかと不安です。基地賛成派の私ではあります

が、沖縄国際大学で起きた事故や部品が落ちることがあれば、さすがの宜野湾

市民でも次は黙ってはいないと思います。コロナで自宅にいることが多くなって、

毎日こんなにうるさかったのかと感じております。米軍の演習はしてもいいのです

が、場所を選んでいただきたい。最近はオスプレイも23時まで低空飛行で飛び

回っています。落ちても逃げる時間がなくなるので、とにかく低空飛行は即止めて

いただきたいです。

16日(金)
22:00 大山 22時からオスプレイの夜間飛行、またやっています。テレビの音が聞こえないぐら

いうるさいです。健康被害になります。

20日(火)
15:17 上大謝名 今大きな飛行機が飛んでいる。あんた達もよく見るだろう。さっきから旋回してい

るので今すぐ抗議しなさい。どうにかしなさい。

20日(火)

16:27 大山 オスプレイの音が聞こえませんか。プロペラの音がうるさいです。最近よく電話して

ますが。もう本当にどういうことって感じ。最近大山酷くないですか。実際に聞き

に来てください。最近涼しくなってきたでしょ。窓を開けたら、航空機の音でうるさ

いんですよ。自然も感じるなってことですか。いかに市民が苦しんでるか、もっと分

かってもらいたい。パトロールとかしてるんですか。オスプレイが飛んでる時に、パト

ロールでもしてください。実際にどれだけうるさいか、市長が聞く必要があると思い

ますよ。

20日(火)

20:13 大山 コンベンションの近くです。オスプレイが低空飛行して20時くらいから、とってもうる

さくなります。頻回に飛ぶようになってテレビの音も聞こえません。毎日、このよう

な状況が続いています。どうにかしてください。何か対策していますか。積極的に

やっていますか。もうちょっと住民のこと考えて積極的にやって下さい。とってもうる

さいです。

20日(火)

21:03 大山 ずっとオスプレイが飛んで、低空飛行もして、本当にガラスの窓が響くくらいガタガ

タするくらい低空飛行していますよ。どうにかしてください。ひどすぎます。もう、どう

にかしてください。お願いします。本当に何をしているんですか。もうちょっと積極

的に米軍に訴えてくださいよ。もう、最近ひどいです。ひどすぎ。もうちょっと真剣に

対策して下さい。なんて言っていいか分からないくらい大変。

21日(水)
16:06 宜野湾 一丁目 エンジン調整かな。うるさいな。今屋上で測ってるけど、60デシベルくらい。エンジ

ン調整だと思う。静かよりはうるさいよな。
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21日(水)

18:39 野嵩 二丁目 今日は30分おきにヘリコプターが飛んで、結構うるさいですね。テレビの音も聞こ

えないし、電波障害。テレビも映らなくなっています。かなり迷惑です。早く出てい

くように抗議お願いします。

23日(金)
9:05 喜友名 二丁目 今、二機の飛行機が通過していきました。うるさいです。昨日も21時に低空飛

行で通過して行きました。私の家の真上を飛んでいる気がします。

23日(金)
10:02 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが飛んでますね。さっきも二機飛んでましたよ。うるさいです。南から

北、北から南、いろんな方向から、こっちの真上を通っているような感じです。

23日(金)
10:13 宜野湾 一丁目 9時からずっと飛行機が飛んでいるよ。爆音だよ。

23日(金)
10:37 宜野湾 一丁目 今はさっきより、静かにはなったけど飛行機の音は騒音ではなく、爆音です。その

言葉を調べてみて下さい。

24日(土)
15:15 野嵩 一丁目 ヘリコプターがオーバーリングして騒音でうるさく仮眠もできない状態です。

27日(火)

9:20 嘉数 四丁目 国歌の大音量が最近、嘉数の方向に大音量で聞こえるようになりました。うすう

す気づいてましたが、少し様子見ということで見てたんですが、清々しい秋の気

持ちがいい朝に、8時前にはラッパ、8時3分ぐらいまで国歌がかなりの大音量で

響いています。ここ何日か、実感として酷くなってきています。司令官にもっと抗

議してください。市民に不愉快な思いをさせないように、静かな朝が続くように強

力に司令官を説得してください。2，3ヵ月静かな間もかすかに聞こえてはいまし

た。今では防災無線よりも大きく聞こえてきますよ。市民が安心して過ごせるよう

に関係部署をはじめ、頑張ってください。

27日(火)
10:30 宜野湾 ここ1か月の間、宜野湾区において国歌が聞こえるようになっている。当局におい

ては、改善に向け取り組んでいただきたい。

28日(水)

11:27 市外 今日の朝、9時頃に2機、9時半頃に1機、10時頃に1機飛行機が飛んでいき

ました。昨日は16時に、南城市の職場の上を2機飛んでいきました。昨日の2

機は自衛隊の機体だとわかったんですが、今日のは普天間から飛んでる可能

性もありますよね。音もうるさいんですが、部品落下が怖いです。南城市の方に

も電話しましたが、こういった苦情があったと伝えてください。

28日(水)

18:39 野嵩 二丁目 30分おきにヘリコプターが飛んで結構うるさいです。テレビの音も聞こえないし、

電波障害でテレビも映らなくなっています。かなり迷惑です。早く出ていくように抗

議お願いします。

28日(水)

21:35 大山 ラグナガーデンの近くに住んでいます。21時から夜間飛行が始まります。窓がガ

タガタ震えるくらいかなり低空飛行でうるさいです。夜間飛行を認めているんです

か？強く米軍に抗議するよう市長さんに言ってください。市民の健康を守ってくだ

さい。

29日(木)

8:35 嘉数 四丁目 爽やかな朝に国歌の大音量が響き渡り、その後オスプレイの調整音がそれをか

き消すくらいの大音量で聞こえていた。その後またのどかな朝となったが本来市

民生活を営む上ではこうあるべき。

29日(木)

20:02 不明 テレビが映らなくなるのは我慢できるけど、これは騒音じゃなくて爆音だよ。爆

音。爆音がうるさい。騒音じゃないよ、これは。騒音越してるよ。うるさいよ。爆音

です。騒音じゃない。

30日(金)

8:06 嘉数 四丁目 今朝も8時～8時3分の間に国歌の大音量が自宅の所を鳴り響きました。野

鳥がさえずる、そして秋も爽やかな朝を迎えていたんですが、急にすごい大音量

で鳴り響いてきて、防災無線よりも大音量で無理矢理、聞かされていますので

不愉快な思いで、朝のひと時を感じて過ごしています。再三再四、状況を連絡

しているんですが、まだまだ改善されていません。強く抗議しますので、一日も早

く聞こえないように解消していただきたいと思います。毎日が不愉快な思いで一

日を過ごすことになっています。

11月 （ 61 件）
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日付 時間 地区 丁目 　　内容

3日(火)

8:21 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間に、国歌の大音量が確認されました。本日は文化

の日で祝祭日なんですが、わざわざ朝の公休日ということで、静かに過ごしてい

る時間帯に急に大音量流すというのは本当に市民を馬鹿にした失礼な米軍関

係者のやり方になっています。こういうことが全部、事実化してしまうと米軍のやり

たい放題でさせてやってしまうという事になってしまうので、今後、こういうことが二

度と起こらないように市長はじめ基地関係者の人が司令官にきちんと話をつけ

て、平日も祝祭日、土日も含めて静かな朝のひと時を過ごせるように是非、強く

大音量が流れないようにやっていただきたいです。

3日(火)
16:27 不明 今日は朝からずっとうるさい。騒音じゃなくて爆音だよ。騒音と爆音は違うよ。文

化の日どころじゃないよ今日は。うるさい。

3日(火)

17:38 大謝名 二丁目 今日は祝日ですがお昼頃から飛行機の爆音がひどく、時々、会話も途切れる

程です。文化の日という日に飛行してくるというデリカシーのなさ、許せませんし、

人権侵害かなと思っています。なんとかしていただければと思います。

3日(火)

22:14 長田 一丁目 今、22時まわったあたりですが、ようやく普天間が静かになってきたところです。今

日はこれで終わりでしょうか。今日は本当に一日中普天間周辺でヘリの騒音が

ひどかったです。日中ひたすら普天間の周辺で飛行していたりして、騒音が町中

に響いていました。長田ですけど嘉数地域に何回も低空飛行でヘリが住宅真

上とかすぐそば辺りを通過したりしていました。夜になってもやっぱり騒音が続いて

いました。普天間周辺で旋回したりとか、訓練するというのが、とても疑問です。

危険だ危険だと言う割には、それを止めないのはとても疑問です。一番危ないと

思いますけど。この状況を報告したいと思います。強く宜野湾市からもこの危険

な実態に関して米軍に苦情を入れてほしいと思います。

4日(水)

8:32 嘉数 四丁目 8時から8時3分に、また国歌の大音量が鳴り響きました。最近は、日米間の訓

練のためか、夜間の騒音も発生しています。日々、この国歌や騒音に関して、

関心を持っていますが、市民の要望に応えられるような対策をお願いします。

4日(水)

14:13 嘉数 四丁目 今日はなにかあるんですか。私の家は一軒家ですけど駐車場を挟んだ隣のア

パートの赤ちゃんが音でビックリして泣いています。戦闘機かジェット機が旋回し

ているような感じでとんでいて、金属音のような音が2回聞こえた。1回目は13

時過ぎで、2回目は14時11分ぐらいに、頭の上を凄い音で通って行きました。

今現在も遠くで聞こえます。ここは嘉数なので飛行機がよく通るが、今日はいつ

もと違うし、最近は酷い。

4日(水)
15:08 喜友名 二丁目 今、もの凄い音で二機のジェット機が通過して行きました。すごい爆音です。

4日(水)
15:09 野嵩 二丁目 ジェット機が通過していきました。爆音です。

4日(水)

15:38 宜野湾 宜野湾区公民館近くに住んでいます。今日は何かあるんでしょうか。飛行機が

ずっと飛んでいます。国会の中継を見ていますが、全然聞こえません。東西南北

飛びまわっています。

4日(水)
16:11 上大謝名 今日は一体何があるんですか。オスプレイじゃない三角の戦闘機が飛んでいま

す。鼓膜がビリビリしています。市長にしっかり伝えて対処してください。

4日(水)

16:29 宜野湾 一丁目 今日のジェット機はなんですか。ジェット機が通過した後に排気ガスのような臭い

がしている。騒音という言葉を使って柔らかく言っているけど、爆音ですよ。辞典

をみて調べて下さい。

4日(水)
17:03 喜友名 二丁目 また、米軍のジェット機が二機、低空で飛んで行きましたね。もの凄い爆音で

す。

4日(水)
17:04 真栄原 いい加減にしてくれよ。もっと苦情入れるとか、やめさせるようにしてくれ。

4日(水)
17:06 野嵩 二丁目 ジェット機が飛んでましたね。飛ばないように抗議してください。これじゃあ休めな

いですよ。やめさせるように抗議をお願いします。
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4日(水)

17:07 野嵩 ものすごい爆音です。今日は3回目ですよ。これは外来機ですよね。最近は酷

いです。外来機に限らずオスプレイとかもそうなんですが、ここ3日前くらいから酷

いです。病人がいるんですが、休めないですよ。普通の人でも耳を押さえないと

いけないくらいの爆音。なぜ市民の頭の上を通るんですかね。本当にやめてほし

い。抗議してください。これは命にかかわりますよ。どうにかやめるように抗議してく

ださい。

4日(水)

17:42 野嵩 一丁目 屋根の上から今日は頻繁に飛行機が飛んでおりますね。戦闘機みたいな。今

も飛んでますけど。低空時の音も聞こえないです。二機です。もう、何回も昼か

らありますよ。嘉手納の防衛省にもお電話いれましたけども、これ戦闘機なんで

しょうかね？すごい音なんですけども。

4日(水)
17:47 喜友名 二丁目 また、米軍機が飛んで行きましたね。低空で爆音がひどかったです。10分位前

です。

5日(木)

10:47 真栄原 騒音があまりにもひどすぎて電話をしています。昨日は昼から夜まであまりにもう

るさかったため、記録しました。19時までに20回ありました。2～3分の間隔でし

たのでタッチアンドゴーだと思います。対処してください。

5日(木)
11:38 嘉数 今飛行機が飛んでいるの聞こえますか？何が起こってるんですか？最近はひど

い。昨日も今朝もずっとうるさい。

5日(木)

11:53 大謝名 二丁目 戦闘機が低空で爆音をまき散らしてとてもうるさいです。オスプレイではなく、

ジェット戦闘機だと思います。ここのところ爆音が本当に酷いです。家族には電

話してもどうにもならないと言われたが、もう耐えられないです。どうにかしてくださ

い。

5日(木)

11:54 大謝名 二丁目 ずっと電話しているけど、やっとつながった。やっぱり苦情の電話が多いんですね。

10時ごろに休んでいたら、爆音で起こされました。今までにないようなひどい爆

音でした。今日のは人が住んでいる場所で鳴るべきような音じゃない。バカにさ

れているような気になる。本当になんとかしてほしい。

5日(木)
13:09 喜友名 二丁目 また爆音が連続してジェット機が飛んで行きました。

5日(木)
13:13 喜友名 二丁目 またジェット機が2機飛んでいきましたね。すごい騒音です。この電話をかけた後

も、今、2機飛んでますよ。

5日(木)
13:14 我如古 昨日から今日と爆音が本当にひどい。いつまで続くんですか？子供たちも起きて

しまう。早く終わるといいんだけど。

5日(木)
13:14 野嵩 二丁目 今ジェット機がうるさかったです。

5日(木)

13:15 新城 すごいですね。ジェット機って言うんですか。昨日からすごい音ですよ。私は防音

工事をしてもらっていますが、扉や窓を閉めても意味ないですよ。本当にすごい

音。お昼で少し横になってたら、戦争かと思うくらい大変。

5日(木)

13:16 不明 昨日から今日にかけて飛行機の騒音がひどい。私たちはずっと家にいるのでこん

な音がなってては本当に大変。小学5年生の孫も外にいたら耳をふさいで怖いと

言いながら家に入ってきた。私は自律神経を持っているので心臓がドキドキして

どうしようかなと思う。家のガラスにひびが入っていて、飛行機が飛ぶたびに広がっ

ている。

5日(木)

13:32 真志喜 普天間からの飛行機が昨日から酷い騒音ですが、飛んでいる機体はなんです

か。あまりに騒音がすごいので連絡しました。ヘリとかオスプレイだったらまだ我慢

できますが、ジェット機の騒音はすごいです。

5日(木)

14:45 嘉数 四丁目 昨日からすごくうるさくて、耳に響いて頭痛までしてきました。気分が悪くなってい

ます。窓を閉めても意味がないです。いつものオスプレイやヘリとは音が違いま

す。騒音が始まると必ず二機通過します。家の真上を通過します。どうにかして

ください。
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5日(木)
14:55 大謝名 宜野湾市に住んでから数年になるんですが、昨日からの騒音は目に、耳につく

しとても気になります。なぜ飛来するのか理由とかが分かればと思うんですが。

5日(木)
15:34 真栄原 昨日から何度も飛行機が飛んでいます。何かあるんですか。どうにかしてくださ

い。

5日(木)
15:35 喜友名 二丁目 昨日からずっと飛行機が飛んでいます。二機連続して飛びます。すごくうるさいで

す。

5日(木)
15:40 嘉数 四丁目 飛んでいる飛行機がわかりました。戦闘機です。私たちの家は経路になっている

のか真上を飛びます。

5日(木)
16:07 喜友名 二丁目 また一機通過して行ったよ。今回は一機だけだった。

5日(木)
16:24 野嵩 二丁目 4時10分頃ジェット機が飛んでうるさかったです。最近、頻繁に飛んでかなりうる

さくて迷惑です。やめさせるように強く抗議をお願いします。

5日(木)
17:05 喜友名 二丁目 また、今度は米軍ヘリが飛んでますね。17時過ぎてから飛ぶんですよね。

5日(木)
20:38 我如古 いつもならありえないぐらいの低さでヘリが2、3台飛び回っていました。騒音もい

つもよりもかなり酷いものでしたので対応お願いします。

10日(火)

8:35 嘉数 四丁目 本日も8時から8時30分に国歌の大音量が流れました。風吹く穏やかな気持

ちいい朝だったのに不愉快でした。始めは小さめでしたが、君が代のとこにくると、

ものすごい大音量になりました。国歌の大音量が続いていて改善させていないの

は日本政府と米軍が何かしているからなのではないでしょうか。普通でしたら、

何らかの対処があるはずなのにここ一年ずっと変わらないです。市民一体になっ

て既成事実化にならないようにしないといけないと思う。市民もバックアップするか

ら行政も頑張ってくれないか。騒音・事故・事件の発生は市民は我慢している

だけです。防衛局、外務省沖縄事務所、県庁どこに行くかは分からないけど抗

議してほしい。大音量を止めてもらってください。

10日(火)
9:55 喜友名 二丁目 またいまジェット機が低空飛行で飛んでいきました。ちょっと外で作業してたら、自

分の上を通っていく。

10日(火)
15:45 喜友名 二丁目 今、米軍ジェット機が1機、低空飛行で通過して行きました。ブレーキ音というん

ですか、すごい音です。

10日(火)
15:55 喜友名 二丁目 また、米軍のジェット機が通過していきました。喜友名を旋回している感じがしま

す。1機です。

12日(木)

8:36 嘉数 四丁目 国歌の大音量ですが、今日はこれまで以上に大きなボリュームで鳴り響いてい

ました。時間帯はいつもと同じ8時から8時3分まで。私も家にいる間は可能な

限り連絡していますが、本日の大音量はここ1,2週間では一番大きく聞こえまし

た。防音設備にした住宅の中にいても聞こえるんじゃないかと思うほどです。去

年から流れていますが、全然改善されていません。これは米軍の都合で流れて

いるものですから、不快な思いをしている住民も多いと思います。私は滑走路の

延長線上に家があるので、航空機の離発着の騒音も聞いていますが、あれは

ボリュームを絞るとか調節できるものではないので、仕方ないと思っています。で

も、国歌の大音量については、設備を調整するだけで改善できますよね。基地

内だけに聞こえるようにすれば良いんですが、関係ない市民にまで聞こえるよう

な音量で流している。意図的に流しているようにも感じます。市民のイライラが募

らないように、司令官へ抗議して改善するように努めてください。

13日(金)

8:05 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。少々、風は強

めでしたけど、相変わらず音量は絞られていません。既成事実化しないように強

く抗議して明日からでもすぐ止めさせて下さい。
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13日(金)

11:20 大山 オスプレイがずっと飛んで旋回している。ブルトーザーが近くにいるような音です。

本当に腹立たしいです。最近は夜の22時からも飛ぶし、ひどすぎませんか。宜

野湾市民は窓を開ける権利もないんでしょうか？風が気持ちいい季節なのに

感じることもできないのでしょうか。

13日(金)
15:23 喜友名 二丁目 ジェット機が2機通過していきました。すごい音です。

13日(金)
15:25 野嵩 二丁目 2～3分前、2機のジェット機が通過していきました。うっとうしいです。いい加減ど

うにかしてください。

16日(月)
15:41 市外 今日は昼過ぎからジェットの音がうるさいです。苦情があったと伝えてください。

16日(月)
17:14 野嵩 二丁目 ジェット機とかヘリコプターとは違う、大きめの飛行機が飛んでますね。うるさいで

す。

17日(火)
7:06 嘉数 四丁目 7時前からジェット機音がひどくて、大変しています。会話もできないほどです。

17日(火)
16:25 喜友名 二丁目 オスプレイが低空で飛んでいきました。80デシベルを超えてましたね。

17日(火)
21:38 不明 毎日、ヘリコプターからジェット機、夜も眠れません。子供たちも眠れません。米

軍に抗議して下さい。苦情の件数に数えて下さい。

17日(火)
22:17 大謝名 五丁目 22時過ぎてまで、オスプレイの騒音がひどくて眠れない。役所はなんとか対応し

てほしい。

18日(水)
14:39 喜友名 二丁目 いま低空で米軍機が通過していきました。

18日(水)

16:54 喜友名 二丁目 オスプレイが低空で飛んでいきました。直角に曲がって、こっちに向かってきまし

た。第二小学校の方へ行かず、すぐ機体を傾けて海の方へ旋回していきまし

た。わざわざ自分の上を通って行きます。

18日(水)
18:35 喜友名 二丁目 たった今、米軍のオスプレイが低空で通過していきました。何デシベルとかではな

くて家が揺れました。

19日(木)
21:54 愛知 三丁目 ヘリコプターの音が問題になっています。うるさいです。やめてください。

21日(土)

17:20 大謝名 二丁目 土曜日、家族でくつろいでいたところ、午後から飛行機の音がかなり激しくなり、

まいっています。いつ終わるのか分からず、15時ごろから続いて夕方17時過ぎも

まだ断続的に続いています。大きい飛行機で急に音がくるので、かなり不快な

気持ちです。なんとか解決してもらいたいです。

22日(日)

8:04 嘉数 四丁目 今日は日曜日で秋晴れの清々しい朝を迎えておりましたが、突然また、8時～

8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。もう、何度も110番しています

けど、改善されていません。既成事実化にならないように、早急に止めさせるよう

に是非やっていただきたいと思います。

23日(月)

19:12 野嵩 二丁目 大きい飛行機が頻繁に飛んでて、かなりうるさくて迷惑ですね。テレビはうつらな

くなるし、音も全く聞こえない感じで、だいぶ迷惑です。早く出ていくようにしてくだ

さい。

24日(火)

15:25 宜野湾 一丁目 さっきからものすごくうるさいです。電話越しでも聞こえますよね？騒音のレベルを

計っているが数値も大きく出ている。音だけで見えないので何かは分からない。

工場とかの騒音なら我慢できるがこれは我慢できない。騒音ではなく爆音です

よこれは。

28日(土)

8:04 嘉数 四丁目 今朝も8時～8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響いておりました。今日、特

に北風が10ｍ前後ある強風の状況で、特に嘉数四丁目辺りの方に日頃より

も大きなボリュームで鳴り響いておりましたので、全然これまでの110番への連絡

をしても改善されてない状況ですので、絶対に既成事実化させないように

日々、清々しい朝を迎えれるように来週からは、鳴り響かないようにさせていただ

きたいと思います。
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12月 （ 83 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(火)

8:33 嘉数 四丁目 今日も8時から8時3分までの間、国歌の大音量が流れました。私は気が付い

たら110番に連絡を入れるようにしていますが、まだ全然改善されていません。

松川市長を先頭に、改善できるように取り組んで、頑張ってもらいたいと思いま

す。

1日(火)
10:18 宜野湾 一丁目 ジェット機なのかは分からないけど、調整音みたいな音がしています。すごく爆音

です。うるさい。

1日(火)
12:55 野嵩 二丁目 だいぶうるさいですね。でかい飛行機が飛んでてうるさいです。テレビも映らなくな

るし、だいぶ迷惑です。飛ばさないように、抗議してください。

1日(火)
21:40 愛知 三丁目 まだ、ヘリコプターが飛んで、夜眠れないです。

1日(火)
21:54 嘉数 四丁目 夕方からヘリコプターが低空で飛んでとてもうるさいです。苦情です。何とかしてく

ださい。

2日(水)
21:33 喜友名 二丁目 米軍機が低空で飛んでいきました。テレビがちょっと消えました。

3日(木)

13:32 宜野湾 一丁目 基地上空を飛んでてうるさいな。爆音だよ。ヘリが基地上空を旋回しているよう

な感じ。測ってるけど、65から70デシベルくらいは出てるな。屋上に上って見てみ

たらいいよ。

3日(木)
14:48 喜友名 二丁目 ヘリコプターが低空で旋回しています。爆音です。テレビも消えて見れません。

4日(金)

8:06 嘉数 四丁目 本日も8時～8時3分間の間に国歌の大音量が鳴り響きました。風は北東の

風が7～8mくらい。小雨が降っている状態なんですけど、やっぱり大音量が聞こ

えてきております。何度も110番していますけど、なかなか改善されないようです

ので、さらに既成事実化しないように、市役所の取組を強化して国歌大音量と

先ほどもエンジン調整音の戦闘機等の音があわせて流れてきましたので、静か

な朝の環境を市民が安心してできるように皆さんの努力をよろしくお願いしま

す。

4日(金)

9:58 市外 私たち南風原町では、毎日7時、8時、9時、10時台と米軍の飛行機が上空

を飛びます。本日はいつもと違って、7時45分からずっと旋回しているような感じ

がしたので確認するため外へ出ました。曇りの天気で飛行機は確認できず、音

だけが鳴り響き、やまない音が不気味で恐怖です。緑ヶ丘保育園や普天間第

二小学校での部品落下事故等が頭をよぎります。どうか防衛局等に抗議をし

たり、対処をしていただきたいです。

4日(金)

20:37 長田 昨日も今日も、風向きとか雲が張っているせいがあるのか普天間のヘリコプター

の騒音がとても酷いです。場所によるんでしょうけど、ここ数年でとてもひどい状況

かなと思います。特に、普天間の周囲を長時間、旋回しているのでひたすらうる

さいんです。昨日も昼から夜にかけてずっとでしたけど、今日も午後過ぎてから旋

回してるのが多いですね。基地の上を昼も三機とか、目視できる限りでは同時

に飛行してましたし、今も北側から南にかけて、滑走路中心に、東側を小回りし

ているようで、国道330号から少しズレたあたりを北から南に飛んでいるのをよく

見かけています。昨日もそうでした。宜野湾小学校とか学校も近くにありますが、

ちょっと心配なのが今の冬、寒い時期、コロナで喚起が必要だと思いますけど、

閉めてれば、防音設備があれば聞こえないんでしょうけど、これだけうるさいのを

窓を開けて授業がはたして成立するのか疑問に思いました。学校とかどうなって

るんでしょうかね。真上とか近くを飛んでいくので、昨日なんか特に、今日もそうな

んですけど、酷い時は、例えば電車がすぐ近くを通るところにいて、電車が何時

間も通りっぱなしのような騒音が続いてました。正直、今日は耐えられないぐらい

うるさいので、昨日からの続きで報告をしておかないといけないかなと思いお電話

いたしました。天候のせいも、もちろん音の響きはあると思うんですけど、そもそも

住宅地のある普天間周辺で旋回して訓練するというのをやめてほしいです。強く

抗議をしてほしいです。
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7日(月)

8:35 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が8時から8時3分の間に鳴り響きました。これまでなんど

も110番に電話していますが、まだまだ改善されていません。また、今日はエンジ

ンの調整音も嘉数四丁目まで鳴り響いて、やかましいです。師走で年末で、皆

さん忙しい中、気分良く出社したいと思っています。粘り強く、司令官へ抗議し

て既成事実化しないように、頑張って下さい。普天間の日常的な騒音も、市

長の力を発揮していただきたいと思います。

7日(月)
12:29 上大謝名 ジェット機が離着陸してるのか、ぐるぐるしてるのか、うるさい。防衛局に電話して

くれ。耳が痛くなるよ、ジェット機だからね。今すぐにでも電話して伝えてください。

7日(月)
15:38 喜友名 二丁目 ジェット機が二機、すごい音で飛んでいます。爆音ですよ。びっくりしています。

7日(月)
15:39 不明 今、二機の飛行機が飛んで行きました。子どもがビックリしすぎて、泣き叫んでい

ます。普段とは違います。何かあるんですか。

7日(月)
16:59 嘉数 今日はジェット機ですか、お昼の30分の間に6回も聞こえて、今も2回聞こえま

したよ。今日はのんびりテレビも見てられないくらい。お家の真上を飛ぶんです

よ。

7日(月)

16:59 上大謝名 今戦闘機が2機高い音で、低空で飛んでいきました。すごい音で、空気が割れ

るような音がしていて、初めて聞いたので電話しました。あれは外来機ですか。す

ごく迷惑です。

8日(火)
9:01 喜友名 二丁目 米軍の飛行機が４機、低空で飛んでいます。ちょっと恐ろしい。

8日(火)

9:04 野嵩 一丁目 今の爆音は何ですか。耳が耐えれないですよ。朝の食事時間にも、夜の時間

にも、最近ひどすぎます。宜野湾市民はご飯も食べる事ができないんですか。新

聞も見ていますが、なんとかしてください。戦争ですか？健康が大事です。安全

が一番です。どうにかしてください。動いてください。

8日(火)
9:05 不明 すごい轟音です。5機の飛行機です。なにごとでですか。今すぐ、抗議要請してく

ださい。

8日(火)

9:11 不明 戦闘機がものすごい音で通過してるよ。何回も何回も同じことになっているよ

ね。そろそろ私たちは怒りの限界に来てるよ。防衛局にも話はしているのか。沖

縄はアメリカのものではない。いい加減にしてくれ。抗議要請して対処して。

8日(火)
14:14 喜友名 二丁目 今、ジェット機が2機飛んで行きました。

8日(火)
14:16 野嵩 二丁目 14時15分にジェット機が2機通過しています。うるさいです。迷惑です。

8日(火)

15:37 野嵩 今日、午前中はジェット機。午後はヘリコプター。ひどすぎます。私の家はヘリコ

プターが飛ぶとテレビが映らなくなるんですよ。もう本当に耐えられないですよ。辺

野古に移すまでに13年かかるといっているけど、市民は13年我慢するの？運用

停止をしてください。

8日(火)

16:55 大謝名 二丁目 16時過ぎから飛行機の音がすごくうるさくなって、20分前くらいからですね、あま

り聞いたことない音の急激に近づいてくるようなキーンという大きい音の飛行機が

何度か飛んでいて、たいへん不快な思いをしています。帰宅途中の小学生の子

供もとても怖がっています。なんとかならないものでしょうか。毎回、この番号に電

話をさせていただいているんですが、他に困ってるという事を伝えたくてお電話して

いるんですが、この方法でいいのでしょうか。黙ってるだけでは変わらないと思って

意思表示をしているつもりですが、例えばメールでできるとかあれば、もっと多くの

人が動けるのかなと思ったりしています。職員さんには苦情を聞いてもらって申し

訳ないなという気持ちですが、いつもありがとうございます。

8日(火)
21:21 大山 どうしてオスプレイは20時過ぎてから飛ぶんですか？安眠妨害です。低周波で

本当に体に響くし、どうにかしてくださいよ。夜間飛ばさないようにお願いします。
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8日(火)

21:26 大山 どうしてオスプレイは20時過ぎになったら旋回するんですか？大山付近を。本当

にもうイライラします。どうにかしてください。なんで夜中飛ばすんですか。もうちょと

強く言ってくださいよ。どうして夜間飛行するんですか。本当にもう、住民の住ん

でいる所にどうして米軍はおかれるんですか。何度も言いますけど、本当にね精

神的にも苦痛です。一生懸命やってください。

8日(火)
21:32 不明 宜野湾市大山付近、ヘリコプターが飛んでいて、うるさい。止めてくれ。

8日(火)

21:33 嘉数 四丁目 毎日うるさいです。NHKの今日の放送は山口県の騒音が出ておりました。それ

ぐらいの騒音でも全国ニュースになります。ぜひ、NHKに宜野湾市の騒音を訴え

て下さい。ぜひ、全国で放送させてください。責任だと思います。

9日(水)
9:01 喜友名 二丁目 昨日、20時～21時の間に20回も飛行機が飛んでいます。70㏈でした。うるさ

いよ。

9日(水)

11:56 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさいな。ヘリコプターが通るとテレビも映らなくなるよ。さっきもうる

さくて電話しようかと思ったんだけど、我慢したんだよ。うるさいな。テレビも映らなく

なる。

9日(水)
15:44 喜友名 二丁目 米軍のヘリコプターが15分から20分おきに低空で飛んでいて眠れません。気分

も悪くなってきています。

9日(水)

17:50 真栄原 今日はとってもうるさかった。家のすぐ後ろはフェンスなんですよ。今日は何回も

何回もすごい音で飛んでましたよ。心臓がどきどきするくらい。これはいつまで続く

んですか。明日も続く可能性があるんですか。滑走路のすぐ近くだからすごい音

ですよ。振動もすごくて、窓ガラスの鍵がぐらぐらして壊れているんです。本当に弁

償してもらいたいくらい。

10日(木)
9:20 喜友名 低空飛行でジェットが飛んでるよ。本当に多いよ。大変ですよ。

10日(木)

9:29 野嵩 一丁目 最近どうしたんですか。今、家の上を5～6機すごい音で通過していきました。

22時以降の電話は防衛局にしていますが、今回はこちらへ連絡しています。ヘ

リコプターはまだどうにかいいとして、今の戦闘機は厳しいです。野嵩には27、8

年前から住んでいますが、防音工事の対象外でもあるんですよ。耐えられない

ですよ。苦情を市長に伝えてください。

10日(木)
9:29 普天間 戦争でも始まるのか。なんとかしてくれよ。

10日(木)
9:32 野嵩 一丁目 今ね戦闘機が６機、凄かった。もう生きられない。大変です。

10日(木)
10:32 我如古 最近、飛行機がひどすぎます。自宅でオンラインを使い仕事をしていますので、

すごく困っています。Wi-Fiも途切れています。意見を伝えてください。

10日(木)
12:50 長田 ヘリの音がうるさいです。伝えてください。

10日(木)
12:51 宜野湾 一丁目 今日もうるさいな。ヘリがうるさい。どこでも同じだろうけど。

10日(木)

12:51 宜野湾 さつき保育園の近くに住んでいます。昨日、今日と飛行機がうるさすぎません

か？今、こちらに電話はしていますけど、具体的に何か変わりますか？さすがにう

るさいですよ。

10日(木)
13:48 喜友名 二丁目 12時～13時はヘリコプター。今、ジェット機が3機すごい音で通過しているよ。

抗議して。

10日(木)
13:49 不明 第二小学校近くに住んでいるけど、ジェット機が朝から飛んでいるよ。うるさいよ。

とにかく対処して。

10日(木)

13:52 新城 飛行機の騒音が朝から酷いですよ。先っぽが三角形の飛行機です。もう10機く

らい頻繁に飛んでます。昨日もずっとうるさかったんですよ。もっと強く抗議してくだ

さい。
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10日(木)

14:00 野嵩 一丁目 3日間ずっと戦闘機がうるさいです。どうなっているんですか。普天間基地には反

対ですが辺野古も反対します。これ以上沖縄に基地はいりません。岩国では最

近騒音がニュースになっていたが普天間ではならないのはおかしい。相当うるさい

ですよ。いつまで続くのか。病弱な方も多いのでほんとにきついです。言っても効

果があるか分からないがうるさすぎてまた連絡しました。

10日(木)
14:03 不明 いい加減どうにかしてください。うるさすぎます。

10日(木)
14:04 喜友名 二丁目 今、2機のジェット機が通過して行った。

10日(木)

14:09 野嵩 一丁目 今日は朝から音が凄いです。防衛局にも連絡をしました。私の家は築20年だ

から防音工事は対象外と言われた。同じ市民で同じ地区に住んでいてこんなに

うるさいのに、どうにかできないのかと聞いたら見直してみると言ってくれたが、いつ

まで待ったらいいのでしょう。うるさくて大変。どうか市も防音工事の制度の見直

しを考えてほしい。

10日(木)
14:19 野嵩 三丁目 さっきから爆音が酷いですね。電波障害もおきてますよ。防音工事はやってるん

ですけど、それでもうるさいですよ。こんなこと異常ですよ。どうにかしてくださいね。

10日(木)
14:24 不明 今日は一体なんですか。いつもと違っています。耳をつく音です。苦情を入れてく

ださい。

10日(木)

14:54 野嵩 ここ最近の状況はひどすぎますよ。異常です。戦争が始まるのではないでしょう

か。このままだと頭がおかしくなります。ノイローゼになります。外にも出れません

し、窓を閉めても全く効果がない。具志川から業者が来ていますが騒音に驚い

ています。世界一危険な基地の周りに住宅があります。アメリカ人は自分たちの

自宅の真上を通ることはないと聞いています。私たち先祖は軍が来るからと追い

出されたんです。私達は人間じゃないですか？土曜日の夜中、1時にピ－ピー

と耳鳴りのような音がしていたので、私の耳がおかしいのかなと確認していたら、

飛行場からの整備の音でした。そうやって、日々、安眠ができないんですよ。命

が先です。健康が第一です。どうにかしてください。

10日(木)
15:27 上大謝名 飛行機がうるさい。ここ2～3日本当にひどい。ひどすぎます。どうにかしてくださ

い。

10日(木)

18:15 大謝名 二丁目 今日は17時頃から飛行機の音がだんだん激しくなって、18時過ぎてからは数

台の飛行機が行きかう音がして、まるで戦争のようです。帰宅して換気をしたく

て窓を開けると、ものすごい音が聞こえてくるので、子供が嫌がって窓を閉める。

また、窓を開けたら音が聞こえる。ということの繰り返しです。これでは健康な生

活が、換気が大事といわれているのに、換気も気持ちよくできない状況です。

困っています。

11日(金)

8:09 嘉数 四丁目 本日も8時～8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。天候は曇りで、

風も無風状態なんですが、はっきりと大音量が聞こえてきました。もう、これまで

何回も110番をかけてますけど、なかなか改善の兆しが見えません。年末年始

を迎えるこの時期で、住民も色々と気持ちのうえでは落ち着かない時期なんで

すが、コロナの中でやーぐまいしてる人も多いんですが、ぜひ、朝の爽やかな時間

帯は静かな朝で迎えられるように、行政側の対応よろしくお願いします。市長か

らも司令官には強く抗議をして、一日も早く改善されるように、よろしくお願いし

たいと思います。

11日(金)
10:29 喜友名 二丁目 昨日よりは低空ではないけど、ジェット機が通過して行った。昨日の夜もひどかっ

たです。騒音は野嵩の名前がよくでますけど、新城も爆音です。

11日(金)

14:20 喜友名 先ほどからヘリコプターが飛んでるんですが、9階建てのマンションの真上を通りま

す。非常に近くに感じて恐怖を覚えるんですが、これは許されていることなんで

しょうか。普天間からではなく、瑞慶覧から飛んできているような感じです。海が

あるんだから、海に向かって飛べばいいのに。すごく恐怖を感じていると苦情を伝

えてください。
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11日(金)

16:25 大謝名 二丁目 昨日も基地被害110番に電話をさせていただいています。やはり、今日も飛行

機が何度も通過し、キーンという音で会話もできません。このように苦情の電話

をいれて、心苦しいではあるんですが、黙っていては変わることはないと思っていま

す。対処していただきたいです。

12日(土)
17:34 野嵩 二丁目 大きい飛行機が頻度高く飛んでて、かなりうるさくて、迷惑しています。早く、飛

ぶのやめるように言って下さい。

14日(月)

12:21 野嵩 今日の朝8時から飛行機の音がうるさかった。あなたたちの苦労は分かるよ。お

じさんの僕たちはいいんだけど、子供たちがかわいそうだよ。緑ヶ丘のこともある

し。僕たち市民は防衛局長に会えないんだよ。市が頑張ってもらわないと。市長

が直接抗議しないと。電話ではだめだよ。これは苦情ではなくて、応援のために

電話してると思ってね。頑張ってよ。

14日(月)

16:22 宜野湾 一丁目 ヘリの騒音がうるさいな。今2階の屋上で測ってるんだけど、基地の上を飛んでい

る。60デシベルくらい出ている。また夜の8時9時までうるさいのかな。昼にジェッ

ト機のような轟音も聞こえたよ。

14日(月)

18:46 不明 長田交差点からサンエーV21向けの所ですね、今日の夕方からヘリコプターか

なんかですかね、排気ガスがものすごく臭いです。もう本当に臭いです。マスクし

ていますけど、マスクの上からも、ものすごく排気ガスの臭いが伝わってくるほど、長

田周辺がものすごく臭くなっています。ジェット噴射かなにかだと思うんですけど、

本当に臭いです。どうにかならないですかね。

15日(火)
8:27 宜野湾 一丁目 今日8時から爆音がありました。すごく爆音です。朝から憂鬱です。いい気持に

はなれないです。

15日(火)

16:21 宜野湾 一丁目 今日うるさいよ。旅客機みたいな飛行機がかなりの低空飛行で旋回している

よ。しかも、何回もだよ。訓練かな？わざわざ住宅地の上で訓練するのか？落

ちないか心配だけど。

15日(火)

17:24 大謝名 二丁目 今日は17時ぐらい前から飛行機の音が激しくなり、2分程前ですね、家の駐車

場に車を停めたら、もう、他の音も聞こえないくらい飛行機の音が、着陸する音

が煩くてお電話いたしました。会話も家に入ってもこの音が聞こえると、家族との

会話も支障がでるくらいです。夕方、家族が揃う時間にこの音がだんだん激しく

なるので、もう本当に家庭崩壊。まではいかないんですけど、大変きつい状態で

す。轟音が続いた後に耳をふさいだような感じになり、健康被害も受けているよ

うな気がします。この保証も誰もしてくれないのかなと思うと、宜野湾市に住むの

が嫌になるくらいです。何とかしてください。

16日(水)

8:05 嘉数 四丁目 本日も国歌が大音量で鳴り響きました。天候は曇りで無風状態でしたが、本

日の音量はここ1～2週間では一番大きく鳴り響きました。防災無線よりも大き

な音量で鳴り響きました。ここ何週間ぐらいは110番に連絡しているんですけど、

なかなか改善されておりません。特に今はコロナ禍で、また、師走の慌ただしいこ

の時期に、騒音等についてのものは市民を苛立たせますので、年末年始は静か

な環境でコロナ対策もして、日々の生活が何事もないような、そういうような環

境を松川市長をはじめ行政の皆様には、もう一度、気を引き締めて騒音対策

等々を是非、実行していただきたいと思います。よろしくお願いします。

16日(水)

21:10 大謝名 二丁目 現在、夜の21時過ぎなんですが、まだ飛行機が行きかう音が止みません。かな

りうるさい音になるので、かなりうるさくて家族団らんどころではありません。大変、

苦しいです。この時間には飛ばないでほしいです。
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16日(水)

22:16 野嵩 一丁目 今日も22時過ぎて、後ろでエンジン調整とか音がまだ続いていますけど、先ほどまで

飛行していました。今日も意識しているだけでも14時台ほとんどずっと市内の上で

ヘリが飛行しているケースが多くて、ほとんどの時間が騒音で酷かったです。最近から

目立つと思うんですけど、先週の木曜日くらいから、先週の土曜日も普段の土曜

日よりもとても活発で平日と同じくらいうるさかったんですけども、特に最近はヘリが

数時間、普天間を中心に旋回を繰り返すというのが多いです。離着陸繰り返すの

は低空が多いと思うんですけど、非常に音がうるさいです。宜野湾市はこの変化、

把握してますでしょうか。ぜひ、把握してほしいです。定点観測、家からだと明らかに

酷さが増しているのが感じられます。本当にここ最近2週間ですかね。外来機の旋

回はわりと大きめに飛ぶのであれなんですけど、ヘリだと小回りも多いし、特に最近の

ものは北側から離陸して、時計回りなので滑走路から西側、北から中腹辺りからク

ルクル回っているのが多いので、もう少し前の2機は西側とか旋回が目立っていた気

がするんですけど、最近、東側がとても多いので、とにかく東側にいると酷いですね。

今日、本当に昼からほとんどうるさかったです。オスプレイも先ほど、真上飛んできま

したし、滑走路近いので、旋回するとどうしても低空飛行ならざるを得ないと思うの

で、騒音被害は把握してもらいたいと思います。町の上で旋回を繰り返しているの

がどうかと思うので何度か報告しているんですが、それが長時間にわたって回数増え

てくるのは、最近多いと思うので強く抗議を入れてほしいです。生活レベルで、とても

じゃないですけど、穏やかに過ごせないうるささです。空からなので近所の人たちは皆

さん同じように浴びていると思います。宜野湾市はこのことを把握しているのかなと

思ったので、明確にポイントを絞ってお伝えしたいと思って電話しました。最近、普

天間周辺での長時間のヘリの旋回が酷いです。把握してなければちょっと気を付け

ていただいて、アクションを起こしていただきたいです。とってもうるさいです。危ないで

す。

17日(木)
14:25 野嵩 今、ジェット機が飛んで、すごい爆音。生きてられないよ。市長に伝えてね。

17日(木)

15:30 赤道 米軍機が最近うるさい。これまでは飛行場の滑走路に飛んでたけど、最近は

ジェット機が家の真上を通る。毎日飛行機も、オスプレイも通って、ガラス戸がガ

タガタする。手でおさえてもガタガタする。本当にイライラしてしょうがない。前にも

電話したことあるけど、全然届いてないのかな。直接防衛省にも電話していいの

かな。これから戦争があるのかって思うくらいですよ。最近はコロナもあってずっと

家にいるから、毎日この音を聞いてるんですよ。基地からもエンジン調整してるの

か、ボッ、ボッって聞こえてくるし、上からは飛行機の音がゴーっとするもんだから、

本当にノイローゼになりますよ。基地はいらない。

17日(木)
16:12 野嵩 二丁目 今日の14時過ぎ、2機のジェット機が飛んでました。かなりうるさくて迷惑です。

飛ばないように言ってください。

17日(木)

21:51 大謝名 二丁目 22時前ですが、飛行機の音が21時過ぎから続いていて、なかなか終わる様子

がありません。21時ちょっと過ぎの騒音の時は家も窓に振動を感じるくらいで、

音と振動で大変不快でした。大変困っています。

18日(金)

8:08 嘉数 四丁目 本日も8時～8時3分の間に国歌の大音量が流れました。特に今日は東の風

6～7ｍくらいある状況ですので、こちらの地域にもこれまでの音量よりも大きく響

いたようです。コロナ禍の中また、師走を迎えて慌ただしい時期の中で、防災放

送よりも大きな音量で静かな朝に大音量が流されるというのは、やっぱり気持ち

が悪くなります。もう少し、落ち着けるような師走にしていただき、これまで何度も

110番かけていますけど、ぜんぜん改善されているあとがありません。フェンス外に

は絶対に市民のほうに迷惑をかけないように是非、松川市長をはじめ行政の皆

さん力を合わせて是非、止めさせて下さい。その都度その都度ちゃんと連絡して

も対処してもらえないといったら私でも、このようにわじわじしている日が続いてい

ますから、市民の多くが国歌大音量、事件事故も含めて不快感が蓄積してい

るんじゃないかと思います。普天間基地の年末年始で事件事故が起きないよう

に今で十分基地司令官に抗議して改善させてください。

18日(金)

15:45 真志喜 防衛局にも電話したんですけど、最近、この2，3ヵ月はすごくうるさいです。夜、

勉強していても邪魔されて、ボリュームを上げないといけなかったり、性格もギスギ

スするし、最悪ですよ。2機連続で通ったりしてバリバリうるさいです。
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21日(月)
21:40 大謝名 二丁目 21時40分に轟音と共に飛行機がきてうるさかったです。遠くの音が聞こえるの

で、この後も音が続くと思われます。大変困っています。解決してほしいです。

22日(火)

21:23 大謝名 二丁目 21時30分なんですが、何台かの飛行機がたて続けに着陸するような感じで騒

音が響いています。家族の会話も遮られるほどで、テレビの音も上げないと聞こ

えないくらいなので大変困ります。

25日(金)

8:46 嘉数 四丁目 米軍関係者はクリスマス休暇の中、本日も8時から8時3分の間に国歌の大音

量が流れていました。皆さんの努力が結果に繋がっていないように感じます。防

災無線よりも大きいと苦情を入れてきましたが、12月の議会でも同じように議

員から質問が出ていましたね。市民からの苦情があってからの市議会での質問

だとも思いますので、宜野湾市全域で同じように大音量が聞こえていると思いま

す。防衛局や米側へ要請をしているとのことですが、要請だけで終わってしまって

は、市民の不快感が残ります。要請だけではなくて、司令官にしっかりと調整を

行って、やめさせるようにしてください。改善されるまで皆さんの努力を粘り強く頑

張ってください。これは事務レベルではなくて、トップの松川市長が調整をしなけ

ればいけないと思います。ぜひ市民ファーストで、市民の声にこたえられるようにで

きる限りやっていただきたいです。

26日(土)
11:20 佐真下 30分前からすごい変な音が基地の中から聞こえてきます。地響きみたい感じで

結構きついです。

26日(土)

16:09 新城 Wi-Fiを使った仕事をしています。米軍機が通過するときれます。今日は本当に

酷くて、2時間の間に10回以上はありました。よく見ると、飛行機にアンテナがつ

いています。そこからの電波とかが影響してませんか？市として何か米軍に対策

していただけないでしょうか。すごく困ってます。

29日(火)

8:03 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量で鳴り響きました。昨日で御用納め仕事納めが終わっ

て、今日は少しはゆっくりする朝なんですけど、相変わらず大音量で流されてい

ました。エンジン調整がやられていましたが、それ以上に国歌の大音量が鳴り響

きましたので、これはちょっと異常な状態じゃないですか。天候は曇りで、微風な

風の状態でしたから、嘉数四丁目の方にも大音量ではっきり聞こえてきました。

もう、年末も残り少ないんですけど、来年には静かな朝の状態を過ごせるよう

に、さらに努力して止めさせてください。

29日(火)

8:22 大謝名 二丁目 住まいは上大謝名公民館の近くなんですが、午後から飛行機の音が大変うる

さくて、いつもより低いような中低音のさらに大きいような低く飛んでるのかなと思

うような感じです。昼過ぎでしたが、もう落ちてくるんではないかという音が聞こえ

た時間帯もありました。なんとかしてもらいたいです。

29日(火)
21:03 大山 相当うるさいです。5分ごとに騒音が聞こえます。なんとかして下さい。

29日(火)
21:15 喜友名 二丁目 飛行がひどくて、テレビの音も聞けない状況ですけども。こちらは騒音測量やって

いるんですかね。本当に困ります。

31日(木)

8:38 真栄原 二丁目 朝8時から日本の国歌とアメリカの国歌が聞こえるんですけど。それ、ちょっとうる

さいんですよね。基地からかどこからか分からないんですけど。何とか分かりますか

ね。

1月 （ 81 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

4日(月)

8:10 嘉数 四丁目 本日から仕事始めだと思いますが、今日も8時から8時3分の間に国歌の大音

量が鳴り響いていたので連絡しました。今日から鳴らないことを期待していたんで

すが、まだ鳴り響いています。市長はじめ職員の皆さんの努力で、静かな環境に

なるまで頑張ってください。

5日(火)

8:13 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。小雨の中、北

風が3ｍくらいですかね、そういう天候の中でも防災放送よりもかなりうるさめの

音で鳴り響きましたので、本年度もずっと大音量が鳴り響かないように行政の対

応、米軍にきちんと抗議、改善していただくようにお願いします。
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5日(火)

10:01 宜野湾 一丁目 フェンスのすぐ近く住んでいます。米軍のヘリコプターが通過すると、振動がすごく

て生活に支障をきたしています。飛行機が通過するたびに墜落すんじゃないかと

不安です。過去にあった普天間第二小学校や沖縄国際大学での事故を思い

出してしまいます。引越しも考えますが子供達の学校もあるので、すぐにできる

事ではありません。辺野古へ移動はしないし、その間に何かあったら誰が保証し

てくれるんですか。死にたくないです。

5日(火)
11:22 宜野湾 一丁目 今日、すごくうるさいよ。

5日(火)

14:08 嘉数 四丁目 本日は朝からずっと飛行機の音がうるさくて、テレビも見れないです。外に出て飛

行機を確認してきました。オスプレイではなくて、いつも見ている飛行機より大きく

て、ロケットを積んでいるような形をしています。私の家の真上を通過していきま

す。パイロットの顔も見れるくらいの低空飛行です。

5日(火)

14:23 嘉数 四丁目 今日飛んでいる飛行機は音がすごいです。オスプレイではないです。説明が上

手くできないのですが、尾翼の左側に出っ張りがあり、そこに1mくらいの棒を差し

込んだみたいな飛行機です。反対側にはプロペラがありロケット弾を積んだような

形です。不安なので知りたいです。何かあるんでしょうか。不安です。

5日(火)
15:20 宜野湾 一丁目 今日は一日中爆音だけど。何時間も低空飛行してうるさいよ。家がはんたにあ

るので響くよ。本当にうるさすぎる。

5日(火)

16:14 嘉数 嘉数高台の所に住んでいるけど、今日は本当にうるさいよ。あまりにもうるさす

ぎ。回数を数えているんだよ。今日は45回。5分おきに飛んでいるよ。腹立たし

い。抗議要請しても何も変わらないないなら他の方法でやるべき。

5日(火)

19:21 大謝名 二丁目 上大謝名公民館近くに住んでいます。午後16時くらいから聞こえだして、19時

過ぎなんですが、数機の飛行機がオスプレイでしょうか着陸するようなことが何度

かあって、そのたび振動騒音で大変です。何とかしていただきたいです。

5日(火)
20:53 赤道 一丁目 ヘリコプター昼からうるさい。

5日(火)
21:13 野嵩 二丁目 飛行機の飛ぶ頻度が多くて、かなりうるさくて迷惑です。飛ぶたびにテレビも映ら

なくなるし、非常に迷惑しています。早く止めるように言ってください。

5日(火)
22:02 大謝名 この時間にヘリコプターが結構飛んでて、子供が起きてしまうぐらいの騒音なの

で、この時間の夜間飛行は控えてもらえるように要請をお願いします。

5日(火)

22:12 上大謝名 今日は朝から飛行が多いです。朝から現在もうるさいぐらい飛んでいます。寒くて

窓は全部締め切っておりますが、それでもすごくうるさいです。眠ろうとしても眠れ

ないです。

5日(火)
22:20 嘉数 かなりうるさい状況です。眠れないです。
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5日(火)

23:22 長田 一丁目 今日から普天間動いたようですが、今日も23時少し前まで一日中、本当にヘ

リの騒音、オスプレイ騒音が酷かったです。午前中から飛んでいたんですが、特

に午後は本当に酷くて、午後から夜の8時前くらいまで、ほとんど途切れることな

く普天間の周辺をヘリやオスプレイが飛び回って、とてもうるさかったです。もちろ

ん周辺を宜野湾市、那覇市、浦添市、普天間近辺の周辺を飛び回っていた

わけですけども、天候も今日は雲がはっていたので、こもってうるさかったです。

夜、暮れてからもずっと続いていて、23時前にやっと落ち着いたかなというところ

です。今日は本当に長時間だったと思います。前にも報告をしたのですが、最

近、普通でも2時間から3時間くらい普天間の周辺をオスプレイがずっと住宅の

上を飛び回ってるというのが多くなっていたんですけど、今日はそれどころじゃないく

らい、長時間飛んでいたかと思います。とても危険ですし、大きいので、うるさい

ですし、長時間聞かされていると止まると身体がビリビリするような大変な感覚に

襲われるような感じです。特に後半ぐらいから目立っているんじゃないかと思いま

すが、普天間近辺の上空を旋回を繰り返す訓練ですが宜野湾市と沖縄県は

これを把握しているんでしょうか。ぜひ、これはただの飛行場、離着陸とイメージ

かもしれないですが、訓練地に宜野湾市周辺、他の自治体もされてしまってい

るので、ここは強く米軍側に抗議をしてほしいです。市民としては。もちろん防衛

局等にも行くとは思いますが、できれば直接、苦情をあげるというか、怒っている

ぞと示してもらってほしいぐらいの毎日です。今年のあたまからこうなので、今年1

年続くのかなと思うと気が思いやられます。

6日(水)

9:22 真志喜 ヘリがうるさくて、すごく宜野湾市から引っ越したいです。今日の朝も8時40分く

らいから飛んでますよ。ヘリがすごくうるさいです。コロナで家にいるじゃないです

か。だからすごくうるさいんですよね。

6日(水)

12:14 大謝名 二丁目 今日は休みで家にいます。本当にうるさいです。昨日は22時半まで飛んでいま

した。毎回、基地被害110番に電話していますが、電話の回数で市民の被害

を計算しているのなら、毎日でもかけたいです。しかし、電話は負担です。高校

生の息子に「どうせ基地はなくならないよ」と言われたことにショックを受けていま

す。未来のある子どもにこんな発言をさせている事が辛いです。このままではいけ

ないです。

6日(水)

12:22 嘉数 ここ1週間うるさいです。年末も変わらずうるさかったです。1時間で最低でも7，

8回は飛んでますよ。役所は上空70mくらいを飛ぶんでしょうが、うちは40mくら

いの低空です。アメリカの総領事が近いんですけど、何にもしてくれないですね。

苦情を伝えてください。

6日(水)
19:10 不明 ヘリがうるさいです。

6日(水)
19:29 不明 今日一日中、本当に飛行機が飛びかって酷い状況ですね。テレビは見られな

いし、騒音は酷い。生活は成り立ちません。抗議お願いします。

6日(水)

20:10 不明 何分おきかな。しょっちゅうこの辺から飛ぶんだけども。その度にテレビの音も聞こ

えない。そして、映像が乱れる。どうにかしてくれ。とにかくうるさい。テレビの音が

聞こえない。うるさいな。

6日(水)
21:31 大山 ヘリがずっと飛んでてうるさいです。眠れないです。
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6日(水)

23:16 長田 一丁目 昨日もお電話で報告したのですが、昨日よりはマシかもしれませんが、今日も相

変わらず普天間飛行場のヘリ、オスプレイ等の飛行状態がとても酷かったです。

少なくても夕方4時くらいから後は長時間の旋回があって結構続いていました。

あと朝ですけど、今朝は7時25分位にヘリがすでに飛んでいました。始業の8時

くらいになる朝よりも前に飛行開始していました。おそらく機体の旋回も夜はして

いたみたいですし、最後は22時50分過ぎかなオスプレイが何回か飛行して振

動音がなっていました。それが最後で普天間は終了だったと思うんですが、新年

の訓練開始されて二日ですが、もう、すでにその二日が相当酷い状況になりま

す。なにより、住民が沢山住んでいる近辺の上空で訓練飛行を繰り返すという

事は普天間基地は危険だ危険だといいますけど、今までよりも目立っているの

で、より危険になっていると思います。ぜひ、宜野湾市からもっと声を上げて苦情

を出してください。この長時間の市民の頭の上を旋回して訓練するという事が最

近増えている横行していることを調査するなりしてもいいですし、把握していなけ

れば情報をきちんと発信して、迷惑だとあげていただきたいというのが願いです。

7日(木)

8:19 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分まで国歌の大音量が鳴り響きました。とくに今日は北風

が10m前後の強風で通常よりも大音量で鳴り響いておりました。連日、月曜、

火曜、水曜、木曜、私の聞いた限りでは連続して流されております。昨年もその

都度、市民からの苦情、抗議として行政側に止めさせるようにお願いしてきたと

ころですけど、新年に変わっても改善されておりません。ここまでくると、日米で意

図的に大音量を流し続けているとしか思えません。

7日(木)

9:57 野嵩 一丁目 一昨日からヘリの音がうるさいです。僕が言っても聞かないと思うが。防音工事

も対象外と言われた。嘉手納ではできるのに、なぜここではできないのか。うるさ

くて耳がおかしくなって、ノイローゼになりそうだ。文句を言ってもしょうがないけど、

言わないと何もしてくれない。

7日(木)

13:59 野嵩 一丁目 今朝から、ヘリが飛んでうるさいです。悪天候の中飛ばすのは怖いです。うるさい

のと怖いので本当にどうしたらいいんですかね。病気も持ってるし、家には寝たき

りの人もいるのに、こんなにずっとうるさいともっと悪化しそうです。前は、カラオケに

行ったり、地域を散歩して気晴らしができたんですけど、今はコロナでどこにも行

けない。ただでさえ憂鬱なのに、こんなにうるさいと大変ですよ。直接、防衛局に

も苦情を言ってるんですけどね、市にも連絡します。どうにか減らせないんですか

ね。

7日(木)

15:40 宜野湾 飛行機がずっと飛んでてうるさい。飛ぶ度にテレビも見れないし、大変。フェンス

のすぐ隣なのに、防音の地区は対象外なんでしょ。おかしいと思います。防衛局

に訴えてください。

7日(木)
15:52 宜野湾 一丁目 今日もうるさいな。さっきからずっと飛んでるよ。うるさいな。60,70デシベルは出

てるよ。

7日(木)

18:10 大謝名 二丁目 上大謝名公民館近くに住んでいます。今日も午後から飛行機の音が増えて、

17時頃からですね、数機の飛行機が頻繁に行きかっていて、家の中での会話

も聞き返しながら、テレビの音も大きくしないと聞けない状況です。昨日の夜は

１０時４５分頃まで着陸する音が聞こえました。ルール違反じゃないかと思い

ます。何とかしてもらいたいです。

7日(木)

23:05 長田 一丁目 23時を過ぎたところです。10時40分くらいで最後の飛行があったようですが、も

う現在終わったようですけれども、まだ後ろの方で薄っすらアイドリング音みたいな

のがゴゴゴゴとずっと聞こえているような感じです。今日も一日中、長時間、普天

間の周辺がとても大きな騒音に包まれていました。今日特に22時20分くらい

に、オスプレイが立て続けに何回か飛行してきてましたし、21時台とかもずっとう

るさかったですね。新年明けて、このように連日報告することになるとは、まったく

思ってませんでした。非常にうるさくてこれがいつまで続くのかと考えるとちょっと気

が重くなります。昨年から続いて酷い状況ですが、年明けはより酷いので、宜野

湾市はこの声を届けて、ともに強く強く米側、または防衛局ですとか関係するとこ

ろに伝えて、改善するように努めてほしいです。とてもじゃないですけど、この状況

が続くのは苦痛です。
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8日(金)

8:21 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。天候も悪天候

で、北の風で大体10m前後くらいの強風が吹いて、曇り空の状況なんですけ

ど、やっぱり本日も大音量が鳴り響きました。今年は新年早々、月曜日の4日

から本日の8日まで、平日は毎日大音量が鳴り響いています。なかなかいい気

分で新年も迎えることができなくて、その間訓練等の影響でしょうか爆音等も昼

夜まき散らしておりましたけど、なかなかそういう騒音、国歌の大音量と全然改

善されていません。市の基地行政が本当にやる気があるのか、市民としてはもう

苦痛の何物でもありません。

8日(金)
22:06 上大謝名 22時5分、今でもオスプレイが飛行しています。

11日(月)

21:46 大謝名 二丁目 今日は祝日なのに朝から爆音が断続的続いていて、気分的にも辛いですね。

夜22時前なんですが、まだ飛行機の音が聞こえて、かなりうるさいです。振動と

もなう大きな低い音で困っています。どうにかしてもらいたいです。

12日(火)

23:57 大謝名 二丁目 まだ、飛行機が轟音で飛んでいて、また、次のものが飛んできました。23時58

分なんですが、ちょっと常識では考えれなくて、ちょっとひどいですね。なんとかやめ

てもらいたいです。非常に人権侵害というか、人が住んでいるところでやることで

はないと思います。

13日(水)
0:02 新城 普天間第二小学校の近くからです。ヘリコプターが飛んでやかましくて、目が覚

めました。抗議してください。

13日(水)
0:04 上原 現在、夜中の0時を超えていますけど、まだ、飛行機が飛んでいます。うるさくて

眠れません。どうにかしてください。

13日(水)

0:07 長田 一丁目 23時57分くらいかな、オスプレイ複数かは分かりませんが、普天間に戻ってきて、

今も到着後のバタバタという音が普天間から響いています。夕方も確認しているだ

けでも、一時間半以上、普天間周辺で旋回繰り返しているのを確認しましたし、と

てもうるさかったです。その後、また、19時、20時以降も飛行して、21時台も旋回

を繰り返しているような感じがあったと思います。どんどん普天間周辺での付近での

旋回繰り返すのが多くなっているような気がしているんですけども、例外的にやってい

るというより、常態化しているという、移動じゃなく訓練を町中の上でやっているという

事になると思うんですけど、先日、慶良間の件も問題になりましたけども、防衛大臣

容認しちゃったんですけど、宜野湾市が強く、強く、抗議をお願いしたいと思います。

24時まで飛ぶこともおかしいと思いますし、15日まで飛ぶよと宣言が出ているようで

すけど、はい、そうですか。ということは市の役割として許せないと思いますので、許さ

れる態度ではないと思いますので、しっかり抗議を練っていただきたいと思います。お

そらく明日、明後日も続くでしょうから、また、うるさい状況があると思いますので、ま

た報告すると思います。

13日(水)

5:17 宜野湾 0時ちょうどオスプレイの離着が普天間基地内から。フェンスから１ｋｍ離れてい

る所にお家があるんですけど、0時ですよ、0時。ヘリコプターの音が体感できる音

がして、体が揺れるのが分かる感じがしました。アメリカは0時過ぎても普通なの

か。騒音なんですけど、とても。眠れなかったんですよ。二時まで起きているんで

すよ。アメリカに対して抗議お願いします。

13日(水)

8:14 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が鳴り響きました。寒波のせいで、寒い日がずっと続いて

いたんですが、今日は朝日がさして晴れで、風も微風で清々しい朝を迎えてお

りました。8時からやっぱりラッパと国歌の大音量が鳴り響て、最後もまたラッパの

音が大きく鳴り響いて、約3分間フェンス外の方に鳴り響きました。気持ちいい朝

を迎えて、飛行機のエンジンも聞こえない新年、初めてといっていいぐらいの朝を

迎えて、市民も気持ちいい朝でスタートしたんじゃないかと思います。それなのに

また、2～3分の為に一日の気持ちいスタートが不快感とわじわじするような気

持が起こってきたということは、本当に普天間基地固有の生活環境にあるという

状況、なんとしても、これを解消しないといけないと思います。これまでも努力し

ていると思いますが、コロナ禍の中での新しい年を気持ちよく、そして、終息にい

けるような事を住民と協力してやりながら、騒音対策に対しても、市の一番の重

要課題として、取り組んで安心をさせていただきますよう、よろしくお願いします。

松川市長以下、市行政の皆さんのご奮闘をよろしくお願いいたします。
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13日(水)

9:07 野嵩 日々、飛行機の音がうるさくて困っています。騒音対策をしたくても、対象地域

ではない為、対策ができずに辛いです。防衛局にも電話をして確認して地域を

拡大していただくようにお願いをしました。市もどうにか対策を考えていただけない

でしょうか。

13日(水)
10:20 長田 連日の騒音で大変ですよ。抗議してください。

13日(水)
11:04 喜友名 二丁目 昨日、今日も爆音だよ。昨日は夜中も飛んでいたよ。たった今も飛んでいる。

旋回している。うるさいよ。

13日(水)
11:09 喜友名 二丁目 先ほども電話しましたけど、また2機飛んでます。旋回して、私の家の上に来る。

80デシベル出てるよ。今日は酷い。

13日(水)
23:52 不明 今ですね、23時51分です。家をヘリコプターがグルグル回って飛んでいます。も

う、0時前ですよ。ぜひ、このことを訴えてください。

14日(木)
23:50 新城 普天間第二小学校近くです。現在、23時51分ですが、ヘリがうるさくて眠れま

せん。

14日(木)
23:54 新城 普天間第二小学校近くです。ヘリが飛んで眠れません。ガラスもガタガタして、

響いています。ずっと飛ぶし抗議してください。

15日(金)

0:07 長田 深夜0時まわって少し経ちましたが、今日も0時から10分位前からオスプレイが3

機位、2回位に分けて飛行して普天間に戻ってきていました。中城の方から南

に回り込んできていました。やっぱり、うるさいです。今日、防衛局のほうに市長

が申し入れ、抗議をしたと記事にもありましたけども、全く無視でしょうか。あとは

今日は昼の特に夕方からずっと、比較的静かな時もありますけど、比較的、旋

回よりも今日は飛んでくる、中城方面を経由して飛んでくるというのが多かったか

なと。旋回している時間も夕方前にあったかと思います。夜も21時台が一番ひ

どかったかな。21時から22時にかけて、ものすごくうるさかったです。しばらくしてま

た、最後のオスプレイでかいのでした。引き続き苦情を入れますので、市からも防

衛局、米軍にきちんと抗議してください。米軍には直接、ぜひ市長から苦情を入

れていただきたいです。夜中まで飛び回るはおかしいですし、最近多い。市の地

方自治体の上での旋回はぜひ、止めさせるべきです。

15日(金)
0:11 真栄原 一丁目 ここ最近、本当に騒音が酷くて本当に困っています。受験生もいるんですけど、

この状況だと本当に辛いです。どうにかしてください。

15日(金)

7:50 野嵩 今、朝の7時45分だよ。今日は7時45分からオスプレイが普天間上空、特に

学校の上を旋回しているんですよ。即、抗議してくれませんかね。冗談じゃない

ですよ。今、登校中ですよ。子供達は。即ですよ、即。即、抗議をする。こんな

事見たことないですよ。こんな早い時間に。しかも上空を。学校の上空を。ずっと

旋回しています。即、抗議してください。オスプレイだけじゃないよ。

15日(金)

8:31 嘉数 四丁目 本日も国歌とラッパの音が聞こえてきました。ヘリのエンジン調整音にかき消され

ていたので、そういう意味では大音量ではなかったです。新年始まって2週間ぐら

いですが、ずっと鳴り響いています。最近では訓練の関係で、日々の騒音が朝

から晩まで聞こえています。改善を伴わない、抗議・要請では市民は納得しま

せん。市長はじめ担当の皆さんの努力は分かりますが、成果が伴わないと市民

は実感できません。引き続き、国歌、航空機騒音等、普天間飛行場を取り巻

く基地被害が改善されるように頑張ってください。

15日(金)
20:19 野嵩 毎日、5～10分おきにヘリコプターが飛ぶんだけど。うるさい。5～10分したらま

た飛ぶ。なんねこれ。テレビの音も聞こえない。話し声も聞こえない。迷惑。

15日(金)

23:59 大謝名 二丁目 日付が変わったんですが、0時過ぎて、飛行機が上空を飛んでます。今週は連

日のように、この時間に飛行機の着陸があったようで、旋回なのかよく分かりませ

んが、大変困っています。この時間なので、本当に安眠妨害されます。何とかし

てもらいたいです。
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16日(土)

0:03 嘉数 四丁目 部屋で休んでいると、1月15日23時59分頃、ヘリの着陸のために我が家の上

の方から低空飛行で爆音をたてながら基地の方に着陸していきました。安眠妨

害で、しばらく日をあけての16日の0時過ぎまで、エンジン調整がそのまま騒音

でとどいております。こういう時間外の騒音というのは安眠妨害になりますし、ま

た、寝付けなくなりますので、抗議して、眠らせてください。

16日(土)

0:06 真栄原 一丁目 非常に騒音がひどくて、本当に困っています。15日に騒音被害について、抗

議、要請行いました。とありますけども、全く変わらないですよね。これって効果は

あるんでしょうか。今、0時なんですけど、まだ飛んでいます。明日から2日間、息

子が大学受験が始まります。せめて、その2日間くらいは本当に騒音やめてほし

いです。

16日(土)

0:10 長田 日が明けて10分位ですけども、23時58分位。中城方面から南向けに普天間

に向かって行くオスプレイ2機を確認しました。今日は夕方18時くらいから20時

半くらいまでにかけて、ずっと旋回を繰り返していたようです。私の所から中城方

面、北から南に飛行するのが何度も目撃できましたが、浦添とか首里とかでも

飛んでいたのが見られたようです。長時間、おそらく外来機だと思いますけど、わ

ざわざ沖縄、普天間にきて住民の住宅の家をグルぐル何時間も訓練のために

飛行するのはどうでしょうか。強く、強く苦情を入れてほしいです。よそでやってほ

しいです。こんな訓練は。松川市長が防衛局に申し入れをしたようですが、住

民の生活に配慮するようにと。結局、スルーされているんでしょうか。直接、米軍

に宜野湾市はこういう声が届いていますと、書面だけではなくて、直接、会って

苦情を言っていただきたいです。もう年が明けて半月くらいが経ちますが、年明け

てからの普天間、ものすごく騒音酷いですし、深夜まで騒音飛行が続いていま

す。どうか宜野湾市から強く苦情申し入れてください。お願いします。

16日(土)
23:33 大謝名 只今、23時30分。まだ、飛行機が飛んでいるんですよ。この時間にまだ、飛行

機が飛んでいるんですね。何時まで飛ぶという約束はないのかね。

16日(土)

23:50 不明 16、17日共通テストなんですけど、本当にうるさくて、勉強もできません。もう、

いい加減にしてください。あと、朝のラッパと国歌。本当に頭がおかしくなりそうだ

なって。本当にやめてほしいです。

16日(土)
23:52 不明 0時なんですけど、まだ、飛行機飛んでいます。

17日(日)
8:04 不明 朝、流れるラッパと国歌を本当に気持ちが悪いからやめさせて下さい。

19日(火)

9:13 嘉数 四丁目 今日は朝日も気持ちよく、無風、快晴、霧は少しありましたが、野鳥もさえず

り、隣の家は桜が咲いて最高にいい朝でした。ですが、やっぱり今朝も8時から8

時3分の間に国歌の大音量とラッパ音が鳴り響きました。完全に気分が壊され

ました。市長が抗議に行ったようですが、先週土曜日も0時にオスプレイの爆音

が聞こえていました。私が110番に電話しているのは市民代表ではなく、皆さん

が思っていることです。先日、那覇空港でのエンジントラブルもありました。片方

のエンジントラブルでひび割れて火が出たそうです。このように飛行機は完ぺきで

はないです。世界一危険な基地に墜落したら大変なことになります。小さな事

が大きな事故になることは法則でもあります。沖縄国際大学への墜落。宮森小

学校への墜落は教師、子供達が沢山犠牲になりました。米軍は軍事優先で

好き勝手しています。国歌の大音量の件も小さな事と見逃さず対処して下さ

い。場合によっては、県も動かし、市民の生活に配慮してもらうように、松川市

長は市民の先頭に立って行動力をみせてください。行政の皆さんも日々の業務

も多忙だとは思いますが、最優先事項として対応していただきたいです。

20日(水)

8:26 嘉数 四丁目 昨日に引き続き、8時から8時3分の間に国歌の大音量とラッパ音が鳴り響いて

おりました。天候は曇り、無風です。今日も鳴り響いておりましたので、改善よろ

しくおねがいします。
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20日(水)

15:34 大謝名 一丁目 大謝名はただでさえ騒音がうるさいのに、先週の木曜日から、土日の0時過ぎ

までうるさかった。23時30分ごろにオスプレイか知らないけど、飛んできて、0時

過ぎまで基地の中から調整してるのかうるさかった。これは本当に大迷惑です

よ。市長が抗議した後でもこれだからね。クレームがあったと受け止めてください。

とても怒っていますよ。

21日(木)

8:18 嘉数 四丁目 本日も国歌大音量が鳴り響きました。東の風８ｍ前後の風で、より風に乗って

ボリュームが日頃よりも大きな音量で鳴り響いておりました。これまでも何度も苦

情ということで連絡を差し上げてますけど、これほど日々、気になってしまっている

状況というのは尋常ではないと思います。昨年あたりは、半年以上、長期間に

わたっておさまってた時期があったんですが、今年にかけて、また復活して、もう

フェンス外にも音量が鳴り響いています。これでは市民はたまったもんではありま

せん。生活圏とか環境とかそういったもろもろの日本国民を批判する行為ではあ

るとおもいますが、日本の法律が適用されず、不条理なことで日々宜野湾市民

は悩まされ、気にもしなくてもいいようなものまで、日々の生活の中で付き合って

いかないといけないというのはまったくけしからんというものです。松川市長の手腕

で、司令官に直談判して、市民がこれだけ悩まされているということを強く抗議し

て、明日からでも平穏な静かな朝が迎えられるように強く抗議し、改善してほし

いです。頑張ってください。

23日(土)

8:24 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が鳴り響いておりました。8時から8時3分の間です。そし

て、本日は雨で東の風が2ｍ前後の強風でしたが、これまで同様にやっぱり、大

音量で自宅の方向には鳴り響いておりました。私の自宅のある所は普天間基

地の滑走路の延長方向にあります。それと、ほぼ直角方向の東風が本日の天

候状況でしたけど、やっぱり大音量で聞こえてますので、風向き、それから風力、

強風と雨の状況でも、なんら変わらないような大音量で、地域には鳴り響いて

いるという状況です。これでは天候とか関係なく日々、大音量に悩まされている

状態ですので、これを基地の方で音響装置上のボリュームをしぼる事しか解決

の策はないと思います。これは、オスプレイとか戦闘機とは違って、戦闘機そのも

のからの騒音ではありません。あくまでも、音響設備の中でのボリュームそのもの

で調整できる音量になっていると思います。そういうことで日々、大音量に不快

感に不愉快な日々を過ごしている市民の事を一番に考えて、司令官の方に音

響装置のボリュームを落とさせるように、市の方から抗議と共に改善させるように

よろしくお願いします。

25日(月)
17:19 宜野湾 一丁目 今の時間、ヘリコプターが飛んでテレビの声が聞こえづらい。

26日(火)

8:04 大謝名 二丁目 今日は朝7時以降なんですが、結構大きい飛行機の音が、スピードも結構ある

ような音がするんですが、だんだん近づいてきたかと思ったらものすごい騒音で落

ちてくるぐらい低いような感じで、子供も小学校高学年なんですが耳をふさいで

怖がるような不快な状況があります。報告です。

26日(火)
8:24 上大謝名 朝の7時20分くらいからジェット機が飛ぶようになっていて迷惑です。

26日(火)
8:32 野嵩 二丁目 大きい飛行機が5分置きにうるさくて、非常に迷惑です。

26日(火)

8:41 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間に、国歌の大音量が鳴り響きました。本日は快

晴、無風で、隣の家は二分咲きの桜が咲いて最高の朝を迎えたんですが、そん

な最高のいい気分を破壊されてしまう状況です。また、今日は飛行機も飛んで

いて、計測したんですが、7時59分から4分おきに、8時30分までに10回くらい

タッチアンドゴーが行われていました。市民は墜落の危険性とか、ずっと不快な思

いをしていますので、改善するようにお願いします。

26日(火)
22:03 愛知 三丁目 ヘリコプタが飛んでてとてもうるさいです。窓が揺れています。飛ばないように苦情

お願いします。
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26日(火)

22:09 長田 22時を過ぎて普天間最後のヘリが来て、オスプレイが今聞こえるかもしれないで

すが、22時頃ヘリのパタパタする大きな音が鳴り響いた状態です。今日は朝の

8時台くらいから、P-8が巡回中グルグル市街地の上を旋回していたようです。そ

の後、午前中から午後にかけて戦闘機がものすごくたくさん飛び回っていました。

また、ヘリコプターも夕方頃、旋回していましたし、21時台にもヘリが飛び回って

いました。離着陸で移動だけではなくて、市民の頭の上で旋回して訓練を長時

間続けることは、当たり前のように行われていますが、これに関してニュースにも問

題になっていなければ、あまり問題提起されているように感じないんですが、当た

り前の事なんでしょうか。当たり前ではなくて、酷くなっているように感じますので、

これも含めて色々、問題ありますけど、きちんと市として苦情を入れていただけれ

ばと思います。市民の頭上で訓練するのはどう考えてもおかしいです。

27日(水)
16:10 宜野湾 一丁目 エンジン調整か何か知らんが、相当うるさいよ。国会中継も見れない。いい加減

限界だけど。どうにかして。ちゃんと抗議してよ。

27日(水)

22:07 長田 先ほど22時で普天間の運用が終わったみたいですけど、ちょうど22時くらいまで

ものすごいうるさかったです。今日も一日通して普天間、結構酷かったです。朝

の7時台からヘリの音が結構大きい音でバタバタ長時間続いていました。8時、

9時前くらいまでかな。その後も飛んでいて、昼ぐらいからまたずっとヘリが旋回し

ているようでした。日中は夕方くらいまで何機も何機もという感じではなくて、1機

2機が絶え間なく飛んでいる感じでした。夕方以降も特に9時前くらいから最終

まで、ヘリからオスプレイからとてもうるさかったです。テレビの音が音量を普段の

倍にしても聞こえにくいというくらいうるさかったです。これまで何度もお伝えしてる

んですけど、離着陸だけじゃなくて、市民の生活の頭上で旋回、タッチアンドゴー

の訓練を繰り返すということは、ありえないと思います。何デシベルとか何時まで

飛んでたっていう報道は多いんですけど、音とか時間の問題もそうですけど、一

番は市民の頭の上で訓練を繰り返しているということだと思いますので、辺野古

が出来るまで10年以上と言われていますけど、これを続けさせるのはありえない

と思いますので、強く強くしつこく苦情を入れていただきたいと思います。

28日(木)

11:47 赤道 二丁目 朝からヘリコプターのエンジン調整音がうるさくて頭痛がひどい。国は国民を守る

と言っているが国民を脅かしている。引っ越してきて5ヶ月だが防音工事も対象

外とのことで困っている。以前住んでいた新城では防音工事をやっていたが、ア

ルミサッシを締めてもうるさい上に電気料が2万円もした。また米軍機の離着陸

でテレビが見れない。

28日(木)
13:16 新城 私は夜仕事してるんですが、昨日も今日も日中うるさくて、しょっちゅう起こされま

す。迷惑です。

28日(木)

21:45 大山 21時くらいからオスプレイが旋回しています。夜間飛行認めているんですか。低

周波音でうるさくて眠れないです。夜間飛行はやめさせて下さい。夜になったら

飛ぶんですけど。許可しているんですか。強く、抗議してください。夜間飛行は止

めてください。なぜ、夜間飛ぶんですか。宜野湾市長、強く抗議してください。

28日(木)
22:01 上原 一丁目 現在、時刻が22時。ヘリコプターの音がうるくて、テレビの音が聞こえません。な

んとかして下さい。

28日(木)
22:02 愛知 三丁目 先ほどからずっと、普天間飛行場から音が流れて聞こえない。飛来の音もうるさ

くて眠れません。

28日(木)

22:05 不明 今現在、ヘリコプターの音が非常にうるさいです。30分以上ずっとヘリコプターが

旋回しています。今日は昼間もそうだし、夕方もかなり長い時間飛んでいまし

た。夕方、パイロットが見えるくらい低空飛行をずっとしていました。強い態度で

米軍と交渉してほしいと思います。

28日(木)
22:07 愛知 三丁目 飛行機の音がうるさいです。ずっと止まったようなボーっという音がずっと継続して

続いている状態です。眠れないです。
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28日(木)

22:10 長田 一丁目 22時過ぎに普天間終わったみたいですが、周辺近辺、ものすごくうるさかったで

す。最後の50分21時50分くらいから、いっきに複数機、四機以上かな目視し

ているだけでも。着陸するわけではなくて、旋回をして飛び回っているので、もの

すごい騒音でした。オスプレイもあったんじゃないかと思います。今日は昼もものす

ごくうるさかったので一日中、最近、本当に昼のうるささは、異常ですね。普天間

上空での旋回が長くずっと続いています。これは最近の傾向としてあるんじゃない

かと思うので、調査を宜野湾市でやって明確にしたほうがいいと思います。漫然

と基地があるからうるさいと言うだけではなくて、どれくらいの被害があるのか、危

険が市内周辺にもたられているのかというのは明確に調べて、それをはっきりやっ

てくれたほうがいいと思います。時間とか音とか大きさ書いてありますけど、市民の

頭で長時間、訓練するなという事を伝えてほしいです。おかしいです。

2月 （ 60 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(月)

8:11 嘉数 四丁目 本日から2月になります。まだ相変わらず、ラッパと国歌大音量が鳴り響きまし

た。8時前には戦闘機のエンジン調整の音も鳴り響いておりました。国歌大音

量以降は止んでおりました。8時を前後して戦闘機のエンジン調整音と国歌大

音量が終わりますと、また静かな気持ちのいい生活環境での時間帯を今味わっ

ているところです。このように8時前後で市民の気持ちが全然変わってきますの

で、この静かで朝日を浴びるような日々を今後はずっと続けられるように、松川

市長はじめ基地行政職員の皆さんの改善に向けてのご奮闘をお願いしたいと

思います。嘉数四丁目は木が多くて、海浜公園からの西日も見えて非常に環

境がいいところですので、この普天間基地からの騒音、その他の基地被害が出

ないような、そういう日々が暮らせるように他の市民も同じように考えていると思

いますので、一つ改善に向けて強力に実行してもらうようにお願いします。

1日(月)

21:32 大山 21時以降から夜間飛行始まるんですけど。安眠妨害で眠れないです本当に。

グルグルずっと旋回しています。どうにかしてください。どうして夜間飛行するんです

か。いつも夜になったら飛ぶんですけど。何時まではオッケーって言っているんです

か。21時くらいから酷くなるんですけど。もうちょっと強く抗議してください。コロナで

自粛でみんな大変なのに夜間飛行で精神的にも苦痛を与えて大変です。宜

野湾市長、強く抗議お願いします。

2日(火)

16:38 上大謝名 大謝名3丁目のローソンにいるが、飛行機が飛んでいます。4,5年間から上大

謝名に住んでいるが今までで一番ひどいです。心臓に響くような、心臓が縮まる

ような感じでした。子供もたくさんいるので本当に怖いです。

2日(火)

16:44 上大謝名 今1機と5分前に同じような感じでものすごいジェットの音とものすごい速さで飛ん

でいきました。落ちるんじゃないかと思うくらい音も近くて恐ろしいですね。子供た

ちの学校でもすごく騒音が聞こえたようなので、今日はほんとに何が起きたのとい

うくらい。もうやめていただきたいです。迷惑です。

2日(火)
16:47 上大謝名 先ほども電話したが、戦闘機が3分毎くらに飛んでいます。非常に騒音が怖くて

迷惑です。

2日(火)

16:50 上大謝名 4機目です。非常にうるさいです。3分毎に飛んできています。浦添方面から普

天間に向けて飛んでます。これはいつまで続くんですか？このまま夜まで続いたら

どうしよう。高度もとにかく低いです。低空でとても怖いです。

2日(火)
16:53 市内 ジェット機は地域じゃなくて市内全域を飛んでいるよ。あのジェット機はなんな

の。やりたい放題だな。

2日(火)

17:14 佐真下 戦闘機が4機飛んだ後、次はオスプレイがうるさいです。ずっとうるさいです。猫を

飼ってますが戦闘機の音に驚いて出てきません。怖いのは人間だけじゃないで

す。

2日(火)

17:20 真栄原 もう16時過ぎからずっと怖い音がします。戦争でも始まっているのかと思うくらい。

戦争体験者は戦争を思い出して本当に怖いです。これでは生活できません。

宜野湾市は強く言わないとだめですよ。
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2日(火)

17:42 大謝名 二丁目 今日は16時過ぎから非常にうるさい爆音が続いています。低い音で振動を伴う

もので、家の中にいると会話が中断されてしまうほどで、子供がうるさい怖いと

言っています。このままでは健康被害を被りそうです。何とかしていただきたいで

す。

2日(火)

22:11 長田 今22時を過ぎたところですけど、今日も普天間、昼あとはずっとヘリが旋回してう

るさかったです。恐らくほぼずっとじゃないですかね。16時台から17時にかけて、

普天間からだと思うんですけど、戦闘機が離陸したんじゃないですかね。4回くら

いかな。立て続けに。ものすごい戦闘機の轟音が鳴っていました。北東方面に

飛んでいくのも目視できました。とてもうるさかったです。今日、おそらく沖縄国際

大学の二次試験だったと思うんですけど、試験に影響がなかったか気になりま

す。あとは21時台くらいから特に後半22時前あたりに激しくオスプレイとかヘリが

飛んでいったり、旋回しているのがありました。今日も一日中普天間うるさかった

です。とくに戦闘機のこともありますけど、長時間の市民の生活の上での旋回を

繰り返す訓練は、しつこく米軍に苦情を挙げてほしいと思います。

3日(水)

11:53 市内 前も電話したんだけど、今日もヘリが朝から昼間からバリバリうるさいんですよ。防

衛局にも電話してるんだけど、米側に伝えますって言って、何も変わらないんです

よね。何も言わないよりかはいいと思うので電話してるんですけどね。

3日(水)
12:13 上原 昨日から今日まで飛行機がうるさくて大変。どうにか一日も早くどいてくれたらい

いんだけど。

5日(金)

8:45 嘉数 四丁目 本日もラッパと国歌の大音量が聞こえ、非常に残念に思っています。2月2日に

は音量が停止して、その時は非常に嬉しく思ったんですが、今日まで連続して3

日間聞こえて残念でなりません。聞こえなかった日は、本当に最高な気分で、

嘉数四丁目というのは自然もあり、素晴らしい場所だと思います。朝の大音量

がなければ最高の環境です。再度、市長はじめ基地行政の皆さんに頑張って

いただいて、改善してもらうようにお願いします。

5日(金)

15:25 宜野湾 米軍は22時まで飛んでいる。昨日も音が聞こえたら22時半だった。台所の窓

がガタガタして大変ですよ。お家の上を通るから、本当にノイローゼになりそう。私

は専業主婦ですから、毎日こんな騒音聞かされて大変。今の市長は、もっと戦

う姿勢を見せてほしい。ファイトを見せてください。

6日(土)
13:40 嘉数 三丁目 ジェット機の騒音があまりにもひどいです。苦情です。

8日(月)

8:10 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が鳴り響きました。特に日本国歌の君が代が流れる時に

はさらに一段音量を大きくした形で鳴り響いておりました。先週の2月2日火曜

日は国歌大音量も戦闘機等のエンジン調整もなく、静かな素晴らしい朝を迎

えて気持ちのいい8時前後の時間帯を過ごしました。ですから先週の状態を何

がなんでも取り戻していただきたいと思います。本日は快晴で無風で素晴らしい

朝日を浴びならリラックスしておりましたが、全然、騒音、国歌が大音量が解決

されていないので、わじわじして過ごしているところです。皆さんのご検討よろしく

お願いします。

8日(月)

15:25 県内 最近低空飛行が酷いから、沖縄県民は許さないよと米軍に伝えてくれ。沖縄

県に基地はいらない。海兵隊はいらない。グアムに行けばいいよ。ハワイで低空

飛行したらいいんだよ。宮森小学校、沖縄国際大学の二の舞になるぞ。

9日(火)

8:42 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が8時から8時3分の間に鳴り響いています。昨日も留守

電に連絡入れましたが、本日も聞こえたので連絡しています。市民の生活環境

を守れるように、ちょっとしたことでも重大事故につながりかねませんので、引き続

き頑張ってください。

9日(火)
15:38 上大謝名 3分ほど前と、今もジェット機のものすごい騒音が聞こえます。耳を押さえてもすご

い音です。本当に迷惑です。

9日(火)
15:47 野嵩 二丁目 ジェット機がさっきからうるさいです。飛ばないようにしてください。

9日(火)
16:41 佐真下 先ほどなんですけど、ジェット機が自宅の真上を通過して相当うるさかったです。

やめさせるように伝えてください。
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10日(水)
18:24 野嵩 二丁目 ヘリコプターが飛んでうるさいのもそうなんですけど、電波障害がおきてテレビが映

らなくてかなり迷惑です。早く出て行ってもらうようにお願いします。

10日(水)

19:54 嘉数 今日、ヘリコプターの音がうるさすぎて酷いんですけど。30分前から酷いです。他

にもクレームを入れれるところを教えてほしいです。これは酷すぎると思うんですけ

ど。どんな対応をやってるか教えて、ちょっと酷すぎるわ。

10日(水)

21:28 嘉数 嘉数高台近辺に住んでいます。20時ごろから21時半過ぎてるんですけど、ずっ

とひっきりなしにヘリコプターが上空を飛んでいます。何度もくるくる回ってるのかわ

からないんですけど、定期的にかなり頻繁に飛んでいて、かなりうるさいです。か

なり響くくらいうるさいです。対応の方お願いします。

10日(水)
21:36 嘉数 一丁目 ヘリコプターがうるさいです。子供も眠れません。苦情です。

10日(水)
21:53 市内 飛行機が凄く低空で飛んで、こんな時間に、米軍ヘリがお家すれすれぐらいに

飛んでとってもうるさかったです。テレビが一時的に暗くなりました。

12日(金)

8:31 嘉数 四丁目 昨日の祝祭日も国歌の大音量が鳴り響いていましたし、本日も、うちなーにとっ

てとても大切な旧正月の日なんですが、大音量が聞こえてきました。今日は北

東の風11mくらいの強風で、風に乗ってより大きな音で聞こえてきて、わじわじ

する一日のスタートになりました。改善できるように頑張ってください。

12日(金)
23:00 上大謝名 寝ようと思って床に入っているとこですが、23時10分。まだ飛行機が飛んでます

ね。怖い。

12日(金)
23:01 上大謝名 23時なっています。夜中です。オスプレイが2機飛んできました。非常に迷惑で

す。窓ガラスもガタガタなっています。本当に迷惑です。飛ばしてほしくないです。

13日(土)

8:17 嘉数 四丁目 本日、土曜日なんですが天候も晴れで、風も無風状態で、爽やかな清々しい

朝を迎えましたが、例のごとく8時から8時3分の間にラッパと国歌の大音量が鳴

り響きました。沖縄では旧正月2日目にあたる日ですし、仕事が休みの人も多

い土曜日なんですが、相変わらず大音量が鳴り響いておりました。なかなか朝の

ひと時を大音量と騒音のない日が実現できないというのを本当に残念に思って

おります。松川市長をはじめ、基地行政担当課の部署が市民の声を大事にし

て、また、色々、データもとられているはずですから、爽やかな朝が市民一人一

人に実感できるように、是非、普天間基地の司令官と直談判して、改善させる

ように強く抗議しつつ、実現をさせていただきますよう市民から要望しますので、

よろしくお願いします。

16日(火)

8:29 嘉数 四丁目 本日も清々しい朝を迎えましたが、例のごとく8時から8時2,3分の間に、国歌

の大音量とラッパが鳴り響きました。それを境に不愉快な思いになっています。こ

のようにずっと連絡する気はないんですが、改善されないので仕方なく連絡して

います。市長はじめ基地行政の皆さんが改善する方向に取り組んでいただきた

いと思います。このような身近な問題から解決して、これは音響設備のボリュー

ムを絞るだけだと思いますので普天間基地の司令官と直談判をして、改善させ

るようにお願いします。

17日(水)

22:18 長田 今日も先程からやっと静かになってきましたが、22時10分位からやっと、まだ、エ

ンジン音とか聞こえてきますが、小さくなってきた感じです。今日も一日中、とても

うるさかったです。午前中11時位から暮れまでの間で途切れたりして、静かな時

間が少しあるというのが19時から20時位。2時間くらいは少し途切れたりはした

と思うんですけど、その他はほとんど一日中、旋回とかおそらく滑走路の北側から

ホバリングしているのか、姿は見えないけど大きいガタガタという音が2機続くって

いうのがありました。今日は本当に一日中、音が聞こえていました。町の上で旋

回繰り返すとかそういったのは異常だと思いますので、しつこく宜野湾市から抗議

をあげてください。また、この声をただ文書で出すだけではなくて、そういった実情

があるというのが集計とかしても目立つようなものがあれば、市からの言葉という

か長時間の訓練が市民の実情ですというのを政府と米軍両方きちんと苦情い

れていただきたいと思います。
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18日(木)

8:13 嘉数 四丁目 今日は国歌の音量は通常よりもちょっと低めの音で流れておりました。というのは

本日の気象条件が北西の風で10ｍ前後の強風が吹いておりまして、嘉数四

丁目の付近は強風によって通常よりも低めの音量で流れている状況でした。お

そらく、我如古とか長田とか地域で今日は大音量が流れていたんじゃないかと考

えられます。あわせて、オスプレイや戦闘機の音も聞こえては来ましたけど、通常

の状態よりは低めの音量で聞こえておりました。天候によっても左右されるみたい

ですけど、風向きの方向によって他の地域にもまた、音量が大きくなったり小さく

なったりしているんじゃないかと思います。いずれにしても、音量が8時から8時3

分の間にまだ続いているようですので、強く改善していただくように、よろしくお願

いします。

18日(木)

10:10 宜野湾 一丁目 朝からヘリコプターがうるさいな。昨日の17時18時もうるさかったよ。北風だから

なのかな、飛んでるのは見えないけど基地から聞こえてるかもしれない。うるさくて

どうしようもないな。

18日(木)
12:40 市内 航空機騒音です。飛行機は飛んでほしくないです。米軍ヘリが飛んでます。

18日(木)
21:12 宜野湾 ヘリコプターがうるさい。勘弁してくれ。苦情があった事を必ず市長に伝えてくれ。

18日(木)

21:22 宜野湾 基地から2、300メートル離れているところです。もう今日のうるささ。21時前で

すけど、もううるさくてうるさくて。晩ご飯が済んでゆっくりのんびりテレビを見ようと

思ったら、うるさくてたまりません。こんなこと許されないはずです。2021年なの

に、こんな時に米軍がやりたい放題やるっていうのは許せません。厳重に抗議を

してもらうようにお願いします。携帯にうるさい音を録音して、伝えられたらいいの

に。日本政府の役員たち、防衛省の役員たち、1週間くらい住んでみたらと思い

ます。今まで我慢してましたけど、もう我慢できません。

18日(木)

22:01 長田 今22時過ぎたくらいですが、先ほど何機も滑り込むように普天間に米軍ヘリとオ

スプレイが戻ってきました。とてもうるさかったです。21時のまちの上でずっと旋回

を繰り返していました。夜を長時間旋回してました。夕方も4時間くらいひたすら

うるさい音が聞こえていました。あとは、昼頃とかもヘリが飛んできましたけど、前

からですけど、最近よりちょっと低いじゃないかと思うくらい近い感じで、自宅の真

上を米軍ヘリが通過していきます。昨日の方が継続的な時間とか、四六時中と

いう意味では酷かったんですが、今日も十分酷い状況です。離着陸、飛行場

なのであるのは仕方ないというか当たり前ですけど、周辺で旋回して訓練を繰り

返すというのを長時間やるのは本当に生活の妨げになっているので強く強く宜野

湾市から苦情を入れてほしいです。普天間が訓練をやめてくださいというどんより

した言い方ではなくて、まずはまちの周辺で訓練することをやめるように強く求め

てほしいです。

19日(金)

8:30 嘉数 四丁目 朝日が昇って快晴の朝を迎えましたが、8時から8時3分までまた国歌の大音量

が鳴り響きました。なかなか改善されないようですが、どうにかしていただきたいと

思います。

19日(金)

13:15 大謝名 ヘリコプターの騒音が1年前からひどくなっています。すごくうるさくて、大変です。

以前は我如古から回って真栄原に着陸するような感じでしたが、最近は飛行

ルートが変わっているような気がします。飛行を変えていただきたい。基地被害

110番に電話したのは初めてですが、どうにか検討していただきたい。
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20日(土)

8:18 嘉数 四丁目 今日も国歌の大音量が鳴り響きました。8時から8時3分の間です。快晴で、

無風状態で、朝日を浴びながら気持のいい朝を迎えておりましたが、また、国歌

大音量のために不愉快で不快を感じた朝になりました。これまで何度も110番

して、状況を報告をしていますけど、全然、改善をされているような気がしませ

ん。既成事実化だけは絶対させてはいけません。宜野湾全23区の普天間騒

音をうるさいというのが全体市民の状況がとらえられています。不満を日々、持

ち続けているという証拠です。事件、事故が起これば、今の状況からすれば確

実に県民大会と大きな抗議集会が確実です。ハインリッヒの法則通り、重大事

故が起こる前に軽度な状況のうちに改善されないと、これは県民が黙っていない

と思います。1、2年続いている状況ですから、国歌の大音量だけは朝の一番

大事なひと時をぶち壊していますので、松川市長はずっと放置している状況だと

いう市民の感覚になってきております。オスプレイ、戦闘機等というのは日米の次

元の大きいような問題だと思いますが、国歌の大音量だけは普天間基地の司

令官と松川市長のトップ会談だけで、すぐ、改善できる現地サイドでの事案で

す。市民の怒りをバックに是非、明日から、来週からやめさせて下さい。

22日(月)
16:40 普天間 一丁目 すごいうるさいです。ヘリではなくて輸送機のようなものが飛んでいます。

23日(火)

8:24 嘉数 四丁目 天皇誕生日で公休日です。天候は晴れで、無風状態で気持ちのいい朝を迎

えていました。それにも関わらずラッパと国歌の大音量がまた、鳴り響いてきまし

た。米軍は日本に関して全然、敬意を表していません。沖縄どころか日本も依

然として占領国扱いで米軍運用がなされているのが現状ではないか。米国の人

気スポーツ、フットボールのスーパーボールでは観戦の為、基地の運用休止と

なったという新聞報道がなされていました。本当に沖縄を日本も占領国扱い

で、地権国家ではありません。どうか、松川市長は普天間基地司令官に基地

被害の実態を常に直談判して、司令官を納得、理解をさせ、国歌大音量を止

めさせて下さい。市民が静かな朝を取り戻すために、絶対必要な市長の行動で

す。明日から大音量が聞こえないようにするために市長、よろしくお願いします。

23日(火)

12:38 大謝名 二丁目 今日は午前中から爆音がひどいです。祝日で家族揃っているのに、会話が途切

れたり、食器棚ですとか、窓が振動で揺れたりして困ります。何とかしてもらいた

いです。

23日(火)

12:48 野嵩 二丁目 今日は非常に飛行機の頻度が多くて、うるさくて、かなり迷惑です。何とかして

下さい。オスプレイも飛ぶし、大きな飛行機も飛ぶし、ヘリも飛んでるし、非常に

うるさいです。しかも、頻度も多いです。かなり迷惑。本当に止めてほしいです。

お願いします。

23日(火)

13:02 野嵩 二丁目 大きい飛行機が何回も行ったり、来たりして、かなりうるさいです。テレビも見えな

くなるし、音も聞こえないし、会話もできないくらいうるさいです。近くを飛びすぎで

す。飛ばないように、しっかりお願いします。

23日(火)

22:29 嘉数 四丁目 基地被害騒音苦情です。今日は22時28分、規定時間の22時を過ぎてもう

るさいです。騒音が続いています。ヘリコプターが騒音が続いています。とても問

題だと思います。苦情です。苦情にカウントしてください。
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24日(水)

8:10 嘉数 四丁目 本日も相変わらず、国歌の大音量が鳴り響きました。天候は快晴で、無風状

態で、爽やかな朝を迎えたところでしたが、やっぱり、8時から8時3分の間という

のは流されてきております。昨日の天皇誕生という公休日でさえも、国歌大音

量が流しますし、飛行訓練の頻度が朝から夜の23時くらいまで、頻繁に戦闘

機、オスプレイ等、夜は基地の航空機が嘉数四丁目の上空から頻繁に離着

陸をしておりました。その中でも特に輸送機みたいな大型飛行機が真栄原方

面の高さギリギリの低空で着陸なのか、旋回訓練なのか頻度が多く飛んで行く

のが見えました。ですから、もう日常茶飯事に国歌の大音量、オスプレイ、戦闘

機等の騒音、低空飛行、離着陸、逆に酷くなってきておりますので、本日の8

時前までの静かな気持ちのいい静かな朝を迎えさせていただくように、松川市長

をはじめ、行政担当の方々に、くれぐれも改善に努めていただきたいと思います。

普天間の司令官に強く市長から抗議して、コロナ禍があと少しで改良されそうな

ので、静かな朝が宜野湾市民で迎えて、日常生活が平穏に暮らせるように、よ

ろしくお願いいたします。

24日(水)

13:30 宜野湾 二丁目 宜野湾二丁目にある事業所から連絡してます。今日の午前とお昼ごろ、10分

おきくらいに米軍機の音がうるさいです。一年半前に会社が移転してきたんです

けど、そのころはこんなにうるさくなかったんですけど、飛行コースが変わったんで

しょうか。真上を通っているようなすごい音で、振動もあります。朝も早くから勤務

したりするんですが、朝の7時くらいにも音がします。どうにかならないんでしょうか。

25日(木)

8:17 嘉数 四丁目 本日もまたまた、8時から8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。天候

も晴れなんですが、風は東の風7、8ｍ位。ちょっと強風が吹いているせいか、こ

れまでの時よりも音量が大きなボリュームで流れております。朝の気分いい状態

をぶち壊しにして、また、1日不愉快になります。大音量の後からもオスプレイ等

のエンジン調整音が引き続き聞こえている状態です。なぜ、これだけ何度も市

民からの110番苦情があるにもかかわらず改善できないんでしょうか。

25日(木)
12:35 大謝名 四丁目 家の上を30分おきに低空飛行する。22時以降も続く。航空機の振動で家の

窓が割れそうだ。万が一、割れた場合の補償はあるのか。

25日(木)
19:41 伊佐 二丁目 朝からずっと米軍ヘリの低空飛行が続いていて、騒音が鳴りやまないです。とて

も低い飛行で、かなり怖い思いをしています。

25日(木)

20:32 大山 毎日、昼も夜も、夜11時くらいに飛んでる時もありますし、何台も飛んでてうる

さいです。今も低空飛行でずっと飛んでてうるさいです。夜も眠れないし、電波も

悪くなるのでやめてほしいし、防音工事もしてほしいです。床も窓も震えてます。

25日(木)

20:47 大山 かなりオスプレイが低空飛行してすごい騒音なんですよ。どうにかならないです

か。本当に。もういい加減にしてくださいよ。低空飛行して、テレビの音も聞こえ

ないし、ずっとガーガーして本当に生活がきついですよ。どうにかしてください。なに

やってるんですか。本当に交渉してますか。どうにかしてください。いい加減にしてく

ださいよ。何のための対策ですか。もっと強く抗議してください。毎回20時以降に

なったら低空飛行が始まるんですよ。安眠妨害だし、健康上の問題もあります

よ。

25日(木)

21:05 伊佐 二丁目 先ほども電話したんですが、昨日から飛行が夜中にあったりして、今もずっと米

軍機が飛んでる状態なんですけど、ベランダの窓を閉めても飛行する騒音が聞

こえますし、テレビもたまに消えたりしますので電波障害かと思います。いつまで続

くんですかね。対応お願いします。

25日(木)

21:14 喜友名 ヘリが今日はあまりにも低空で、家が揺れてすごく怖いです。旋回もしていて騒

音もすごい酷いです。今週は特にいろんなものが飛び過ぎて、家で仕事してるん

ですけど、全く仕事になりません。どうにかしてください。

25日(木)
21:44 喜友名 最近オスプレイやジェット機があまりにも酷すぎます。騒音ですね。最近酷いで

す。

25日(木)
21:50 市外 一時間ほどヘリの音がずっと鳴っています。とてもうるさいです。
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27日(土)

8:05 嘉数 四丁目 本日、天候は曇りで無風状態で、清々しい朝を迎えて、野鳥が気持ちよくさえ

ずっておりまして、8時までは本当に爽やかな朝を過ごしていました。また、例のご

とく8時から8時3分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。わじわじした1日と

なっております。騒音に関しては日本国内の騒音防止法だとか、騒音防止条

例と国民、市民の健康生活に騒音というのは著しく影響与えるものですし、これ

を放置しておくという事は市民、国民の健康を害するという事が法的な事でも

証明されております。自宅や工場等で規制値以上の騒音があると法的に罰則

も与えられる状況ですが、なせ、米軍だけは我が物顔で日々、騒音防止法だと

か条例以上の大音量のボリュームを毎日流しているんでしょうか。ドイツとかイタリ

アとかは全て、国内法に準じて米軍の運用はなされているという事が、県の調査

だとかマスコミ報道でもすでに分かっている事ですし、なぜ、日本国はそれができ

ないんでしょうか。宜野湾市長も国歌大音量という現地サイドで調整可能な防

音、騒音対策に対して、可能にもかかわらずなぜ、止められないんでしょうか。

市民全体で、疑問に思っている事ではないでしょうか。直談判して即時、国歌

大音量を止めさせることを切に願っておりますので、よろしくお願いします。

3月 （ 117 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

2日(火)

8:34 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間に、相変わらず国歌大音量が流れました。それに

今日は、ヘリのエンジン調整音も併せて鳴り響いておりました。8時前からエンジ

ン調整音が鳴ってましたし、今日は国歌とこの二重奏でさらに不快感を感じるよ

うな状況でした。昨夜の夜11時ごろ外に出てみると、本当に静寂な状態で本

当に癒されました。本来の姿はこうあるべきじゃないかと思います。基地からの被

害というのは騒音や、泡消火剤や、国歌大音量やいろいろあると思いますが、

ぜひ市民のため、県民のために、粘り強く対応してもらいたいと思います。

2日(火)

15:12 宜野湾 一丁目 さっきからうるさいな。飛んではないんだけど、ずっとうるさい。うるさいけど、防音工

事はしなくていいんだよ。小手先のことはしなくていいよ。税金がもったいない。基

地を撤去すればいいんだ。

2日(火)

22:09 長田 一丁目 22時過ぎたあたりですが、やっと普天間が終わったみたいで、まだ、完全に静か

ではないですが、静かになり始めました。まだ、少しバタバタという音が聞こえてい

ます。今日は曇りの天候もあったのかもしれないですけど、本当に1日中うるさ

かったです。11時位前まではおそらく嘉手納から飛んだ戦闘機の音が聞こえて

きましたけども、朝の10時くらいから、もう普天間から旋回しているのが始まって、

そこから夜の22時くらいまで、たまに静かな時間帯があるというだけで、本当にほ

とんど、その間はヘリやオスプレイやら旋回して長時間、大きな音が鳴っていると

いう状況でした。固定翼の大きな機体も長田の上空、自宅の目の前ですけど、

もの凄く低空でした。21時頃、普天間に戻って来る機体が2機、3機連なって

帰っていくというのがありました。1日中、市民の頭の上で訓練をするということは

異常だと思いますけど、最近はどんどん酷くなって、これが当たり前になってきてい

る状態です。以前はこんなに長時間飛び回っているというのはなかったと思いま

す。あまり新聞とかメディアで取り上げられている様な気もしないですが、宜野湾

市はもちろん野嵩の方とか北側で凄くうるさいのが分かるので、把握していると思

いますが、同時に抗議するという形はもちろん当たり前ですけど、市民の頭上で

長時間飛び回るという事をきちんと取り上げて抗議して、且つ、それを知らない

人も多いと思いますので、先ほども言いましたがメディアで取り上げられてないの

で、しっかりそこも意識して、アピールして問題を共有してもらうように働きかけて

ほしいと思います。危険なのはもちろんですし、本当に今日は1日中だったので、

しんどかったです。何していても聞こえるんで。是非、そこは強く要求します。市に

頑張ってほしいです。

4日(木)

18:51 普天間第二小学校の森近くからです。大きな飛行機音でビックリしております。

とっても大きな飛行機がもの凄い騒音で普天間飛行場に着陸しました。やかま

しいので皆さんからも注意してもらいたい。
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4日(木)

21:52 大謝名 二丁目 ひし形飛行機が飛んで着陸する寸前で飛んでいったんですが、かなり低い感じ

で低空飛行な感じで、振動が凄かったです。低い音が非常に耳ざわりで、家の

窓や食器棚がガタガタ揺れて、かなりいつもより強く感じました。どうにかしてほし

いです。昨日も22時過ぎにも飛行がありましたし、昨日は夜中0時前後にも

ゴーっというエンジンの音がずっと続いているような感じがありました。確認したわけ

ではないんですが、風の音とも違ったので本当に止めてもらいたいです。

4日(木)
21:58 ここ最近、騒音が凄いです。子どもが起きて泣いてしまっています。

4日(木)

22:21 長田 22時、普天間閉まる前ですけど連続してヘリとかオスプレイとか何機も何機も立

て続けに飛んできて、もの凄くうるさかったです。今日は昼も少ないほうかもしれ

ないですけど、やっぱり飛んではいて、長田上空なんかは普天間の滑走路の東

側ですけど、中城方面から滑走路に両端ではなくて、市民いこいのパークを通っ

て入っていったり、しょっちゅうあります。普天間の方とか後は反対側、南側の佐

真下とか大謝名、上大謝名とからへんの両端だけではなくて、東西地区のヘリ

が出入りするように使っていたので、この地域も同じく低空でヘリとかオスプレイが

飛び交っているということは、市は把握しているんでしょうか。南北に比べたら少

ないかもしれませんけど、結構な頻度で飛んでいまして、東側ですけど、よくヘリ

が自宅の真上を通過していきます。とにかく住民の頭の上を昼夜関係なく長時

間飛び回る訓練だけは止めてもらうように、まずは、これから強く抗議をしてくださ

い。

5日(金)

8:25 嘉数 四丁目 本日もまた国歌大音量が鳴り響きましたね。昨日は流れずに、1日気分良く過

ごすことが出来ました。ですが、例のごとく、本日も鳴り響きました。非常に残念

です。一夜にして戻ってしまいました。国歌大音量というのは、音響設備を絞る

だけで、担当者一人で制御できるものです。8時から8時3分の間の大音量で、

市民の生活環境には雲泥の差がでます。宜野湾市は粘り強く実状を説明し

て、引き続き頑張ってもらいたいと思います。10万人の市民の声だと思って、解

決できるように頑張ってください。

6日(土)

8:28 嘉数 四丁目 また8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。天候はくもり、無

風、時々日差しが差すような朝を迎えて、周辺の野鳥の声を聴きながら、清々

しい朝を迎えておりました。ところがやっぱり国歌大音量が鳴り響いたんですが、

今日はこういう天候で、通常よりも一段とボリュームが高い音量で鳴り響きまし

た。そして、8時3分頃に終わりました。今日は、車の出勤の音とか、生活の音

はある程度少なくて、また、野鳥の声が聞こえる静かな清々しい朝に戻りまし

た。ですから、気分爽快な朝と、不快感、わじわじする3分間が間に挟んで、そ

れが終わるとまた気持ちのいい朝が継続してきております。ですから、それくらいの

正反対の騒音というものがいかに市民に、不快感と迷惑をかけてるかというのが

分かる状態です。この前の3月4日の木曜日、国歌の大音量は流れませんでし

た。流れないということはやればできますので、松川市長をはじめ、基地行政の

担当の方々の継続して我慢強く、基地司令官へ抗議要請して、来週からは気

持ちのいい朝を迎えさせてください。

7日(日)

8:16 嘉数 四丁目 本日は3月7日の日曜日で、休日です。それにもかかわらず、また8時から8時3

分の間に、国歌の大音量がこれまでよりもさらにボリュームを高くした大音量で鳴

り響きました。天候的には、東の風5m前後で小雨の状態ですが、なぜこういう

状態で日曜日という休日に、さらにボリュームを大きくしているのか。何か米軍の

意識的にボリュームを高くしているとしか考えられません。いずれにしても、休日の

日曜日の朝の爽やかなひと時に、国歌を大音量で流すというのは、けしからんこ

とです。即現地サイドで調整可能な事項が改善できなければ、全てにおいて既

成事実化され、基地被害が今後増大すると共に、重大事故、事件が確実に

発生する。松川市長はこれらの日々起こる基地被害を深刻に捉えて対処しな

ければ、重大事故事件が起こってからでは遅い。それを肝に銘じて、できる基地

被害のことから一つひとつ解決しなければ、必ず重大な事件事故が発生しま

す。肝に銘じて、10万人の市民の安全、健康を、日々の生活の中で実現でき

るように、即対応して、強く抗議して改善することを要請していただきたいと思い

ます。これは、市民10万人の声だと思いますので、よろしくお願いします。国歌

の大音量というのは、日々の朝の爽やかな時間の市民が享受されなければい

けない時間です。頑張ってください。
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8日(月)
15:01 大謝名 今ものすごい戦闘機が2機、1分おきに飛んでいきました。ものすごい迷惑です。

8日(月)
17:05 喜友名 二丁目 今爆音が酷かったので連絡しました。

8日(月)
17:06 野嵩 二丁目 ジェット機が飛んでうるさかったです。迷惑です。飛ばさないように抗議をお願いし

ます。

9日(火)

8:22 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が鳴り響きました。天候は晴れで無風状態ですが、それ

のせいで音量はこれまでよりも低めで流れておりました。それとも、拡声器の向き

を変えたのか、ボリュームを絞ったのか、それは分かりませんが、いずれにしても、そ

の米軍の担当者が、音響装置を操作することでフェンス外まで音量を流すことを

防ぐことができると思われます。10万市民が清々しい気分で朝を迎えて、その日

を平穏な生活が送れるように、松川市長はじめ基地行政担当者の皆様がご

奮闘して改善していただくことを期待しています。10万市民の声を活かしてくださ

い。

9日(火)

14:23 大謝名 二丁目 体調が悪くて家で休んでいるんですが、今日は昼過ぎから飛行機の音がすごい

です。すごく低空で飛んで、音がすごいです。もうここには住んでいられないくら

い。なんとかしてもらいたいです。

9日(火)

14:49 普天間 一丁目 最近ジェット機がすごいですね。アパートの近くを低空飛行していきます。アパー

トが6階なので、かなり近いですよ。かなり怖いですね。異常です。建物も揺れる

し、薬の量も増えますよ。防衛局にも電話したんですけど、市役所に言ってもどう

しようもないんですよね。でも声を上げないと、なんとも思われていないと思われる

のも違いますからね。言い続けることに意義があると思うので。

9日(火)
15:07 真栄原 ここ数日低空飛行で窓が割れそうなくらいうるさいです。玄関もガタガタするし、

子供が怖がってます。どうにかできないんですか。

9日(火)
15:43 普天間 一丁目 今のは外来機ですか？大きい音で怖くてどきどきしてしまう。今日って苦情たくさ

んきてますか？

9日(火)
15:44 野嵩 二丁目 今ジェット機が飛んでうるさかったです。昨日もうるさくて電話したんですが、これっ

て電話して意味あるんですか？意味があるようにお願いします。

9日(火)
15:45 中原 ヘリコプターがうるさいよ。なんとかしてくれよ。ずっとうるさい。これが20時まで続い

たら眠れない。市長まで繋いで何とかしてくれ。

9日(火)
15:46 上原 一丁目 朝からずっとうるさいんですが、さっきも轟音がうるさくて、大きい音でびっくりしまし

た。窓を開けたいけど、開けるとうるさくて開けられないです。

9日(火)

15:46 新城 昨日もすごかった。音だけでも恐怖だよ。爆弾が落ちるような、戦争が起きるよう

な、飛行機が飛んでるだけの音ではないように聞こえる。とても怖い。何かが起こ

るんじゃないかと考えてしまう。この音がジェット機ってやつか。とてもうるさい。

9日(火)

16:02 野嵩 一丁目 今日は普天間飛行場からのジェット戦闘機がうるさい。ヘリも家の真上を通って

うるさいし、戦闘機も通る。そのたびに毎日テレビも止まる。市民が苦しんでいる

というのはわかっていると思うが、辺野古に移すと言ってもあと13年も待たないと

いけないのか？普天間飛行場を即閉鎖と動くのが市長のやるべき事じゃないの

か。昔からずっとうるささに耐えているけど、あと13年も待たないといけないとなる

と、死ぬまで騒音被害に苦しむ。市長として即閉鎖を国にも米軍にも訴えてく

れ。

9日(火)
16:03 新城 ものすごい音。どうにかできないの。どうにかできるようにしてちょうだい。

9日(火)

16:04 新城 2機すごい音で飛んでいきました。家族の一人が血圧が高くなって、すごく気分

が悪くなっています。どうしたらいいんでしょう。病人がいるのに、こういうふうに飛ば

れると大変です。米軍のものじゃないのに。抗議してください。

9日(火)
16:05 野嵩 米軍機がうるさい。まるで戦場と同じ。飛ばすなと市長まで伝えてほしい。
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9日(火)

16:06 新城 先ほどから爆音が聞こえませんか。どこの世界でも住宅地上空を飛ぶ飛行機は

ありませんよ。防衛局あるいは防衛省へ抗議に行ってください。20時、21時頃

までやられるとたまったもんじゃない。これは絶対に許せないと思って今回連絡し

ました。住宅地上空を飛ぶことについては米側も話して分からないことはないと

思いますよ。国が強く言いきれていない。沖縄の人もプライドを捨てないでもっと

がんばらないとだめですよ。司令官とのミーティングといっても通訳を通すと市長の

気持ちが伝わらない。宜野湾市だけでも幼稚園から英語教育すべきです。

9日(火)
20:17 野嵩 二丁目 ヘリコプターが飛んでテレビが見れなくて、一番いいところを逃しました。かなり、迷

惑です。夜まで飛ばさないでください。お願いします。

9日(火)
22:02 志真志 22時ですけどヘリコプターが飛んでいます。すみません。お願いします。

9日(火)
22:04 愛知 三丁目 22時超えてもずっと飛行機が飛んでいる状態です。うるさいです。どうにかしてく

ださい。

9日(火)

23:05 長田 一丁目 今日も普天間では戦闘機が離陸をしていたみたいで、もの凄くうるさい轟音をた

てて、飛行していくのが何回かありました。普天間からの戦闘機が飛び立つとい

うのが最近、目立っているような気がします。夕方頃だったかオスプレイが旋回を

しばらくしている感じでした。とても、うるさかったです。こちらは長田ですけど、中

城方面からだいたい、滑走路の中腹くらいに向けて真っすぐ飛んできて、長田上

空ですけど、ヘリが低空飛行で飛んできて、オスプレイのヘリもありました。わりと

南北の滑走路の端ではなくって、東西も滑走路に入っていく道になっています。

宜野湾市というか周辺、あっちこっち頭上飛び回って、とても危険だと思います。

CH-53が頭上を飛んでいきましたけど、変なヒュンヒュンいう大きい音が鳴ってい

ました。あれも怖いです。通過していくとき、家の中でもヒュンヒュン音が大きく伝

わる感じでした。住民の生活に大きな影響を与える普天間周辺での飛行を止

めていただくように、強く、宜野湾市から抗議を続けてください。

10日(水)

10:29 嘉数 沖縄は海軍の訓練場ではない。5分おきに飛行機が飛んでいる。いい加減にし

ろよ。今すぐ、防衛局に抗議しに行きなさい。誰が行くのか。課長か。市長は自

民党だから抗議に行くわけがない。また、アメリカに行くとか言っているけど。役に

立たない。

10日(水)

10:53 上大謝名 戦闘機は耳を塞いでもうるさいです。これでは異常をきたします。うるま市から数

人のお客さんがいらっしゃっていますが、皆さん、すごく驚かれています。上大謝

名に住んで慣れてはおりますが、最近はひどすぎませんか。さくら公園で子ども達

が遊んでいます。その子達がどんな顔するか見ています。

10日(水)
11:29 新城 朝から騒音がひどいよ。役所にも聞こえていると思うけどね。

10日(水)

14:34 普天間 二区 普天間二区に住んでいるからオスプレイや飛行機の騒音は慣れているけれど、

さすがに昨日の騒音は酷すぎです。恐ろしいです。ここまでくると黙ってはいられ

ないですよ。人間が住む場所ではないですよ。これが毎日だとノイローゼになりま

すよ。僕は自民党派の基地賛成派だけど、それと、これは別です。知事や市長

が抗議しても変わらないんだったら、世界に被害を知ってもらうように自治体で

ユーチューブ等を利用し、世界に発信し、実態を見てらうのはどうですか。宜野

湾市の子供達は毎日騒音にさらされて、学習低下や健康被害にもつながり、

可哀想です。軍人にも心はあるはずだから、彼らに子供達の怯えている姿を見

せて、考えてもらいたい。末端の公務員ではなくて、部長クラスなら議員に声を

かけることができるはずだから、三役と共に司令官に会いに行く等、行動で示し

てほしいです。

10日(水)

17:07 嘉数 四丁目 先ほど、16時30分頃、オスプレイ2機が低空飛行で飛んでいきました。真栄原

方面から着陸態勢で飛んでいたんですが、低周波の影響で、玄関の網戸の方

がガタガタとかなり揺れまして、地震が起きたのかと感じるほどでした。低周波の

振動がかなりあったので、報告します。
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10日(水)

18:39 大謝名 二丁目 上大謝名公民館近くに住んでいます。連日のように電話して申し訳ないんです

が、今日も夕方からの騒音が大変ひどく、今も電話に入ったかもしれないんです

が、飛行機が落ちてきそうな音です。会話も途切れて、飛行中に電話で話して

たら聞こえないくらいの酷さです。もう、何とかしてもらえないんでしょうか。人権は

あるのかって感じです。自分達には。心身共におかしくなりそうです。助けてくださ

い。

10日(水) 18:41 嘉数 四丁目
飛行機の騒音があまりにもひどいです。苦情です。米軍のほうに抗議してくださ

い。お願いします。

10日(水) 18:42 不明

今日の18時41分頃、戦闘機が2機が通過しました。騒音がかなり凄くて、動

物もびっくりしていました。録音もしているんですが、あまりにも音が大きすぎて、

音が入らないくらいの状態でした。対策よろしくお願いします。

10日(水) 18:43 上大謝名
心臓が止まりそうです。今のは何ですか。大変だこの音は。

10日(水) 18:45 大謝名

もう、この2、3日本当にうるさくて、たまらないんですけど、我慢していたんだけど、

2～3分前に爆音が通過しました。お家から出てみたんですけど、散歩している

女性と犬が驚いて右往左往して、飛び回っていました。本当に爆音を受けてい

る様な、戦争が起こったんじゃないかと思うくらいの大きな音でした。見上げたら

黒い、詳しい事は分からないんですけど、戦闘機で昆虫みたいな形をしたのが

通っていきました。市長さん、皆さん、議員さん、沖縄の人は住民だと、人だと、

考えられてないと思います。こんな事がアメリカとかヨーロッパで起こるはずはないと

思います。本当にどうにかしてください。もう、我慢ができません。精神的にもスト

レスを抱えています。私だけではありません。隣近所皆さん、そう言っています。

電話をできない人もいるし、本当に我慢の限界を超えています。辺野古にもって

いくとか問題じゃなくて、今、すぐ、出て行ってほしい。今、すぐ、どうにかしてくださ

い。本当によろしくお願いします。

10日(水) 18:48 嘉数 四丁目

18時40分位、ステルス戦闘機35が低空飛行で真栄原十字路方面へ目測

ではありますが、100ｍ程度の低空飛行で着陸していきました。今朝のタイムス

の新聞にあるように、爆音は120デシベルくらいの耳を抑えないといけないくらい

の、心臓がバクバクして、凄い恐怖感に襲われました。こんな理不尽な訓練を

宜野湾市長はわじわじして、怒って、10万人市民はギリギリのところまできてい

ます。追い込まれているような、今日の戦闘機オスプレイの低空飛行、さらなる

爆音。もう、我慢できませんよ。もう、強く抗議して、10万人市民が安心、安全

で、平穏に過ごせる日々を取り戻してください。

10日(水) 18:53 上大謝名

今日は高校の合格発表で、いい時間帯に何度も何度もジェット機が通るし、

昨夜から低空飛行するし、おまけに今、合格祝いを家族でやっている矢先に6

時40分くらいですかね、もの凄い爆音。耳に手を押さえてても聞こえるくらいの

恐ろしいくらいの爆音。2機、三角の戦闘機、低空飛行で飛んできました。本

当に非常に迷惑です。こういう高校の合格祝いとか、お祝いの時でさえも人権

を無視するというんですか。この住んでいる住民達の幸せな気持ちさえも木っ端

微塵にする程の騒音だったり、騒音だったりを止めてほしいですね。

10日(水) 19:08 嘉数 四丁目

本日はこれで3回目の110番報告ですが、19時頃、MC-130特殊作戦機と

思われる航空機が超低空飛行で我が家の上空を通過して、真栄原十字路方

面から着陸していくように見えました。見ていながら恐怖を覚える、超低空飛行

でした。この低空飛行問題については、県も県議会も、各市町村も全県民が

抗議、改善要求をやっているにもかかわらず、このように好き勝手に、改善もし

ないし、こういう状況になれば、県民大会を開催して、強く、強く、抗議要請す

るなどして、抗議団を要請するなりして、全国国民に理解していただくような行

動しなければ、ずっとここ最近は泣き寝入り状態で、日々が、わじわじの連続で

す。どうか平穏な日々が暮らせるように、生活していけるように、全県民が一致

する形で対処していただくよう、よろしくお願いします。

10日(水) 19:22 真栄原

昨日から飛行機の騒音が酷くて、頭痛がとまりません。おそらく、110とか120の

レベルで今、飛んでいると思います。キーンという音がずっと耳の中で鳴っているよ

うな状態です。きちんと抗議していただくようお願いします。
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10日(水) 19:34 野嵩 二丁目
今、ジェット機が2機通って、かなり、相当うるさかったです。飛ばないようにしっか

り抗議して下さい。

10日(水) 20:02 嘉数 四丁目

20時頃、MC130特殊作戦機と思われる飛行機が3回目の低空飛行で、我

が家の直上を超低空飛行しながら真栄原方面へ離陸する体勢で降りてきまし

た。騒音も凄いですけど、目と鼻のところで上の方にいる大型の作戦機が低空

飛行でいるのも恐ろしい状況です。もう、おちおち夕食も食べれません。はやく、

静かな夜を取り戻して下さい。松川市長、ちばりよ。市民は皆んな苦しんでいる

よ。ゆたしく。よろしくお願いします。

10日(水) 20:07 嘉数 四丁目

またまた、20時6分。19時以降、私が確認するのは4回目です。MC130特殊

作戦機と思われる飛行機が100ｍ高度で真栄原方面に着陸態勢で降りてき

ました。胴体がハッキリ見えます。タッチアンドゴーをしているのか同機が数分ごと

に我が家の上空から着陸態勢で降りてきます。こんな危険極まりない事を経験

するのは初めてです。ちゃんと夕食くらいとらせろ！松川市長、のんのんしている

暇はないよ。10万市民の生活を安全と安心を力いっぱい頑張らないといけない

よ。

10日(水) 20:10 嘉数 四丁目

先ほど切れましたから、改めて電話しましたけど。5回目の低空飛行で着陸態

勢で真栄原方面にいきました。4回目の報告をしている途中に着陸態勢になっ

てきたのを窓を開けて、携帯の電話にも騒音の音量が記憶されていると思いま

す。数分おきでずっと、私の住宅の100ｍ以内の高度から真栄原方面に向

かっています。こんな規制もないような、やりたい放題の低空飛行から、爆音か

ら、もう、大変なことですよ。どうにかしてください。

10日(水) 20:12 上大謝名
夕ご飯中のとても家族和気あいあいの時間帯に何機もジェット機かなんかが飛

んでとてもうるさいです。

10日(水) 20:14 嘉数 四丁目

MC130特殊作戦機と思われる航空機が6回目の20時13分に我が家の上空

を低空飛行して、真栄原十字路方面への着陸態勢で飛行していきました。も

う、数分ごとに100ｍ以下位の高度で、ずっと数を重ねて、低空飛行をやってい

ます。これは異常な状態です。どうにか早くしてください。

10日(水) 20:16 上大謝名 二丁目
今日はなんで、そんなに騒音ひどいのかね。

10日(水) 22:02 愛知 三丁目
ヘリコプターがうるさい。昨日もうるさかった。

11日(木) 7:28 愛知
昨日、21時30分から22時までのヘリの騒音が酷かったので連絡しました。

11日(木) 8:21 上大謝名

昨日の20時20分くらいにまたステルス戦闘機ですかね、飛んでました。迷惑極

まりないです。ジェット機だけじゃなくてオスプレイも低空飛行で飛んでて、窓がガ

タガタ揺れます。オスプレイが飛ぶと、低空飛行の影響だと思うんですけど、隣の

車のクラクションが鳴るんです。爆音がもう恐ろしいです。とにかく夜間には飛んで

ほしくない。

11日(木) 9:13 真栄原
騒音がひどすぎます。抗議してください。

11日(木) 10:09 市内

最近、夜の騒音がすごい。あと昨日の戦闘機も大変ですよ。子供達が学童に

行ってるんですけど、そこでは怖がって泣いてる子もいるみたいです。こんなのあり

えないですよ。もっと強く言わないといけない。市長はこの現状を受け止めて強く

抗議してください。本当に大変ですよ。強く要請してください。
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11日(木) 10:45 真栄原 三丁目

昨日、基地の騒音が酷くてびっくりしました。何かあったのですか？バスに乗って

いる時もトンネルの真上を低空で飛んでいて、乗っている人みんな窓から上を見

ていました。21時には離発着をしていて、家もガタガタと振動が凄くて怖かったで

す。恐怖心を感じました。振動のせいか家の窓の鍵もずれて閉まりずらくなってい

ます。防音工事は対象外となっていますが、家の修理の補償が少しあってもい

いのではないでしょうか。家の後ろはすぐフェンスで滑走路の近くですが、家の屋

上にはいつも煤煙が溜まっていて掃除をしてもすぐ溜まって困っています。最近

断熱工事をした時に来た業者さんもびっくりしていました。これだけ煤煙が飛んで

いたら、もしかしたら気づかずに吸っていて体にも影響が出ないか心配です。ここ

に住んで長いですが、引っ越してきた時は騒音が酷くてびっくりしました。色々と

我慢しているところが多いなか、年々騒音が酷くなっている気がします。今では

24時まで普通に飛んでいる。県民がおとなしいからなのか、やりたい放題されて

いるように感じます。他の国では認められないと思います。沖縄の人は基地と共

存してくのですか。

11日(木) 13:45 不明

昨日の18時から20時にウォーキングしをしていたんですけど、もの凄い騒音があ

りました。怖くて、すぐ、建物の中に隠れました。新聞も確認はしていますが、たく

さんの苦情が来ていると思います。今までで一番、怖かったです。戦争が始まっ

たのかと思いました。機体は確認できないけれど、轟音だけは響くという状態で、

歩くことができませんでした。ここに電話する以外に何かできなんでしょうか。市長

に伝えて終わりですか。どうにか対策を考えて対処して下さい。

11日(木) 14:12 喜友名
一昨日から連続して飛行機の音がひどすぎます。

11日(木) 14:31 喜友名
昨日、21時騒音が酷かったです。声を上げないと、と思い連絡します。

11日(木) 17:14 上大謝名

18時40分と20時20分に戦闘機が凄まじい音でした。3歳と5歳の子供がいる

が、子どもの耳がおかしくならないか本当に心配しています。米軍やパイロットにど

れくらいの影響があるのかを体感してほしい。この音を知事や防衛省の人に聞い

てほしい。夜の家族のくつろぎの時にこういう音を出すのはほんとに非人道的だ

な感じます。普段からうるさいと思っていたが昨日はほんとにひどかった。苦情は

全て拾って反映してください。よろしくお願いします。

12日(金) 8:31 嘉数 四丁目

一昨日の夕方から夜にかけては、戦場にいるような気分でした。5時頃に家に

帰ってきたんですが、オスプレイや戦闘機、特殊作戦機が頻繁に飛んでいて、

何度も基地被害110番へ電話をしましたが、本当に大変な状況でした。二度

とあのような状態にならないように、頑張っていただきたいと思います。

12日(金) 17:15 野嵩 三丁目

新城から野嵩に引っ越してきたが大変うるさい。市長が抗議要請を行っている

が毎回返しが一緒なのをどう考えるのか。市議会議員は何をしているのか。市

民は市長が要請しているのは分かっているがもっと踏み込んで発言してほしい。

防衛局長に宜野湾市に住んでみろよと言うぐらい必要だ。同じような要請、同

じような回答ではなく、問題を解決するためにもっと行動で示してほしい。応援は

しているんです。私以外の市民も同じように思っている。

15日(月) 9:15 喜友名 二丁目
さっきから爆音が酷いよ。低空で飛行しているよ。

16日(火) 11:32 新城
米軍のヘリコプターがうるさい。お家が響くように揺れるし、非常にやかましい。苦

情です。要請してください。

16日(火) 15:14 不明
この飛行機の騒音を止めてください。子供達はまだ学校で授業してるんですよ。

早く防衛局にいって止めてください。授業中ですよ。

16日(火) 16:21 市外 南上原
朝からジェット機の騒音がうるさいです。抗議してください。

16日(火) 18:06 新城
今、ヘリコプターが凄い音で飛んでいて、やかましいです。

16日(火) 22:00 真栄原
ここ最近、オスプレイの飛行機の騒音が凄くて本当に困っています。特にオスプレ

イの低周波で頭も痛いので、どうにかするように、市長から苦情を言って下さい。
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17日(水) 14:08 大謝名

ジェット戦闘機が常態化してますよね。今日も昼間から飛んでますよ。前までは

ジェット戦闘機は来なかった。嘉手納は前から飛んでるようだけど、嘉手納基地

のようになってはいけない。住民が声を上げないといけないと思い連絡しました。

防衛局へ抗議してください。

17日(水) 21:51 真栄原

毎日、毎日、オスプレイが飛んで、この時間まで。本当に嫌な気分なので本当

に止めさせるように抗議してください。宜野湾の市民は馬鹿にされていると思いま

す。本当に辛いので、今日も頑張って抗議して下さい。

18日(木) 8:31 嘉数 四丁目

また8時から8時3分の間に、国歌の大音量が鳴り響きました。8時前には野鳥

がさえずり、清々しい朝を迎えていたんですけれども、3分間の大音量で気分を

害しております。3分が過ぎると、また清々しい朝に戻ったんですが、16日の火

曜日は、国歌大音量は聞こえなかったので、なんとかそのように戻してほしいです

ね。米側も市民からの苦情を見ながら運用をしてるんじゃないかなとも思います

ので、市も頑張って改善できるようにお願いします。

18日(木) 16:45 市内

ヘリとかオスプレイの経路を変更してほしい。ここ2年くらい伊佐や大山あたりから

ぐるっと回るようなコースが増えていると感じる。今もヘリの音が聞こえます。なんと

かしてほしいです。

18日(木) 17:14 中原
朝からヘリが2機ずっと飛んでる。宜野湾のあたりを旋回してるな。どうにかならん

のか。

18日(木) 21:40 上大謝名
騒音が激しくて、テレビも聞こえない。どうにかしてもらいたいんだけど。よろしくお

願いします。

18日(木) 21:49 大謝名 二丁目

今日、夕方17時頃からですかね、大きい音の飛行機が家の上空飛んでまし

て、断続的に続いていまして、やむことなく続いていて、今、21時50分ですが、

まだ、大きい音がありました。その度に会話も途切れるくらいの音で大変困ってい

ます。もう、本当に心身異常をきたしそうです。何とかしていただきたいです。

18日(木) 21:54 真志喜
ヘリがうるさい。今日は昼もうるさかったし、とってもうるさい。

18日(木) 22:06 真栄原

毎日、毎日、オスプレイが酷くて、本当に頭痛がひどいので、夕方からの飛行機

の騒音で本当に体調が悪くなるので、止めさせるように抗議のほうお願いしま

す。

19日(金) 8:10 嘉数 四丁目

本日、8時から8時3分の間、また、国歌の大音量が鳴り響きました。天候は晴

れで無風状態で、気持ちいい朝を迎えておりました。せっかく、昨日は国歌大音

量は確認できず、静かな気持ちのいい朝を迎えて喜んでおりましたが、本日はま

た、大音量が鳴り響き、わじわじしているところです。大音量は騒音防止条例に

違反しますので、米軍の普天間基地においては、国内法を遵守させるように、

是非とも松川市長をはじめ、基地行政の職員の方々がちばって、昨日のような

静かな朝を迎えさせて下さい。

21日(日) 8:22 嘉数 四丁目

また国歌大音量が鳴り響きました。天候は曇りで、北の風6、7ｍの状況です。

日曜日に大音量が流れるということは、国歌大音量が曜日には関係なく、音響

設備で8時から8時3分の間に自動設定され流されているとしか考えられませ

ん。日曜日の朝は、出勤風景もなく静かでのどかな朝で、野鳥のさえずりが聞こ

える爽やかな8時ごろの状況です。米軍は、スーパーボール開催日には、自己

都合で国歌大音量を鳴らしています。全くの植民地政策です。わじわじどころ

じゃありません。松川市長もっとしっかりしてください。どうなってるんですか。琉大

病院の起工式で喜んでいる場合ではありません。政府の政策に乗るのではな

く、市民10万人の幸せを第一に、政策を強力に進めてください。よろしくお願い

します。どうにかしてください。
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22日(月) 8:20 嘉数 四丁目

本日も日曜日に続いて、国歌の大音量が鳴り響きました。天候は曇りで、北の

風10m前後の強風です。なぜ、米軍から強制的に連日国歌を聞かされなけ

ればならないのでしょうか。国旗の掲揚だけなら、フェンス内だけで流れるのが常

識のはずですが、フェンス外まで大音量を流すのは、国や県の騒音規制に違反

しています。法に適用されないことが問題だと思います。松川市長は司令官に

抗議して、即停止させていただきたいと思います。10万市民が市長へ委託して

ることですから、頑張ってください。何度も基地被害110番に連絡していますが、

なかなか改善していかないので、粘り強く抗議をして、やめさせていただきたいと

思います。

22日(月) 22:20 不明

22時過ぎているんですけど、ひっきりなしにオスプレイやヘリコプターが離着陸して

います。本当に眠れないので、どうにかしてください。お願いします。

22日(月) 22:25 不明

本当にいい加減にしてほしいです。6時過ぎのラッパも止めてほしいし、月曜日

からこの騒音じゃあ仕事に支障が来るので、本当に抗議してください。本当に馬

鹿にされていますよ。ありえないです。

22日(月) 22:30 真栄原

ひっきりなしに飛んでいます。今日、月曜日ですよね。明日から仕事もあるんで

すよ。本当にちょっと考えてください。もう、辛いです。もう、引っ越ししたいです。こ

こに引っ越ししてきた事を後悔しています。

22日(月) 22:34 我如古

ヘリコプター騒音がうるさくて、22時以降も練習するんですか。もうちょっと市長さ

ん、議会の皆さんも考えてくれないと困るんですよ。うちは受験生もいるし、ガラ

スの騒音が大変なんです。振動という騒音が。なんとかお願いできませんでしょう

か。日米協定で22時以降は中止じゃないですか。もうちょっと改善していただけ

たら助かりますけど。アルミまで振動する状態なんですよ。お願いします。改善し

ていただけたら助かります。

23日(火) 8:06 嘉数 四丁目

本日も国歌の大音量が鳴り響きました。天候は晴れで、風の方も北東の風4、

5ｍくらいで、非常に爽やかな朝を迎えておりましたが、また、国歌大音量で気

分を害されています。昨日は、具志川商業が春の選抜で初の勝利をあげて、

私をはじめ県民がかなり気持ちのいい一日を過ごされてきたと思うんですが、今

朝もそういう気持ちがまた、国歌の大音量で台無しにされました。宜野湾市も

普天間高校をはじめ、宜野湾高校、小学校、沖国大と色々と教育機関が普

天間基地の周りには存在していますし、生徒、学生に静かな環境で十分な教

育をしていただきたいと、切に願っております。そして、宜野湾んちゅから沖縄を日

本を世界を担うような、人材を輩出していただけるような環境を是非、つくってい

ただきたいと思います。松川市長、ひとつよろしくお願いします。ちばりよーさい。

23日(火) 21:14 大山

どうして夜間飛行許可しているんですか。22時半ぐらいから低空飛行して、テレ

ビ音なんて全然聞こえないんですけど。

25日(木) 11:59 愛知

朝と夕方に流れる国歌と進撃ラッパと君が代はそろそろやり過ぎじゃないか。ここ

は空母の甲板の上なのか。アメリカの植民地ですか。あまりにも我が物顔が過ぎ

ています。辺野古問題が出てくる前はフレンドシップもうまくやっていたのに、最近

は基地のイベントでも対応が悪く、シャトルバスも出ない等、対応も厳しくなって

いるように感じます。最近の国歌大音量は心理作戦にしても、意地が悪すぎま

す。人間としてアメリカ人は嫌いじゃない。でも、そろそろやりすぎだよ。

26日(金) 8:30 嘉数 四丁目

本日も8時から8時3分の間に、国歌の大音量が鳴り響きました。本日は晴れ

で、東の風6m前後の天候ですが、せっかく翌日確認できなかったと喜んでいま

したが、残念でなりません。新報では、普天間の爆音訴訟団が過去最多の人

数になったとの記事が載ってましたが、それだけ騒音は市民の関心ごとになってい

ると分かります。またその横には基地被害110番のパンクの記事も載ってまし

た。10日のF-35の騒音というのは、123デシベルも出ていて、本当に鼓膜が破

れるような騒音でした。騒音問題は、健康にかかわる関心ごとですので、市長を

はじめ基地行政の皆さんは、基地被害に対し、解消されるようにお願いしたいと

思います。那覇の自衛隊のPFOS問題もそうですが、普天間飛行場は、騒音

だけでなく、環境の被害もありますので、どうにか改善できるようにお願いしたいと

思います。
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30日(火) 14:15 普天間

役所の帰りに330号線を走らせていたら、オスプレイ2機が超低空飛行で旋回

していました。初めて見る低さで、墜落するのかと思いました。他の車も目撃して

います。抗議してください。

30日(火) 15:27 喜友名 二丁目
オスプレイが低空飛行で飛んでいます。

30日(火) 15:30 喜友名 二丁目
また、オスプレイが飛んでいるよ。

30日(火) 15:34 喜友名 二丁目
また、米軍ヘリが飛んで行ったよ。

30日(火) 15:59 宜野湾 一丁目
ヘリがうるさい。低空飛行で、我が物顔で飛んでいる。

30日(火) 16:03 赤道

先ほどからずっとヘリの音がうるさいです。我慢できません。家族が具合が悪くて

寝てるので余計に気になります。よろしくお願いします。

30日(火) 16:09 喜友名

オスプレイがずっとうるさいが市から何かできないのか。仕事ができない。今日は

特にひどいので電話した。

30日(火) 16:45 真志喜 一丁目

ヘリが飛ぶたびにテレビの受信障害が起きている。今日はずっとうるさいのでテレ

ビが途切れて見れない。ほんとにひどい。

30日(火) 18:33 大謝名 二丁目
テレビが映らなくなりました。一瞬途切れて繋がりはします。

30日(火) 19:24 野嵩 二丁目

今日、ヘリコプターかなずっと飛んでるし、低い位置飛んで、家揺れるぐらいうるさ

いです。テレビもゆっくり見れないし、数も多いし、かなり迷惑です。早く出ていか

せてください。迷惑です。

30日(火) 22:49 真栄原

23時前になってもオスプレイがひっきりなしに飛んでいるので、いい加減にするよ

うに伝えてください。

30日(火) 22:53 新城

普天間第二小学校の側です。今、飛行機が飛んでうるさくて眠れません。米軍

に抗議してください。23時前ですが飛行機が飛んでいます。

31日(水) 12:59 真栄原
飛行機がうるさいです。

31日(水) 13:49 真志喜 一丁目

ここ最近オスプレイが酷い。ずっと我慢していた。防衛局にも連絡したが、もう本

当にきつい。

31日(水) 16:05 野嵩 二丁目

ヘリコプター、オスプレイが飛んでうるさいです。家が揺れるくらい低空で飛んでい

ます。早く出ていかせるように抗議をお願いします。

31日(水) 20:14 真栄原

10分おき位にオスプレイ、ヘリ、ひっきりなしに飛んで、オスプレイの重低音が頭

に響いて、本当に辛いです。毎日、毎日、本当に遅くまでこの状態が続くかと思

うと、本当に気が滅入ります。止めさせるように抗議してください。

31日(水) 21:19 大山 二丁目

ヘリコプターがひっきりなしに騒音で、家族の会話もその時は大声じゃないと聞き

取れない。何を考えているのか分からないけど、20時過ぎからずっと、この騒音

が続いています。私のこれも取り上げて、基地騒音被害110番に電話しまし

た。

31日(水) 22:51 不明

今、オスプレイの音で起こされたんですけど、時計を見たら23時前なんですけど

も毎日、毎日いい加減にしてほしいんですね。宜野湾市、馬鹿にされていると

思います。頑張って苦情言って夜間飛行を止めさせて下さい。

31日(水) 22:52 嘉数 四丁目

今、何時ですからオスプレイが飛んでいるんでしょうか。最近はあまりにも低空飛

行がすぎて、ひどいです。苦情です。何回でも言います。米軍と防衛庁に抗議し

てください。よろしくお願いします。よろしくと言うのも疲れます。お願いします。

31日(水) 22:54 新城

普天間第二小学校の側です。ヘリコプターが旋回して飛んで、やかましくて眠れ

ません。

31日(水) 22:55 不明
うるさいんです。眠れません。何時だと思いますか。23時過ぎますよ。
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31日(水) 22:57 真志喜
真志喜地区上空。多分これ、オスプレイです。何時だと思っているか。

31日(水) 22:58 大謝名 二丁目

自宅は上大謝名公民館近くです。昨日、今日と夕方以降の飛行機の往来が

激しく、種類の違う音が交互に聞こえる感じで、23時過ぎですが飛行機が飛ん

で、非常にうるさいです。会話も途切れますし、子供達に早寝をさせようにも、こ

の中で生活は環境としてはおかしいと思います。何とかしてもらいたいです。

31日(水) 23:00 不明
23時なるんだけど。まだ、飛行機飛んでいるんだけども抗議していますかね。

31日(水) 23:03 不明
23時過ぎています。うるさくて眠れません。どうにかしてください。

31日(水) 23:04 喜友名
23時10頃です。ヘリコプターの音ががうるさくて、子供が寝付けないです。

31日(水) 23:13 真志喜

先ほど、やっとヘリの騒音がやみました。今日は21時過ぎから騒音がとてもひどく

て、子供を寝付かせるのが大変でした。やっと寝たと思ったら、また、23時前くら

いからひどい低空飛行の爆音で、もう、我慢できません。どうにかできませんか。

空の下で沢山の人が寝ているんです。何十万人の人が。沖縄全部合わせた

ら。どうにかしてください。
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