
~　令和4年3月31日
宜野湾市　基地政策部

日付 時間 地区 丁目 　　内容

4月 （ 80 件）

1日(木)

11:24 大謝名 飛行機の種類等は分かりませんが、昨日の22時45分頃、飛行機が凄くうるさかったで

す。本日、初めて基地被害110番に苦情をいれます。このまま黙ってはいけないと思い

ますので、声をあげていきたいと思います。

1日(木)
11:32 普天間 今日、飛行機がひどい。戦争でも始まってるのかと思うくらい。防衛局に苦情を入れて。

1日(木)
11:47 野嵩 一丁目 今日の4時から5時の間にいつもの飛行機騒音と違う、凄い音がしていました。うるさ

かったです。

1日(木) 14:59 愛知 オスプレイがルートじゃないところを飛んでいるよ。音が凄いよ。

1日(木) 15:02 宜野湾 飛行機もうるさいし、テレビも見れない。低空飛行もしているよ。

1日(木) 15:05 宜野湾 一丁目 低空飛行で通過することが続いているよ。

1日(木) 16:33 大山 前から言っているど、ヘリがうるさいよ。苦情に入れてください。

1日(木) 17:09 喜友名 二丁目 また、オスプレイが旋回してますね。

1日(木)
20:41 市外（北中城

村）

今日7時から今までずっとヘリがうるさくて、酷いです。それからテレビも酷い時には映らな

くなります。

1日(木) 21:24 喜友名 二丁目 また米軍機が7時半からずっと旋回しております。

1日(木)
21:51 大山 二丁目 22時10分前です。テレビの音が聞こえないくらいうるさいです。何時まで飛行するんで

すか。昨日も一昨日もうるさかったです。どうにかしてください。

1日(木)

22:08 新城 一丁目 22時もまわってもヘリコプターのエンジン調整音がうるさくて、眠れないです。毎日やった

ら慣れると思っていると思っているのか。全然慣れないですよ。これは昼夜寝るなといって

いるもんでしょうかね。なんとか止めさせるように考えていかないといけないと思うんです

が。ほとんど毎日の事なんですから。

6日(火)
14:21 真志喜 今日はNHKしか見れないです。朝からずっとテレビが乱れてますね。今日は普天間は

運用してるんですか。日曜日は他のチャンネルも見れるんですけど。

6日(火)

21:53 真栄原 夕方からひっきりなしに飛行機が飛んで、オスプレイですかね。家の中が振動で揺れて、

テレビが聞こえない状態です。本当に戦争でも起こるんじゃないかと気持ちが不安にな

るので、今も凄い音で飛んでいます。22時前ですよ。いい加減にするように伝えて下さ

い。

6日(火)

22:50 不明 22時過ぎて、23時前なんですけどもまだ、オスプレイが飛んでいます。もう、いい加減に

してください。本当に頭が痛いです。市長の家の上を飛んでるんですかね。本当にいい

加減にしてください。

6日(火)
22:56 真栄原 もう、ありえないぐらいうるさいんですけど。いい加減にしてください。本当に頭が痛くて、寝

れません。

7日(水)

14:51 不明 戦闘機なのか、なんの飛行機なのかは分からないど、ずっと飛んで本当にうるさいよ。昨

日の夜も凄くうるさかった。沖縄の人には人権はないんですか。暴動起こさないからって

バカにしているんですか。人が住んでいるんですよ。抗議よろしくお願いします。

7日(水)

21:58 真栄原 この時間帯からオスプレイ飛ばすの本当にやめてください。オスプレイの音で頭痛するし、

眠れないし、気持ち的に不安になります。最近、本当にひどいと思います。いつになった

らこの状況変わるんでしょうか。

8日(木)

2:20 宜野湾 午前2時20分ですよ。夜中まで訓練して、眠れません。宜野湾市はどうなっているんで

すか。市長さん、議員さん、どうなっていますか。防衛庁に抗議しているんですか。夜中

の2時20分ですよ。大変なことですよ。眠れません。

8日(木)

14:43 不明 今、嘉数高台にいけるど。タッチアンドゴーを繰り返しているよ。なんでやめさせない。あん

た達は弱いんだよ。ちゃんと強く言いなさい。新聞に載っていたでしょ。なんで対応しない

のか。今すぐどうにかしなさい。

8日(木)

21:57 真栄原 今日もこの時間までオスプレイが飛んで、大変迷惑しています。いい加減、こんな遅くま

で飛ぶの止めさせてもらえないでしょうか。本当に頭痛もするし、家の中も揺れて、本当

に困っています。

8日(木) 22:57 愛知 二丁目 23時58分までヘリコプターの音がうるさいです。
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8日(木)

22:58 大謝名 二丁目 昨日、今日と午後から飛行機の音がとてもうるさくて、今も23時なるところなんですが、

オスプレイが2台、家の上を飛んで行きました。まだ、続くようで音が遠くからも聞こえてい

ます。大変困っています。天気がいいので換気をしようにも窓を開けるとうるさいので、子

どもが戦争のようだと、うるさいと、とても嫌がっています。音も不快です。なんとかしてもら

いたです。

8日(木)

23:00 真栄原 もう、テレビとかこれ騒音被害ですよ。もう、23時ですよ。うるさくて、小っちゃい子供達も

いるんですよ。受験生、本土に行く勉強している子供達がうるさくて眠れないんですよ。

23時以降というのは日米協定で決まっているんじゃないんですか。市長とか議員はなに

しているんですか。防衛庁に抗議一つもできないんですか。10万市民の命預かっている

市長さん。抗議して下さいよ。眠れないですよ。

8日(木)

23:01 不明 もう、23時過ぎているんですけど、まだオスプレイが飛んでいます。異常ですよ。おかしい

ですよ。本当にいい加減にしてください。戦争が始まるんですか。止めさせて下さい。

9日(金)

8:31 嘉数 四丁目 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。本日も普段よりもボリューム

が抑えられていました。天候、風の影響なのか、音響装置で調整したのかは分かりませ

んが。本日の新聞にも掲載されていましたが、昨日の入学式の時間に戦闘機が飛んで

いて、式が一時中断したようです。私もF15の2機が、嘉数方面から真栄原方面へ低

空飛行で着陸していくのを見ました。県内の特別な行事に配慮できないというのが現状

です。国歌大音量も流れない日もありますから、やればできるはずです。基地行政の皆

さんには、普天間飛行場の早期返還に向けてやれることは全部やるということで頑張っ

てもらいたいと思います。

12日(月)

8:32 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。月曜日で一週間の

始まりで気持ちい朝を迎えたかったんですが。さらに、本日は返還合意から25年を迎え

る節目の年で、松川市長もいろんな戦術、戦略で取り組んでいることと思います。世界

一危険な飛行場を一日も早く返還して、市民が明るくなるようにご奮闘をお願いいたし

ます。

12日(月)

20:07 上大謝名 今日もものすごい騒音ですね。もう本当に嫌になるぐらいの騒音です。昼間から飛行が

うるさかったんですけども、1時間半ほど前、18時半くらいから、今度はエンジンのジェット

噴射の音というんですか、普天間基地から凄い響いていて、上大謝名に夕方から自宅

に帰ってきていたんですけど、先ほど2機、20時に一機、すごい戦闘機の騒音、もう騒

音じゃないですね、爆音です。7分後に再び同じ戦闘機の爆音です。日中はオスプレイ

だの、ヘリコプターだのの振動もものすごかったです。本当にうるさくて迷惑しています。飛

んでほしくないです。最近22時58分、もう寝ている時間帯にもオスプレイが飛んでいき

ます。それも非常に迷惑です。本当にどうにかしてほしいです。

12日(月)
20:10 真栄原 二丁目 夜、大きい音で戦闘機が飛んでいます。耳が痛くなるほどです。重々抗議してください。

12日(月)
20:42 喜友名 一丁目 かなりうるさいです。最悪です。窓を閉めててもテレビの音量を塞ぐためにかなりの騒音で

す。

12日(月) 21:45 真志喜 22時前、爆音が酷くて狂いそうです。強く抗議してください。お願いします。

12日(月) 21:48 真志喜 うるさくて大変です。普天間返還すぐに求めてください。のんびりしてないで。

12日(月)

21:52 真栄原 今日はいつも以上にずっとうるさいです。本当にヘリコプターが落ちてくるんじゃないか本

当に怖くて心配になります。とにかく夜中、夜もう飛ばないように抗議してください。早く宜

野湾から引っ越したいです。

13日(火) 13:04 不明 ジェット機の音がうるさいな。テレビも聞こえないよ。ヘリからジェット機からうるさいな。

13日(火)

13:42 嘉数 昨日もすごい騒音だった。最近は夜中の22時過ぎまで飛んだりする。学校の上は飛ば

ないはずだけど、守られていない。飛行ルートを守らせるようにしてほしい。最近騒音が

酷くなっている。被害を被っている人も多いと思うので、防音工事の対象地区や基準も

見直してほしい。

13日(火)
15:23 新城 今日はものすごくうるさい。戦争でも始まったのかって思うくらい。辺野古に持っていくって

言ってるけど、今は辺野古も、普天間も2つとも使ってる状態。きつく言ってほしい。

13日(火)

22:27 真栄原 オスプレイがうるさくて眠れません。オスプレイの低周波で、心臓が締め付けられるように

痛いです。本当にどうにかしてください。宜野湾市、馬鹿にされてると思います。もっと強く

抗議するように市長に伝えてください。



14日(水)

15:23 嘉数 四丁目 2～3分前に出先から自宅に帰ってきたら、FA-18戦闘機とおもわれる飛行機が2機、

嘉手納方面に向かって行くのが確認できました。その2～3分後にオスプレイが100ⅿ

以下の高度で超低空飛行で真栄原方面に着陸していきました。このような超低空飛

行はなかなか見ないので驚いています。そして、今朝も国歌の大音量がありました。昨

日は静かに過ごせたので、凄く残念でした。職員の皆さんは毎日大変だと思いますが、

よろしくお願いします。

14日(水) 15:40 宜野湾 一丁目 今、飛行機が通過したけど、凄くうるさかったよ。

14日(水)

21:38 志真志 現在、午後21時40分。琉球大学北口付近です。爆音でヘリが2機普天間飛行場の

方に帰っていました。凄い音でテレビのボリュームいつもの2倍くらいにしても聞こえないくら

い。詳しい騒音のレベルというは申し上げられないんですけど、食事をしながら会話をし

ていても相手の声が聞こえない。大変です。年々、酷くなっています。去年も何度も連

絡を電話で入れたりしているのですが、今年はますますひどいので苦情申し上げますが、

どうにか伝えることはできないんでしょうかね。沖縄県やりたい放題されていて、当たり前と

いう生活が慢性化していますよね。

14日(水)

21:57 喜友名 ここは戦場なんですかね。本当にひどいですよ。今でもずっと飛行機飛んでるんですけ

ど。オスプレイ。いい加減にしてください。どこに訴えればこの思いは届くんですかね。ここに

言ってもしょうがないですよね。全く変わらないんですけど。ありえないですよ。本当に辛い

んで。眠れないんですよ。体調も悪くなるし、今も飛んできますけど。

14日(水) 22:49 大謝名 三丁目 ヘリコプターの音がうるさくて、眠れません。なんとかして下さい。

14日(水) 22:51 愛知 三丁目 ヘリコプターがうるさくて、寝れません。

14日(水)

22:53 不明 聞こえます？今何時だと思っているんですか。本当にありえないんですけど。頭痛もする

し。また、きましたよ。いい加減にしてください。また、きましたよ。どうにかしてください。

14日(水)

22:57 我如古 もう、23時ですよ。騒音がうるさくて、窓を閉めていてもテレビも聞こえないんですよ。テレ

ビも障害おこるし、大変です。何とかできませんか。いつまでも米軍に馬鹿にされて、どう

するんですか。うるさくて、頭がおかしくなりそうですよ。

14日(水)
22:59 不明 今、何時だと思っているんですかね。これってわざとですよね。嫌がらせって。本当にいい

加減にしてください。また、きましたよ。オスプレイが。ありえないんですけど。

15日(木)

8:16 嘉数 四丁目 8時前から戦闘機のエンジン調整音が続いておりましたが、例のごとく8時から8時3分の

間、国歌の大音量が鳴り響きました。本日は19日まで訓練中の為かいつもよりボリュー

ムが大きく聞こえていまして、より、不愉快で不快感をおぼえました。市民10万人を代

表して、まずは国歌大音量だけでも止めさせてください。朝の爽やかな気分を害させな

いように粘り強く、一つ一つ解決をしてください。

15日(木)
17:41 嘉数 一丁目 オスプレイが飛び回っていますね。南の方角から飛行場に向かっています。さっきからうる

さいなと思って、外に出てみたらオスプレイでした。

15日(木)

19:37 不明 大謝名と真栄原に境目にある所の近くに住んでいる者なんでですけども、ここ最近19

時以降の戦闘機だったり、飛行機だったり、飛行が非常に目立っておりまして、昼とかは

基地がある以上は少々、仕方ないのかなと許容範囲内なんですが、夜だと子供と寝る

時間に重なってくるところがあって、遅い時だと21時近くでも平気で飛んでいたりするの

で、こちらについて、飛ぶことは100歩譲っても、夜間に飛行して、離着陸したりする事を

できる限り止めていただくような形を進展していただけたらと思います。多分、ずっと前か

ら対策とはされているとは思いますけど、一度改めて、うまく基地の離着陸の時間帯につ

いて気をつけていただけたらと思います。

15日(木)

19:41 上大謝名 毎度、毎度、ジェット機とオスプレイがうるさいです。今日、まず夕方18時頃オスプレイが

3機で飛んでますね。さくら公園で遊んでいた子供達もビックリして、ワーワーしていまし

た。その後からジェット機がひっきりなしに5分おきくらいに、いろんなジェット機が飛んでき

ます。その度にお箸を置いて、耳を押さえて、また夕ご飯をして、また耳を押さえての繰り

返しで、夕食時に、後は眠る時に飛ばしますよね。もう本当に迷惑で、私たちの時間を

何だと思っているのかなといつもイライラしますね。また今から飛んでくると思うんですけど、

今夜は何があるのか分からないんですけど、ジェット機の飛ばし過ぎだと思います。後、オ

スプレイも、もともと振動が凄いのに3機いっぺんに飛んでくるなんて本当に非常識です。

ガタガタ家具がなって、とても大変です。

15日(木)

19:47 大謝名 いつも飛行機がうるさくて、特に22時前、21時45分前から22時くらいまでの間にラスト

スパートのようなオスプレイがいつも眠る前とかうるさいんです。昨日なんかは22時45分

くらに飛びました。たまに24時前くらいに飛びます。自分の家のすぐほぼ上を飛ぶのでう

るさいです。何度も何度もきて回ってくるので、なかなか落ち着いて寝ることができなく

て、困っているのでどうにもならないとは思いますが、どうにかできたら嬉しいです。



15日(木)
21:53 真栄原 ずっとひっきりなしに、オスプレイ、ヘリコプターが飛んで家が振動していて、本当に迷惑で

す。眠れません。ここは戦場ですか。いい加減に改善するように。

15日(木) 22:25 嘉数 三丁目 3機、普天間飛行場に飛んで行きました。オスプレイではなくて、ヘリコプターですね。

15日(木) 22:26 嘉数 四丁目 最近はあまりにもひどいです。騒音の苦情です。あまりにもひどい。

15日(木)
22:28 宇地泊 22時28分なんですけど、ヘリコプターが飛んでいるんですけど。これって、何時まで飛ぶ

ようにってことなんでしょうか。うるさいですね。

15日(木)
22:29 不明 毎日、毎日、この時間までオスプレイが飛んでるんですけど。一体どうなっているんです

か。落ちるか、落ちないか本当に心配で毎日、毎晩怖いです。どうにかしてください。

15日(木) 22:31 不明 22時過ぎてもうるさいんですけど。どうにかしてください。

16日(金) 21:22 大山 毎日、毎日、ヘリうるさいです。低空飛行だし。この声は本当に届いてるんですか。

19日(月)

8:34 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。今日は週の初めの

月曜日ですが、いつものとおり気分を害されて、非常に残念です。8時前には、ヘリか戦

闘機かのエンジン調整音も鳴り響いておりました。こういったことがないように皆さんの努

力をお願いしたいと思います。市長は市民10万人の代表者でもありますから、総合的

に判断していただいて、基地の負担軽減、一日も早い返還を頑張ってほしいと思いま

す。いつかは静かな宜野湾になるように頑張ってください。

20日(火)
15:57 大山 三丁目 オスプレイが低空飛行して大変です。耳もガンガンするし、テレビも見れないし大変で

す。どうにかしてもらいたい。防衛局に言ってください。

20日(火)

21:54 市外（中城村） 21時50分まわるんですけど、中城上空に飛行機が何度も飛んでいます。子供もいる

ので、寝かしつけもしないといけないんですけど、飛行機の音がうるさくて、なかなか寝付

かないですし、最近、報道や新聞等でも見たんですけども、苦情が過去最多ってこと

で、件数に表れているというのを何度も見ています。いつ飛ぶのか、役所のほうで把握し

ているのかなと思うので事前に飛ぶことが分かっていたら市民に、私は中城ですけども、

度々飛んで妨害されております。なるべく市民に開示して、前もって飛ぶことが分かれ

ば、多少なりとも心構えもできますので、どういった形か分からないんですけども、対応お

願いできないでしょうか。県民、市民が出した苦情は一語一句ちゃんと市長さんに伝え

てほしいです。ありのまま上の方に伝えて下さい。修正とかはしないで、そのままよろしくお

願いします。本当に眠れないです。中城なんですけど、宜野湾市民はもっとだと思いま

すよ。

20日(火) 22:00 愛知 三丁目 ヘリコプターがうるさくて眠れません。どうにかしてください。

20日(火)
22:56 新城 二丁目 普天間第二小学校の近くです。ヘリコプターが大きな音を出して、飛んで眠れません。

非常にうるさいです。

21日(水)
20:47 嘉数 四丁目 あまりにもひどい毎日。なぜ、こんなに低空で、毎日飛ばないといけないんでしょうか。宜

野湾市長は毎日でもいいですから防衛局にいって下さい。お願いします。

21日(水) 21:32 大山 四丁目 テレビがエラーが出て、テレビが見れないです。飛行機が飛んでエラーが出ています。

21日(水)

22:00 不明 今日もひっきりなしにオスプレイ、ヘリコプターが今の時間でも飛んでいるんですけど、どう

なっているんですか。ありえないんですけど。戦場みたいですよ。いい加減にするように防

衛局にいって下さい。もう、ありえないですよ。考えてください。

21日(水)

22:03 不明 今もオスプレイ飛んでいますよ。騒音と低周波振動。本当に周波振動本当に強烈です

よ。眠れません。ここは人が住むところじゃないですよ。本当にどうにかしてください。ありえ

ないです。

21日(水)

22:09 真栄原 夕方から一日中、オスプレイやヘリコプターがひっきりなしに飛んで、オスプレイの重低音

が本当に頭に響いて本当に限界です。ここって日本ですよね。戦場なんですか。辛いで

す。引っ越したいです。もう、宜野湾市嫌になります。もっと、この切実な現状を市長が

主張するように。また、飛んできていますよ。本当にひどいですよ。人が住む所じゃないと

思います。

22日(木)

8:11 嘉数 四丁目 天候は小雨で東の風が7～8mちょっと風の強い状況ですが、今朝も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。また、ここ数日、日中から22時頃までヘリコプ

ターが訓練等で頻繁に着陸する状況で騒音が発生して、気分的に悪い状態でしたの

でベットで休んでいたんですが、さらに頭痛がするような状況で日中のヘリコプター等の

騒音も日常生活に支障のあるようなそんな状態でした。これらの事が既成事実化しな

いように皆さん、松川市長で日々努力して、改善していただきたいと思います。ここ数

日、気分もすぐれませんので、騒音、国歌の大音量等ないような状況をつくっていただき

たいと思います。



22日(木)

18:15 嘉数 四丁目 オスプレイが午前中もかなり飛行訓練して、午後も現在もオスプレイが訓練等で何度も

嘉数四丁目の私の自宅の上を低空飛行で真栄原十字路の方面に着陸をしていって

おります。数日前から気分が悪くて、家で静養しているんですけど、オスプレイの低周波

での家具等のがたつきと、着陸しての低空飛行の騒音、爆音でずっと頭痛がするような

感じになっています。ここ数日、気分が悪くて体調も悪いですので、どうにかオスプレイの

低空飛行の騒音と爆音を止めていただけませんでしょうか。

22日(木)

19:30 不明 今日、1日中オスプレイが飛んで、19時なんですけども地鳴りして、もの凄く怖いです。

眠れないし、心配で夜も眠れないのでどうにかしてください本当に。よろしくお願いしま

す。

22日(木)

22:46 嘉数 四丁目 22時40分過ぎにオスプレイと思われるヘリの騒音が我が家の上空から真栄原十字路

向けに低空飛行で着陸していきました。私は昼過ぎからずっと気分悪くて、部屋のベット

で横になりながら休んでいるんですけど、昼間から23時前までオスプレイの低周波の振

動伴うような爆音で、頭が痛い状態がずっと続いている状況です。どうにかオスプレイ等

の騒音、爆音を止めさせるようにやっていただけませんか。気分が悪くても、休めない状

況が現状です。オスプレイ、その他の爆音を一日も早めに止めてください。

23日(金)

8:33 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。天候は雨で、東の風

10m前後の強風が吹き荒れていましたが、音量はいつもより大きなボリュームで流れて

おりました。昨日もオスプレイ等の訓練で1日中、低周波、騒音等で頭痛が止まりませ

んでした。昨日は気分が悪くて1日中、自宅で静養しておりましたが、朝から夜の23時

近くまでオスプレイ等が私の自宅の上を低空飛行して、真栄原十字路方面へ着陸をし

ていきました。もう少し、市民10万人の為に静かな生活環境を取り戻してください。松

川市長もリーダーシップを発揮して、市民10万人の命と暮らしを守っていただけますよう

に、普天間基地の司令官と強く交渉して下さい。騒音問題、国歌大音量等で日々の

生活を壊されています。

26日(月)

8:22 嘉数 四丁目 8時から8時3分の間、国歌大音量が鳴り響きました。天候は晴れで北東の風、約4

ｍ前後です。本日は先週の台風2号の影響での悪天候とは打って変わって、天気も

良く、気持ちのいい朝を過ごしていました。またまた、国歌大音量で気分を害され、不

快な週初めとなっています。いつまでわじわじした日々を過ごさなければならないのでしょ

うか。既成事実化は絶対させないで下さい。松川市長をはじめ、行政の皆様が10万

人の市民に応えて下さい。よろしくお願いします。

27日(火)
22:30 新城 普天間第二小学校の近くです。ヘリコプターが低空飛行して、やかましくて眠れません。

騒音でうるさいです。どうにかしてください。

28日(水)
22:36 喜友名 二丁目 喜友名二丁目の上空をヘリコプターが飛んでいるんですよ。テレビの音も聞こえないし、

ベットに入った子供は起きるし、どうにかならないんですかね。

28日(水)
22:37 不明 22時40分なんですけれど、凄いヘリの音ですよ。今までで一番だと思うくらい低空飛行

です。これはとても危険だと思いますけど。怖いです。

28日(水)
22:54 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプタが飛んでいて、結構近くを飛んでいて、家が揺れるくらいで、か

なり迷惑です。飛ばないようにしっかり抗議お願いします。

29日(木)

15:10 野嵩 三丁目 1時間から2時間前からずっと戦闘機というか軍関係の飛行機の音がひどくて、身体的

に苦痛を感じています。うるささに関しては戦争が起こりそうな爆弾が落ちてきそうなうる

ささで、建物も振動していますし、窓ガラス等が爆風であおられるみたいな、それぐらいの

恐怖感を味わっています。改善的な働きかけをよろしくお願いします。

29日(木)

15:58 我如古 今日は休日ではあるんですけどね、朝からオスプレイのエンジン音というんですか、うるさく

て、せっかくの休日に孫達も遊びに来ているんですけど、うるさいと言って、頭がおかしくな

りそうですよ。調整っていうんですか。飛ぶよりひどいですよ。朝から1日中エンジン調整

音が地響きして、うるさくて大変です。頭がおかしくなりそうです。市長をはじめ、議長を

はじめ、野嵩方面は影響ないんですか？なんとかして下さいよ。休日は余計ひどいです

よ。すみませんがなんとかしてもらえませんか。抗議どころじゃないですよ。

5月 （ 56 件）

4日(火)
22:22 不明 最近20時以降の普天間基地のヘリコプターの騒音があまりにも顕著にみられます。苦

情です。

4日(火) 22:32 嘉数 飛行機の音がかなりうるさいです。

4日(火) 22:47 愛知 三丁目 飛行機の音がうるさくてビックリしてます。もう23時ですよ。改善お願いします。

4日(火) 22:53 宇地泊 ヘリがずっとずっと飛んでるんですよね。これって何時まで飛んでいいんでしょうか。

4日(火) 23:00 嘉数 四丁目 ヘリコプターの騒音が酷いです。



5日(水)

20:52 普天間 一丁目 オスプレイがうるさくて夜も眠れません。どうにかしてください。今日は5月5日こどもの日で

すけども、子どももおびえて眠れない状況ですので、一刻も早く解決するようにお願いし

ます。

6日(木)

14:28 嘉数 四丁目 先ほど14時15分頃、自宅でくつろいでいたところ、F-35と思われるような戦闘機が2機

続けて、自宅の真上から真栄原十字路方面へ着陸していきました。100デシベルを超

えるような、耳がズーンとなるすごい騒音でした。連休はおとなしかったんですが、連休明

けで皆の生活も戻っていますので、航空機騒音や国歌の大音量がなくなるように頑

張ってもらいたいと思います。また訓練が始まるのか、皆さんも注意してもらいたいです。

6日(木)

14:59 不明 戦闘機2機が普天間から離陸するのが見えました。以前にも戦闘機が来てたと思うん

ですけど、今までにないくらいの爆音で家が揺れました。本当にやめてもらいたいです。

6日(木)

15:04 野嵩 出先から帰って直後に3機の飛行機が通過しました。もの凄く大きな音で怖かったで

す。あまりにもひどかったので、防衛局に電話して確認いたしました。戦闘機だそうです。

自宅の真上を通過するのですが、防音工事も対象外なので大変です。新聞記事にも

騒音の事が載っていますので、どうにか対処していただきたいです。

6日(木)
15:06 野嵩 戦争みたいです。76年前に戦争を体験しているが、その時と同じ。市長に防衛局へ毎

日、抗議するように伝えてください。

6日(木)

15:11 普天間 二丁目 ヘリがやりすぎじゃないか。ここ最近の低空飛行はひどい。5分前も通過していったけど、

どんだけ低空飛行だったか。20年以上住んでるけど、これまでこんなに低空なのはなかっ

た。防衛局に言ってもどうにもできないのか。市に言ってしょうがないけど、声を上げないと

いけないと思って連絡した。米軍が聞いてくれるか分からないけど、どうにか頑張ってほし

い。

6日(木) 22:38 大山 もう、22時過ぎているんですがうるさいです。

7日(金)
16:18 野嵩 二丁目 結構大きめの飛行機が飛んでます。何度も繰り返し飛んでて、かなり迷惑です。飛ば

ないように抗議をお願いします。

7日(金)
16:25 上大謝名 ジェット機が上大謝名地域の上空をひっきりなしに飛んでます。非常に迷惑です。今も

飛んできました。3分おきぐらいに飛んでますね。抗議してください。

7日(金) 16:36 大山 旋回していてうるさいです。

7日(金)
16:36 野嵩 飛行機が繰り返し飛んでいてうるさいです。5分以内に1回は飛んでいる感じです。繰り

返し飛んでいて非常に怖いです。

7日(金)

16:44 真栄原 一丁目 浦添市の子供達の発達支援の一環で、真栄原一丁目の畑に来てるんですが、飛行

機が旋回していて怖いです。5分に2回くらい飛んできています。宜野湾市の最近の状

況がわかりませんが、これが普通なのか分かりませんが、不安になったので連絡しました。

11日(火)
22:52 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが飛んでかなりうるさくて迷惑です。飛ばないようにしっかり言

い聞かせて下さい。お願いします。聞こえますかね。かなりうるさくて迷惑です。

11日(火) 23:02 不明 馬鹿野郎。何時なるか。23時過ぎているよ。第二小学校前うるさいよ。

12日(水)

22:58 野嵩 二丁目 この時間までヘリコプターが結構至近距離を飛んでて、家が揺れるくらいかな、テレビの

音は全く聞こえないし、映らないし、という状況が今ありました。かなり迷惑で早くやめて

ほしいですね。こういうのは。今も飛んでるの聞こえますかね。今オスプレイが二機通りま

した。聞いたら分かると思いますけど、かなりうるさくて迷惑です。早くこういうのやめさせて

ください。はやく出ていかせてください。

12日(水) 23:00 野嵩 ヘリですけど、3台飛んでますけど、どうなってるんでしょうか。

12日(水) 23:03 普天間 二丁目 23時過ぎてますけど、とてもとてもうるさいです。うるさくて眠れません。

12日(水) 23:07 野嵩 まだヘリが飛んでおります。テレビの音が聞こえません。なぜでしょうか。

13日(木)

10:37 真志喜 毎日うるさくて、轟音の飛行機に腹が立つよ。防衛局にも苦情は言っているけど、何も

変わらない。親に苦情を入れても無駄だと言われているけど、苦情をきちんと入れること

が正義なのかなと思っています。軍という存在は必要だとは思っています。辺野古の住

民も反対していますよね。なかなか宜野湾市から移設できませんね。とにかくこの苦情を

カウントしてください。

13日(木)
12:50 普天間 飛行機が何度も飛んでいてうるさいです。旋回してるようです。今ヘリコプターも飛んで

いきました。

13日(木)

13:06 野嵩 二丁目 今日かなりうるさいですね。ヘリとかオスプレイも飛んでますし、大き目の飛行機も旋回し

てて、だいぶうるさいですね。頻度がすごくて、5分おき、下手したら5分に2回くらい飛ん

でる感じです。だいぶうるさくて、抗議してほしいです。早く出ていってもらうようにしてくだ

さい。



15日(土) 9:12 喜友名 一丁目 ヘリコプターの音で電波がテレビが映りません。ただそれだけ。

16日(日)

14:02 大謝名 二丁目 上大謝名公民館の近くが住まいです。今日は日曜日なのに朝から大きな音で飛行機

が飛んでいます。日曜日は飛ばないと思いきやこういう事があるので、予測できない感じ

で嫌ですね。日曜日は飛ばないとか、何時以降飛ばないとかいうのがあればまだ、気持

ちも穏やかにいられるのかなと思います。家族の団らんも壊すような音に本当に不快で

す。なんとかしてもらいたいです。

17日(月)
22:51 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが飛んでいます。テレビの音が聞こえなくて、テレビが映らなく

なるくらいうるさいです。かなり迷惑なので飛ばさないようにしっかり抗議して下さい。

17日(月) 22:53 普天間 二丁目 爆音で目が覚めて気が狂いそうです。どうにかして下さい。23時前です。

17日(月)
22:55 新城 普天間飛行場のヘリコプターがお家の上を飛んで、やかましくて眠れません。何かこっち

で訓練しているんですかね。抗議します。

18日(火)
22:37 伊佐 一丁目 まだ、飛んでいます。22時30分過ぎ22時40分。テレビの音が聞こえません。眠ろうとし

ているけど眠れません。まだ飛んでいます。なんとかして下さい。

18日(火)
22:38 新城 二丁目 22時38分ですけど普天間の上空をヘリコプターが飛んで、やかましくて眠れません。

行ったり来たりしています。安眠妨害です。どうにかして下さい。

18日(火)

22:40 伊佐 22時35分くらいなんですけどね。普天間飛行場のだと思うんですけどヘリコプターが飛

んでいます。連絡します。どうせ通報したって役にも立たないからしてなかったんですけど、

先日の日曜日16日。日曜日は飛んではいけないという事になっていると思いますけど、

14時半頃から10回位相当なうるささで飛んでいました。これは宜野湾市の普天間で

す。

18日(火)

22:42 新城 二丁目 ヘリコプターが家の上を飛んで、さっきから行ったり来たりして、やかましくて爆音をまき散

らして眠れません。いつまで飛んでいるんでしょうか。やかましくて大変です。安眠妨害や

めて下さい。

20日(木)
19:57 伊佐 一丁目 ヘリがうるさすぎて、テレビの声が聞こえません。ひっきりになしに上空を飛んでます。酷す

ぎると思います。

20日(木) 21:54 大山 三丁目 かなり騒音が酷いです。何とか対応をお願いします。

20日(木)
21:56 大山 二丁目 この5月に入ってずっと夜間10時まで、ヘリコプター、音がうるさいです。ヘリコプター、夜

間ですので寝れません。

20日(木) 22:28 不明 まだ飛行機が飛んでますよ。それでいいんですか。

20日(木)

22:29 新城 今22時25分過ぎてるんですけど、飛行機の種類までは分かりませんけどね、まだ飛ん

でますよ。普通に。酷いと思いますので、苦情の電話入れました。防衛局の方にも伝え

てください。最近は特にうるささ感じますよね。ぜひ止めてください。

20日(木)
22:31 野嵩 二丁目 22時過ぎますけど、22時32分、もうお家の真上を飛んでおります。眠るに眠れません。

20日(木)

22:32 普天間 オスプレイがずっと上空を飛行しています。とってもうるさくて、テレビも聞こえません。ま

た、小さい子ども達も怖がっています。年寄りもなかなか寝付けなくてびくびくしています。

時間的にもどうしてもありえないと思っています。明日からこういうことがないように、絶対

にやめさせて下さい。ここ数日、とってもうるさい日が続いています。健康被害も大きいも

のがあると思います。

20日(木)
22:34 野嵩 二丁目 この時間まで至近距離をヘリコプターが飛んで、かなりうるさいです。最近多くてかなり迷

惑してます。早く出ていかせてください。

20日(木)
22:35 新城 一丁目 もう22時半過ぎてるけど、昼からひっきりなしにヘリコプターの騒音が激しくて、眠ろうとし

ても眠れなくて困っています。何とかしてもらえませんか。これでは眠れないですよ。

20日(木)
22:51 不明 22時過ぎから飛んできてから、23時前になるんだけど、いまだにエンジン調整でずっとバ

ラバラしてるけど、おかしいんじゃないですか。

21日(金)

9:15 野嵩 三丁目 この三日間ほど、騒音がひどく頭痛がして、つらいです。昨日と一昨日は、夜23時を過

ぎても飛んでいて、身体的にとてもしんどいです。騒音だけでなく、テレビが映らなくなりま

す。「人が住んでいる地域に、このように航空機が飛ぶ基地があることに反対です」とい

うことをお伝えしたくて、ご連絡しました。

21日(金)

13:24 市外（中城村） 今日の13時頃から飛行機が飛び続けています。我如古方面から私のいる中城村を

通って、上原の方へ飛んでいきました。いつもはもっと海側を飛んでいたと思うのですが、

今日は内陸で、低いところを何度も旋回しているようです。飛ぶのであればもっと海側を

飛ぶようにしてほしいです。苦情として伝えてください。

24日(月)

22:35 伊佐 今22時過ぎてますけど、22時33分に、こちらは宜野湾市伊佐ですけど、ここの上空を

飛行機が飛んでます。その前にも飛んでましたけど、2回目で、テレビの電波障害が起

こってブラックアウトしました。



24日(月)

22:56 長田 まもなく23時ですけれども、今日も22時20分頃、少し前くらいからオスプレイが凄い振

動で飛んできて、その後、22時30何分くらいからかヘリがまた飛び始めて、その後しばら

く旋回してたみたいで、ずっとヘリが飛んでいるバタバタっていう大きな音がなってました。

夜の皆が休んでるような人もいるような時間から、まち中の上空で旋回を繰り返すのは

異常だと思いますので、引き続き宜野湾市からも強く抗議をしてください。

25日(火)

16:38 宜野湾 一丁目 さっきオスプレイがすごい低空でうちの真上を通ったんだけど、3階建ての鉄骨造りの家が

振動したよ。低空飛行じゃないと鉄骨造りの家が振動するわけないよな。3週間くらい

ハートライフ病院に入院してたけど、あそこの上も爆音で通る。沖縄はどこもだめだ。

25日(火)
19:58 新城 輸送機みたいなものが旋回訓練をしています。とてもうるさい。とにかくなんとかして下さ

い。

25日(火)

20:10 野嵩 二丁目 10分から15分おきに旅客機みたいな飛行機が結構近くを飛んでいて、迷惑していま

す。早くアメリカ出て行ってもらっていいですかね。本当に迷惑が過ぎますね。お願いしま

す。

25日(火)
22:52 大山 2日連続で22時くらいでうるさいんですが。今日の日中は低空飛行も見られたような気

がしますが。どうなっているんですかね。

25日(火)
22:53 不明 23時過ぎるんですがまだ、飛行機が飛んでいるんです。寝ようとするんだがうるさくて眠

れない。どうにかできんもんですか。本当に。

27日(木)

22:52 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが結構な至近距離を飛んでてかなりうるさくて迷惑してます。

今も聞こえますかね。こんなんばっかりでかなり迷惑でアメリカも早く出ていかせてもらって

いいですかね。聞こえますか。（航空機騒音）

27日(木)

22:55 不明 まだオスプレイが飛んでます。これはいったいどういうことでしょうか。うるさくてテレビも聞こ

えないし、子供達も眠れません。電波障害も起こってます。この時間外に飛んでることが

どういうことなのか、少し調整して考えてください。

6月 （ 54 件）

1日(火)

18:49 野嵩 二丁目 今日、5分から10分おきくらいに旅客機みたいな飛行機がずっと飛んで、頻繁に飛んで

てかなりうるさくて迷惑です。テレビも聞こえないくらい迷惑してます。はやくアメリカをどっか

に出ていかせてください。お願いします。

1日(火)

19:25 嘉数 今日は飛行機がかなり低空で飛んでいます。騒音も結構な騒音で、屋根の上をすぐ

飛んでいるような恐怖感を覚える飛行機の飛び方なので、すごく恐怖感を感じてます。

苦情です。

1日(火)

19:36 野嵩 二丁目 5分おきくらいにずっと飛行機飛んでて、かなりうるさくて迷惑です。なんとかならないんで

すかね。ストレス仕方がないです。昼にも全く寝れないです。はやくアメリカ出ていかせる

ことできないんですかね。

1日(火)
20:33 野嵩 二丁目 飛行機がうるさくてかなり迷惑してます。テレビの音も聞こえなくなります。とっても迷惑で

す。

3日(木)

13:10 嘉数 もの凄い音で飛行機が通過していきました。最近は夜間騒音も酷く、ずっと我慢してい

ましたが耐えられず110番に連絡いたしました。警察署から基地渉外課を案内され電

話しています。あまりにも酷いので夜間苦情にも電話することにします。

3日(木)

13:31 真栄原 あの音はなんですか。バリバリですよ。戦争ですか。恐ろしいですよ。日本政府はこの状

況は分かっているんですか。メディアもなぜ、日本本土に伝えないの。私達は耐えないと

いけないの。最近、ひどすぎませんか。私はどうしたらいいの。

3日(木)
17:19 野嵩 二丁目 3、4分おきに大きい飛行機、旅客機みたいなやつが、ずっと頻回に飛んで、かなりうるさ

くて、かなり迷惑です。早く飛ばさないようにして下さい。お願いします。

3日(木)

18:52 大謝名 二丁目 上大謝名公民館の近くに住んでいます。3日前から夕方以降の飛行機の飛び方が非

常にうるさくて、大変困っています。複数の飛行機があって、絶え間なく、時間をあけず

に飛んでいて、夕方の家族の団らんが消されるくらいのもので酷いです。コロナ対策で中

学生の部活短縮で帰宅してきているんですが、勉強しようにも、この騒音で学習被害

や心身に影響があって補償もないのに飛び続けていて本当に許せないです。

8日(火)

22:55 志真志 琉球大学北口付近、志真志の住人です。今、午後11時です。飛行機、爆音を轟か

せながら、上空を飛んでいます。今音も聞こえますでしょうかね。すごいですよ。聞かせま

すよ。聞いてくださいよ。（航空機騒音）聞こえますかね。こんな状況です。夜の11時

ですよ。これは違反ですよね。ルール違反。どうにかしてください。年々酷くなっていきま

す。夜も昼もないですよ。もう少しどうにかできる方法って考えて、住民のことも考えて、

宜野湾市ももう少し取り組み強化してもらわないと困りますね。しっかりしてください。

8日(火) 22:56 愛知 三丁目 ヘリコプターがうるさくて寝れません。どうにかしてください。



9日(水)
20:26 宜野湾 一丁目 夕方から航空機騒音がひどい。何かあったのか。生活できない。何とか対応してほしい。

9日(水) 21:06 赤道 低空飛行を頻繁に繰り返している。21時過ぎまで続いている。眠れない。

9日(水)
21:46 市内 中原公民館近くだが、20時過ぎまでずっと上空をヘリが回っていた。何年かぶりだ。夜

間訓練が増えているのではないか。

9日(水)
21:47 赤道 22時前ですが、ヘリが飛んでいる。普通は寝る時間。眠るのも許されないのか。こんな

こと普通に許されていいのか。何とかしてほしい。

9日(水)
21:49 我如古 夕方からうるさい。頭がおかしくなりそう。テレビも聞こえない。津堅島のヘリの件もあった

し、市長にはもっと抗議してほしい。

9日(水)
22:05 長田 市上空で大型ヘリ2機が旋回している。北側から東側にかけてだと思う。基地外で、

330号線より内側のルートである。キッキッと変な音もした。恐い。

9日(水) 22:56 愛知 ヘリうるさい。眠れない。

9日(水) 23:01 大謝名 ヘリうるさい。眠れない。

9日(水) 23:05 不明 ヘリうるさい。寝れない。苦しい。

10日(木)
10:28 野嵩 ジェット機が上空を飛んで行った。とてもうるさかった。落ちたら、命を補償してくれるの

か。この声をしっかりと届けてほしい。

10日(木) 10:33 野嵩 今すごい音がした。抗議してください。お願いします。

10日(木)
11:38 不明 住所は言わないけれど。さっきから、すごい音がするんだけど。昨日も夜遅くまで、飛んで

いたし。なんとかしてください。お願いします。

10日(木) 11:41 我如古 しいのみ保育園です。騒音がひどい。子供たちもびっくりしている。

10日(木) 11:41 上大謝名 今日は特にすごい音だ。耳が痛い。声を上げないといけない。米側に訴えてほしい。

10日(木) 11:41 愛知 三丁目 すごくうるさい。犬も猫もびっくりしている。心臓がドキドキしている。

10日(木)

11:42 嘉数 (嘉数高台から)この爆音、聞こえる？さっきからF35が、タッチアンドゴーを繰り返してる

よ。なんで、させる？あなたたちが、強く言わないからだよ。もっと強く抗議してください。

10日(木)

11:43 嘉数 今日は、音がひどいですね。朝早くからでしたよね。金属音で、耳が痛いです。最近、耳

が悪くなってきたんじゃないかと、気になるようになりました。テレビの低い音のほうが、よく

聞こえます。最近、外来機がよく来ますよね？なんでですか？10分くらいの間に、何度

も飛んで。間隔が短くて、回数が多いですよね。耳が痛くて、テレビを見ながら耳を押さ

えてますよ。なんとかしてもらわないと。健康被害出てます。

10日(木) 11:43 嘉数 とてもうるさい。子供が泣いている。

10日(木) 11:53 上大謝名 今日の爆音は何なのか。うるさくて、涙が出る。どうにかならないのか。

10日(木)

13:48 大山 飛行機がうるさくて。家の上を通ってる。地デジの電波障害でテレビも映らなくなって。

真っ暗になるんです。工事は10月か11月になるって言われてるんですけど。テレビが映

らないのに、このままなの？10月とか11月って、だいぶん先だけど。なんともならないの？

できるだけ早く工事できるように、お願いします。

10日(木)
17:40 宜野湾 騒音がひどい。ここのところ連日である。すぐに抗議すべきである。直接、機敏な抗議

を。

10日(木)

22:00 大謝名 二丁目 上大謝名公民館の近くに住んでいます。昨日今日と騒音が酷くて、今も夜10時を過

ぎましたが轟音があって、飛行機が基地に向かっていきました。本当に何とかしてもらい

たいです。会話も途切れて、テレビの音も飛行機が通ると聞こえなくなって大変。生活

が不都合が生じています。大謝名小近くの保育園に努めているんですが、今日は午前

中から飛行機の音がすごくてお散歩してる時に園児が怖いと言って、怖がる子がいて

「大丈夫だよ」って言っても、本当に大丈夫なのかどうかなんの保証もないなと思って哀

しくなりました。何とかしてもらいたいです。お願いします。



10日(木)

22:23 長田 今日の午前中なんですけど、11時半過ぎくらいかな、多分普天間からだと思うんですけ

ど、戦闘機が離陸したと思うんですけど、ものすごい音を立てて飛んでました。二機ずつ

二回くらいだったかな。詳しくは何機とかは分からないんですけど、一回だけじゃなくて飛

んでました。多分、北離陸だと思うんですけど、時計回りで南の方に、北から南に行って

という感じで目視したんですけど、それがすごい低くて、高度が上がっていくのかなと思った

らそうでもなくて、低いまま高度が変わらないままずっと飛行していて、長田上空、もしく

は中城の方までかかってるか、飛んでるのを見たんですけど、戦闘機があんな風に低空

で宜野湾市内を飛んでるのをあんまり見たことないので、とても近くて低くてうるさかったで

す。とても異常な事態だと思うので、こういうことしないでほしいと、強く苦情を挙げてくだ

さい。ヘリもオスプレイも飛んでましたけど、普段よりも同じ場所、同じ方角を飛んでるの

を見ると建物との距離感というかいつもだと見えるんだけど、今日は建物の合間から飛ん

でるのが見えて、普段だったら建物の上を飛んでる姿のを見るんですけど、今日見たの

は建物の間から見えるというのが何回かあったりして、いつもより低いんじゃないかなっとい

うのが見えました。低く飛ぶのも基地に降りるところだったらしょうがないんですけど、だいぶ

離れたところでも低かったので、それも報告しておきます。低空飛行とか戦闘機、市民

県民の上を危険な飛び方するのはやめてくれと強く申し入れてください。

11日(金)

12:39 嘉数 四丁目 先ほど12時20分頃、ステルス戦闘機が我が家の上空を超高速で、それぞれ超音量

で、恐らく110デシベルぐらいの鼓膜が破れるんじゃないかというぐらい、ベランダにいたとこ

ろで通過していくのを確認しております。オスプレイどころの話じゃないですね、この騒音

は。本当に心臓がドキドキするぐらいで、こんな超高速で、高度が低いところで民家の

真上からあっという間に爆音をまき散らして飛び去って行きました。これまで何度も騒音

関係については、この110番に市民から通報されてると思うんですけど、ますます悪化す

るような、こんな超高速の超音量のものを許していたら、宜野湾市民はみんな地獄のよ

うな中で日々を過ごすような、そんな状況になりますよ。恐らくこれが何らかの形で市内

に墜落するようだと、沖国大のヘリ墜落だとか、宮森小学校の墜落事故の大災害の数

十倍を上回るような大変な状況が、宜野湾市内で起きることになりますので、そこんとこ

ろ松川市長はじめ基地行政担当の方々は国の方に絶対抗議して、二度とステルス戦

闘機が、普天間基地に飛来しないように絶対食い止めてください。これは人の命と健康

に関わることですから、すぐ行動をとってください。

11日(金)

13:22 大謝名 一丁目 昨日からの爆音はなんですか。12時にも同じように飛びました。相当うるさいです。この

ままでは耳がやられてしまう。私の地域は大変ですよ。 F35は外来機でしょう。何で飛

んでるの。厳重に注意しなさい。早く対処しなさい。

11日(金)
20:44 野嵩 二丁目 3から5分おきに上空を旋回している。迷惑だ。早くやめるようにしてほしい。飛ばないよ

うに指導してください。

15日(火)

22:52 新城 22時50分回っているんですが、ヘリコプターが2機、我が家の上空を旋回しています。

明日も早いっていうのに、何を考えているんでしょうかね。病めるというどころじゃないです

よ。再三申し上げているんですが、気が狂っているのでしょうかね。自分たちがこのような

状況に置かれたらどう思うんでしょうかな。もう11時になろうというのに。一体どうなってい

るんですかね。申し上げるだけではなく要請しているんでしょうかね、日本政府は。まった

くの治外法権ですよ。住民の生活がどうなっても良いんでしょうか。怒りを通り越して、も

う耐えられないですよ。日本政府もなんとも思ってないんでしょうか。国のリーダーはこっち

へ来てみて、1週間も生活してみたらわかりますよ。よろしくお願いします。まったく。

16日(水)

15:49 普天間 普天間に住んでいて基地の近くですから、飛行機の音が良く聞こえます。平日でも夜の

10時くらいに飛んでたりして、すごい音が聞こえる時もあるんですけど、こんな夜中まで

訓練しなくてもいいのにって思います。

16日(水)
18:48 宜野湾 一丁目 今の時間ヘリコプターがうるさい。今の時間ヘリコプターがうるさい。うるさくてどうしようもな

いよ。ヘリコプターが。

16日(水)

21:03 野嵩 二丁目 今日は、飛行機の離着発着繰り返していてだいぶうるさいですね。頻回です。あとヘリコ

プターも飛んでて、かなり今日騒音が酷いです。早く改善させるよう、無くすように働きか

けてください。お願いします。



16日(水)

23:11 長田 今23時過ぎたあたりですが、今日も普天間、最後は23時少し前くらいにヘリが北側か

ら戻ってきたみたいで、23時少し過ぎて、まだ着陸後基地内を飛び回っていたのか、飛

行音が続いていました。今日夕刻から、昼もあったかな、基地内で、CH-53がホバリン

グをずっと続けていて、多分大山のあたりからずっと中心にホバリングの音がずっと響いて

ました。小型ヘリが普天間基地を中心に東側330号上くらいを南から北向けに、反時

計回りに何度か旋回してました。他にも、夜旋回を長時間してるようなのが今日一日で

何回か見受けられました。先日松川市長が米軍に住宅上での旋回を訓練を止めるよ

うに申し入れたのは新聞で見ましたけど、ありがたいと思います。自分はビックリしました

が、申し入れにもかかわらず、まだ数日しか立ってないと思いますけど、長時間、普天間

の周辺で旋回を繰り返してます。今後はこれがおさまらない限りは、この件も併せてしつ

こく申し入れを、苦情を入れていただくようお願いします。住宅街でヘリの旋回を長時間

繰り返すのは異常だと思います。

17日(木)

23:04 長田 一日中うるさかった。9時40分頃から20時頃（12時30分から13時30分を除く）ま

でほとんど途切れることなく、旋回していた。特に夕方は複数機が飛行していた。市長が

訴えてもあまり変化がない様子だ。引き続き、住宅地上空での飛行及び旋回を止める

よう米側に訴えてほしい。

22日(火) 13:30 新城 さっきから飛行機がうるさいけど、何かあるんですか？とにかく苦情をいれて下さい。

22日(火)
17:14 上原 二丁目 今日は頻繁にヘリが飛んでうるさい。防音工事の対象地域に入っていないのに、頻繁

に飛ばれると困る。老人を抱えている家で、うるさいと大変です。

22日(火)

23:14 長田 23時を過ぎたあたりですけど、今日も普天間は長い時間、騒音をまき散らしていまし

た。朝は9時くらいからエンジンをかけてバタバタする音が聞こえ初めて、10時半くらいか

ら飛行音は始まってですね、ほぼ終日、何かしら飛んでいる感じでした。途中、オスプレ

イが何度も飛行している事もありましたし、特に15時後からヘリが旋回を繰り返すことが

あったり、夕方17時過ぎも大型ヘリ、小型ヘリ、どちらもあったと思うんですけども、330

号線付近、滑走路の東側、いこいの市民パークの南から北に時計回りに小回りしてい

るようなのも続いていました。日が暮れてからも、とてもうるさい飛行が続いているような

感じがありました。2機、3機くらいが同時に滑走路とか周辺で飛行を繰り返すような訓

練が長時間ありました。住宅地の上、周辺での滑走路の上だとしても長時間、騒音が

ずっと聞こえるわけなので普天間周辺での訓練はしないように、また、申し入れをお願い

します。

24日(木) 22:56 大謝名 22時56分、大謝名にてオスプレイ2機が飛行。子どもが起きるので止めてください。

24日(木)

22:58 大謝名 23時になるのにヘリコプターが飛び回って、うるさくてしょうがないです。眠たいのに眠れま

せん。どういった機種なのかは分からないんですけど、23時半から3本くらいマンションの

上を回っています。

24日(木)
22:59 上大謝名 23時5分前くらいから上大謝名地区着陸。オスプレイかその他のもの。5機続けて夜中

に着陸しました。酷い騒音です。

24日(木)
23:21 不明 23時22分。飛行機がうるさいけど。なんとかやってくれんか。騒がしいけど。23時前から

だけど。

28日(月)

23:06 長田 20時40分頃から1時間くらい22時前まで、普天間でオスプレイが南側から真ん中くら

いまで、滑走路にかけて旋回をして、また南側に戻って、ホバリングを1時間繰り返して

いました。その間はやっぱり周辺はオスプレイの振動音と低周波の気持ち悪い音が大き

く鳴り響いていました。夜も21時を過ぎてから1時間、町の中でこんな音を響かせて飛

行を繰り返すのはやはり異常だと思いますので、繰り返し夜の町の住宅近くでの訓練を

止めるように、しつこく苦情を入れていただければと思います。

29日(火) 20:34 不明 ヘリコプターとかの音がずっと鳴り響いてありえないと思います。

29日(火)
22:59 新城 普天間のヘリコプターがやかましくて眠れません。これは特に夜中から飛ぶという事は異

常な飛び方ですので、厳重に抗議して下さい。この前から眠れません。

29日(火)

23:30 長田 今日も22時くらいから雨が止んだ後、また、普天間が動き出して、だいたい23時くらい

までオスプレイとヘリが頻繁に飛び交っていました。21時台とか23時の間が特にひどかっ

たように思います。オスプレイがもの凄い大きい振動音を立てて旋回していたと思うんで

すけど、振動音と爆音がずっと続いていました。夜から住宅地でやるような事ではないと

思いますので、市からも引き続き苦情をあげ続ければと思います。

30日(水)

8:45 市外（中城村） 最近、朝のラッパ音が再開しています。音量も上がっています。音量を下げてほしいで

す。聞きたくないのに強制的に聞かされて不愉快です。音量を下げてほしい。というか止

めてほしいです。住まいは長田小学校近くです。

7月 （ 37 件）



1日(木)

22:45 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが飛んで、結構至近距離を飛んでて、かなりうるさいです。

今日8時9時ずっとヘリが飛んでて、結構迷惑してます。早く飛ばさないように、出て行く

ようにしてください、アメリカを。

7日(水)
11:21 野嵩 二区 先ほどから騒音、爆音がしているので電話しています。普通のヘリとは違う音です。ジェッ

ト機とかなんですかね。酷い騒音なので抗議してください。

7日(水) 12:34 市外（浦添市） すごい音が聞こえたんですが、ステルス戦闘機ですか。そちらでも聞こえましたか。

7日(水) 12:35 嘉数 四丁目 先程の米軍機の音がすごかった。恐くて押し入れに入ろうかと思った。

7日(水)

12:41 嘉数 四丁目 12時30分頃、ステルス3機が真栄原十字路方面へ離陸して、耳がつんざく様なすご

い音でした。連続して離陸して、恐らく100から110デシベルは出てると思います。体が

震えるくらいの騒音です。民家を低空で飛行しているので、強く抗議してください。

7日(水)
22:42 野嵩 一区 ヘリがいまだに飛んでいます。2台くらい飛んでるんですけど、最近23時過ぎても飛んで

ること多いのでどうにかしてください。

8日(木)
11:53 新城 二丁目 最近爆音がすごいです。低空飛行で、低いところまで降りてくるんです。最近はひどいで

す。

8日(木)
11:59 野嵩 二区 騒音がひどくて電話しました。電話の声も聞こえないんじゃないですか。こんなことが宜野

湾市で許されてはいけないです。強く抗議してください。

8日(木)

12:01 不明 昨日から騒音がしてるが、なぜなのか。真上を飛んでいく。お前たちは何をしてるんだ。

仕事してるのか。市民の意見を聞いて、改善できるように取り組んでほしい。それが市

民サービスじゃないのか。議会と行政が一緒になって国を動かす必要がある。県、国、

米側と段階があると思うが、段階的に改善できるはずだ。

8日(木)
12:02 新城 今、すごい音がして。怖くて。大人だけじゃなくて、子供たちもソワソワしています。抗議、

よろしくお願いします。

8日(木)
12:03 普天間 今、すごい音が聞こえたよ。戦争みたいだ。役所には、聞こえないの？市長か、課長

か、わからないけど、伝えておいてね。

8日(木)
12:03 新城 騒音がひどくてずっとどきどきしてます。異常な音です。本当にどうにかしてください。どきど

きしてどうしようもない。

8日(木)
12:04 野嵩 三区 今の戦闘機の騒音もうるさくて大変です。宜野湾市内はうるさくて、直接米軍に伝えな

いとだめですよ。冗談じゃないよ。早く何とかしないと。

8日(木)
12:06 不明 昨日から、すごい音がしています。まるで戦争みたい。理由を明らかにするよう、要請で

きないんでしょうか。厳重に抗議してください。

8日(木) 12:06 不明 大変ですよ。内地から大事な電話が来ても聞こえない。どうにかできないですか。

8日(木)
12:15 新城 一丁目 爆音がさっきからしてるけど。ジェット機が何機も来てるよ。いま輸送機も旋回してるみた

い。どうにかして。

8日(木)
13:14 不明 今アメリカの飛行機が練習みたいに低空飛行で、とても怖いです。音が激しい。近くで、

爆音で練習しないでください。

8日(木) 13:15 真栄原 ジェット機うるさい。何とかしてくれ。

8日(木) 13:18 我如古 とってもうるさいよ。

8日(木)
13:19 我如古 四丁目 飛行機うるさい。どうにかして。お願いします。気が狂いそうです。赤ちゃんも寝れない。

8日(木)

14:58 真栄原 二丁目 正直に言って恐怖で、鼓膜が破れるかなと思うくらいの騒音だった。今日で電話するの

は2回目。前回は、車の防犯ブザーが鳴るくらい低空だった。落ちてくるかと思うくらいの

音だった。どうにか声をあげていきたい。

8日(木)
15:39 野嵩 二丁目 今、ジェット機がかなりうるさいかったです。飛ばさないようにしっかり指導なり、抗議してく

ださい。

8日(木)
16:53 野嵩 今日のお昼、ご飯も食べれないくらいすごい音でしたよ。ゆるせないですよね。抗議してく

ださい。



9日(金)

11:47 新城 昨日の騒音には本当に驚いています。基地から発生する音に我慢をしていましたけど、

さすがに昨日の音はひどすぎませんか。日頃から飛行機を見ないように努力しています

が耐えられませんでした。初めて防衛局に電話をしました。私の住宅の真上を低空飛

行で通過して行くことに腹立たしく思います。防音工事対象地域なので防音工事をし

てもらいましたが形だけで意味がないです。近隣を意識してテレビの音量は10～12で

見ていますが、昨日は30まで上げても聞こえませんでした。早く移設して下さい。基地が

あることで、雇用があることも承知していますし、経済が潤っているのも分かっています。

しかし、危険すぎます。辺野古に移設するのもいいとは思いませんが、返還されると開

拓が始まり、団地や学校等の建設できるじゃないですか。聞いた話ですが米軍の上司

が変わると飛行機の種類も変わったりするそうですが、昨日の飛行機は部下が勝手に

飛ばしたとかあるんでしょうか。墜落するなら海にしてほしい。沖縄は毎日が闘いですよ。

9日(金) 16:07 嘉数 今の騒音は心臓がバクバクして大変だよ。市長に伝えて。

9日(金) 16:08 真栄原 二丁目 この騒音はどうにかならないんですか。一昨日から騒音がひどいです。

9日(金)

16:10 上大謝名 4機、三角の飛行機が通過して行きました。すごい轟音ですよ。大丈夫ですか。ここ最

近ずっと続いていますよね。飛行機が通過する時間とかは分からないの。急にこんな轟

音にさらされると苦しいです。このまま何もできないんですか。市長に伝えて下さい。

9日(金)
16:10 真栄原 3～4機かな、何機か飛行機が飛んでいまして、子どもがびっくりするんですよ。本当に

耳が痛いくらいです。どうにかなりませんかね。市長に伝えて下さい。

9日(金)
16:10 不明 騒音うるさい。こんな毎日ある？あんたたち何やってるの？市長にはちゃんと伝えてる

の？しっかりやってよ。

9日(金)

16:10 大謝名 二丁目 ここ数日騒音がひどい。アメリカとの騒音関係の約束はどういったものなのか。最近、家

にいる時間が長いけど、赤ん坊もいるからどうにかしてほしい。市はどういった対応をとって

いるのか。市が悪いというわけではないが、抗議行動しても何も変わらないなら、毎日で

も抗議の声を上げるべきではないのか。よろしくお願いします。

15日(木)

16:15 大山 いつものヘリとは違う音が聞こえます。プロペラが回るたびにかすれたような音です。回転

するたびに何かにあたっているいな、カタカタかすっているような音で、整備不良で落ちて

こないか不安です。

15日(木)
22:40 嘉数 三丁目 オスプレイが上空を飛びました。テレビの音も聞こえません。早く、基地被害をどうにかし

てほしいと思います。

15日(木)
22:46 不明 普天間中学校の近くです。ヘリコプターが家の上を飛んで、やかましいです。寝ているの

に音がうるさいです。アメリカに抗議して下さい。

16日(金)

15:27 伊佐 一丁目 私の地域は防音工事対象地域に入ってないのに騒音はひどいですよ。いつもとは違う

地響きのするジェット機が通過したよ。オスプレイは夕方飛ぶけど、別の飛行機です。毎

日、うるさいのに対象ではないのは理不尽です。普天間飛行場は世界一危険な基地

ですよね。一日でも早く辺野古へ移設してもらいたい。あそこは海ですしね。そして、そこ

から解決策を話し合うようにしてほしい。今日のような爆音はきついですよ。もしかして、

アフガニスタンから引きあげた飛行機で騒音が増えたのでしょうか。

16日(金)
16:40 愛知 三丁目 昨夜19時10分頃、自宅上空を米軍ヘリが低空で飛んでいた。うるさい。これまでこん

なこと無かった。米軍にしっかり訴えてほしい。

28日(水)

22:47 志真志 もうすぐ23時なんですが、飛行機が普天間基地に向かっていきました。夜の23時です

よ。目が覚めました。年々、ひどくなっています。本当にいい加減にしてほしいと思う。どう

にかして下さいよ。苦情もちゃんと伝えていますかね。ちゃんと苦情も伝えて、どうにか

我々の生活を守るように頑張って下さい。

31日(土)
11:20 大謝名 二丁目 朝から飛行機の音がするなと思っていたんですが、洗濯物を干していたら、かなり急なス

ピードで飛行機の轟音が聞こえてですね、本当にすごい音でした。

8月 （ 43 件）

3日(火)
22:43 大謝名 普天間飛行場に着陸の騒音があったので報告します。最近も22時以降に飛ぶことが

増えているので対策お願いします。



4日(水)

8:19 嘉数 四丁目 8時から8時30分の間に国歌の大音量が鳴り響きました。最近は小音量だったり、確

認できなかったりする日々があったりとか少しは改善されていたような気がしましたが、本

日はまた、大音量として鳴り響いたのを確認しました。風も南東10ｍ前後で嘉数の方

は風向きとしては基地から音量が向かう方の場所ですので、風向き等によって音量の

聞こえかたが違っているのか定かではありませんが、いずれにしても本日は大音量が確

認されて不愉快な思いをしたところであります。ステルス戦闘機の騒音等で普天間基

地からの騒音、その他、消火泡の問題も発生していますので引き続き市民の立場に

立って松川市長以下、基地行政担当者の皆様にはいっそう基地被害からの改善を強

く、防衛局、基地司令官等に抗議して、平穏な静かな日々が暮らせるように、また一つ

よろしくお願いいたします。今後とも大音量が鳴り響かないように対応よろしくお願いしま

す。

6日(金) 23:34 愛知 三丁目 米軍機の音がうるさくて眠れません。

8日(日)
23:54 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが飛んでてかなりうるさくて迷惑です。早くアメリカ出ていかせ

てください。お願いします。

8日(日)
23:55 新城 第二小学校の近くです。23時55分ですけど、ヘリコプターが飛んでやかましいです。もう

24時前なのに人の上を飛んでやかましいです。

8日(日)
23:56 野嵩 今24時の2分前になっております。オスプレイが飛んで、休もうとしたところ、起こされてし

まいました。24時なのにまだ飛んでいるのはおかしくありませんか。

9日(月)
21:02 上大謝名 アメリカ海軍の外来機が21時過ぎぐらいまでずっと飛んでいます。外来機なのでうるさく

てしょうがないです。防衛局にしっかりと抗議してください。お願いします。

9日(月) 22:46 新城 ヘリコプターが飛んでいるのがやかましいです。眠れません。抗議してください。

9日(月)

23:00 不明 昨日と今日も、ものすごくオスプレイとかが飛んでいて、爆音とか低周波の振動がひどく

て、ものすごくひどい状況になっています。かなり苦痛を感じてますので、ぜひ改善をして

もらうよう申し入れてほしいと思います。ものすごい状況になってますのでぜひ改善をお願

いしたいと思います。

10日(火)
13:39 市内 去った日曜日の24時ヘリコプターが2機飛んでうるさかった。日本政府とアメリカ政府が

決めた時間は22時までのはずです。防衛局へ抗議してください。

10日(火) 22:43 不明 うるさくて眠れない。どうにかして。

10日(火)
23:45 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリが飛んでいる。迷惑だ。飛ばさないように、アメリカを出ていかせてほ

しい。

10日(火) 23:46 普天間 うるさくて寝れない。こんな遅くまで飛んでいたら大変ですよ。

11日(水) 22:47 新城 二丁目 今22時45分だけれども、ヘリコプターが飛んでやかましい。眠れない。やかましい。

11日(水)
23:24 新城 第二小学校の近くです。今、ヘリコプターが何機か分かりませんけど、訓練してるみたい

で行ったり来たりしてます。どうにかしてください。安眠妨害です。

11日(水) 23:29 野嵩 二丁目 うるさいです。テレビの声が聞こえません。

11日(水)

23:32 不明 ヘリコプターが2回も飛来してきて、今までも何度もありますけれども、22時が限界の時

間ですよね。分かってますか、あなた方は。基地被害じゃないですよ。被害以上の問題

ですよ。その後もエンジン調整をバラバラならしてバカじゃないかと思うんだけど、文句を言

えないというのは日本政府は何してるんですか。少しは防衛局に強く言ってくださいよ。

12日(木)

14:56 普天間 昨夜、オスプレイが23時27分に2機連続で着陸していきました。これまでは22時の10

分前くらいに着陸する様子でしたが、昨日は23時過ぎてからの着陸で、その後もエンジ

ン調整音が続いていました。仕事の準備で朝5時頃には起きるので、完全に睡眠不足

です。子供達にとっても睡眠妨害されると、学力に響いてきますし、直接的に生活に悪

影響が出ています。昨日は家族みんなが起こされてとても困っています。困っているとい

うと軽そうに聞こえるかもしれないけど、本当に大変です。厳重にもっと言ってほしいで

す。声を受け止めて、いろんなところで発信してください。非常に困っていますので、連絡

しました。改善されるようにお願いします。

12日(木)

23:29 野嵩 二丁目 ヘリコプターかオスプレイか分からないですけど、こんな時間まで飛んでます。テレビの音が

聞こえないくらいだいぶうるさいですね。かなり迷惑しています。早くアメリカ出ていかせてく

ださい。

13日(金)
9:05 市外（中城村） 連日ジェット機の音が聞こえていますがいつまで続くんでしょうか。今も聞こえましたよ。米

側と防衛局に抗議してください。

13日(金)
22:38 新城 二丁目 ヘリが第二小近くを低空飛行し、ガラス戸が揺れている。どうにかしてほしい。民家近くを

低空飛行されると怖い。

16日(月)
22:46 新城 二丁目 今ヘリコプターが上空を飛んで、やかましくて寝られません。窓ガラスがガタガタしてとても

やかましいです。テレビも聞こえず、爆音みたいです。



17日(火) 17:04 新城 オスプレイうるさい。最近は夜23時以降も特にひどい。防衛局にも厳しく言ってくれ。

17日(火) 19:31 志真志 二丁目 ジェット機が響いている。かなり迷惑。

18日(水) 9:28 新城 普天間基地、うるさい。

18日(水)
14:39 野嵩 二丁目 ヘリの音がかなりうるさいです。今日は頻度も高いように思います。早く出て行ってもらっ

てください。

18日(水)

19:34 市外（那覇市） 今日は1日中、かなり高高度を飛ぶ米軍機の戦隊の飛行が1日何度も繰り返されて、

なんですかこれは。高度は高いんですけど、騒音はそこらじゅうの空気ふるわせて、とって

もうるさいです。迷惑していますので、普天間飛行場の所属の飛行機かどうか分からな

いんですけど、普天間飛行場の存在自体が迷惑なので早く出て行って下さい。

18日(水) 23:01 新城 二丁目 お家の前をヘリコプターが飛んで、やかましいです。どうにかして。眠れません。

19日(木)
21:19 不明 夜間騒音が続いている。今週は月～木までずっと。何とかして。飛行場に電話かけると

か出来ないのか。考えてくれ。

19日(木)

22:17 志真志 ヘリがすごい音で飛んでいる。22時以降は禁止になっているはず。飛行時間守るように

抗議して。昼間も、低空飛行している。中城の南上原辺りのマンションすれすれの高度

で、よく見られる。爆音だ。米側に本当に伝わっているのか。住んで20年だが、ここ4～

5年が特にひどい。県民のことをどう考えているのか。強く抗議します。

19日(木) 22:19 不明 上大謝名から飛行場へ向かってヘリが何機も飛んでいる。振動あり。非常に迷惑。

19日(木)
22:45 大謝名 一丁目 ヘリ1機が22時40分頃に飛行していた。うるさくて子供が起きた。いい加減やめてほし

い。

20日(金)

0:32 長田 一丁目 夕方前からひどい。20時、21時台にそれぞれ1回ずつ30分以上の騒音であり、CH-

53が滑走路の東側でタッチアンドゴーを繰り返していた。うるさかった。CH-53のうち異

音を発するものがあるが、今日はその機体だった。オスプレイが飛んでいたけど、部品落

下の原因等も分かっていないのに、飛行していて危ないし、迷惑。市が強く抗議してほ

しい。部品落下の件も併せてお願いします。

23日(月) 22:53 不明 今日もうるさいよ、23時近くまで。

24日(火)
22:22 不明 今日も飛んでいるんですけど第二小学校側。うるさいけど。なんとかやってくれませんか。

考えてくれんか。

24日(火)
22:35 不明 もう22時半なるけど騒がしいけど。何度も電話するけど、余計悪くなっているけど。何も

変わらんけど。余計うるさいけど。22時半よ。うるさいけど。うるさくなっているよ。

24日(火)

22:43 不明 22時後から4～5機のヘリコプターが飛来していますけども。普段は住宅地を低空飛行

で飛んでますけど、その時に限ってわざと上空から離れて、分からないようにしてなのか、

騒音を静かにするつもりで、隠れて飛んでくるけど。普段から低空飛行じゃなくて、このよ

うにできるんじゃないんですか。馬鹿にしているよ。夜中も飛んできて。防衛局にちゃんと

伝えて下さい。

24日(火) 22:47 不明 23時前だけど飛行機うるさいけど。何とかやってくれんか。うるさいけど。23時前よ。

24日(火)
22:49 不明 何回も言っているでしょ。どんどんうるさくなっているけど。どんどんうるさくなっているんです

けど。何とかしてくれんか。

26日(木)

22:46 普天間 夜中11時近くになりますけど、まだヘリコプターが飛んでるし、住宅の近くでエンジン調整

でパラパラしてるし、何考えてるんですか。それに対して宜野湾市は何も文句言わない

んですか。あまりにも米軍はやりたい放題して。おかしいですよ。今でもエンジン調整して

ますよ。うるさいです。

26日(木)
22:58 喜友名 まだ上空をヘリが飛んでいます。うるさくて眠れないです。もっと強い抗議をするべきじゃな

いでしょうか。

27日(金)
22:31 嘉数 三丁目 今、オスプレイだと思いますが、飛んでいきました。テレビも止まって静止の状態になりまし

た。どうにかならないものでしょうか。

31日(火)

15:15 真栄原 飛行機がうるさいよ。低空飛行で私を監視しているようにも感じるよ。体調が悪くて仕

事を早退したから休みたいけど眠れません。どうしたらいいの。イライラするよ。受話器を

もっている手も重いくらい体調が悪いのに休めない。どうにかしてくれませんか。辛いです。

9月 （ 40 件）
1日(水) 15:35 真栄原 米軍機と思われる飛行機がうるさい。こちらを見ているように感じる。

1日(水)
15:56 喜友名 二丁目 ヘリコプターが低空飛行で飛んでます。我が家の上を飛びます。ターゲットにされてます。

1日(水)
22:30 大謝名 四丁目 22時から22時25分までオスプレイとCH-53、小型の戦闘機ヘリがひっきりなしに飛ん

でうるさいです。建具がふるえるくらいオスプレイがうるさいです。なんとかして下さい。



2日(木) 17:00 野嵩 二丁目 ヘリコプターだと思うんですけど、台数が多くてうるさいです。かなり迷惑です。

2日(木)

22:57 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプター飛んでアホなんかなって思うんですけど。しっかり対策しても

らっていいですかね。飛ばないように。で、早く出ていかせてください。聞こえますかねこの

音。かなり迷惑です。

6日(月)
16:12 新城 先週は、新城周辺が米軍機の騒音でとてもうるさかった。私は精神障害があり、睡眠

導入剤を飲んでいるが、それでも眠れないときがあった。よろしくお願いします。

7日(火)

11:54 我如古 四丁目 航路が変わったのか家の真上を飛ぶ。22時以降に、低い高度で飛んでいる。5年前ま

でこんなことはなかった。どうにかしてほしい。夜間飛行はなんとかやめてもらいたい。子供

達も起きてしまう。前よりひどくなっている。

9日(木)
10:48 真志喜 一丁目 ヘリがうるさい。防衛局にも数日前に言った。メンタルもあるのに、家にいる時間も長いの

に。飛ぶのをやめさせてほしい。引っ越したい。

9日(木)

19:46 野嵩 二丁目 こんな時間になっても5分から10分おきくらいにヘリコプターが飛んで、だいぶうるさくて迷

惑です。テレビも映らないです。楽しくないですね。どんどん抗議入れて飛ばせないように

お願いします。

9日(木)
22:10 嘉数 三丁目 オスプレイが飛んでテレビの音も聞こえません。21時半以降も2、3機飛んでいます。どう

にかしてください。よろしくお願いします。

9日(木)
22:40 嘉数 三丁目 先ほども電話しましたが22時39分、今も飛行機が飛びました。テレビの音も聞こえませ

ん。どうか改善できるようによろしくお願いします。

9日(木)
22:49 嘉数 三丁目 22時49分、今も上空をヘリコプターかオスプレイか分かりませんが飛びました。テレビの

音も聞こえません。本当にどうにかしてほしいと思います。よろしくお願いします。

9日(木) 22:52 嘉数 三丁目 22時51分、今ヘリコプターが飛びました。うるさくて眠れません。どうにかして下さい。

9日(木)

22:56 大謝名 二丁目 今日は19時頃から飛行機の音が断続的に続いていまして、23時前なんですが轟音が

続いています。勝手口のドアもガタガタ揺れる程の振動と音です。大変困っています。ど

うにかしてもらいたいです。

9日(木)
22:57 嘉数 三丁目 22時55分、今も2機ヘリコプターが飛んで行きました。本当に眠れません。これが法治

国家の現実なんでしょうか。どうにかして下さい。

10日(金)

18:02 嘉数 四丁目 18時頃から浦添大公園の展望台でウォーキングしていますが、先ほどから偵察機の軍

飛行機が浦添大公園の方から嘉数高台の方に向かって着陸していくかたちで飛行して

いますけど、本当に四丁目辺りは低空飛行で、ずっと数分おきにタッチアンドゴーみたい

なかたちで7、8回ここで目撃しております。数か月前でしたかね、慶良間から辺戸岬か

ら各地で低空飛行を実施していた偵察機だと思いますが駐車場から見ていても本当に

危険極まりないかたちで低空飛行しながら着陸していっています。本当に見ていて、冷

や冷やするかたちで揺らしながら着陸していっていますので、こういう危険になるような戦

闘機の訓練等、厳重に注意して、危険性のないような、安心して平穏に過ごせるよう

な日常にして下さい。浦添大公園からの状況を報告しておきます。今、PFOSや普天

間基地の取り巻く基地被害が全国的にも問題になっておりますので市長以下、基地

行政関係の方々のご奮闘をよろしくお願いします。

11日(土)
10:13 野嵩 二区 10時12分頃、戦闘機だと思われます。かなりきつい轟音で耳をつんざくような音です。

これは酷い騒音です。

11日(土)

11:53 不明 お昼の11時45分位にですね、南の方から市役所に向けて戦闘機が2機通過しまし

た。お昼の楽しい時間帯に、もの凄い轟音とともに空を裂くようなブルブル震えるような

音まで入った、もの凄い恐ろしい音でした。飛んでほしくないのですごく困ります。きたとい

う事はまた帰るってことですよね。その時にもこの轟音を聞かないといけないというのが恐

怖であり迷惑です。

11日(土)

12:02 上大謝名 本日11時44分、F35Bが2機連続して離陸をしました。もの凄い騒音です。これ外来

機なので米軍に抗議をして下さい。こんなうるさい飛行機が常駐機になると、もっと大変

になりますのでよろしくお願いします。

14日(火)

17:47 野嵩 二丁目 オスプレイとかヘリコプターとか飛んでて、頻回に飛んでいて、結構近くの所を飛んでいる

ので、テレビの音も聞こえなくてかなり迷惑しています。早く飛ばないようにどんどん抗議い

れて。お願いします。

15日(水)

14:21 真志喜 ヘリがうるさい。何回言ってもうるさい。夜も22時～23時までうるさい。コロナ禍で家にい

て、鬱憤もたまるっていうのに、アメリカはヘリを飛ばして。何回言っても変わらない。スト

レスたまります。うるさかったら、少しも我慢せずに電話しようと思います。

15日(水)

22:21 普天間 オスプレイですね、今飛んでいるの。これの音がとてもうるさい。時間を過ぎてこんなに飛

んでる。異常ですね。これはなんとかしてもらいたいと思います。ずっと上空を旋回してい

るようですから、ちょっとこれは考えてほしい。お願いいたします。

16日(木)

22:41 野嵩 二丁目 こんな時間までヘリコプターが飛んでかなりうるさくて迷惑です。どんどん抗議入れて、圧

力かけて、アメリカ早く出ていかせてください。お願いします。聞こえますかね、また飛んで

きてますね。



16日(木)
22:43 不明 ヘリの音がとってもうるさいです。もう眠れません。こんな遅くまで訓練をしてるんでしょう

か。

16日(木)

22:44 不明 22時過ぎてから10機くらいバラバラバラと断続的に来てますけども、また1機後から来て

ますけど、音が聞こえます。22時過ぎてから何でこんなにたくさん飛んでくるんですかね。

アメリカは日本じゃなくてどこの時間を基準にしてるのか。はっきり言って、日本を守るのか

誰を守ってるのか全然分からないアメリカなんかは出ていけ。

20日(月)

20:00 野嵩 二丁目 飛行機が離着の練習をしてるのか知らないですけど、繰り返し飛んでて、かなりうるさくて

迷惑です。どんどん抗議して、早く出ていくようにしてください。出ていかせるようにしてくだ

さい。だいぶ迷惑です。テレビも見れないし、しんどいですね。早く出ていかせてください。

21日(火)

16:51 志真志 オスプレイが2機、建物が揺れるほどひどいです。低空飛行でものすごい音です。毎年、

酷い時は連絡を入れたりしてるんですけど、一向に改善されませんね。苦情として本当

に伝わっているのか。凄い音で、テレビも見れなくなったりするし、どうにかしてほしいです。

21日(火)
18:45 赤道 一丁目 大型ヘリが低空・爆音で飛んでいる。何かあったときに責任は取れるのか。市は米軍に

対してもっと強気で行ってほしい。米軍のフェスティバルにも参加しなければいい。

22日(水)

14:28 市内 すごい爆音。今年の騒音は全然違う。飛ぶ位置、速度、高さが前と違う。飛行機が飛

んでいる高さを測定しないの。普天間から野嵩の方面に着陸すると思うけど、今は新城

の方から着陸していくような感じ。今までと違うって目で見てすぐわかるよ。

22日(水)

21:44 野嵩 二丁目 5分おきくらいにずっとヘリコプター、オスプレイが飛んでだいぶうるさくて迷惑です。こんな

時間に飛ばさないようにしっかり圧力かけて、早くアメリカを出ていかせてください。テレビも

映らないし、音も聞こえないし、だいぶ迷惑です。

23日(木) 22:11 上大謝名 CH-53が飛んでいます。協定違反だと思います。米軍に抗議してください。

23日(木) 22:50 上大謝名 オスプレイが飛んでいます。協定違反だと思います。

24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。昨日は中程度の音量

で、最近は落ち着いてきたと思っていたところですが、また国歌が再開するようであれば、

気を緩めずに対応していただきたいと思います。また、昨日の22時30分から23時前ま

で爆音がありました。オスプレイ3機が着陸していって、寝床についている時に着陸の騒

音、爆音が鳴り響いて、寝つきが悪くなりました。そのせいか、今朝は寝不足のような感

じです。そろそろ重大事故が発生してもおかしくないような確率だと思いますので、県知

事や防衛局、政府を巻き込んで対応していかないといけないと思います。沖国大の墜

落を忘れないで、重大事故が発生する前に、尽力してください。応援してます。

27日(月)

11:02 市外（浦添市） 宜野湾と浦添の間の道路を車で通っていたら、旅客機みたいな米軍機が低空飛行で

横切っていきました。あんなに低いところで飛んでいる飛行機は見たことない。墜落しそう

なくらい低いです。あれは大丈夫なのかと思って電話しました。

28日(火)

8:06 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。天候は快晴で本当に

気持ちのいい、清々しい朝を迎えておりましたが、最近、国歌の大音量も鳴り響くように

なってきております。朝の清々しい時間帯に急に大音量が流れるというのは不快感しか

ありません。最近は夜22時以降の騒音、爆音、その他、訓練の多発によって日中、爆

音に悩まされています。どうか平穏な日々が宜野湾市民が安心して暮らしているように

松川市長はじめ、基地行政の皆様方が今一度、ふんどしを締め直して、チバって基地

の司令官に抗議、改善させるように強く要請いたします。

28日(火)
15:38 長田 基地周辺をずっとヘリが飛び回っていて、非常に不愉快な音が聞こえてきます。これどう

にかならないでしょうか。現在も飛んでいます。よろしく対応をお願いします。

28日(火)

16:08 赤道 一丁目 普天間基地は運動会でもやってるんでしょうか。かなり高度が低く飛んでます。ホバリン

グもするし、着陸する時も長い時間かかるしで非常にうるさいです。人が住むところじゃ

ないですよ。ゲートを強行的に封鎖したらいいんじゃないですか。普天間第二小学校に

ヘリが墜落でもしないと真剣に考えないんですか。抗議してください。

28日(火)
22:43 愛知 今日一日中、昼からヘリコプターがうるさいです。もう22時過ぎて23時前なんですけど

眠れません。どうしたらいいんですかね。

28日(火)
22:49 愛知 三丁目 ヘリコプターの音がうるさくて、どうにかしてください。市長にどうにかしてと伝えてください。



28日(火)

23:08 長田 一丁目 今、夜23時を過ぎて普天間が終わったところだと思うんですけど、今日は本当に酷い一

日で、朝の9時台くらいから23時まで、大げさじゃなくてほとんど騒音が続いていました。

特に午後からは普天間周辺でヘリが旋回するっていうのがほとんど長時間続いていまし

た。普天間の北側から滑走路の真ん中くらいに時計回りで小回りで旋回していて、

330号の上空付近とか、いこいの市民パークの上空ぐらいから折り返しながら飛んでい

て、夕方とかよく飛んでるのを見ました。もちろん基地の近くなので低空での飛行というこ

とになりますが、松川市長は少し前に普天間周辺の住宅地上空での旋回含める訓練

を止めるように訴えていましたが、本当にそれが半日くらい続いてる感じでした。本当にう

るさいし、危ないし、迷惑です。今日はずっとうるさくてずっと飛んでいて本当に怒りがわく

ような一日でした。宜野湾市からはこれを米軍に訴えることももちろんですけれども、国

会議員含め政治家さんとか国、県、どこでもいいですけどどんどん発信してこの状況をな

んとか変えてくれと、一緒に変えてくれと強く訴えてほしいです。本当に酷いです。

10月 （ 61 件）

5日(火)

8:07 嘉数 四丁目 本日、8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。最近はある程度控えら

れていたと思うんですが、また、大音量が鳴り響くという事は常態化させていってはいけな

いと思いますので、松川市長はじめ、基地行政担当者の方は注視して基地の司令官

にその都度、住民からクレーム、苦情があるという事を通知して、普天間基地から発生

する基地被害等々が形骸化しておりますので、ちょっとした事でもその都度、司令官ま

で苦情、改善を申し立て、市民が安心して日々の生活が過ごせるように、なお一層の

ご奮闘をよろしくお願いいたします。

5日(火)

10:27 大謝名 四丁目 本当に凄い、飛行機が近くを飛んでいるんじゃないかというくらい爆音でヘリコプターじゃ

なくて戦闘機だと思います。とにかく庭に飛び出しましたけど、凄い音でした。戦闘機の

事ですね。恐ろしいくらいの音でした。是非、軍へ申し入れて下さい。本当に恐ろしい音

でした。

5日(火) 13:46 真栄原 今朝9時からずっとヘリがうるさい。

5日(火) 22:31 愛知 三丁目 ヘリコプターの音がうるさいです。どうにかして下さい。

6日(水)

16:01 喜友名 喜友名に住んでいるが、最近騒音が酷くなっているので苦情の電話を入れた。飛ぶ

ルートが変わったのか、19時、20時あたりに騒音が酷くなっている。声を上げないと何も

変わらないと思ったので電話した。今後も変わらないようであれば電話すると思う。防衛

局にも電話してみようと思う。

6日(水)

19:21 野嵩 二丁目 今日、ヘリコプターかオスプレイか知らんけど、だいぶ近くを飛んでて、うるさくて迷惑してい

ます。早くアメリカが出ていくようにプレッシャーかけてもらっていいですかね。かなり迷惑で

す。今日は頻度も多いし、音もうるさいし、なんでこんな近くを飛ぶのかなって思うくらい

近くを飛んでいます。かなり迷惑で、夜も落ち着いていられません。早く出て行かせて下

さいアメリカを。今も飛んできていますね。

7日(木)

13:54 喜友名 一丁目 昨日の21時30分ごろにも真上をヘリが飛んでいたよ。うるさい時はすぐに電話するから

ね。返還までにあと何十年もかかるんだから、声をあげていかないと何も変わらないと

思ってね。うちは防音工事の対象外なんだけど、すぐ近くは工事してるみたい。対象範

囲も広げてほしいという意見もあると伝えてください。

7日(木)
15:45 真志喜 一昨日あたりから、夜中もヘリの音が轟音で、ほんとにひどい。何度言っても、直らない

んでしょうか。防衛にも電話するんですけど。本当に腹立たしい。

7日(木)
22:53 大謝名 今の時間ヘリが飛んでいますけど、飛んでいい時間なんでしょうか。ヘリが飛んでいます。

8日(金)
15:53 喜友名 一丁目 昨日もヘリコプターが真上を飛んだ。14時45分に3機、15時30分に2機。今日は、音

は相変わらず聞こえるけど、飛んでるのは見てないな。

13日(水)

13:05 喜友名 騒音がひどいな。12時過ぎて10分から15分おきに連続で飛んでる。頭の真上を飛ん

でいくよ。今日は本当にうるさいな。朝10時、11時もあったけど、12時過ぎてから何機

も飛んでいってる。すぐに苦情を入れたほうがいいと思うよ。

13日(水)
13:18 喜友名 さっき電話したけど、その後もっとひどくなってるよ。5分に一回は飛んでる。今日は極端

にひどい。高度も低いよ。そのうち落ちるよ。いままでこんなことなかった。

13日(水)
22:57 不明 ヘリコプターが飛んでいてうるさくてテレビの音も聞こえません。どうにかしてほしいと思いま

す。よろしくお願いします。

13日(水)
23:04 不明 普天間中学校の近く周辺ですけど、夜中23時過ぎにエンジン調整でずっとバラバラうる

さいんですけども。何を考えて、それを許しているんですか。宜野湾市は。

13日(水)

23:14 不明 23時過ぎなんですけど、飛行機が何回も飛んでいて子どもが寝ているんですけど、何回

も何回も起きて夜泣きが凄くて、夜間飛行って時間が決まっているじゃないですか。もう

ちょっと強く要請して下さい。もう、本当に困ります。



14日(木)

13:41 市外（那覇市） 首里から連絡しています。大型飛行機が首里を何度も何度も通過してターンして普天

間に帰っていきます。10回以上は確認しています。絶対に普天間所属の飛行機で

す。危なくて大変です。市長に抗議します。米軍にも抗議して下さい。

14日(木)
13:53 大謝名 さっきから戦闘機が何回も通過してうるさいです。ヘリコプターも通過しています。子ども

が落ち着かなくて泣いています。どうにかして下さい。

14日(木)
13:57 上大謝名 今日、飛行機がうるさいな。大きな飛行機だよ。うるさくてうるさくて、文句言ってくれよ。

僕らが言っても変わらないからね。

14日(木)

14:00 大謝名 二丁目 10分程前に、ジェット機のようなすごい音が3回程聞こえた。とてもうるさい。低空を飛ん

でいるものと思われるが、何かあれば死に繋がる。市は何をしているのか。今から直接こ

こに来て、騒音測定しろ。

14日(木) 14:25 市内 今の騒音はなんですか。戦争ですか。早く、調べて抗議してください。

14日(木) 14:26 市内 上空を戦闘機が轟音で通過しています。厳重に抗議して下さい。

14日(木)

14:27 嘉数 四丁目 14時に戦闘機が通過して行きました。地上戦が繰り広げられるような爆音です。石を

投げたらあたるのではないかと思うくらいの低空飛行です。偵察機も通過して行きまし

た。タッチアンドゴーなのか離着陸なのか分かりませんが、110番経由で岸田総理に発

信していってほしいです。松川市長、基地行政の皆様どうか頑張って下さい。

14日(木)

14:51 喜友名 一丁目 昨日の夜は22時25分と22時35分に2回、ヘリコプターが飛んでいます。今日の朝は9

時45分と9時55分に10分おきくらいに飛んでいます。以前とルートが違っている気がし

ます。以前は北に向かうって事はなかったです。私の自宅の真上を通過するようにもなっ

ている。一度、喜友名や私の家に確認しに来たほうがいいと思います。苦情は市長に

必ず伝えて下さい。黙っていては変わらないので電話しています。

14日(木)

15:36 市外（中城村） 昨晩は22時5分頃ヘリコプターが通過しています。本日もジェット機が飛んだり、本当に

どうしたらいいのか。私の家の真上を通過するのよ。防衛局に抗議しても全然、変わる

様子はないの？どこに訴えればいいのか分からないよ。

14日(木)

22:39 大謝名 二丁目 今日の朝から断続的に飛行機の音がとてもうるさくて大変困っています。遠くからゴーっ

という振動と低い音が聞こえてきて、段々近づいてきて、着陸するというのが大変不快

で、日中は活動しているからいいんですけど、いいというか気が紛れるというか、休もうとし

ているこの時間にこうされると本当に健康被害も気になります。子どもの睡眠も阻害され

るし、本当に悪い事ばっかりだなって。いつ終わるんだろうと思います。今も聞こえてきまし

た。大謝名小学校近くの保育園に勤めているんですが、14時過ぎですかね、飛行機の

音で１歳の子が泣いて起きました。困っています。助けて下さい。

15日(金)

11:36 野嵩 一丁目 今の爆音なんですけど、とっても嫌です。耳がおかしくなりそうです。何があったのかと思っ

てビックリしました。私は家に一日中いるんですが、マンションの頭上を飛んでいくんです。

昨日から凄い音で飛んでいて、昨日で終わりかと思ったら、今日も朝からこんなだから大

変です。

18日(月)

20:06 大謝名 二丁目 非常に大きい音で急激な感じで近づいてくる黒い飛行機。飛行機の種類は知らないん

ですが、通過して、本当に墜落してくるんじゃないかと思うような音で娘と2人恐怖感を

おぼえていました。10分程前はちょっと違うタイプの音のキーンという高音の耳障りな音

の飛行機が飛んでいます。時間的にはいいだろうと言うのかもしれませんけど、この住ん

でいる地域でこの音が普通にあるという事が普通じゃないなと思いまして、電話できない

事もあるんですけど、電話させていただきました。大変困っています。耳の不調も出てき

ており、どうにもならないんだろうなという諦めもあり、なんとかしてもらいたいです。お願い

します。

18日(月)

20:09 不明 今日も３分前位になるんですけど、子どもが寝ているのに飛行機が飛んで、起きてしま

いました。子どもが早く寝る事によって、学力とかの影響にも出てくると思うので、早く寝

かしているんですけど、これでは意味がなくなってしまうので、どうにか止めていただきたい

です。この時間の飛行機は。よろしくお願いします。

18日(月)

20:11 嘉数 四丁目 20時05分過ぎにステルス戦闘機と思われる軍用機が真栄原方面に低空飛行で着

陸していきましたけど、凄い爆音で私の家の所では爆音が120ｄBで、耳を抑えていて

も振動騒音で、とてもじゃないけど、耐えられるような音ではありませんでした。こんな夜

20時の団らんの時間にこれだけの恐怖をおぼえるような爆音で低空飛行で着陸してい

くというのはもってのほかです。松川市長をはじめ、市役所はもっと危機感と決意をもっ

て、こんな爆音をまき散らしているのはあってはならないという事で強く、強く、抗議して、

明日からは平穏な生活に戻れるように全力で司令官にあたって下さい。よろしくお願い

します。



18日(月)

20:15 大謝名 20時と20時7分にF-35が着陸しています。言葉にならないくらいの凄い騒音です。今

までは昼間は15時位に飛んでいましたが、夜に飛ぶのは私は初めて見ました。今後もど

んどん夜、より遅い時間に飛ぶんじゃないかと不安でなりません。なんとかして下さい。よ

ろしくお願いします。

18日(月)

20:46 野嵩 二丁目 たった今、ジェット機がかなりの爆音で飛んでいって、かなりうるさかったです。こんなの迷

惑なので早く止めさせて、出ていくようにプレッシャーかけて下さい。お願いします。落ち着

いて家に居られません。マジで迷惑です。

18日(月)
20:50 野嵩 二丁目 今のジェット機が爆音で走りぬけて、かなりうるさかったです。迷惑なので早く止めさせて

ほしいです。早くプレッシャーかけて出て行ってもらって下さい。

18日(月) 20:51 愛知 三丁目 20時45分過ぎたら頃からジェット機の音がとてもうるさいです。どうにかして下さい。

20日(水)
7:44 不明 7時45分ですけど、ちょっと前から団体機みたいなのが飛んでいるんですね。何時から飛

んでいいんでしょうか。

20日(水)
19:36 野嵩 二丁目 ジェット機がかなりの爆音で飛んでいって、かなりうるさくて迷惑でした。早く飛ばさないよ

うにプレッシャーかけてアメリカを出ていかせてほしいです。お願いします。

20日(水)
20:24 野嵩 二丁目 ジェット機がかなりの爆音で飛んでいきました。かなりうるさくて迷惑しています。飛ばさな

いように早く、なんとかしてほしいです。お願いします。

20日(水)
20:25 新城 よく分かりませんが、外来機と思われるジェット機が今の時間に飛んでいます。20時半

です。ちゃんと抗議して下さいよ。

20日(水)
20:44 野嵩 一区 今日は飛行機が凄くうるさくて、防衛局にもお電話入れましたけど、凄い音なんですけど

も、お家の上の方から飛びますから、うるさくてしょうがないです。お願いします。

20日(水)

20:46 野嵩 二丁目 2～3分前にジェット機がかなりの爆音で飛んでいました。うるさくて、迷惑ですね。早急

に対応して、飛ばさないようにして下さい。うるさくて落ち着いていられません。お願いしま

す。

20日(水) 20:47 喜友名 帰ってきて2回程、戦闘機の音がとてもうるさいです。何かしら対応お願いします。

20日(水)

20:49 我如古 夕方17時からヘリコプターから外来機のジェット機がうるさくて。21時現在なんですが、

まだ飛び回っていてですね、耳も痛くて精神的におかしくなりそうなんですが、基地対策

としては抗議もしているんですか。お願いします。もう、大変です。うるさくて。市長をはじ

め、議長をはじめ、外来機が来ても何で抗議ができないんですか。大変迷惑していま

す。何とか助けて下さい。もう、85歳なるんですけど、頭がおかしくなりそうです。

20日(水)

20:52 愛知 ジェット機の音がうるさくて、困っています。電話もずっとかけているんですけど、ずっと話し

中で繋がらないんですけど、どこにかけたらいいんですかね。ちゃんと説明お願いします。

20日(水)

20:53 宜野湾 ヘリコプターもうるさいし、外来機のジェット機もうるさいし、皆さんはうるささ指数とか飛

行機の種類とか夜、見れますか。こういうの判断できますか。そういう風に言っていますか

らね。飛行機の種類とか、とにかくうるさいです。もう、テレビもジラジラします。大変、迷

惑しています。何とかできませんか。もうちょっと考えて下さい。

20日(水)
21:50 不明 21時前からずっとうるさいです。やっと眠れたのに、また、22時前うるさいです。飛行機

の種類なんか分かりません。

21日(木)

9:25 真栄原 三丁目 昨日、19時からすごくうるさくて、ドキドキして恐怖を感じました。日中は仕事で気づけ

なかったのかもしれませんが、昨日は帰宅時に飛行機が通過し、思い知らされました。

家もキシキシ動くし、振動でノブもズレるし、窓の鍵もズレました。防音工事も隣の家は

できたのに、私の家は対象外と言われています。屋上も年に１回断熱塗装で白く塗り

ますが、すぐに真っ黒になります。飛行機からの煤煙が原因だと思います。こんなにも被

害を受けているのに住民に何の保証もない。理不尽です。

21日(木)
20:59 佐真下 ヘリコプターの音がうるさくて、子どもの寝かしつけができません。テレビの音が聞こえない

位の大きさです。

26日(火)

8:12 嘉数 四丁目 今日も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。最近は少し改善されて

きているのかなと思っているんですけど、まだ、そういう行為をしているという事は、意識的

にやっているのかなという感じがします。

26日(火) 22:23 愛知 三丁目 ヘリコプターの音がうるさくて眠れません。

26日(火)
22:33 宜野湾 もう、23時前というのに飛行機が何回も何回も飛んでいきますね。ヘリコプターだと思い

ますけど。

26日(火)

22:38 市外（中城村） 普天間基地の騒音がうるさくて、22時40分なるんですけど、騒音がうるさくてですね、テ

レビも聞こえないんですよ。もう、大変です。頭がおかしくなりそうです。22時以降は苦

情して下さい。防衛庁にも市長さんにも。お願いします。

26日(火)
22:45 我如古 ヘリコプターのこれなんて言うの。エンジン音というの。調整音というの。うるさくて眠れませ

ん。大変です。頭おかしくなりそうです。



26日(火)

23:05 嘉数 四丁目 22時頃にベットで横になって、そろそろ眠りにはいろうとしていたんですが、22時過ぎから

22時40分頃まで我が家の上空からヘリか戦闘機も含めて真栄原方面に着陸していく

かたちで騒音をまき散らかしておりました。もう、完全に眠りにはいれなくて、今もちょっと

ベットの上で寝付けない状態になっています。

27日(水) 10:17 喜友名 普天間飛行場がうるさい。エンジン調整がうるさい。

27日(水)

17:55 嘉数 四丁目 17時45分から17時50分の間、オスプレイ2機が超低空飛行で我が家の真上から真

栄原方面に飛行していって、着陸せずに、そのまま我如古方面へ右旋回して浦添方

面にいって、また我が家の真上を超低空飛行で通過していって、真栄原方面から着陸

した模様で、エンジン調整みたいな音が鳴り響いております。石を投げつければ届くくらい

の超低空飛行で墜落でもしたら、相当な被害が出るようなそんな恐怖を覚えました。

基地行政担当課も確認して超低空飛行は絶対、止めさせて下さい。危険極まりない

です。よろしくお願いします。

27日(水) 22:20 愛知 三丁目 ヘリコプターがずっとうるさいです。

27日(水)

22:30 我如古 航空機の種類は確認できませんが、ヘリコプターのような感じで、昨夜も同じ時間帯

ずっとうるさくて、夜中の0時半頃静かになりました。どうにかして下さい。お願いします。

28日(木)
16:50 赤道 一丁目 最近、飛行機の騒音がひどい。夜中までうるさい。どうにかしてくれ。市道11号線も暴

走族でうるさい。

28日(木)

19:11 嘉数 四丁目 18時半頃からウォーキングで浦添大公園の展望台の所で運動していたんですが、18

時半頃から19時過ぎまで偵察機と思われる米軍軍用機が那覇方面から浦添大公園

の展望台の上から低空飛行して真栄原から基地の滑走路に向かって飛んでいきました

けど、着陸しないでタッチアンドみたいな形でまた、中城辺りから右旋回して、南城市方

面にずっと旋回していって、慶良間方面の方から今度は那覇方面から回ってきて、国道

329号線に沿ってまた、浦添大公園の真上から普天間基地にタッチアンドゴーみたいな

形で19時過ぎ頃まで３回、旋回飛行しているのを浦添大公園の展望台から確認をし

ました。こういう市街地の所を低空で飛行訓練して、普天間基地に戻っていくような状

況をみていると、トラブルと事故等があった時には大惨事になるんじゃないかという恐怖を

覚えながら状況を電話で説明させていただきました。松川市長をはじめ、市役所の基

地行政と議会等も含めてですね、宜野湾の普天間基地周り、浦添も含めて最近は非

常に軍事訓練等が多発していると思われますので、何かあった場合には大事になり、大

惨事になりますので気をつけてもらいたいと思います。今も真上から戦闘機が真栄原方

面にいきましたけど、やっぱり凄い騒音を発しながら向かっていきました。嘉数にいる時だ

けではなくて、浦添に来ても、米軍の最近の軍事訓練等については非常に危険性を感

じました。これは爆音、安全等々含めてどうにかしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

28日(木)
22:28 上大謝名 22時25分から30分にかけてオスプレイが旋回しています。うるさくて眠れません。静かに

させて下さい。

28日(木)
22:30 大謝名 一丁目 22時30分、オスプレイが２台大謝名一丁目を飛行しててうるさいです。いい加減にし

て下さい。

29日(金)
15:13 真栄原 ここ最近ずっとうるさくて。日中も夜間も。振動もすごいんですよ。テレビも映らなくなる

し。やめさせるようにいってください。

11月 （ 39 件）

1日(月)
17:18 市外（那覇市） 30分ほど前から大型機が普天間飛行場の方から首里に来ている。飛行場でタッチアン

ドゴーをしているのではないか。

1日(月)
17:18 野嵩 二丁目 旅客機みたいなやつがずっと離着陸の練習しているのかな。2、3分おきに繰り返し飛ん

でて、かなりうるさくて迷惑です。やらないように早く抗議して止めて下さい。

2日(火)

8:04 嘉数 四丁目 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。本日は快晴で風も微風の

状況の中で、我が家の周りには野鳥が清々しい声を出して和ませておりました。その中

でまた、国歌の大音量が流されて、気分は害しますし、なぜ基地の中から市民の住宅

街まで大音量を鳴り響かせるかという一般常識が疑われるような行動を日常的にする

んでしょうか。

2日(火)

9:07 真栄原 今朝は騒音がひどいだけはなく、ガソリンの臭いがひどいです。コロナ感染予防もあり、換

気をしたくてもできません。宜野湾市に引っ越してきた20年前はこんなにまで、夜間飛

行も目立ちませんでした。最近は夜間騒音も当たり前になっていませんか。大人しくし

過ぎじゃないですか。騒音は変えられないなら賠償をしてください。振動で鍵もグラグラし

ていますが防音工事は対象外です。本当にやってられないです。防衛局に抗議だけせ

ず、具体的に動いてください。



3日(水)

15:16 大謝名 二丁目 今日は文化の日で祝日で休みなんですが、基地米軍は関係ないんでしょうね。飛行

機がひっきりなしに飛んでいまして、午前もそうでしたが、午後から大きい音の飛行機が

断続的に飛んできています。テレビの音が聞きずらかったりというのもあります。15時

ちょっと前から大きい音が続いていまして、飛行機の種類は分からないんですが、家の時

間が快適じゃなくて大変苦痛です。どうにかならないものかと思います。これでは体調が

悪くて休んだりとかかなわない状況です。どうにかしてもらいたいです。

3日(水)

22:39 上大謝名 普天間飛行場方面に向かって着陸の大きなジェット機が飛んできました。結構、低空

飛行ですね。そして、もの凄い轟音でした。着陸の後は普天間基地の方からゴーっとい

う音の凄い轟音でしばらく鳴り響いていました。もう、23時前ですよ。非常に迷惑です。

子どもたちはぐっすり眠ています。でも、こんな状態だったらすごく迷惑なので、飛んでほし

くないですね。

3日(水)

23:05 長田 一丁目 普天間は今日は終わったと思うんですけど、まだ、エンジン音が聞こえてきますが、今日

も一日中、普天間のヘリとかオスプレイの音がうるさかったです。午後以降、継続して普

天間周辺を旋回しているのが目立ちました。夕方前からはずっと夜まで続くような感じで

した。テレビの音なんかも倍の音量じゃないと聞こえなような騒音がひたすら続いていまし

た。最近は23時まで飛ぶのが当たり前になってきているので、22時前まで飛行可能が

あまり守られてないようですし、普天間周辺で長時間、旋回するのはとても危険且つ、

うるさいので、これも止めるように宜野湾市からしつこく苦情をいれて下さい。お願いしま

す。とてもうるさかったです。

4日(木)
23:02 喜友名 23時なんですけど喜友名上空で凄いゴーっという音がして、子供達も寝ているんですけ

ど、とても怖いです。これは一体何が飛んでいるんでしょうか。とても心配です。

4日(木)

23:12 長田 22時40分過ぎたあたりと23時ちょうどに普天間から大型の機体C-17みたいですけど、

離陸したんじゃないかとゴーっという轟音が鳴り響いていました。この時間に離陸するのは

ちょっと珍しいかと思いますけど、ありえないと思います。なので報告しておこうと思いま

す。その前にもヘリコプターとかオスプレイとか夜も普天間に向けて戻ってくるのとかありま

したし、夕方くらい長らく普天間の周辺を飛んでいるような音もしていました。今日もひど

かったです。諸々含めて、米軍に抗議よろしくお願いします。

4日(木) 23:17 不明 ヘリコプターが毎日うるさいです。

8日(月) 12:53 長田 ジェット機がすごい音で飛行していました。ぜひ抗議してください。

8日(月) 12:54 市内 戦闘機が飛んでて、すごい騒音だったので電話しました。大変です。

8日(月)

14:10 不明 1時間程前、窓を閉め切っているのに恐怖感を覚えるような騒音がありました。これはや

めさせられないんでしょうか。どうにもならないんでしょうか。テレビが聞こえないなんてレベ

ルじゃありません。恐怖感を覚えるくらいの騒音です。

9日(火)
10:05 上大謝名 気分が悪いんですけど、ずっと騒音が続いています。どうにかしてください。いつもいつもこ

んな感じです。飛び回っている、旋回している感じ。

9日(火) 10:50 我如古 二丁目 米軍ヘリだと思うんですけど、ずっとうるさいです。

9日(火)

21:03 野嵩 二丁目 大きな旅客機みたいな大きいやつが離着の練習をしていて、5分おきくらいにずっと飛ん

で、だいぶうるさくて、迷惑しています。オスプレイも頻繁に飛んでいて、うるさ過ぎます

ね。早くこんな状況止めさせて下さい。お願いします。

9日(火)

23:04 長田 一丁目 23時過ぎた頃ですけど、今日も夕方手前位からずっと普天間飛行場の周辺でヘリコプ

ターとかオスプレイとかの騒音が長時間続いていて、とてもうるさかったです。16時とか17

時後位からずっとでした。多分P-8だと思いますけど飛び回っているような感じでした。こ

れは夜ですけども。相変わらず普天間周辺で長時間騒音を繰り返されるのはとても迷

惑で危険です。しつこく米軍に苦情を入れていただければと思います。今もずっとバタバ

タと音が続いています。

14日(日)

21:11 不明 普天間神宮のすぐ横の普天間基地なんですが、でいご通り沿いのバス停前の駐車場

に停めている車から凄い音量で音楽が聞こえていて、それの苦情で電話しました。対応

お願いします。

16日(火)

8:44 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。野鳥が飛び清々しい

朝でしたが、例の大音量ですから、朝の気分を害する一番の出来事でした。何度もお

伝えしていますが、国歌大音量は継続されています。

17日(水) 21:58 佐真下 死にそうなくらいうるさいです。どうにかしてくれませんか。もう、寝る時間なんですけど。

18日(木) 14:43 宜野湾 2時間くらいバタバタうるさい。夜勤なのに寝れない。どうにかできないのか。

18日(木)
15:35 不明 オスプレイが沖縄国際大学の所を超低空飛行で飛行しています。役所の皆さんは確

認できているんですか。報告しておきます。

18日(木) 15:44 大謝名 ヘリコプターが2時間ずっと飛びっぱなしだよ。うるさくて大変だよ。対処して下さい。



18日(木)
15:54 真栄原 普天間飛行場からずっとうるさいですけど、なんですか。1時間くらいずっとうるさいです

よ。

18日(木)
16:05 真栄原 普天間飛行場ずっとうるさいよ。1時間以上は続いているよ。絶対何かあるよ。あなた

達には聞こえないの。外に出て確認してください。

18日(木)
16:10 大謝名 今日は騒音がひどいと思います。特別な何かをしているんじゃないですか。長時間続い

ています。どうにかしてください。

18日(木) 21:51 大謝名 今日は特別騒音がひどいので、どうにかしてください。注意してください。

18日(木)
22:06 不明 結構ヘリの音がうるさくて、子ども達も眠っていないので、静かにしてもらえたらと思いま

す。

19日(金)

8:33 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が8時から8時3分の間で鳴り響きました。今週は火曜日にも電

話しましたが、一向に改善されない状況です。新聞報道でもありましたが、吊り下げ訓

練等、いかにも危険な状況を作り出し、普天間飛行場の辺野古への移設を推進する

ような活動にしか見えません。住民の負担軽減に繋がるように頑張ってください。

19日(金)
10:51 大謝名 昨日ほどじゃないけど、今日もヘリコプターの騒音が続いている。うるさくて仕事に集中で

きない。どうにかできないのか。

23日(火)
14:56 不明 オスプレイや軍用機が低空飛行でとてもうるさいです。子どもが泣くくらいです。昼寝もで

きません。あまりにもひどいです。

23日(火)

23:12 長田 今日は一日中、うるさかったです。昼過ぎまでは戦闘機も飛んでました。長田上空を白

い大きな固定翼機が低空で飛行してるのもありました。330のすぐ東側を北から南向け

に飛行してるのを目撃しました。ヘリは普天間の周辺で長時間旋回してましたし、最後

23時までオスプレイの騒音でとてもうるさかったです。自宅の真上をヘリが低空で通過し

て行くこともありました。ホントに一日中騒音まみれで、ひどい環境です。夜間飛行や低

空の飛行はもちろん、普天間周辺での長時間旋回を繰り返す訓練を止めるよう、しつ

こく市から抗議してください。普天間周辺の上空を訓練場所にしないよう抗議してくださ

い。

24日(水)
5:47 大謝名 日中から深夜までひっきりなしに米軍機が家の上を低空で飛行していてうるさいし恐怖

を感じる。

24日(水)

8:03 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。家の周りで朝日を浴び

ながら晴天の清々しい気持ちでリフレッシュをしていましたが、また例のごとくの大音量で

す。国歌の大音量を強制的に流して、市民が大迷惑をこうむっているのは何年続いて

いるんでしょうか。これは騒音防止条例等々、民間であれば法令違反で改善させられ

るのに、なぜ、米軍だけが特権的に日本の法令が適用されなくて、大音量を流し続け

て住民生活に悪影響を与えているんでしょうか。軍の日常での放送であればきちんと

フェンス内で確実に音量を調整させて、フェンス外の市民には一切迷惑をかけさせない

ように、市からも米軍当局と防衛局に今すぐにでも改善させる方向で強烈に折衝して

下さい。そうしないと10万人市民が毎日、毎朝、不愉快な気持ちで一日はじめ、生活

や仕事等を始められない不愉快さや不快感というのは改善できません。明日からでもす

ぐ、フェンス外には音量が流れないように交渉をよろしくお願いします。

24日(水) 17:51 大謝名 ずっとうるさい。ジェット機、プロペラ機、ヘリなどの騒音がひっきりなしに続いている。

30日(火)

8:08 嘉数 四丁目 今朝も清々しい朝を迎えておりましたが、8時から8時3分の間、例のごとく国歌の大音

量が鳴り響きました。本当に、日々このような大音量を流されては、日常生活の一日の

スタートが不愉快で不快な思いで住民は過ごさなければなりません。市の騒音条例

で、もっとフェンス内だけで国歌を流すのであれば問題ないと思うんですけど、なぜフェンス

外まで大音量を流し続けなければならないのか。市民としては絶対許せないような米軍

のやり方だなと思います。市民が安心して平穏な生活を送れるように、松川市長頑

張ってください。市民からの怒りの声です。

30日(火)
15:37 普天間 大きな軍用機が飛んでいきました。上空を通過するときにエンジンをふかすような音が聞

こえました。ただただ怖いです。

30日(火)
15:42 野嵩 二丁目 大きな貨物機みたいな飛行機が地上スレスレで飛んでいきました。嫌がらせみたいに低

空飛行でした。2回飛んでました。すぐ抗議してやめさせるようにしてください。

30日(火)

19:57 野嵩 二丁目 旅客機の大きい飛行機がかなりの至近距離で飛んでいて、かなりひどかったです。かな

り迷惑していて、ストレスがすごいです。早く止めさせるようにして下さい。お願いします

ね。かなり迷惑です。

12月 （ 30 件）
2日(木) 8:16 嘉数 四丁目 国歌大音量がまた本日の8時から8時3分の間鳴り響きました。



2日(木)

21:39 真栄原 朝から今までずっとヘリコプター、オスプレイが飛んで本当に戦争が近々、起きるんじゃな

いかって不安になります。朝のラッパの音や国歌、非常に迷惑です。朝から気が滅入る

ので止めるように言って下さい。

6日(月)

8:06 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。今日の朝は、朝日が

青空の下に清々しく照らしております。また月曜日ということで本当に気持ちのいい朝を

迎えて、軽く体をほぐしておりました。ところがまた例のごとく、国歌の大音量がこちらの意

思とは関係なく鳴り響いて、本当に気分が落ち込んで、わじわじしているところです。な

ので、騒音防止条例等いろいろ対応策はあるはずなんですけど、なぜ市民まで強引に

聞かすような鳴らし方を放送をするんですかね。国旗掲揚の時には、フェンス内の基地

内だけで音量が聞こえるように、フェンス境界線のところだけで、市長は何度も基地司

令官と抗議、調整、改善しなければ、単なるパフォーマンスだけでは10万市民は納得

しておりません。市民が実感できるような行動をしてください。

7日(火)

20:31 大謝名 19時半頃から、ひっきりなしにヘリやら、飛行機やらが飛んできて家の上空を低空で飛

び回り、うるさいし、家中が振動していて、テレビもろくに見れないし、寝ようにも寝れな

い。

7日(火)

21:46 真栄原 これ異常ですよ。本当に戦争が起こるんじゃないですか。窓も震えて、頭も痛いです。

朝のラッパ、国歌、本当にやめてください。朝から本当に気分が悪いです。宜野湾から

引っ越したいです。

7日(火)

22:21 長田 今夜も暗くなってからも、普天間でヘリがずっと旋回を続けていました。先日、オスプレイ

から金属水筒を落下させたばかり。まだ、なんの解決もしていないのに、市民の暮らす町

の上で訓練など、異常としか言いようがありません。落下への厳正な対処と普天間周

辺での訓練の停止をもっと強く訴え、世論喚起のためのアピールもしてください。

8日(水)

0:48 市外（浦添市） 朝早くから夜遅くまで、普天間空港向けと思われる戦闘機やヘリの音に、日々ノイロー

ゼ気味です。今日は夜21時前から1分おきに、あとのほうは数機が続いて、計5～7機

は頭の上を通って行きました。落下事故をしたばかり。けたたましい轟音とオスプレイの

振動は、心にも体にも不安定になり、騒音が多い日は不眠に悩まされます。民家の上

の飛行と夜間飛行はやめてくれ、と抗議の声を強めてください。

8日(水)

8:12 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間、国歌大音量が鳴り響いてきました。本日は天気も快晴

で、東の方から昇ってきた朝日を浴びながら、そして野鳥の声を聴きながら清々しい朝を

迎えて、気持ちのいいところでありました。そしたら、また例のごとく国歌の大音量。市民

の朝の爽やかな、幸せなひと時をぶち壊すような大音量を鳴らし続けております。

9日(木)

8:09 嘉数 四丁目 本日の8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。本日の天候も快晴で

朝日が東の方から上がって、清々しい気持ちの朝を迎えておりましたが、連日、国歌の

大音量が鳴り響き、この清々しい気持ちが吹き飛ばされ、朝の不愉快と不快感が増

し、憂鬱な一日を過ごさなければならなく、気持ちは面白くありません。

10日(金)

8:07 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。快晴のもと東からの太

陽を浴びながら、朝の清々しい、一日の始まりを満喫しておりました。野鳥の声も可愛く

鳴きながら幸福感を感じる朝でしたが、国歌大音量で打ち消され、さらに戦闘機等の

エンジン調整の音もかなり鳴り響いて、二重演奏をしている形で、不快感と不愉快とわ

じわじが二重になって、また、襲ってきております。

13日(月)

8:19 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。師走に入って今日は

月曜日です。みんな慌ただしい生活の中で朝のひと時を慌ただしく過ごしていますけど、

国歌の大音量というのは耳障りで、気分を害し、朝の大事な3分間を台無しにしており

ます。

14日(火)

8:10 嘉数 四丁目 またまた連日、8時から8時3分の間、国歌の大音量が鳴り響きました。今日は天気も

快晴で無風状態で、東の空から上がってきた暖かい太陽を浴びて、朝のひと時を過ごし

ておりました。役所からの要請等々、交渉がされているのか分かりませんが、また大音量

が流れて、本当に不愉快な不快な気持ちになりました。騒音防止条例等でフェンス内

で音量をしぼらせるように松川市長権限で普天間基地司令官に勧告をして、来週か

らは流されないように、実行して下さい。10万人市民は松川市長をはじめ、市の対応

状況を見ておりますから実行力のあるところを見せて下さい。それと合わせてエンジン調

整音も同時に伝わってきます。騒音、国歌の大音量は日々の生活に直接隣接してお

ります。これに宜野湾市民は危険にさらされておりますが、今も私の真上から偵察機タ

イプの軍用機が真栄原十字路方面に向かって、着陸していきました。このように日々の

生活を非日常的に暮らさないといけない市民の事をよく考えて、基地被害の要請を強

力に進めて下さい。よろしくお願いします。

14日(火)
9:58 嘉数 海軍の飛行機が朝の8時ごろから今まで離着陸を繰り返している。防衛局に電話し

て。



15日(水)
11:21 市外（那覇市） 昨日もうるさかったけど、今日もうるさいですよ。宜野湾市に住んでいる友人はノイローゼ

気味だと言っています。飛ばないように米軍と防衛局に言って下さいよ。

15日(水)
12:03 大謝名 二丁目 今日は特にうるさいです。円盤がついた飛行機です。そして低い位置を飛んでいます。ど

うにかしてもらえませんか。

15日(水)

12:10 嘉数 四丁目 12時前から数分おきに、５，６回、米軍の偵察機と思われる円盤型の尾翼の方につ

いた戦闘機が我が家の上空を低空飛行で真栄原の方面から着陸しておりますけど、

金属音のキーンという我慢できないような音を発しながら、高い騒音でずっと繰り返し、

着陸、周回飛行をしていると思われるんですが、すごい恐怖感に覚えるくらいの激しさで

着陸していってます。何か事故があったら相当の大惨事になるようなそんな感じを覚えま

す。市の方が緊急電話してやめさせてもらえませんか。本当に気が狂いそうな感じの騒

音を発しております。大至急停止を、やめさせるように手をうってください。

15日(水)

12:13 市外（中城村） 南上原の方なんですが、長田小学校に近いところです。昨日今日と、飛行機が何度も

何度も上空近くを飛ぶもんですから、それもかなり低い高度を飛んでます。苦情をぜひ、

米軍に伝えていただきたいと思います。

15日(水)

12:15 嘉数 四丁目 先ほども電話したんですけど、ずっと数分おきに米軍の偵察機が我が家の上空を低空

飛行し、真栄原方面に着陸姿勢で飛行していきましたが、また数分後に同じような状

態で我が家の上空を低空飛行しています。もう金属音で耳を塞ぎたくなるような騒音を

まき散らしながら５,６回、先ほどから繰り返し低空飛行をしています。どうにかしてくださ

い。

15日(水)
12:22 愛知 さっきから航空機がうるさいけどいつまで続くんですか。眠れないです。抗議してください。

15日(水)

16:05 大謝名 四丁目 ヘリやオスプレイが低空飛行で飛んでいます。これは騒音どころじゃないですよ。窓ガラス

もガタガタ揺れて割れそう。よく割れないなと思うくらい。特に最近は低空飛行が酷い。

苦情を言えば言うほど嫌がらせのように低空飛行していく。何とかしてほしい。上空を飛

ぶことが避けられないのであれば、もっと上で振動がないようにしてほしい。

16日(木)

8:12 嘉数 四丁目 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。本日も快晴で

東の空から太陽が上がってきて、清々しい気持ちのいい朝を迎えておりました。国歌の

大音量が鳴り響き、また、不快で気分を害する朝を過ごすことになりました。昨日の昼

間の12時前後に哨戒機と思われる軍用機が、気づく範囲では7、8回数分おきに我が

家の上を低空飛行で真栄原方面に着陸するというよりは、タッチアンドゴーの訓練だと

思われますが、数分ごとに周回してきて、凄い爆音と低空飛行を繰り返しておりました。

16日(木) 12:22 喜友名 飛行機の爆音がうるさい。どうにかしてくれ。

16日(木)

15:55 市外（那覇市） 宜野湾市の方から今日も話を聞いたんですけど、朝7時34分と8時に戦闘機が飛んで

たようです。子供達も学校に行っている間も飛んでて勉強できないみたいです。パイロッ

トは下の様子なんてわかんないと思いますから、しつこく何度も声をあげないといけないと

思います。



16日(木)

16:06 市外（中城村） とても我慢できない、米軍の大型機「Ｅ３早期警戒管制機」の飛行について苦情を

申し上げたく、メールいたしました。下記内容になります。恐れ入りますが、ご報告申し

上げます。よろしくお願い申し上げます。

ーーーーーー

苦情内容

ーーーーーー

2021年12月15日（水）

時系列

11:51　ものすごい金属音。恐怖を感じました。ちょうど家の真上を通りました。

11:59　また金属音。気持ち悪くなりました。

12:03　再び金属音。心臓がどきどきし、頭も痛くなりました。窓しめてもうるさい。

12:12　また金属音。涙が出てきました。

12:18　外にでて確認。ものすごい低い。なんか飛行機の機体の上に円盤みたいなの

ついている。外で音を聞いたら余計に吐き気がしてきた。お腹痛い。辛い。涙もでてき

た。旋回していました。旋回が終わった12:18以後13時になっても、以下の症状がでま

した。

体がものすごい緊張状態。こわばっているのがわかる。吐き気。腹痛。右まぶたの痙攣。

イライラ。肩と首の緊張が特にひどい。キーボードを打つ手が震える。外に出て目視を１

度しただけで、手の平が汚れた感じ。体の震えがとまらず、結局横になり、寝ながらこの

メールを書いています。騒音、悪臭が問題と言われているようですが、明らかに体に悪い

ものです。止めていただくよう、要請します。

17日(金)

8:12 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。天候は薄暗い曇りで

気温は21度前後です。北風で10m前後は吹いて、ちょっと強風の状況です。特に嘉

数四丁目の場合は北風が強風になると基地からの大音量はもろに、大きく鳴り響いて

おります。合わせてヘリコプターのエンジン調整音も二重奏で聞こえております。最近は

連日ずっと大音量が鳴り響いております。毎朝、8時前は清々しい気持ちで一日のス

タートをさせていますが、8時になると大音量のせいで、わじわじして不愉快な事が続い

ております。

17日(金)
11:38 真栄原 2機、もの凄い音を立てて低空飛行で通過したよ。ありえないですよ。基地被害110番

に電話なんてしないけど今日はひどすぎる。絶対、市長に言えよ。

17日(金) 11:41 上大謝名 3分前に浦添方面から三角の外来機が通過しました。うるさすぎます。苦情です。

17日(金)

11:56 嘉数 四丁目 先ほど11時35分前後ステルス戦闘機が轟音、爆音で我が家の上を通過しました。心

臓に重く伝わる音で、130ｄBはあったと思います。真栄原方面に着陸していきました。

寝ている赤ちゃんも飛び起きる程です。最近は国歌の大音量が続いていたり、偵察機

が飛行したりと市民生活が脅かされています。改善を強く要請します。どうか具体的に

解決・改善してほしいです。

17日(金)
13:02 市内 野嵩も真栄原も人が住んでるよね。12時30分に相当な爆音で飛んでたよ。米軍は

人が住んでるとは思ってないみたい。

20日(月)
9:44 喜友名 二丁目 オスプレイが爆音で上空を飛んでいきました。最近、朝がひどいです。また音が聞こえて

きました。飛んでくるんじゃないかな。

1月 （ 19 件）

4日(火)

12:47 市外（那覇市） 宜野湾市の友人が、早速今日の7時過ぎに飛んでいたと言っていました。騒音は、子

供たちの発達にも影響すると思います。大変だと思いますけど、ルールを守るように声を

あげてください。

5日(水)

19:31 市外（浦添市） 浦添市伊祖5丁目に47年間住んでますが、毎日毎日オスプレーやヘリ、戦闘機等が

自宅真上を飛行し非常に五月蠅いです！携帯の騒音アプリで計測すると80デシベル

～95デシベルは出ますが防音対策除外地域と言われてます。このまま我慢して生活を

しないといけなのでしょうか？？戦闘機やオスプレーが自宅真上を通過すると遊びに来

た孫もビクビク震えて泣き出します。我慢の限界です！何とか対応して頂けないでしょう

か？

6日(木) 21:48 我如古 21時46分ずっと空から音がする。長時間です。子どもが眠らず困ります。迷惑です。

6日(木)

22:08 長田 今日は、夜になって長時間、普天間から騒音が続いていました。ほんとに迷惑です。そ

して、部品や物を落下させ、連絡も遅れるような米軍が飛んでると思うと怖いですし、

危険極まりないです。昼間もまるで工場の中に町があるような騒音に包まれてました。

普天間周辺で住民の頭上の上で行う訓練を止めるようしつこく抗議してください。



11日(火)

22:16 長田 今日は、昼後ほとんど一日中ずっと普天間でヘリが飛び回っていました。ものすごい騒

音が、暮れてからもラストの22時まで続いていました。まるで町が大きな工場の中にある

みたいなうるささです。異常なことです。騒音があるということはそこで米軍機が飛んで訓

練しているということです。住民の頭上で訓練するなんて有り得ません。普天間周辺で

の長時間にわたる訓練を止めるよう宜野湾市から厳しく苦情を入れて下さい。生活環

境が明確に侵されています。

13日(木)

22:08 志真志 21時半頃から22時10分まで、ヘリコプターが旋回しており、ずっと騒音が鳴り止んでい

ない状態です。現在もホバリングの音が聞こえます。騒音防止協定に違反しております

ので、伝えるところに伝えて、早期に解決して下さい。お願いします。

13日(木)

22:09 長田 今日も夕方以降、普天間ではヘリが長時間旋回を繰り返していました。21時から22

時の訓練終了まで、ほとんどずっとヘリが旋回していてずっと大きな騒音がしていました。

オスプレイも飛行していて、近くを通過した時のすごい振動で怖さを感じるほどでした。住

宅に囲まれた普天間での長時間訓練はやめるよう強く苦情をお願いします。こんな環

境を押し付けられるのはおかしいです。

20日(木)

14:16 野嵩 今日はヘリが何度も家の上を飛んでいます。低空を飛んでいて、家が揺れるほどの振動

で、非常に迷惑しています。やめるように、しっかり伝えてください。よろしくお願いします。

20日(木)

21:59 宜野湾 21時50分に飛行訓練なのでしょうか。子供（1歳）がやっと眠たところなのに、かなり

大きい騒音で目を覚ましてしまわないかと心配です。ここのところ夜間飛行訓練が頻繁

な気がします。夜間飛行を控えてほしいと切に願っています。

20日(木) 22:00 志真志 うるさい。１週間ほど連続で夜10時過ぎまで飛んでる。有り得ない。

21日(金) 22:00 志真志 今日も飛んでる。低空、爆音しつこい。

23日(日)

17:58 大謝名 二丁目 上大謝名公民館の近くに住んでいます。6時ちょっと前ですが、急に大きな飛行機の音

が聞こえて、すごいスピードで着陸していったようです。本当に急だったので、驚きました。

日曜のこの時間でも飛ぶのかと、憤りを感じています。昨日も22時10分頃と22時30

分頃に轟音と共に飛行機が近づいてきて着陸していき、曜日にかかわらず、このような

ことがあると不快です。実際に会話やテレビの音も聞こえず、支障をきたしています。どう

にかしてもらいたいと思います。

25日(火)

8:17 嘉数 四丁目 本日の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。非常に不愉快で迷惑

しています。本日は久々に天候が快晴で無風状態でした。清々しい朝を迎えるにあ

たって、家族とベランダで体操しながら気持ちのいい朝を迎えておりました。隣人の庭に

は3分程度の桜の花が咲き誇っております。本当に気持ちのいい朝でした。それが突

然、大音量が鳴り響いて、この気持ちを台無しにしております。私がこのように感じてい

るのであれば、他の10万人市民の方々も朝の気持ちのいい、騒音ない状態の中で急

に国歌大音量が流れて、朝の快適なスタートが台無しになったと、内心は皆んな怒りに

燃えていると思います。日常の爽やかなひと時を、日々の営みの中で市役所が推奨す

るわけでもない、国歌の大音量を流し続けるというのは10万人市民が馬鹿にされてい

るという事ではないでしょうか？松川市長をはじめ、基地行政担当も本気になって改善

するように、普天間基地司令官に猛抗議をして下さい。そうでないとまた、今年も不愉

快な朝を毎日迎える事になります。命のかぎり、司令官に抗議して、明日から是非、止

めて下さい。

25日(火)
21:59 志真志 毎日飛んでる。すでに二時間。こんなに毎日飛ぶ必要ないはず。精神障害起こしそう

です。

25日(火) 22:00 赤道 寝ていましたが、ヘリコプターがうるさくて、起こされました。どうにかして下さい。

26日(水)
21:49 不明 小学四年生です。学校で飛行機がうるさくて困っています。なので基地はいらないで

す。

26日(水)

21:58 嘉数 数分前に家の上空を飛行機が飛び、音がうるさいのと同時に家中が振動がすごくガラ

ス窓が揺れていた。毎回、上空を飛んでいて騒音あるのに私の家は騒音訴訟対象に

ならないのか？バークレーよりの嘉数2丁目です。市も県も国も現状をわかって欲しい。

27日(木) 21:44 不明 ヘリコプターがうるさくて眠りもできません。どうにかしてください。もう22時ですよ。

28日(金)

8:06 嘉数 四丁目 本日も8時から8時3分の間、国歌大音量が鳴り響きました。まったく不愉快で、不快

でたまりません。今日の8時前から、快晴の無風状態の中、東側の上線からは太陽が

上がってきて、気持ちのいい清々しい朝を迎えて、非常に気分が良かったです。隣の庭

には桜の木の3本が、五分咲きくらいの咲いてる中で、野鳥が数匹、ピーピーという可愛

いような、そして穏やかになるような鳴き声を楽しませておりました。そしたら、急にまた進

軍ラッパの音と国歌の大音量。これは一市民として静かな気持ちのいい朝を迎えている

中では、絶対あってはならないような大音量が流されております。



2月 （ 28 件）

1日(火)

8:15 嘉数 四丁目 本日は2月1日、沖縄での旧正月です。天候もよく、隣の庭では桜が7分咲きで、その

周りでは野鳥たちがさえずっていました。旧正月を祝うような一日の始まりだったにもかか

わらず、国歌大音量を流すことは全くけしからんことです。国歌大音量の苦情について

は、オスプレイなどの戦闘機の大騒音とともにこの110番に電話をし、何十回と改善を

求めてきましたが、一向に改善されていません。こういうことを放置しておくと、大事件・

大事故につながります。松川市長は、普天間基地司令官に会議で直談判し、市民に

気持ちの良い朝を迎えさせるという覚悟が無ければ、市民から見放されると思います。

ぜひ、明日から静かな朝を迎えられるように。強く強く忠告しておきます。

1日(火)
15:35 野嵩 二丁目 オスプレイ・ヘリコプターが頻繁に飛んでいます。うるさいです。つい3分前にもオスプレイ、

ヘリコプターと飛んでいきました。抗議しっかりお願いします。

1日(火)

21:48 大謝名 二丁目 21時50分頃現在なんですが、飛行機が途絶えなく飛んでまして、大変うるさいです。

21時頃は、基本テレビの音も聞こえなくて、会話も中断するほどで、許せない状況を感

じています。窓が揺れるというか、地響きのような音があって、コロナも大変ですけど、こっ

ちも大変なので、ニュースで取り上げられないのももどかしいと言いますか。どうにかしてほ

しいです。本当に。

1日(火)
21:53 大謝名 ひっきりなしに軍用機が着陸していて、横になっているが、眠れない。振動もすごい。せ

めて20時以降は飛行をやめて欲しい。

2日(水)
18:15 不明 騒音がひどい。テレビの音が聞こえない。コロナのワクチン情報が聞こえない。夕方と朝の

ニュースのときの騒音やめてほしい。

3日(木)
17:05 真志喜 一丁目 うるさい。オスプレイや低空飛行。バリバリという音がしている。体調不良なのに休めな

い。

4日(金)

8:12 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。8時前からチリ出しと同

時に朝の軽い体操をしながら、ベランダで清々しい一日を過ごしている日々ですが、ま

た、同じ時間帯に国歌の大音量が流されて、実に不愉快で不快感でわじわじする一

日の始まりです。隣人の庭の桜3本は7,8分咲きで色づいて、メジロや野鳥が数羽気

持ちのいい声で鳴きながら、いい雰囲気になっております。また、昨日の一日中の雨と

打って変わって、東の雲の合間から太陽が差し込んで、いい朝を迎えておりました。私は

もう、何十回も国歌の大音量の状況を報告しておりますが、一向に改善されておりませ

ん。

4日(金)

9:25 大謝名 二丁目 昨日、一昨日騒音がひどくて連絡しました。いつ終わるの？と思うくらいに続いていまし

た。新型コロナで家にいるので苦しいです。あと、排気ガスの臭いが物凄くあります。上

大謝名公民館より奥側に自宅があるので車から出たものではないです。基地被害を訴

えます。必ず伝えてください。

4日(金)
10:12 真志喜 戦闘機が通過しています。相当うるさいですよ。これでは子供たちは勉強できませんよ。

防衛局に伝えて下さい。メディアにもアップして下さい。これでは不平等です。

4日(金)
10:15 嘉数 四丁目 ステルス戦闘機と思われる外来機が着陸していきました。120dBくらいはありました。振

動が凄くて、生活が脅かされています。米軍に厳重に注意して下さい。

4日(金)

10:22 嘉数 テレビも見れない程のキーンという音を発して飛行機が通過しました。何かあるんです

か？何か連絡が入っていますか？北朝鮮からミサイルが発射されていませんか？牧港と

嘉数に隣接する位置に住宅があるので凄くうるさいです。調べて下さい。

4日(金)

22:44 長田 今日の普天間は、午前中からラストの22時までほとんどずっと米軍機が飛行していてう

るさい状況が続いていました。午前11時頃には、普天間で戦闘機が離陸か着陸した

ようでとんでもない轟音が鳴り響いていました。また、特に夕方以降はヘリの旋回がひど

かったです。周辺は住宅だらけのこの場所で長時間にわたる訓練をすることに対して、

市はもっと強く抗議してください。普天間のある宜野湾市だけが被害を被っているわけで

はありませんから、県にも一緒に抗議するよう申し出て下さい。

7日(月)

10:41 長田 朝のラッパと国歌、やめるように言ってください。定期的に声をあげないといけないと思っ

て。うるさいということもありますが、聞きたくないものを聞かされていて不愉快に感じてい

ます。もうすぐ16日ですが、まさかその日には流さないですよね。真珠湾が攻撃された

12月8日に、アメリカで日本の国歌を流すようなもの。アメリカ側にどういう日なのか教え

てください。しっかりと申し入れ、お願いします。

8日(火)
15:13 野嵩 二丁目 今日ヘリコプターやオスプレイが至近距離飛んでて、しかも回数も多くて、だいぶうるさく

て迷惑してます。早く飛ばないようにしてほしいです。出ていかせてください。

8日(火)
17:59 野嵩 二丁目 今日はオスプレイとヘリコプターが結構、頻回に飛んでいて、しかも、至近距離で飛んで

いて、かなりうるさくて迷惑しています。早く現状を変えてほしいです。



10日(木)

22:08 長田 今日も午後から普天間のヘリやオスプレイが長時間にわたり基地周辺を飛び回ってとて

もうるさかったです。特に夕方くらいからはひどく、街の中が大きな工事の中にあるような

騒音や包まれてました。特に20時から22時までも滑走路方面でヘリやオスプレイが飛

び回ってものすごい騒音でした。ラストの2機は中城方面から憩いの市民パークを通って

滑走路に入っていきました。滑走路の左右も飛行経路になってます。街のど真ん中にあ

る普天間基地周辺での長時間に及ぶ訓練は異常です。県民軽視も甚だしいです。

強く抗議と中止要請を願います。

11日(金)

8:11 嘉数 四丁目 三連休初日の公休日です。8時から3分間、進軍ラッパと同時に米国国歌、日本国

歌、最後に進軍ラッパが鳴り響きました。何十回、何百回と市民からの訴えがあれば、

音量を絞らせ、市民に迷惑が掛からないようにできるのですか？

14日(月)
21:54 大山 二丁目 騒音の飛行機はヘリコプターです。5分おきにお家の前を飛んでおります。うるさくて、

カーリング女子がゆっくり見れません。

14日(月)

22:33 宜野湾 うるさい。3時間飛んでる。おかしい。うるさい。うるさい。うるさい。うるさい。うるさい。な

められてるのが腹立たしいです。約束が違う。こんなに毎日遅い時間まで飛ぶルールで

は無かったはず。

14日(月)

22:52 長田 今夜は特に21時頃からがとてもうるさかったです。こんな時間から住宅が沢山ある普天間で

ヘリが長時間旋回するなんて異常です。また、22時にクローズして後、22時40分過ぎまで

ずっと、ヘリのバタバタという音が続いていました。整備中なのかもしれないですが、クローズ後

もこうして騒音が長時間続くことを市は把握していますか？普天間基地は街のど真ん中で

す。普天間周辺での長時間の旋回訓練や深夜の訓練は特に強く止めるよう抗議してくださ

い。それと、クローズ後も騒音を出すなら逆算して訓練を終えるように要請してください。

15日(火)

0:11 市外（浦添市） ジェット機、プロペラ音と今日も朝から晩まで。低空飛行をやめさせてください。夜遅く10

時ごろまで隣町である浦添にまで轟くヘリコプターの音、ホバリングでもしているのか。宜

野湾市は最も被害もダイレクトだろうに、なぜ強く抗議しない？

15日(火)

8:12 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。あわせて、ヘリのエンジ

ン調整音がずっと、現在でも同時に鳴り響いております。全然、改善されておりません。

本日は昨日の１日中の雨と打って変わって、東の方から太陽が差して、風も無風状態

の中、隣の桜の花も散りつつあって、三分咲きになっていますけど、ずっと国歌の大音量

は止める気配はありません。

15日(火)

10:01 愛知 この音は何ですか?あなた達は何の為の組織ですか？何もしないなら、解散して下さ

い。そんなあなた達に税金を出したくないです。米軍のやりたい放題されているのは我慢

できない。知事ができないなら、松川市長が市民に呼び掛けて抗議集会をして下さい

よ。抗議集会で左を向けと言っているわけではない。彼らにルールを守らせる為にやるん

です。なぜ、そんなにアメリカに気を遣うの？ここはアメリカじゃないですよ。せめて、日本

の法律を守らせましょうよ。最低限ですよ。沖縄の伝統行事、入学式、卒業式、受験

日、その時は静かにして下さい。となぜ、言えないの？選挙のためだけじゃなく、市民の

為に働いてくださいよ。

22日(火)

8:12 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。なかなか改善されませ

ん。最近は、ますます訓練の激化とともに戦闘機、オスプレイ等々を含めて、普天間基

地を取り巻く、市民生活の状況が悪化の一途をたどっております。

24日(木)

8:14 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。これまで何十回、何百

回と、110番に報告して、訴えていますが全然、改善されている気配がありません。

25日(金)

8:15 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。特に、本日の朝は天

気が良くて、無風状態で、外に出てると爽やかな気分のいい朝でした。それがまた国歌

大音量で、気分が不愉快になり不快感の状態になりました。私が中学生の頃、夏休

みで石川市のその祖母の家に遊びに行った時、宮森小学校の校庭で、朝8時ごろに

中学生や地域の皆さんが集まってラジオ体操しておりました。その時に流されていたの

が、「朝だ、朝だよー」という歌が同時に流されていて、気持ちのいい朝を過ごしたことを

時々思い出します。それとは真逆の出来事が、宜野湾市内では日々行われており、十

万市民は不愉快で不快感の朝を毎日過ごさせられている状況です。この国歌大音量

につきましては、フェンス内だけの低音量レベルでフェンス外の宜野湾市民には聞こえな

い程度のボリュームで実施させるように、松川市長はじめ基地行政担当者はできる限り

頑張って、市民の平穏な気持ちのいい朝を過ごさせてくれますよう強く要望して、お願い

したいと思います。

25日(金) 22:06 愛知 三丁目 ヘリコプターの音がずっと鳴ってうるさいです。どうにかしてください。



25日(金)

22:07 宜野湾 22時05分、戦闘機？飛行機？が飛んでいて騒音がうるさいです。ここ数日続いてい

ます。夜間も問わず、数分置きに騒音が聞こえています。ウクライナとロシアのこともある

ので余計に怖い思いです。

3月 （ 30 件）

1日(火)
21:37 新城 テレビの声も聞こえないし、家族との話の声も全然聞こえません。何か練習でもしている

のでしょうか。うるさいどころではなく、不安です。抗議します。以上。

2日(水)
12:50 真志喜 朝からヘリの音がうるさい。術後なのに、家でゆっくり休めない。宜野湾市にいられない。

騒音はどんどん悪くなっている。苦情言うだけでもせいせいする。

2日(水) 13:15 赤道 飛行機がうるさい。今日は何かあるのか。落ちたら大変。

2日(水) 13:19 宜野湾 飛行機がうるさい。今日は特にひどい。テレビも映りづらい。今日は何かあるのか。

2日(水)
17:15 野嵩 二丁目 今日ヘリコプターの飛んでる頻度が高くてかなりうるさくて迷惑してます。早く飛ばないよう

に出ていかせてほしいです。お願いします。

2日(水)

20:07 喜友名 お昼15時ごろに家に戻ってきたんですけど、現在20時過ぎで、15時ごろから20時現

在まで、ずっとヘリが飛んでいてとてもうるさくて、とてもきついです。これを何とかしてほしい

と思います。

2日(水)

20:09 喜友名 先ほど電話した喜友名です。あまりにもうるさいので、飛行時間をメモしてみました。19

時45分、48分、49分、50分、51分、54分、55分、57分、58分、59分、20時3

分、4分，6分、8分となっています。子供たちがいま、宿題を終わっていて、とてもうるさ

くて、こんな状況で子供たちを毎日過ごさせるのかなと思うとすごくきついです。どうにかし

てください。お願いします。

2日(水)

20:18 大謝名 四丁目 今日18時頃から、今もなんですけど、ずっとアパートの上を飛行機がぐるぐる回って、た

ぶんすぐ上だと思うんですけど、ものすごくうるさいです。ちょっと機種はわからないですけ

ど、テレビの画面にも影響がでるし困ります。

2日(水)
20:21 大謝名 夕方から5分おきにヘリコプターや、飛行機が飛び、騒音がすごい。ロシアによる攻撃で

戦争が始まり沖縄の方にも影響してる？

2日(水)

20:45 大謝名 1時間で20回くらいずっと飛んでいます。ここの所毎日続いてるので本当に迷惑です。ロ

シアとウクライナの影響もあるのでしょうか....？とても怖くて、墜落しないか心配です。

2日(水)

22:10 長田 今日も午後からほとんど一日中、普天間基地周辺でのヘリ、オスプレイの飛行が活発

でした。昼頃も小型ヘリが滑走路を中心に基地の東側で旋回を繰り返してました。結

構な低空飛行でした。また、19時台は岩国から来たオスプレイが基地の東側旋回を何

度も繰り返し、さらには同時に西側で大型ヘリが旋回をしていました。ずっとひどい騒音

です。あまり話題にならないのが不思議なのですが、普天間の周辺上空で長時間にわ

たり米軍機が旋回を繰り返す訓練は危険すぎます。何度でも強く抗議してください。ま

た、市はこう言った負担の実情を積極的に発信してください。メディアもこの件をあまり取

り上げませんが、もっとこの問題に注目が集まるように市から働きかけてください。絶対お

かしいです、この状況。

3日(木)

7:45 市外（中城村） 3月2日の20:50分前後からの騒音が大変具合が悪くなり、看過できないと思い、ご

報告いたします。以下、内容です。

3月2日

20:49　前後から不快なエンジン音がやまない

20:50-52　ものすごい振動でガラスも床もビリビリ。音もすごい。しゃーっという音、ブル

ブルとした音、ぐわんぐわんする音が続いている。うちの上を短い距離で旋回している感

じがする

20:53　耳鳴りがやまないような気持ちの悪い音が続いている中、ヘリも通る。

20:55　静かになったようだが、遠くでは別の機のエンジン音。胃が飛び出しそうなぐら

い、気持ち悪い。

20:58　頭がしびれている。気持ち悪い。

21:02　20:50分前後からの飛行音で、すっかり具合が悪い。横になっても、吐き気は

するし、息切れと動悸もすごい。呼吸も浅くなる。涙も出てきた。



6日(日)

8:08 嘉数 四丁目 本日は日曜日だというのに、また例のごとく8時から8時3分の間、国歌大音量が鳴り響

きました。本日は、日曜日ということで、米軍関係も休日なはずなのに、なぜ日曜日ま

でフェンス外にこれだけ音量を鳴り響かせるんでしょうか。最近ウクライナ情勢で、いろい

ろ軍事的な面では、状況は厳しいと思うんですが、宜野湾市民の休日の日曜日にも

平穏な朝を不快感にさせる、フェンス外に国歌大音量を流すということは許されるべきで

はありません。松川市長、基地行政担当者の方々、この日々の平穏な生活を朝一番

から台無しにしてしまう国歌大音量を是が非でも中止をさせて、10万市民に一日の活

力をつけていく朝の時間帯を、平穏な状況に戻してください。

7日(月)

8:10 嘉数 四丁目 本日も国歌の大音量が、8時から8時3分の間に流れました。本日の朝は薄曇りで、

木々には野鳥が楽しげに気持ちよく鳴き声を聞かせてくれています。そして桜の木も花

は散って、新緑の桜の木が春をまた和ませております。そして、私もベランダで朝の空気

を吸いながら、体をほぐしているのが8時前後くらいの時間帯です。そういうことで、これま

でも何十回と市の方に改善をお願いしてますが、全然改善が図られておりません。

7日(月)

10:01 真志喜 今日の朝からジェット機みたいな音が聞こえるし、飛行機とか飛ぶと、親とも話せない

し、音楽も聴けないし、イライラしますよね。これまでも苦情を入れてるんですけど、こう

やって伝えないとどうしようもないです。いつもは我慢したりもするんですけど、やっぱりこう

やってたまには苦情を入れないと気が済まないですよね。また度々苦情を入れますの

で、その時はお願いします。

8日(火)
21:51 市外（浦添市） 普天間に向かって何機も何機もプロペラ機やジェット機が頭上を飛んでいき恐ろしい。ノ

イローゼになりそうです。もうすぐ夜10時ですよ。やめさせてください。

8日(火)

22:11 市外（浦添市） 21時から22時過ぎまで夜間飛行の騒音が酷いです。夜にこれだけ飛ばれるとさすがに

イライラしますし、吐き気や頭痛、睡眠障害に繋がります。どうぞ基地へ夜間飛行を控

えるよう強くお伝えください。

8日(火)

23:06 長田 今日の普天間は23時まで飛行してました。だいぶうるさかったです。特に夕方以降活

発になり始め、20時以降ラストまでかなりうるさかったです。ヘリやオスプレイがたくさん飛

んできました。こんな時間まで住民が大きな騒音に晒されるなんて異常です。強く抗議

して下さい。

9日(水)

22:57 長田 今夜は、21時～22時までの間に自宅の真上をヘリやオスプレイが合計6機通過してい

きました。最後にオスプレイ2機が通過しましたが、低空でとんでもない振動と音でした。

うちは、普天間の滑走路の延長上ではなく横にあるのですが、ヘリやオスプレイが頻繁に

通過して滑走路に入っていきます。米軍機は滑走路の南北の延長戦上だけでなく、ほ

かの方向からも滑走路に出入りしていることを市は把握していると思うのですが、その頻

度が多いことも把握しているのでしょうか。滑走路の延長上は土地が取られていますけ

ど、横はそうでもないので普通より低空で住宅の上を飛行することになっているのではな

いでしょうか。とにかく、米軍機の低空飛行と騒音振動がひどかったので報告します。米

軍に苦情を強く入れてください。

11日(金)
12:28 宜野湾 アメリカの飛行機がうるさい。最近は総領事館の上も飛ぶようになった。自国の建物の

上も飛ぶようになったからもう終わりだ。

11日(金) 22:37 上大謝名 オスプレイが飛んで、うるさくて眠れない。

14日(月)
11:51 上大謝名 オスプレイではなく、ヘリコプターが4機連続で飛んできました。非常にうるさいので飛んで

ほしくないです。

14日(月)

14:17 市外（中城村） 今日もひどいのですが、現在（14:13）まで、特にひどいのが現在まで３件ありました

のでお知らせいたします。

（１）10:25

家が揺れるほど（マンション４階居住）、不気味な騒音が通り過ぎていると思ったら、

同時に戦闘機も飛ぶ。仕事をしていたので、目視せず。

（２）11:48

大型ヘリ２機。これまでにない異常な轟音。慌てて外を見ると、13階建てマンションギリ

ギリの低空で、周辺にあるマンションの間をぬうように飛ぶ。

（３）14:01-1402

その前に別の大型ヘリが13:59-14:00の間に飛び、ほっとしたのもつかの間２機大型

ヘリ。飛び方をいつもと完全に変えている。13階建てのマンションギリギリの高さで、マン

ションの間をぬうように飛ぶ。

15日(火)
21:47 大山 二丁目 ヘリコプターらしきものが上空をずっと旋回して普天間上空を飛んでおります。テレビも聞

きづらいです。騒音被害です。

15日(火)

21:50 野嵩 二丁目 ヘリコプターかオスプレイか分からんけど、かなりの至近距離を飛んでて、家揺れるくらい

至近距離で飛んでてかなり迷惑です。しかも頻度も多いです。早く出ていかせてくださ

い。ロシアでもどこでも出ていかせてください。マジで迷惑です。



15日(火)

22:00 大謝名 毎日、ほんっっとにうるさい！！1日のうち、計4時間くらい占めていると思います。22時

過ぎてもずっと飛んでるし、換気もしたいのにうるさいから閉める事も多くなるし、日に日

にひどくなってます。毎日こんなうるさい日常が続くのは耐えられないですね。

16日(水)
14:50 嘉数 米軍機がうるさい。10分おきに飛んでる。お前たちが強く抗議しないからだ。なめられて

る。市民から声が上がってるんだからなんとかしろ。

24日(木)

22:28 喜友名 今日もエンジン調整してますけど、エンジン調整は格納庫でもできるんじゃないですか。

宜野湾市ってそれくらいも注意できないんですか、アメリカに。10時半ですよ、夜の。お

かしいんじゃないですか。アメリカが守ってるっていうけど、バラバラして何もしてくれないの

に、何言ってるかって思うよ。少しは役所も前に立ってからアメリカに文句言いなさい。

29日(火)

21:51 大謝名 今日はまたうるさいです。もうマンションの真上を飛ぶので寝たいんですけど、寝ようととし

てもずっと5分おきくらいに来るのでとてもうるさくてイライラします。不眠症も続いている

し、もう本当に腹が立って仕方がありません。どの機種かわからないけどヘリコプターです。

どうにかしてください。よろしくお願いします。

29日(火)

21:54 大謝名 先ほど電話したものです。だいたい21時から22時の間がだんだんひどくなって22時が

ピークになります。22時半とか45分にも飛ぶ時があります。だいたいこういったパターンが

多いです。


