
~　令和2年3月31日
宜野湾市　基地政策部

4月 （ 92 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(月)

23:13 長田 一丁目 今日宜野湾市は、というか中南部ほとんどなんでしょうけど、戦闘機が結構飛び

回っているようでとても大きな音が何度も通過していました。最近は普天間から

戦闘機が飛び立つこともあるようで、もの凄く大きな音がすることも多いです。ま

た、夜ですけど、先程22時40分頃に、ヘリかオスプレイか、滑走路に戻ってくる

のが1機ありました。それから今23時過ぎですけど、ほんの1分程前まではずっと

とても大きなエンジン調整なのかガタガタいう音が23時過ぎまで続いていました。

新しい年度になりましたけど、何も変わらず、いつもと同じように深夜の飛行や騒

音が続いています。

2日(火)
23:03 宇地泊 23時になるんですけど、ヘリが飛んでますけど。どういったことですかね。何時まで

飛んでいいんでしょうか。

2日(火)

23:20 長田 一丁目 今日も23時まで米軍機の飛行がありました。22時40分くらいかな、オスプレイ

3機と、その後23時ちょうど、もしくは過ぎくらいに多分CH-53ですかね、ものす

ごく大きな音を立てて滑走路の方面に飛んで行きました。23時15分頃まで滑

走路から大きなバタバタ音が続いていました。今もうっすらですが、音がしていま

す。また、昼間は戦闘機がものすごく大きな音を立ててっていうのが多かったで

す。あとは、CH-53が自宅の上を通りましたが、ものすごく低空で、鮮明に見え

るようなとても低い飛行でした。住宅地の上を結構な低さで飛び回っています。

今日はあとオスプレイが3機とかで飛んでいるのもよく見ましたかね。とても活発な

一日だったと思います。特に23時頃に滑り込みで帰ってくるというのが最近多く

見られますが、一応22時っていう取り決めがあったはずですが、一つも守られて

いるという感じが、近くに住んでいるとそういった様子は伺えません。強くこの辺の

改善を抗議していただければと思います。

3日(水)

9:27 市外 飛行機の異様な音が先程からしているんですけど。聞きなれないような音です。

2～3日前も大きな飛行機、輸送機ですかね。上空をグーッと旋回して行くから

見ていてとても怖くて。家の上であんなのするって、バカにしてますよね。こういった

怖い思いをしているという声があったこと、記録していてください。

3日(水)

13:10 真志喜 前にも電話したんですけど、何も変わらないのは分かってるんですけど、今日もヘ

リがうるさいので苦情の電話です。昨日、一昨日は夜も23時頃までうるさかった

ですよ。もう大変なことになってます。この声は米側にまで届けてもらえるんですよ

ね？おねがいしますね。

3日(水)

23:22 長田 一丁目 今日はものすごく普天間飛行場周辺の、米軍機の飛行状況がものすごかった

です。戦闘機もヘリもオスプレイもすごい頻度で飛び回っていました。中でも一番

今日酷かったのは17時頃ですかね、ヘリが8機編隊を組んで、基地から中城方

面、東方面に飛んで行きました。結構低くてですね、自宅の真上を飛んで行っ

たんですが。なかなか、3機位の編隊はよく見るんですけど、8機というのは初めて

見たかもしれません。その他にも低空で飛んでるヘリが自宅上空、もしくは近辺

飛び回っていました。どれくらいの方がこういった声をあげているのか分からないで

すけども、4月入ってから、日々追うごとに、まだ3日ですけど酷い状況が続いて

いるように感じられます。今日も23時ギリギリにオスプレイですかね、1機着陸し

て滑走路の灯が落ちたようですけれども、そっからまた5分以上大きなバタバタ音

が続いていました。宜野湾市はこういった情報をしっかり集めて、宜野湾市の、と

いうより中南部が置かれている負担の状況をしっかり国に伝えていって改善要求

をして欲しいと思います。よろしくお願いします。
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4日(木)

9:55 大謝名 最近23時までヘリが飛んでますけど、何時までという取り決めは無いんですか？

心臓がゾクゾクします。異常ですよ。宜野湾市長は当事者として閉鎖をもっと強

く求めるべきですよ。抗議もしてるみたいですけど、移設とかっていう言葉は新聞

でもよく見ますけど、閉鎖は求めているんですか？辺野古へ移設とか、そんなた

らい回しみたいなこと意味ないですよ。閉鎖が一番早いですから。もっと市長が

強く閉鎖を求めて下さい。

4日(木)

14:36 真志喜 昨日も苦情を入れましたが、昨日もおとといもヘリの音が本当にうるさいです。最

近は夜の23時まで飛んでいて、メンタルをやられています。病気だから休まない

といけないのに、うるさすぎて休めない。うるさくてあわてすぎて車に指を挟んで骨

折しかけました。苦情も何十回も入れているけど、全然変わらない。こっちも忙し

いから苦情を入れるのも大変なんです。みんなうるさいと思っているけど電話しな

いだけで、市報に騒音の苦情番号を載せたら毎日100件ぐらい朝から晩までか

かってくると思いますよ。でも私は我慢したくないので、これからもかけます。とにか

くこのことを伝えてください。

5日(金)

13:19 真志喜 昨日の夜も22時過ぎまでヘリが飛んでいて、会話も出来ないくらいでした。防

衛局にも苦情入れたんですけど、全然市民を守れていないですよ。夜の騒音は

本当に迷惑です。

5日(金)
13:32 伊佐 今日も飛行機が頻繁に飛んでいて、近くを飛ぶたびにテレビもしょっちゅう消えた

り点いたりするんです。今日は特に酷いです。

8日(月)
11:00 志真志 四丁目 米軍機が飛行する時にテレビの電波障害が起こる。

8日(月)
14:29 志真志 二丁目 ヘリの騒音がうるさい。22時過ぎまで飛んでいる。

8日(月)
22:45 喜友名 23時近くになっても飛行機が飛んでいてうるさいです。ヘリコプターの音もずっと

聞こえているのでどうにかして下さい。お願いします。

8日(月)

22:48 不明 今23時10分前です。ヘリのエンジン調整音で眠れません。松川市長は本気に

なって市民のことを考えて下さい。市長が抗議に出向くだけではなくて、市民大

会を開くべきだと思ってます。

9日(火)

14:50 喜友名 ヘリがずっと家のすぐ上を旋回しています。朝はジェット機も3機くらいバーっと飛

んでました。

9日(火)

14:55 喜友名 ヘリが旋回して非常にうるさい。この電話の内容を録音して残らず市長へ伝えて

ほしい。市長に伝えたところで変わるかは分からないが。この前も電話したが何も

変わらない。自分の家の真上を通る。どうにかしてくれよほんとに。5分置きくらい

にヘリが旋回している。喜友名二丁目一帯のラインを飛んでいる。さっきは小さ

めのヘリで今は沖縄国際大学に落ちたのと同じのが飛んでいる。真上を飛ぶの

に防音工事もできない。また明日もうるさかったら電話する。

9日(火)

15:58 真志喜 ヘリの騒音が酷いんですけど。どうにかして！もう5分おきにですよ。何とかして下

さいね。

9日(火)
17:03 真志喜 真志喜上空がうるさいです。今日は一段とうるさい。市としてどういう対応をして

いるのか。同じように抗議要請を行うやり方では何も変わらない。

9日(火)

19:39 喜友名 一丁目 この1週間近く、ヘリコプターか、オスプレイかな。多分オスプレイだと思うんだけ

ど、低周波がして振動するんで。先程も通って行ったんだけど。テレビがずっと消

えてしまって、見れなくなるのがずっと続いてるんで、しかもオスプレイかな、ちょっと

酷いんで最近。一応連絡をと思って電話してます。オスプレイとにかくどうにかして

くれと。すごい振動が来るんで。しかもテレビも消えちゃうんで、見えなくなるんで。

どうにかして欲しいと思います。
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9日(火)
22:37 伊佐 22時30分、ヘリと思われるものがすごい音を出して飛んでました。市長にも話し

て。

9日(火)

23:08 長田 一丁目 今日も米軍機、普天間最後は23時頃でした。22時以降も何機か普天間飛

行場滑走路に戻ってくる、もしくは離陸するのがあったようです。昨日も22時を

過ぎていました。あとですね、今日は昼ですけど、CH-53がものすごい低空で飛

んでいて、自宅のすぐ上を飛んだりとか、あとはですねCH-53は、旋回していたよ

うですけど、宜野湾市の南側から東側でしょうか。長田、宜野湾、神山辺りです

けど、見たときはそもそも低空ですけど、いこいの市民パーク、公園の上から旋回

して行って基地の滑走路に入っていましたけど、滑走路にそこから入るので更に

低空になっていてですね、公園の上非常に低かったです。子どもや市民が集まる

場所をあえてあんなふうに進入経路にする必要があるのかなと思います。一回で

はなかったと思います。今日の旋回は。いつも西側で旋回することは非常に多い

んですが、いつも同じ所だと文句が来るからということなのか何なのか知りません

けど、東でもやっぱり周辺どこでも住宅の上飛んでやれば、非常に住民は迷惑

ですし、危険だと感じています。夜の時間を守らないのも、もう勝手に23時門限

みたいになってる現状ですけど。旋回して基地の周辺の住宅の上を何度も低空

で飛び回るこの旋回の訓練も是非宜野湾市から米軍の方に苦情入れていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

10日(水)
20:20 宜野湾 一丁目 うるさいよ。安眠妨害だ。うるさい。うるさくて寝れない。

10日(水)
23:02 伊佐 22時58分に2機のヘリが飛んで行きました。昨日も飛んでましたよ。昨日は22

時30分でした。だんだんに23時、0時に延長になっているんですかね。

10日(水)

23:40 不明 もう0時前ですけど今凄い轟音で飛行機飛んで行きました。23時くらいにも通っ

て行きました。バカにされてるんですかね。これ、ここに電話したことでどういうふう

に結果は変わっているんですかね。件数で変わるんですか？その辺もちょっと明

確にお願いします。意見だけ述べられて、こういう電話がありましたって書かれて

も、ああそうですかってしかならないので。

10日(水)
23:42 喜友名 一丁目 上で爆音がしますね。もうすぐ0時です。いつまで爆音ですかね。寝れませんけ

ど。市民はたまったもんじゃないですよ。よろしくお願いします。

10日(水)
23:57 我如古 一丁目 もう0時前ですね。0時5分前ですけど、まだ飛行機が飛んでいます。

10日(水)
23:58 真栄原 二丁目 もうすぐ夜中の0時ですけど、普天間飛行場からの飛行機飛んでいてうるさくて

眠れません。なんとかして下さい。

11日(木)

0:06 長田 一丁目 今、日をもう明けましたが、最近23時頃まで飛行が続いているということが多

かったんですけど、今日はそれよりも遅くて、0時少し前、最後が確か23時52分

とかそれぐらいだったと思います。その前に40分台にも1個、23時台に2回オスプ

レイだと思いますけど大きな重低音と大きなバタバタ音がありました。22時台に

も飛行している音はありました。22時っていうのはそもそも最近は守られている気

配が一切感じられません。23時が当たり前で、今日はそれよりも遅れたという感

じでしょうか。あと今日は曇っていたからか基地からのヘリとかオスプレイの飛行音

がものすごくうるさくて、重低音やバタバタという音がいつも以上に街をもう包んで

いるような感じですかね、空を包んでいるような印象でした。毎日騒音が、ちょっ

と前よりも酷くなってきている、ちょっとというより数年前よりもどんどんどんどん酷く

なってきているんじゃないかというような印象があります。今日は特に天候も関係

あるかもしれませんが、騒音と飛行時間が酷かったのでその報告をしておきます。

11日(木)
11:27 喜友名 昨日も夜中にヘリが飛んでいた。23時半から24時まで飛んでいました。
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11日(木)

13:13 真栄原 毎日ヘリが飛んでいて大変。12時までバラバラ飛んでいてうるさい。うるさくて寝

られないですよ。辺野古基地ができるまでの14、15年こんな状態が続くと考え

たら気が狂いそうだ。市長は本当に抗議・要請しているのか。なぜ変わらないの

か。こっちが引っ越すのもお金がかかる。早めになんとかするようにしてください。あ

なた達に言っても仕方がないから、弁護士と相談して、防音工事させようかなぁ

と思っている。

11日(木)
15:05 不明 戦闘機がうるさいです。苦情として入れて下さい。

11日(木)

15:06 野嵩 一丁目 今ジェット機が飛んでいましたが、そちらでも聞こえましたか？嘉手納も米軍も一

緒になってこっちに飛ばしている。昨日も24時、10分前まで飛んでいて耐えられ

ない。病気でも寝ることもできない。ちゃんとこういった苦情があることを伝えてくだ

さい。

11日(木)

15:07 野嵩 アメリカの国の飛行機が、基地の飛行機が、アパートの上をエンジンをふかせて

通っていくんです。1日に20回、30回飛んで行くんです。私のアパートの上でエ

ンジンをふかせて通っていくんです。1日に20回、30回もですよ。周りも困ってい

ます。警察に電話したら市役所に電話してくれって言われてかけました。健康被

害も出ています。どうにかして下さい。

11日(木)

15:23 野嵩 飛行機うるさい。いつもより頻繁に飛んでますよ。どうにかしてもらわないと。迷惑

なんです。

11日(木)

15:24 不明 え、飛行機よ！飛行機！松川市長に代われ！松川市長はなにしてるか。何

も変わらないじゃないか！宜野湾全体に防音工事させれ！

11日(木)

15:31 大謝名 5分ほど前に2機すごい音でした。学校に大事な電話をかけているところだったの

で、とても迷惑です。これは外来機ですか？今日また飛ぶとか分かりますか？も

う本当にすごい音でした。

11日(木)

15:31 真栄原 この前も電話したんですけどね。ベランダが吹っ飛ぶんじゃないかと思うほどのすご

い音でしたよ。ものすごい音で、2回程。バーッと飛んで行きましたけど。これはな

んとかしていただかないと。ものすごい音だから。この前の電話も伝えて頂けたん

ですか？伝えて、なんという返事だったんですか？伝えて終わりじゃ意味が無い

ですよ。実践していただかないと。本当にびっくりたんです。爆音ですよ。小さいお

子さんとか、赤ちゃんとかいるお家は大変ですよ。起きちゃうでしょ？どうします

か？市民運動でもやりますか？米側に言えばいいんですか？バカにされてるん

ですよ。防衛にも米側にも。署名運動でもやりますか？そう言っていたと伝えて

下さい。

11日(木)

16:05 大謝名 超低空で爆音がひどいです。オスプレイが低空で飛んでいたと思ったら、次は超

低空で爆音で飛んでます。最近は昼も夜も問わずひどいです。よろしくお願いし

ます。

11日(木)

16:20 真栄原 怖いぐらい飛行機飛んでいる。我慢してもしきれないくらいだ。とにかく申し訳な

いけど辺野古に移してもらって、それから政府と相談して欲しい。宜野湾のことも

考えて欲しい。飛行機が落ちて、人が亡くなってからじゃないと動かないのか？

人が亡くならないと分からないのか？もうちょっと頑張って。今の市長、頑張って

るとは思うけど本当に怖いんで。

11日(木)
16:41 不明 うるさいよ。どうなってるのこれ。戦争状態じゃない。はーっさびよ！もう癪に触っ

て！
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11日(木)

16:46 真栄原 今日酷いですね。苦情たくさん来てますか？真栄原の方ですけど、こっちまです

ごい音ですよ。

11日(木)

16:42 野嵩 すごくうるさいんですけど。精神的にきついです。テレビも中断するし。精神的にき

ついんですよ。

11日(木)
16:45 不明 今さっきの爆音は何ですか。どうにかしてくださいよ。

11日(木)

16:53 新城 飛行機の音聞こえる？生きた心地しないよ。新城からですけど、みんな怒ってま

すよ！市長に今すぐ伝えて！

11日(木)

17:16 真栄原 ジェット機がさっきから恐ろしい音してますよ。何が飛んでるの？どうなってるの？

宜野湾市民バカにしてるよ。

11日(木)

17:18 大謝名 大謝名の滑走路の目の前に住んでいる。うるさいのには慣れているから、いつも

は電話しないんだけど。今日は航空機のルートがおかしい。あてこするようにア

パートの上を通っていく。あてこするように低空飛行しているんですよ。F－18は

タッチ＆ゴーで決まったルートから入っていくんだけど、今日のはタッチ＆ゴーじゃな

いんですよ。滑走路への入り方もいつもと異なり大きく旋回し、かなりの低空飛

行でアパートやマンションの上空を飛んでいた。異常な飛び方をしていた。振動

もすごい。テレビも飛ぶんですよ。なんというか、ものすごい威圧感です。

11日(木)

23:18 長田 一丁目 今日も普天間の米軍機の飛行は23時くらいに終了したようでした。滑り込みで

ギリギリ、まあちょうどくらいでした。もう22時どころか、23時というのが常態化して

いて、協定をちっとも守ってくれていません。22時くらいに通ったオスプレイは、自

宅の目の前というか、すぐ横を通って行ったんですけど、ものすごく低空でした。あ

とは、今日は普天間の滑走路で戦闘機が何機も離着陸を繰り返していたよう

で、いつもの空を、上空を飛んでる戦闘機の音もうるさいですけど、それとは違っ

た非常に大きな音がしていました。これも何度も聞いたかと思います。多分外来

機だと思うんですけど、普天間所属機以外の負担もこの宜野湾市が、というか

中部ですか。中部というか、沖縄県ですか。全体で負わされている様な気がしま

す。これも先日松川市長が苦情を入れたばっかりだとは思いますが、積み重ね

て防衛局なり米軍なり、苦情を入れていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

12日(金)
10:25 不明 今日もうるさいです。昨日、一昨日からずっと続いてますよ。ひどいですね。

12日(金)

10:49 不明 先程から飛行機飛んでますけど。電波障害も起こって迷惑なんです。何ですか

これ。5年以内の閉鎖の期限はとっくに過ぎてますよ。さっさと閉鎖してください。

12日(金)

11:30 普天間 最近外来機がすごい。自分は基地賛成派だが生活できるレベルではない。保

守とか革新とかではなくて、辺野古も賛成派なのでできたら早く移ってほしい。普

天間と中城に家を持っているが、中城も夜間騒音がひどい。自分の心臓がバク

バクするくらいだから、赤ちゃんとか大丈夫なのか非常に心配になる。

12日(金)

17:28 不明 昨日の夜11時過ぎにオスプレイか何か見えなかったけど、飛んでいてうるさかった

です。琉大の近くに住んでるんですけど、11時過ぎてるのにおかしいですよ。非

常識です。外務省とかどこかに言うべきです。宜野湾市の怒りをもっと表してほし

いです。もっと効率的に世界に発信してください。もっと宜野湾市は強くでてくだ

さい。
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16日(火)

10:10 愛知 半年前から電波障害がある。米軍機が飛ぶ時あるいは音が聞こえるとテレビが

見れなくなる。新聞でも拝見したが、調査があるのか。

16日(火)

15:10 喜友名 今日はヘリが一日うるさい。ずっと旋回している。第二小の落下事故以降、飛

行経路が変わった。小学校は対策されているがここは対策されていない。こっち

は飛行経路になっているのに何も対策が取られていない。宜野湾市に言っても

何もしてくれない。

地デジの調査もヘリが飛ばなかったら意味ないよ。あいつらわざと飛ばさないよう

にするはずよ。

この電話もいつフリーダイヤルにするの？電話代ももったいないよ。

この内容をちゃんと伝えてください。

16日(火)

16:56 真志喜 今日ずっとヘリが飛んでいて、轟音にイライラして家事仕事が手につかないんです

よ。夜も23時とかまでうるさいし、最近酷いですよね？ヘリが飛ばないのはどこで

すか？南部ですか？そこに引っ越したいんですけど。こんなところでは生活できな

いですよ。作業は中断されるし、上空は汚いし。那覇や浦添も飛んでるらしいで

すけど、普天間は特に旋回が酷いらしいですね。最近酷くなってますよね？また

収まるときは来るんですかね？まあ、頑張って我慢してみます。こういった苦情が

あったこと記録していてください。

17日(水)

12:53 野嵩 三丁目 オスプレイがさっきから飛んでるよ。なんね。今日は朝からしょっちゅう飛んでるな。

テレビが映らないんだよ。どうするか。どうにかしてくれるのか。隣の町では映るの

に、俺のところは映らんな。なんとかしてくれよ。よろしく。

17日(水)
15:01 新城 ヘリとオスプレイがひっきりなしに飛んでいて眠れないです。

17日(水)

21:54 不明 毎日毎日夜遅くまでオスプレイが22時以降も、今は22時前なんですけど、22

時以降も飛んで、子どもの睡眠も妨げられています。

17日(水)
22:00 大謝名 一丁目 22時にオスプレイの音がうるさすぎてこどもが起きてしまって困っています。

17日(水)

22:46 嘉数 四丁目 22時43分、宜野湾市嘉数四丁目の方でオスプレイが飛んでます。何時までオ

スプレイが飛ぶんでしょうか。睡眠妨害です。精神的にも。

17日(水)

22:59 大謝名 23時を目前に、今の時間帯なんですけども。このオスプレイがさっきからひっきり

なしに飛んでいますね。2機いっぺんに飛んで来るので、振動も激しいですし、音

も大きいです。今も飛んでますね。もう夜間飛行を早く止めさせてほしいです。

17日(水)
23:00 真栄原 今23時。米軍機がまだ飛んでいます。市の方からもきちんと抗議して下さい。

17日(水)

23:11 長田 一丁目 今日も普天間最後は23時頃、オスプレイが滑走路におりて来ました。で、その

後消灯していました。22時台過ぎてからも多分その最後のものだけでなく、飛ん

でいました。また、今日は日中も実際飛行しているところが方角的に見えなかっ

たりもしたんですが、とても活発に飛んでいたようでした。ヘリとかのバタバタいう音

だけでなく、ジェットエンジンなんでしょうか、ゴーッという大きな音がおそらく普天間

飛行場からだと思いますけれども、長い時間続いたりとか、というのがありました。

今日もものすごく騒音は酷い一日だったと思います。相変わらず23時終了みた

いなのが続いていますけれども、本来22時が協定での決まりだと思いますが、こ

ちらに関してもすごく目立つので、そこをピンポイントできつく、というか強く抗議し

ていただければと思います。22時だとしても遅いと思いますが、それすら守れてい

ません。まずは守っていただくことから、強く要請して下さい。お願いします。
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18日(木)

12:18 普天間 普天間に住んでいるんだけどね、飛行機が今日もうるさいんだよ。戦争が始まる

のか。うるさいと伝えてください。よろしくお願いします。

18日(木)
13:25 喜友名 二丁目 米軍のヘリが上空を5～10分置きに旋回している。嫌がらせでしょう。

18日(木)
22:42 伊佐 今、軍の飛行機が飛びました。こちらは宜野湾市の伊佐です。

18日(木)

22:49 宇地泊 ヘリが飛んでるんですけど、運航は何時まででしょうか。11時、10分前ですけ

ど。11時まで飛んでますけど。

18日(木)

22:54 不明 10時54分ですけど、また新たな飛行機が飛びました。プロペラの音がパタパタパ

タパタ、CH-53かと思ってますけど。他はあまりしらないもんですから。たまには本

気で手を打ってくれてもいいと思います。市長に伝えてください。

18日(木)

22:57 野嵩 野嵩の家に住んでるんですけど、毎日当たり前のように10時過ぎまで飛行機が

飛んでます。ヘリコプターが飛んでて、今日もずっと空耳かと思うくらいずっとパタパ

タしてて頭おかしくなりそうです。どういうことなんですか。子どもも眠れなくて、頻

繁に起きます。いい加減にして下さい。

18日(木)

22:59 不明 あのー、11時なんですけど。あー、もううるさいですよ。もう眠れないんですよ。もう

なんとかならないですか。

18日(木)

23:06 新城 新城の大城です。もう今何時だとおもってるの。ヘリコプターが11時6分過ぎてる

のに、ずっとヘリコプターの音が聞こえて。怒り心頭ですよ。

18日(木)

23:52 真栄原 真栄原の住人です。あと10分で12時ですよ。夜中の12時です。米軍機が頭

上を飛んでいきました。きちんと合意を守らせるようにして下さい。

18日(木)

23:54 不明 えー、もう11時55分ですけども。ヘリコプターが飛んでてもう眠れません。どうにか

して下さい。違法ですよ。こんなに遅くから、ヘリコプターが飛んで眠れません。大

変迷惑です。

18日(木)

23:57 新城 11時57分です。ヘリコプターの音がずーっと響いてから。怒り心頭です。なんとか

してもらえませんか。気が狂ってるんじゃないか。この人たちは。この現状を訴えて

下さい。

19日(金)

0:12 長田 一丁目 今日も普天間飛行場の夜間飛行がありました。今日は、最後が23時50分ま

でくらいだったかと思います。オスプレイが2機飛んでました。他にも飛んでたかと

思うんですが、ほぼ12時ぐらいが最後オスプレイが2機飛んでいました。それで、

12時過ぎ、もしくは12時ちょうどくらいで消灯しました。22時の約束、時間を2

時間も遅れて運行が遅れたという状態です。ちょっと遅れたとかそういうレベルで

はないかと思います。23時が常態化して今度は24時にも出てきています。協

定は形骸化しているんでしょうか。

19日(金)
12:25 佐真下 最近、騒音が酷くて、テレビが見れない。眠れない。ひどい。何とかしてくれ。

19日(金)
13:48 大山 騒音の苦情です。昨日23時、24時までヘリがうるさかったです。

22日(月)
22:55 大謝名 23時前です。夜中からオスプレイが2機飛んでいます。非常に迷惑です。
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22日(月)

23:00 大謝名 22時53分から今、23時ちょうどまで。オスプレイ、ヘリコプター、様々な飛行機

が飛び交っています。非常に迷惑でうるさいです。

23日(火)

10:41 野嵩 今ね、普天間から飛んだ飛行機はなんね。低空飛行で、これまでにない低空で

飛んでたよ。こんなに怖いことはないよ。石投げたら届くんじゃないかっていうくらい

の低さだったよ。大きな飛行機で。

23日(火)
11:03 喜友名 米軍のヘリが低空で飛んでいます。

23日(火)
11:21 普天間 今日は飛行機ひどいな。抗議して下さい。

23日(火)

11:27 不明 はごろも小の上空を飛行機がボンボン飛んでますよ。コースが変わったんです

か？最近は日中も夜も酷いです。窓も開けてられないですよ。宜野湾の空はど

うなってるのかね。

23日(火)

15:11 真志喜 ずっとヘリが飛んでいてうるさいです。逃げ場もないですよね。毎回同じこと言って

ますけど、何も変わらないじゃないですか。何度も電話するだけですか。抗議して

も変わらないなら何か別の方法を考えるべきじゃないですか。市長さんは米軍と

話し合う機会を作ったみたいですけど、米軍は訓練の為だからってしか言わない

じゃないですか。基地対策課で何か考えてみてください。

23日(火)

22:45 不明 22時43分ですけど。22時43分ですけど、まだ飛行訓練がやられてるんですけ

ど。どうなってるんですか？いい加減にして下さいよね。

24日(水)
12:39 喜友名 喜友名の方ですけども、また米軍のヘリが飛んでますね。

24日(水)
16:36 新城 昨日の夜、11時頃まで飛んでいてうるさかったです。どうにかして下さい。

24日(水)

20:51 普天間 今日はかなり酷いよ。普天間上空をずっと旋回しています。これはどこに文句を

言えばいいの？悲しいよ、ほんとに。

24日(水)
22:40 不明 うるさくて寝れません。

24日(水)

23:28 長田 一丁目 今日も普天間、23時頃まで飛行していました。22時台も何度かオスプレイが

飛行している様子でした。23時頃、最後のオスプレイが着陸して終わったようで

す。だいたい今日夜なんですけど、20時台ぐらいからが多かったと思うんですけ

ど、オスプレイの重低音が何分か刻みで廻ってくるような。おそらく、普天間を起

点として、どこか飛んできてというのを繰り返して、旋回していたんだと思うんです

けど、暗くなってから20時、21時、22時ぐらいですかね、これがずっと続いている

ような感じでした。暗くなった時間帯から住民の住宅がたくさんある基地周辺をぐ

るぐるオスプレイが、基地を通るということは低空になると思うので、とても危険だ

と思います。今日はそれが目立った一日でした。

25日(木)
9:45 喜友名 二丁目 昨日もまたヘリコプターが23時頃まで低空で飛んでいた。ずっとアイドリングもして

いた。

25日(木)

23:50 不明 4月25日の23時45分現在。後15分もすれば日付が変わろうとしているこの

時間に、まだ基地からヘリコプターの騒音が聞こえたきます。一体何時まで騒音

に悩まされなければいけないのですか？家中の扉・窓はすべて閉めきっていま

す。暑い夜に騒音のせいで換気も出来ません。市民の生活を何だと思っている

のでしょうか。信じられません。
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26日(金)

8:57 野嵩 昨日の夜オスプレイかな、23：35から爆音があった。それから3機続けて飛んで

いた。いつも22時頃眠るけど、昨日はそれで起きてそれから朝まで眠れなかっ

た。ちゃんと伝えて。

5月 （ 51 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(水)

22:54 不明 今ヘリコプターの音が非常にうるさいです。23時前ですけど、ずっと飛んでいま

す。うるさくてイライラして眠れません。基地をすぐ閉鎖するようにいろんな方法を

考えて欲しいと思います。

1日(水)

23:19 長田 一丁目 今日も22時50分過ぎくらいまで米軍機が普天間に戻ってくる飛行をしているの

が分かりました。オスプレイが多かったのかな。いくつも22時台は飛行している音

とかが聞こえていました。今日は天候のせいか、音がこもっていて、雲のせいで音

が逃げないのか、とても響いてうるさかったです。あと、今日午前中はそんなにうる

さくなかったんですけど、午後、雨が止んだ辺りから15時とか、その辺くらいからか

な、ちょこちょこある一定の時間バタバタする音が聞こえて、おそらく離陸した後

少し静かになってというのの繰り返しでした。今日も割と暗くなってから普天間、

活発だったような感じです。今日もうるさい夜でした。23時頃からやっと静かな

時間帯と言うような感じです。

2日(木)
22:58 大謝名 22時56分と57分にオスプレイ2機が連続で飛んでいますね。こんな遅い時間

に、本当に迷惑です。

2日(木)
22:59 嘉数 四丁目 今23時前ですけど、オスプレイの音があまりにも酷い。よろしくお願いします。騒

音カウントして下さい。

3日(金)
21:27 大謝名 一丁目 ヘリコプターの音、飛行機かな。凄くうるさいです。テレビも全然聞こえません。

3日(金)
21:41 真志喜 真志喜上空、さっきからうるっさい！何とか効果的な方法を考えて下さい。

3日(金)

22:04 大謝名 ここ数日、いやここ数か月になるでしょうか。毎日毎晩基地110番に電話をする

わけにもいかず、日々アメリカ軍の飛行機やヘリの爆音に悩まされています。夜

10時、11時頃に轟音を立てて着陸することも頻繁にあり、苦痛です。人権を

無視されているのかな、と思うと気持ちが沈んでしまいます。

とはいいながら、日々の雑事や仕事で、抗議行動を起こすエネルギーはなく、自

尊心が小さくなっていくような気がしています。現在21時59分ですが、また自宅

（宜野湾市大謝名）上空を、大きな音をたてて飛行機が降下してきました。

早く普天間基地がなくなってほしいですが、希望をもちつつあきらめている自分が

います。悲しいことです。宜野湾市は好きで、子供たちも宜野湾で育っています

が、静かに穏やかに暮らせる土地に引っ越したい、と思うようになりました。世の

中が令和でお祭りのようになっていますが、そんな中、平成の最後の日から令和

初日もお構いなしで爆音が轟いています。なんかごまかされているような気がして

なりません。困っています。体調にも支障をきたしそうです。

3日(金)

23:33 長田 一丁目 今日は夕刻くらいからですかね、特に。ヘリ、オスプレイ等の飛行が凄い活発だっ

た一日で、とても騒音が酷かったです。戦闘機はあんまり無かったと思うんです

が、ヘリ等の騒音が結構絶え間なくというか、長いことありました。22時くらいには

終わったかなと思いますが、とにかく今日は結構ヘリの活発さがとても目立つ、そ

して騒音がとても長時間にわたっていたという感じでした。夕刻頃かな、長田の

近くにあるお年寄りの施設に行ったところ、ヘリが飛ぶとテレビの画像が乱れたり、

真っ黒になったりするっていうこともありました。場所によってはそういう攻撃を受け

ている場所がまだあるみたいですね。あと、昨日も23時くらいまで、普天間、飛

行があったようです。今日は憲法記念日でしたけれども、いろいろ思わせるよう

な、静かでは全くないゴールデンウィークの一日になっていました。

7日(火)
23:50 真栄原 今0時10分前ですけど、米軍機がまだ飛んでいます。非常にうるさいです。眠れ

ません。

7日(火)
23:52 不明 0時10分前、宜野湾嘉数高台上空をヘリが飛んでいる。
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7日(火)
23:54 大謝名 0時前だけどね、なんでオスプレイが今の時間飛んでいるのか。うるさいですよ。

7日(火)
23:57 大謝名 三丁目 現在0時なんですけれども、オスプレイがたて続けにオスプレイが飛んでいるので、

とりあえず報告として電話しております。

8日(水)

0:03 真栄原 夜の0時を過ぎてもヘリコプターの音が凄くて、勉強に集中が出来ないんですけ

ど。どうにかして欲しいんですけど。何か情報を得る事はできますか。よろしくお願

いします。

8日(水)

0:10 長田 一丁目 今日も普天間の米軍ヘリ、オスプレイが活発だった一日でした。最後、夜は今

日も0時少し前、というかもうほぼ0時まで飛行していて、23時台もオスプレイ3

機とか、もっとだったかな、飛んでいました。もう日をまたぐ手前まで最近は米軍ヘ

リが普天間に戻ってくるのが散見されるような気がします。もう少し夜静かになら

ないものかと願うばかりです。また、ヘリが着陸した後もしばらくバタバタという音と

か、エンジン音とか続いたりもしています。今日は、今収まっているようですが・・・

ちょっとだけまだ聞こえますけど、着陸後もしばらくは大きな音が続くことも多いで

す。今日もそういった普天間近隣の夜の状況がありましたので報告しておきま

す。

8日(水)

10:23 喜友名 昨日の夜も22時30分頃うるさかったです。ヘリが爆音を鳴らしながら低空で飛

行していました。ジェット機も飛んでいたんじゃないかな。ドアも震えて割れるかと

思うくらいでした。23時頃も普天間基地の方からずっと音がしていましたよ。

8日(水)
10:31 喜友名 二丁目 今またジェット機が2機飛んで行きましたよ。凄い音でした。

8日(水)

16:00 伊佐 三丁目 上空にヘリが飛んでいてテレビが乱れます。5チャンネルが特に酷くて画面が真っ

暗になります。他のチャンネルも画面がギザギザして乱れます。どうにかしてくださ

い。

8日(水)
21:21 不明 ヘリコプターの騒音がうるさくてしょうがありません。あまりにも低空で毎日毎日飛

んでいます。異常です。

8日(水)
23:00 新城 もう夜中の11時だけどよ、ヘリコプターの音がうるさくて大変ですよ。こっちは直下

じゃないみたいだけど。これは、子ども達も眠れなくて困ってるんですけど。

8日(水)

23:05 新城 只今夜中の11時5分ですが、まだヘリコプターが飛んでいて、さっきも電話したん

ですけど。こちら新城の一丁目ですけどね。絶対眠れませんよ。こんなのどうにか

してくれんかな。

8日(水)
23:09 新城 現在午後11時10分。米軍のヘリが低空で飛んでいます。毎日毎日酷いで

す。孫も眠れません。苦情として把握して下さい。

8日(水)

23:12 真志喜 今23時を過ぎているんですが、とても大きな音がしています。場所は真志喜で

す。真上を多分飛んでいて、機種とかは分からないです。ヘリコプターよりはうるさ

いです。かなり遅い時間なので止めていただきたいです。

8日(水)
23:59 嘉数 昨日も今日も連日で夜12時過ぎまで飛行機の爆音に起こされて寝られませ

ん。

9日(木)
0:01 喜友名 今の時間帯もヘリコプターがうるさくて困っています。

9日(木)

0:08 長田 今日も0時まで米軍機が飛行していました。23時台から4機くらいが飛行してい

る感じでした。オスプレイと、ヘリ。あとは夕刻頃、結構長時間にわたってヘリやら

オスプレイ等が宜野湾市の飛行場の周囲、西側だと思いますけど、飛行してい

たようでした。夕刻から飛行が活発な感じだったかと思います。2日連続の0時ま

での運用でした。報告しておきます。
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9日(木)

16:15 嘉数 毎日毎日朝も夜も家の真上を米軍機が通っていく。騒音がひどい。うるさくてう

るさくてもう私は非常に熱くなっている。

防音工事はどうなっているのか。辺野古へはすぐ移設するわけではないのだから

せめて、せめて防音工事だけでも行っていただけないものか。国へもっともっと強く

求めてほしい。

基地はすぐに返還されるわけではない。すぐに廃止されるわけではない。その間

も騒音はひどいのだから明日、あさってにでも防音工事をお願いしたい。

9日(木)

21:14 大山 普天間基地に近いところですけれど、ひっきりなしに、3分置きくらいにヘリコプ

ターが通って、とても地響きと共にですね、お互い話も静かにできない状態。本

土からお客様が来たんですけど、その時もやはり音がお家に近づいてくる恐怖感

を感じるので、落ち着いてゆっくり話も出来なかったので、是非基地撤去と共に

基地の夜間の爆音、止めて欲しいです。墜落とかそういった事故にも遭遇しか

ねないので、航路変更よろしくお願いします。

9日(木)
23:38 喜友名 23時35分だけど、ヘリが上を飛んでうるさい。最近ずっとこんなだよ。

10日(金)

0:01 長田 今日も23時50分頃、滑走路は消灯したようでした。普天間の。その直前まで

米軍機、ヘリとかオスプレイとか飛んでました。23時30分頃だったかな、普天間

から嘉手納基地に飛んで行ったプロペラ機というか、セスナ機もあったみたいで

す。その他オスプレイとか、ヘリもよく飛んでいました。どっちかと言うと今日も夕刻

ぐらいからヘリ、オスプレイがとっても活発な印象でした。午前中からお昼ぐらいに

掛けては、戦闘機とかも飛んでいるような感じがありました。もう少し前ぐらいまで

は23時に滑り込むっていうのが多かったんですけど、24時滑り込みみたいなもの

がここ最近は続いています。遅い時間はどこまで遅くなるのかなというような疑問

と言うか不安がありますね。13日から松川市長が訪米して沖縄の基地負担を

訴えるそうですけれども、まだ数日ありますが、その間こういったふうにどんどん飛行

する時間が遅くなったりとかいうのがありますので、最新の情報を出来るだけ確認

して訴える材料に使っていただきたいと思います。

10日(金)

11:10 市内 普天間飛行場の東側に住んでいるが、夜間のアイドリングが酷い。昼間は飛ん

でしまえば爆音は消えるが、アイドリングはずっと続く。家のすぐ隣で夜中にこれを

されると静かな中に響き渡ってうるさい。昼間に飛ぶなとは言わない。夜のアイド

リングをどうか減らして欲しい。

10日(金)
11:48 真志喜 昨日、20時頃から21時過ぎまでヘリが低空飛行で10回以上通過し、うるさ

かった。家の壁が揺れるくらい低空飛行だった。

10日(金)

11:50 真志喜 昨日21時頃、ヘリが低空で飛行していてうるさかった。役所として市民がどう動

くべきか何か方法を考えて欲しい。いつも抗議しても何も変わらないんだから、何

かほかの方法を考えるべきだ。何も言わなければやっていいんだと思わせてしま

う。何か市民ができる事があれば知らせて欲しい。HPでも広報でも。みんなでど

うにかしよう。一緒に頑張りたい。

10日(金)

14:35 真栄原 ヘリコプター、どうにかできないですか。0時近くまで飛んでいる本当にイライラしま

す。何で民間の家の上を飛ぶのか。海の上を飛んで、海に落ちたときはどうする

かの訓練したらいいんじゃないか。本当にお願いします。毎日毎日。市長から抗

議するように伝えて下さい。

13日(月)
19:44 野嵩 今戦闘機みたいなのがお家の上の方から飛びましたけども、すごい騒音ですね。

遅くまで。よろしくお願いします。

16日(木)
13:08 喜友名 米軍のヘリが30分くらいの間で5回は上空を旋回している。80dB以上はあっ

た。
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16日(木)

14:50 宜野湾 夜の12時まで米軍機の飛行であったりホバリングであったり何10年経っても何

も改善されない。行政はどう対応しているのか。いつ落ちるか分からない恐怖の

なかで生活している。市民の命がかかっているのだから行政が抗議しないと。

16日(木)
18:25 大謝名 大謝名四丁目方面で戦闘機のような飛行機の爆音の騒音でうるさいです。

16日(木)
19:18 真栄原 今日いっぱい飛んでます。あんまり低く飛ぶので子どもがびっくりしてから泣きそう

になってます。ちゃんと訴え欲しいなと思っています。よろしくお願いします。

16日(木)

21:23 宜野湾 今日は飛行機がうるさくてうるさくてどうにもならん。我慢できません。帰ろうとして

またうるさいわけ。こんなにうるさくてどうする！19時半にもうるさくてからこっちに

来たんだけど。どうにかしてくれ！うるさーい！

20日(月)

23:14 長田 一丁目 今日は、まあ天候も雨降ったりありましたけれども。どちらかと言うと夕刻後、日が

暮れるくらいからが結構普天間基地周辺はうるさかったかなと言うような感じで

す。それで、一番うるさかったのは20時頃からかな。小型ヘリが独特のあの大き

い音でずっと旋回しているようで、21時過ぎまでずっと周辺で大きな騒音が出て

ました。おそらく、22時過ぎぐらいまで飛んでたんじゃないかなと思うんですが、今

日も基地の周辺で旋回をしてとても大きな音を出していました。今日はそんな

状況でした。もう少し夜早く静かになればいいなと、特に20時30分以降かな。

うるさくなってくるというのはちょっと普通に考えてもおかしいかなと言うふうに感じま

す。

21日(火)
13:34 喜友名 二丁目 今、オスプレイが家の近くを低空で飛んで行きました。

21日(火)

15:18 嘉数 一丁目 気が狂いそうですよ。わざとやってるんですか、この航空ショーは。録音して聞かせ

ましょうか。もの凄い音ですよ。「市長、もう少し抗議して下さい。」と伝えて下さ

い。

21日(火)

18:56 宜野湾 一丁目 今日も先程からうるさくてどうしようもないな。だからといって辺野古に移すといった

らまたおかしいよ。こんな爆音、沖縄だけにばらまいて。

21日(火)

23:16 長田 今日なんですけど、14時半過ぎ、14時40分ぐらいだったかな。長田交差点方

面から、普天間方面、330をながめていたところ、西から東に向けて戦闘機がと

ても低空で旋回している、2機が飛んでいるというのを目撃しました。音ももちろ

ん大きかったです。おそらくその後旋回して普天間の滑走路に下りたようなんで

すけれども。あんなに低空で見たのはちょっと初めてかなと思うくらい低く飛んでい

るのを見ました、戦闘機が。330の道、そんなに大きくない車道ですけど、そこを

こう北側向かって見ていると2機が、まあ高い建物とかもそうないんですけど、一

瞬だけ通るのが見えたというのはそれだけ低かったということだと思います。高層の

建物等があれば隠れるでしょうけど、低いものしかないのに、すぐ一瞬だけ見えて

隠れてしまったので、まあそれだけ低いところを飛んでいたということだと思うんです

けど。夕方6時頃かな、またすごく大きな音が普天間からしたので、おそらくその

時に来たのが離陸したんだと思います。今日はとてもそれを見たのがなかなか衝

撃的な映像だったと思います。ヘリ、オスプレイはもちろん、頭上を飛んでいて同

じく危険だとは思うんですけど、戦闘機で見るとやっぱり迫力というか、違うなと。

そんなものが最小限、もちろん飛行場なのでまっすぐ離陸着陸であれば、もしく

は住宅地をなるだけ避けてであればというのはもちろん、どうしてもその分あるんで

しょうけど、旋回をそこであえてして、着陸するとか、そういうのっていうのは、地

域、暮らし、住人がいるので、なんかそういう事の配慮が一つも感じられないと思

わざるを得ないような飛行の実情を見たかなと言う気がします。こういったことも、

外来機がとても今日も多かったようですけど、強く抗議して欲しいと思います。
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22日(水)

23:33 大謝名 ただ今の時刻23時30分、まだオスプレイが大謝名、上大謝名付近の飛行をし

ております。うるさくて眠ることができません。ただ今の時刻23時30分、まだ上大

謝名上空をオスプレイが飛行しております。恐怖があって眠ることができません。

なんとか助けて下さい。

23日(木)

12:35 嘉数 昨日23時過ぎても米軍機がうるさくて子供が怖がって泣いたりするのを見ると情

けない。何時以降は飛ばないとか取り決めないんですか。最低限夜だけは飛ば

ないでほしい。

23日(木)

16:36 喜友名 米軍ヘリが旋回している。今はそこまで頻繁にではないが、この時間くらいからう

るさくなって夜まで。オスプレイが低空でバーっと飛んで来たりする。昨日も一昨

日も、毎日こんなですよ。

29日(水)

13:46 伊佐 朝から夜までヘリが上を飛ぶとテレビが消える。映りが悪くなってきたと思うと遠く

から近づいてくる音が聞こえてきて、やがて消えて見えなくなるというのが頻繁にあ

る。最近はあまりにも酷すぎる。市内の人はみんな同じ考えだと思うけど、早くど

うにかしてくれないと。

29日(水)

16:06 真志喜 昨日、今日と朝も昼も夕方も爆音が酷い。戦場かと思うほど。どうやったら飛ば

なくなるのか？老朽化した機体もあって、落ちない保障も無い。こんな10万人

も住んでいるところの上をあんな低空で飛んで。

30日(木)

11:01 野嵩 さっきから10分おきに大きな飛行機が近くを飛んでいて、小さい子どももいるの

と、主人は夜働いていて昼間は寝ているので、そういった生活を送っている人も

いる事を知ってほしい。何か対策をとってほしい。

31日(金)

10:08 野嵩 先程オスプレイがうるさかったです。

今も私の上を通りましたよ。オスプレイだか、戦闘機が。とりあえずうるさいんです

よ。それを無くすように努力して下さい。行動に起こしてくださいよ。

6月 （ 43 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

4日(火)

21:10 真栄原 ここ1時間ほど、異様に上空をヘリが飛んでいます。色んな音が間近に聞こえる

ので、多分何種類かのヘリが飛んでいるんじゃないかと思いますが、いつもに比べ

てかなり異常な感じで飛んでいます。

4日(火)
21:21 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが20時15分位から自宅上空をずっと低空で旋回していますね。

4日(火)
21:28 不明 お家が揺れるくらい、もの凄い騒音ですよ。よろしくお願いします。

4日(火)
21:44 大山 二丁目 あんまりにも酷過ぎるね、これは。22時前とはいえ、あんまりにも酷過ぎるよ。何

なの一体。

4日(火)
21:53 真栄原 三丁目 21時頃からオスプレイとヘリコプターの夜間訓練が始まっていて眠れません。
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4日(火)

23:09 長田 一丁目 今日はだいたい20時から2時間、22時まで。普天間飛行場の東側、愛知とか

神山、宜野湾辺りだと思いますけど、東側を北から離陸して、南側の滑走路に

反時計回りで旋回するタッチアンドゴーをずっと2時間近く、近くというか超えてる

のかな。ずっとやっていました。一機だけじゃなくて、小型ヘリも飛べば、CH-53

大型ヘリも。途中か最後くらいからオスプレイも飛んでいました。CHとオスプレイ

が、CH先に飛んでオスプレイが後を追いかけるように何回も飛んでいました。もち

ろん離着陸か低空飛行がほとんどですけど、音も凄くて、頻度も3、4分くらい。

常時、滑走路近辺は3機から4機のヘリとかが飛んでいるようなかんじでした。

22時くらいにはおさまったんですけど、まあ協定の22時ということかとかもしれませ

んが、22時にピタッと止まれば、夜低空でこんな危険な飛び方をずっと住宅地

で繰り返すというのはどうかなと思います。危険だというふうに、アメリカ側も世界

一危険な空港と認識しているはずなので、そんな場所で夜間にこんな訓練をす

るっていうのがどうかと思うので、というかアメリカ側がどう思うかではなくて、日本国

側もきちんと抗議していただきたい訓練内容だと思います。今日はそれがとっても

酷い一日でした。

5日(水)

22:37 我如古 一丁目 今日は今も戦闘機ですかね。低空飛行でとってもうるさいです。それから、今日

は昼間からずーっと飛行機が飛び回っていますが、本当に睡眠する時間になっ

ても、寝る時間になっても飛行機がずーっと飛んでいます。

5日(水)
22:46 不明 本日22時以降航空機の音がうるさいです。強く抗議してください。

5日(水)

23:14 長田 一丁目 今日も22時以降、6回くらいかな。もっとかな。複数機が飛んでいる、普天間飛

行場に戻ってくるのを見ました。ヘリとかオスプレイですね。また、夕方には、昨日

は夜酷かったんですけど、旋回をまた東側でヘリがしているのもありました。昨日、

浦西中学校で米軍機からの落下物があって、今日それを米軍が認めたとの事

ですが、もちろん今回はケガ人や被害が無かったのは良かったんですけれども、そ

れ以前に管理とかメンテナンスの問題があるということが明白だと思います。普天

間第二小とか、保育園で落下物があったのもそう遠い昔のことではなくて、割と

最近のことですが、また続いています。米軍普天間基地が宜野湾市にあります

けれども、宜野湾市関係なく、沖縄中飛び回っているので、宜野湾市はこの基

地被害110番を通して強くそのへん抗議してもらいたいと思います。よろしくお願

いします。

6日(木)

10:55 真栄原 ここ最近騒音が酷い。市民としてはここに言うことしかできない。夜も23時ちょっ

と前まで飛んでいる。昨日は3機連ねて飛んでいて、テレビもラジオも聞こえな

い。同じどころをグルグル旋回して、本当に酷過ぎる。

6日(木)

11:09 野嵩 二丁目 実際住んでみて、飛行機が飛ぶとテレビも見られなくなる。騒音も酷くて子どもも

ビックリしている。どうにかできないのか？何か対策をとっていないのか？どうしたら

いいのか教えて欲しい。

11日(火)
22:55 宜野湾 23時前だけれども、爆音が酷い。どうにかして欲しい。

11日(火)
22:56 上大謝名 もう23時前ですよ。上大謝名ですけど。寝ようとしている時にもう、ほんと飛行

音がうるさいのでやめて下さい。

11日(火)
22:57 不明 23時前なるけど、防衛局電話したら、電話とりませんけど。飛行機うるさいけど。

どうしましょうかね。

11日(火)

23:14 長田 一丁目 今日も22時以降、ヘリとかオスプレイが飛行していました。最後は22時50分頃

かな。オスプレイでしたけど、中城の方からいこいの市民パークの方面に向けて飛

んで、滑走路に入って行ったみたいです、我が家は近いんですけれども、すぐ近く

を物凄くうるさい音、重低音で飛んで行きました。そして今聞こえるでしょうか。

電話の後ろの方では今もまだローター音が、バタバタ音が聞こえています。今日

も23時ギリギリまで飛行が続いていました。
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12日(水)

15:15 喜友名 ジェット機が爆音で低空飛行して行きました。最近は疲れたから電話も入れて

ないけど、ヘリなんか毎日低空で飛んでるよ。ただ、ジェット機は酷いから電話し

ようと思って。

12日(水)

22:50 新城 二丁目 今、ヘリコプターがもう23時前になっているけど、横を飛んでやかましいです。どう

にかして下さい。子どもも泣きやみません。

12日(水)

23:04 長田 一丁目 今23時過ぎたところでですけど、今日もギリギリまで米軍機が飛行していまし

た。最後の方はオスプレイ3機、南側から来て、その後またオスプレイ1機が北か

ら着陸して、最後終わったようでした。あと、19時台くらいかな、何度も白い固

定翼の機体が宜野湾市上空を北側から反時計回りに何度もタッチアンドゴー

を繰り返していました。その他もヘリも結構多くて、自宅の側を2機編成のヘリが

割と近いところを飛んで行ったりとか。今日も結構活発な一日でした。以上で

す。夜もうるさいです。今も基地方面からバタバタと言う音が聞こえています。

12日(水)
23:28 大謝名 三丁目 昨日もですけど、今日も23時前後までオスプレイがうるさかったので報告させて

いただきたく、電話しております。

13日(木)
9:55 喜友名 二丁目 細いヘリが低空飛行している。さっきはジェット機も飛んでいた。

13日(木)
11:43 喜友名 自宅上空を米軍機が低空で飛んでいる。

13日(木)

13:40 嘉数 飛行機、ヘリコプターがうるさくて。なんとかならないですか？市長も色んな所に

出向いておられるみたいですけど、市民としてはもう耐えられないですよ。嘉数な

ので、真上からヘリコプターが飛んで行くから。なんとかしてもらえないですか？す

ぐに何とか出来ないと言うなら防音工事でもしてもらわないと。

13日(木)
13:45 喜友名 二丁目 米軍ヘリがまた上空を凄い勢いで飛んで行きました。

13日(木)
20:38 真栄原 昨日から爆音が酷くてとっても困っています。早急に対応して欲しいです。よろし

くお願いします。

13日(木)

23:00 上大謝名 もう23時前ですが、今でもオスプレイが飛び交っております。そんな遅くまで飛ぶ

ようなことになっているんですか？残念でなりません。

14日(金)
22:31 上原 こちらは宜野湾市上原です。ただいま、ヘリコプターの音がしています。非常にう

るさいです。安眠妨害です。

17日(月)
11:02 喜友名 二丁目 今日も爆音がひどいね。今ヘリコプターが飛んでいきました。飛行機とヘリコプター

が交互に飛んできてますね。

17日(月)

17:20 不明 今、気分が悪くて寝ていたんだけど、ビックリしておきました。ヘリか、これは戦闘

機かね。

18日(火)
11:26 喜友名 二丁目 今さっきから10分おきぐらいに、米軍ヘリが旋回している。

18日(火)
14:06 伊佐 オスプレイが相当低空で北から南に向かって飛んで行った。顔も見えそうな位の

低さだった。

18日(火)

14:16 大山 二丁目 さっきオスプレイがとんでもないところから飛んできた。14：05頃に東シナ海から

MCAS Futenma向けに飛んでいて、大山小学校の体育館の真上を低空で

飛んでいった。着陸態勢だったのかとても低空だった。あいつらはやりたい放題

だ。ちゃんと記録として取っていてください。
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18日(火)
20:29 嘉数 四丁目 米軍のヘリが低空で飛行しています。とってもうるさいです。精神的に異常をきた

しそうです。

18日(火)
20:45 市外 宜野湾市志真志方面から長田方面に向けたヘリコプターの騒音が激しく、非

常にうるさく大変です。

18日(火)

20:47 志真志 琉球大学の北口近辺に住んでいます。今ですね、20時15分から、今現在少

し音が無くなりましたけど。20時15分から21時前まで、ヘリがずっと普天間基

地に戻るヘリですかね。ひっきりなしにずっとずっとうるさい音を立てながら戻って行

く音で、旋回しているのかなと思うほど、ひっきりなしにずっとこの騒音が絶えませ

ん。何か異常な事態なのかなと思うほどです。このようなことはなかなか、こちらに

住んで長いんですけど、そんなにたくさんこの時間に40分余りもずっとヘリが飛ぶ

ことっていうのはなかなか無かったんですが、今日非常に異常なので、何か練習

でそういうことになっているのか、とにかくテレビの音もかき消されるくらいうるさい音

が30分、40分くらいずっとつづいています。今ちょうどようやく止んでいるところで

す。苦情申し上げておきます。米軍の方にもちょっと抗議してください。こんなにう

るさかったら私達、食事もテレビを見ながら食事も団欒も出来ませんので、そう

いった事で私たちの日常生活を壊されたくないです。

18日(火)

21:18 市外 琉球大学近く。20時20分くらいから、現在までヘリがずーっとずっと、ヘリが普天

間基地に向かって、帰還しているんですかね。ずーっとひっきりなしに飛んでます。

異常です！うるさい！どうにかして下さい！

19日(水)

12:55 真志喜 最近、朝から晩まで騒音がひどいですね。昨日も夜11時くらいまでヘリ飛んでま

したよね。防衛局にも電話したんですけど、嘉手納よりもうるさいみたいですよ。

世界で一番うるさいですよね。真志喜はうるさい方ですか。那覇市は飛んでな

いみたいなので、宜野湾市に住んで16年になるんですけど、出て行こうと考えて

ます。

19日(水)
17:10 喜友名 二丁目 喜友名に住んでます。昨日も爆音がひどかった。夜が。10時くらいまで飛んでま

した。ヘリコプターが2機。

20日(木)

1:08 長田 一丁目 日付は6月20日の深夜0時45分頃でしたが、宜野湾市の東側から、という

か、東側に遠のく感じというか、大きな航空機のキーンという音がしました。嘉手

納の方でもそういう音があったみたいなので、もしかしたら嘉手納からの米軍機の

離陸があったのかもしれませんが、この時間帯としては結構珍しい大きな音だっ

たと思います。轟音とともにキーンと言う大きな航空機が飛行するような音でし

た。普天間からではおそらくないと思うんですが、宜野湾市内で聞こえた深夜の

航空機の飛行音でしたので、報告しておきます。

21日(金)

0:11 長田 一丁目 今日はどれぐらい遠いとか、はっきりは分からないですけど、18時台くらいからはす

でにものすごくヘリが活発でうるさくて、かなりの長時間、22時台くらいまで結構

ひっきりなしにヘリが飛び回っていました。とてもうるさかったです。おそらく、また基

地周辺で、西側とかだと思いますけど、旋回を繰り返してたんだと思います。東

側も330と基地の間、ちょうど中間くらいの場所だと思いますけど、ヘリが2機編

成で南から北に上がって行くのを何度か見ました。あと、21時台にも中城方面

に向かっていく小型ヘリを目撃をしました。とても活発で、非常に騒音が激しかっ

たと思います。夕刻以降の話ですが。だいたい22時、おそらく半くらいまで飛行を

してるかなと分かるような感じでした。今日もものすごく活発な普天間でした。

21日(金)

10:45 不明 昨日も夜遅くまでヘリコプター飛んでましたよね？私だけですか？こんな電話し

てきてるのは。夜電話したかったけど、誰もとらないと思って。

あっちも仕事なのは分かるけど、アパートの上を寝ようとしてる時にボンボン飛ば

れたら落ちてくるんじゃないかと思って寝られないですよ。時間をわきまえて欲しい

と、市長に連絡するように伝えて下さい。
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25日(火)
15:00 不明 最近の夜間爆音がひどすぎる。

26日(水)
14:46 喜友名 ヘリが2機、喜友名上空を低空で旋回している。

27日(木)
10:11 喜友名 ヘリの低空飛行が先程から酷い。テレビも見れなくなるし、同じところばっかり何

度も旋回している。昨日も苦情の電話を入れた後もしばらく続いて酷かった

7月 （ 13 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(月)
17:10 喜友名 米軍のジェット機が1機、揺れるくらいの轟音で飛んでいきました。また飛ぶのか

な。すごい音でしたよ。

2日(火)
18:01 嘉数 一丁目 ジェット戦闘機の爆音が5分に1回ずつ。特別な訓練なのか。猛抗議をしてくだ

さい。

2日(火)
22:55 新城 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。何とかして。

3日(水)
22:44 不明 22時40分頃、飛行機がまだ飛んでます。その前にも飛んでました。どうしたこと

でしょうかね。

9日(火)
21:42 不明 ヘリコプターの被害。うるさい。止めなさい。

9日(火)
21:42 不明 ヘリコプターを飛ばすな。

9日(火)
21:43 不明 何時だと思ってるのか。ヘリコプターを飛ばすな。

9日(火)
21:45 不明 何回言ったらわかるのか。ヘリコプター飛ばすなって言ってるだろう。

17日(水)

22:07 長田 一丁目 今22時過ぎた頃ですが、20時40分くらいから22時手前まで、ずっと普天間か

ら普天間飛行場周辺、東側ですね、東側をずっとCH-53が1時間半近く旋回

を繰り返していました。あまり大きく回っていないので、基地周辺を本当に小回り

で何度も何度も旋回している感じでした。音もとてもうるさく、だいたい同じ定位

置にて4分から5分くらいの間隔でひたすら飛び回ってきている感じでした。今日

とても風も強いですし、この住宅上での夜遅くなってからの旋回を繰り返す訓練

は本当に迷惑なので止めて欲しいです。宜野湾市からも強く、繰り返しだとは思

いますが抗議を入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。

18日(木)

8:59 赤道 一丁目 夕べの8時半から10時半の2時間にかけて、飛行機が超低空で飛んでいた。

何かあったのか。赤道はとんではいけないエリアだよ。かなり低空飛行だった。飛

行ルートは把握しているのか。

22日(月)

21:38 野嵩 二丁目 今日はずっと大きい飛行機ですかね、飛んでいて、うるさくてテレビの音も聞こえ

ないし、テレビ見れない状態がずっと続いてます。かなり迷惑ですね。

31日(水)
14:36 喜友名 二丁目 先ほどから、ヘリコプターが低空で旋回しています。

31日(水)
16:08 喜友名 二丁目 また部屋の上をヘリコプターが飛んでいきました。今聞こえましたか。ジェット機も

飛んでいきました。

8月 （ 73 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

6日(火)

17:03 喜友名 二丁目 ヘリが飛んでいてうるさいです。昨日の夜もうるさかった。定期的に飛んでいる。

これからアイドリングも始まるところなのでまた夜も飛びますよ。

朝は10時30分頃ジェット機が1機飛んでいった。

7日(水)
13:09 宜野湾 一丁目 ヘリコプターが飛んでいてうるさい。
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7日(水)
22:56 上大謝名 今日はずっと飛行機が飛んでいます。今も、オスプレイが着陸しました。こんなに

夜遅くまでも騒音に悩まされております。

11日(日)

12:26 不明 さっきから野嵩に、さっきからずっとジェット機かな、ジェット機が3機ぐらいうるさく

て、テレビも何も分からない状態ですね。だいぶ迷惑ですね。ありえないですね。

11日(日)

12:30 新城 一丁目 飛行機が低空飛行して大きな爆音で、子供がびっくりして泣いて大変です。

どうにかならないですか。

11日(日)

23:59 不明 日曜日で申し訳ないですけど、今13時ですけれど、中城、北中の上空は騒音

がすごいですけどなんでしょうね。ということで騒音が凄いです。

11日(日)

13:00 新城 宜野湾市新城です。今ジェット機が爆撃しているように聞こえます。とても怖いで

す。なにか戦争が始まったかと思った。どうにかして下さい。もう怖くて外にも出ら

れません。

12日(月)

18:42 真栄原 二丁目 うるさいです。さっきから酷い爆音がしていて子供がずっと泣き叫んでいます。

もう本当にちゃんと抗議をして下さい。よろしくお願いします。

13日(火)
11:22 不明 さっきから爆音が凄いです。戦争かと思いました。あれはなんですか？

13日(火)
11:22 不明 うるさくて何も聞こえない。

13日(火)

11:23 野嵩 ウンケーなのにどうしたんですか？うるさくて大変です。一回ならまだしも何回も飛

んでいる。何かあるんですか？子供たちもびっくりしている。

何とかしてくださいと市長に伝えてください。

13日(火)

11:26 宜野湾 今朝は子供とともに夏季休業中のため自宅で過ごしていますが、本日はとくにヘ

リコプターの低空飛行の騒音が激しく、午前8過ぎ頃でしたか、地響きのような

大きな音で、落下してくるのではないかと心拍が高まるほどした。低年齢の子供

も異常音を怖がり、母親の近くから離れません。

13日(火)

12:26 佐真下 何ですか今飛び立ったのは？外来機ですよね？

今日はウンケーですよ、これから迎えようという時に。

大切な日ですので静かにしてくださいって。よろしくお願いいたします。

13日(火)

13:36 上原 午前中に4回、またたった今も爆音で飛んでいた。なめられてないか？

ど真ん中に基地をおいて、国際大学のこともまだ10年あまり。しっかり抗議してく

ださい。

13日(火)

13:37 嘉数 これはどういうことですか。何の訓練をしているのか。問い合わせして確認しても

答えてもらえずそのままか。耳が痛いですよ。

13日(火)

13:41 真栄原 おい、何やっているのか？今も飛んでいてうるさい！戦争なのか？低空飛行で

アフターバーナーばんないか。わざわざこんな13日にやるのか？うるさいんだよ！

これどうするの？普通なの？異常だよね？
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13日(火)

13:56 上原 昨日から今日まで音がひどすぎる。この音では病気している人は大変。この間、

市長もアメリカまで行ったんでしょう。病気でお家にいるのに、悪化して本当に大

変。野嵩3区にも昔、20年ぐらい住んでいたけどお家は揺れるしテレビは壊れる

し、うるさくて大変だったのに今も変わらない。この音をどうにかしてほしいという気

持ちだけです。

どうにかして下さい、お願いします。

13日(火)

15:12 不明 必ずお盆にな？こんなうるさくして！家にいても頭がおかしくなる。

松川市長に電話を代わって！ちゃんと抗議しないとだめだよ。

13日(火)

15:13 野嵩 三丁目 ちょっと騒音についてなんですが、昨日おとといから今までにないような音があっ

て、爆弾が落ちるのか？ぐらいの恐怖があって怖いです。この状況が変わるなら

私たち市民ができることは協力したいです。

13日(火)
17:58 真栄原 今日一日の米軍機の爆音が尋常じゃなくて、大変迷惑しています。

宜野湾市の方からぜひ、強く強くやめるように申し入れてください。

13日(火)

18:00 嘉数 今日はウンケー迎える朝から爆音がすごいですね。なんと思ってるのかね、沖縄

を。もう何とかしてくださいよ。米軍に対してウンケーぐらいは静かに、ウンケーを迎

えさせてください。お願いしますよ。ひどい。ひどすぎますよ、爆音が。

13日(火)

23:16 長田 一丁目 先ほど23時頃にようやく普天間の訓練が終了して、静かになったところですが、

今日は朝は、7時台ぐらいからヘリの音たくさんしてて、今日何よりひどかったのが

戦闘機が、おそらく外来機かと思いますけど、普天間から2機編制くらいで、10

回以上ものすごい音を立てて飛行していました。それ以外にもオスプレイとかヘリ

でしょうか。結構絶え間なく一日中うるさかったと思います。とても活発でした。

今日は、沖縄県みんな大切にしている旧盆のウンケーですけども、それも全く無

視して普段以上に活発なうるさい危険な一日だったと思います。そして沖国大

のウンケーも今日だったと思います。ヘリ墜落の日ですね。何しても目にするし、

そういったことを皆さん思い出している日だと思いますけども、そういうの一切お構

いなしに、普段以上に活発だったので、そして、ものすごい騒音でした。宜野湾

市民としては許せない、というか頭にくる一日でした。

明日、明後日もお盆はありますけども、今日よりひどくならないように、静かに過

ごさせてくれることを願います。

14日(水)

13:22 赤道 一丁目 3、4日前から普天間飛行場はどうしたんでしょうか。ジェット機が来てますよね。

4、5機の離発着を確認しました。恐ろしいですね。

騒音でうるさいし、頭も痛いしで大変です。

なぜこんな状況になっているのでしょうか。赤道は基地からとても近いです。

エンジンの音や匂いまでします。

14日(水)

14:27 新城 一丁目 新城に住んでるものですが、今飛行機の音聞いたか。戦争でも始まるのかと

思った。

俺の家に落ちてくるのかと思ったよ。普天間飛行場に着陸したのか。

新聞で見たが、昨日市長が抗議したみたいだけど、全然意味ないじゃないか。

市長にも伝えてね。

14日(水)

15:22 野嵩 四丁目 今飛行機が低空で飛んだ。これ5分くらい飛ばないように、どうにかできないの

か。窓ガラスが揺れるぐらい低空で飛んでたよ。前までは、ここは避けて飛んでく

れてたみたいだけど、今日は低空で飛んでるな。必ず、上の人にも、防衛局にも

伝えてくださいね。

14日(水)

15:23 新城 一丁目 新城一丁目、フェンス沿いに住んでるものです。とにかく爆音がひどい。飛行機が

落ちるかと思った。こんなに爆音があるなら、那覇空港みたいに飛行機が飛ぶ

時間帯が分からないのか。予定表みたいなものはないのか。とにかく、市長に伝

えて。
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14日(水)
21:27 不明 うるさくて寝れないよ。

14日(水)

22:38 野嵩 二丁目 今日はもうずっと一日中うるさいですね。この時間までずっと飛んでてだいぶ迷惑

ですね。

ここに電話して何か意味あるんですかね。もし意味があるんなら連絡が欲しいで

す。

野嵩二丁目ですね。また今、もう一台ヘリコプター、オスプレイかな、飛ぼうとして

いて、テレビも見れないし、テレビの電波もおかしいし、かなり迷惑です。よろしく

お願いします。

14日(水)

23:23 不明 夜の11時過ぎてますけど、基地からすごい轟音聞こえてます。

お盆のお彼岸の三が日、すごいうるさいんですけど。ほんとに時間過ぎてるんです

けど。

基地からの轟音、爆音だから電話したんですけど。

17日(土)

12:24 真栄原 土曜日の今、12時25分くらいなんですが、今立て続けに飛行機が飛んでいて

うるさいです。抗議きちんとしてくださいよ。お願いします。

17日(土)
12:30 不明 今先ほど、すごい爆音で戦闘機か何かが通過していきました。

19日(月)

20:51 大謝名 二丁目 今も、多分オスプレイだと思うんですが、普天間飛行場に戻っていく、着陸する

寸前の音が爆音です。とても大変です。ここ数か月どんどん音が酷くなっているよ

うな気がして、ここに住んで、何年も住んでいますが引っ越したくなるような苦しい

状況です。

どうにか良くなってほしいです。

19日(月)

22:17 上大謝名 上大謝名地域です。今夜、ジェット機が飛ぶ回数が多いですね。今、10時な

んですけれども、夜の10時までの間に、何機飛んだんでしょうかね。とにかく多い

です。

もうとても迷惑なのでやめてもらいたいです。

19日(月)
22:49 普天間 10時過ぎても飛行機の音がうるさくて眠れません。どうにかしてください。

19日(月)

23:51 上大謝名 大謝名地域です。夜の11時48分、ヘリコプターもしくはオスプレイか何かが、飛

んでますね。もう深夜です。飛んでもらいたくないです。

19日(月)
23:52 上大謝名 11時50分現在も飛行機が飛んでおります。オスプレイが飛んでおります。

寝ようとするんだが、うるさくて寝ることができないです。

19日(月)

23:57 不明 たった今、浦添から宜野湾方向に米軍機が飛んで行ったんですけど。12時にな

るんですが、こんな時間まで訓練でしょうか。起こされましたね。使用期限とっくに

過ぎてますよね。

早いとこ閉鎖に向けて宜野湾市、本格的に動いてください。

ほかの市町村にも大変迷惑を被ってますので、よろしくお願いします。

20日(火)

0:00 不明 もう11時57分ですけど、今も上をヘリコプターが飛んで、やかましいです。

今訓練は、朝みたいに訓練してるんですかね。抗議して下さい。激しい爆音で

す。

20日(火)

0:11 新城 もう夜中11時40分ぐらいすぎてから、ヘリコプターこんなしてから、未だにエンジ

ン調整して、バラバラバラしてやってるんですけど、何考えてるんですか。ジェット

機、昼間から飛ばしてからやー、馬鹿にするのもいいかげんにせぇ。
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20日(火)

0:23 長田 一丁目 今日の普天間ですけれども、1日割と活発だったかと思いますけれど、今日特出

すべきといえば、22時くらいからとても活発でしたけれども21時以降、21時台で

すかね。宜野湾市の東側の方見てたんですけども、普天間から東側、時計回り

に、おそらく外来機なんですけれども、4回か5回くらい、5、6機くらいかなもっとか

もしれないですけれども、旋回を21時以降、市内近隣の市町村上をぐるぐる飛

び回るような訓練をしていました。こんな時間に結構大きめな機体が旋回をする

というのは結構珍しいんじゃないかなと思いましたが、夜も結構遅くなってきた時

間帯に、しかも、住民がたくさん住んでるところの上空をぐるぐる飛び回るような

訓練は迷惑ですし、そもそも危険なので、これは強く宜野湾市から抗議をしてほ

しいと思います。いつもヘリが回るんですけども、特に外来機がわざわざ普天間に

来てまで、ただでさえ負担があるのに外来機まで来てこういう危険な訓練を夜間

にやるっていうのは本当に頭に来ます。ぜひ強く抗議をしていただきたいと思いま

す。また、今日はその後は、23時少し前、22時50分くらいまでかな、オスプレイ

が飛んでいたかと思います。最後の飛行も相当うるさい音でした。日常的に10

時超えが多いですけれども、今日は24時近くまで飛行していました。

20日(火)
21:45 大謝名 一丁目 あのヘリコプターの音がうるさすぎて、今日はまた回数も多いようで、子供が寝付

けなくて困ってます。

20日(火)

21:54 不明 飛行機の音で、全然テレビも携帯も聞こえません。戸を全部閉めても、もう全

然聞こえませんね。あのジェット機って言うんですか、なんと言うんですか、大きい

飛行機、あれなんか今にも落ちるんじゃないかって怖いどころじゃないですよ。恐

怖ですよ。今にも頭の上に落ちるんじゃないかと思うと、もう本当にもう大変、な

んと思ってるのかねと思うくらい。とにかくうるさい。

20日(火)
22:24 嘉数 四丁目 10時25分、ヘリコプターの音が非常にうるさい。これは眠れません。どうにかして

ください。お願いします。

20日(火)
22:48 大謝名 二丁目 時刻は22時43分です。まだヘリコプターが飛んでいてとてもうるさいと思います。

20日(火)

23:53 大謝名 二丁目 昨日も電話したんですが、電話してかわるのかどうか、行き場がなくて電話しまし

た。

今、夜12時10分前なんですが、オスプレイがすごい音で飛んで、普天間飛行

場に戻っていきました。本当どうにかしてほしいです。困ります。

21日(水)
0:11 大謝名 三丁目 昨日に続いて、今日も12時前まで普天間基地のヘリコプターがうるさかったので

報告しようと思いまして電話しております。昨日と今日です。

21日(水)

9:08 野嵩 夕べも、16日から19日、20日も飛行機が10時、11時まで飛んで眠れない。

皆さんも同じ考えだと思うけど、即時撤去だよ。即時撤去。市長に報告してくだ

さいね。

21日(水)

15:28 喜友名 二丁目 今オスプレイが2機飛んでいきました。昨日、一昨日の夜も爆音だった。昨日は

15時くらいから私の上を通っていった。ひどい、ひどすぎるよ。

21日(水)
21:56 嘉数 最近ひどいです。どうにかしてください。この声を伝えてください。お願いします。

21日(水)

22:46 上大謝名 22時43分、もう23時前ですよ。まだ飛行してます。

本当に迷惑で、もう毎晩この調子だと、困るんですけど。どうにかならないですか

ね。

22日(木)

9:26 喜友名 二丁目 昨日の夜もむちゃくちゃ低空飛行でオスプレイかな、家の上を低空飛行で飛ん

でいた。

家が壊れるかと思った。音もパラパラとして砂でもまかれているのかと思った。

22日(木)
15:58 喜友名 二丁目 またヘリコプターが旋回を始めたな。喜友名の上ばっかり飛びやがって。
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22日(木)

18:58 真栄原 三丁目 昨日も夜の12時過ぎまでオスプレイが飛んでいて本当にうるさかった。押入れの

扉がずっとガタガタしていた。基地に戻ったかなと思ったらその後もエンジン調整が

続いていて眠れなかった。この頃毎日夜遅くまでうるさい。先週は久しぶりに戦

闘機の飛来がすごかった。24、5年前くらい前に佐真下に住んでいたが、その時

も頻繁に飛んでいた。こんなに飛ぶのはその時以来だと思いました。

沖国から降りてきた辺りさつき保育園の近くに住んでいるが、防音工事の対象

になっていない。

最近航路が変わってオスプレイも戦闘機も低空で飛んでいくのに防音工事はで

きないものでしょうか。ぜひお願いしたいです。声を上げないと伝わらないと思い

電話しました。

22日(木)
23:54 宇地泊 宇地泊から電話してます。12時前なんですけど、まだヘリが飛んでます。どういう

ことでしょうか。

22日(木)
23:55 不明 夜中なのにオスプレイ飛んでてうるさいです。

26日(月)

12:23 上大謝名 いつもお昼は家にいないんですが、今日たまたまいたらうるさいですね。夜は夜で

うるさくて寝れないし、お昼はお昼でこれだと大変ですね。何とかしてほしいです。

26日(月)

19:25 野嵩 三丁目 今日も5分おきくらいにずっと飛行機が飛んでて、テレビも見れないし、電波も乱

れるし、うるさいし、もうかなり迷惑ですね。何とかしてほしいですね。早くアメリカ

出て行ってくれないですかね。早く出ていかせてください。

26日(月)
22:34 不明 ただいまの時刻、22時30分。オスプレイがまだ飛行しております。恐怖で眠るこ

ともできません。なんとかできんもんですかね。

27日(火)

15:12 新城 ずっとこの音です。暑くてもドアも開けられない。でも、クーラー付けたら電気代が

上がりますでしょ。電話もテレビなんかも聞こえない。今に落ちてくるんじゃない

かって思いますよ。飛んだら家も揺れるんですよ。普天間基地は撤去してほしい

です。全部撤去です。沖縄から全部撤去してもおかしくないですよ。新城に住ん

でない方はわからないかもしれないけど。今も聞こえますでしょ。パラパラして、飛

んでますよ。馬鹿にしてるのかと思う。地上からちょっとだけ上がって、ずっと飛んで

ます。本当に馬鹿にしてるのかと思いますよ。

27日(火)

19:44 野嵩 二丁目 昨日に引き続き飛行機がもう5分おきぐらいですかね、ずっと飛んでてテレビの音

は聞こえないし、テレビの電波障害ですかね、テレビも見れない状態が続いてま

すね。かなり迷惑で頭がおかしくなりそうですね。もう早くアメリカ出ていかしてほし

いです。よろしくお願いします。

27日(火)
19:45 嘉数 飛行機が低空飛行でタッチアンドゴーして騒音が非常にうるさいです。

27日(火)
20:03 不明 一時間ぐらいずっと米軍機が低い場所を飛んでいて凄いうるさいです。

27日(火)
20:30 嘉数 飛行機が20分前後飛行して非常に騒音がうるさい。

27日(火)

20:32 上大謝名 今日は昼間からジェット機の往来が激しく、夕方から夜間にかけては5分に一回

の割合で飛行してますね。戦闘機、ジェット機、オスプレイ、ヘリコプター、もろも

ろが上空を飛んでます。凄く迷惑です。
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27日(火)

20:41 不明 この数日、夜間の低空飛行で大変迷惑してます。今日もすでに10機以上低

空で飛んでます。オスプレイも入ってますね。浦添から宜野湾にかけて住んでる

んですが、迷惑してます。いつになったら宜野湾基地、宜野湾飛行場は閉鎖に

なるんでしょうか。閉鎖期限とっくに過ぎてますね。迷惑してますよ、宜野湾市の

方。

27日(火)

21:22 大謝名 こんな時間に連続にヘリと戦闘機が飛ばされてます。自分の目では3機同時に

飛んでます。宜野湾市長はそれを賛成してるんですか？おかしくないですか？

市民との約束を守ってますか？

27日(火)
22:27 伊佐 一丁目 最近ひどすぎますよ。あまりにもうるさい。なんとかしてください。

27日(火)
22:44 真栄原 今ヘリが非常にうるさいですよ。

27日(火)
22:49 嘉数 四丁目 あまりにも毎日毎日騒音がひどい。ネットで何件苦情がくるのは信じさせてくださ

い。

28日(水)

0:05 長田 一丁目 今日も普天間の滑走路が消灯したのは24時過ぎてからのようでした。最後は

23時30分ぐらい、中城方面から滑走路普天間の南側にオスプレイが向かって

行って重低音まき散らして飛んでました。今日は結構夕刻飛行がとてもうるさく

てですね、17時ぐらいからはヘリとかいろんなものが飛んで、特に18時から21時

半ぐらいまではほとんどひっきりなしというか、いろんなヘリとかオスプレイとかあとは

他の機体の飛行が聞こえたり見えたりするような状況が続いていて、今日はひど

かったです。

そしてなにより、その中でも大きかったのが18時台ぐらいからかな、2時間半以上

続いていた外来機P-8かな、ずっと宜野湾市普天間中心に時計回りでぐるぐる

と2時間以上真っ暗になってからも続いてました。この暗い時間帯になってから住

宅地上であの訓練を行う必要性がどこにあるのか。

宜野湾市として、宜野湾市だけではないでしょうけど上空を飛んでるのは、強く

抗議してほしいと思います。飛行場があるのは仕方ないですが、訓練自体を住

宅地の上でやるというのはどうかと思います。もっと人が少ない人に危険が及ばな

いところに行って、離着陸はある間は仕方ないにしても離れたところで訓練をな

るべく行うようにしてもらえればと思います。と言うかそうして欲しいです。こんな長

時間夜暗くなってからも非常に不愉快というか迷惑です、そして危険です。宜野

湾市から抗議をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。失礼します。

28日(水)

9:20 真志喜 一丁目 以前は真志喜二丁目に住んでいたが、ヘリがうるさかったため一丁目に引っ越し

た。

二丁目も最近になって飛行航路が変わり真上を飛ぶようになった。2機で飛ぶ

もんですからうるさくてしょうがないです。

あと戦闘機もひどい。戦闘機が飛ぶと人の脳の働きは止まります。空を裂くよう

な音です。ヘリほど頻繁ではないが住宅地の上を飛ぶことが恐ろしい。戦争では

ないのに住宅地の上を飛ぶ必要があるのか。夜まで訓練する必要はあるのか。

23時まで飛ぶんですから。

日本政府が許してしまっていることが問題。本国ではありえないことです。

また引っ越しを考えているができれば宜野湾市に住みたい。宜野湾市はすごく

利便性が良い。防衛局へ伝えるときは、こういった声をあげる人は少なく本当は

全員が我慢しているんだということを伝えてほしい。

28日(水)

22:54 不明 今の時間帯でも、ヘリコプターやオスプレイをガンガン飛ばしてきて、もううるさくて

夜も全く眠れないです。まるで災害みたいで、本当に命に係わるんじゃないかな

とさえ思ってしまいます。

29日(木)

16:10 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが低空で飛んでた。海の方に向かったと思ったら、大山の方からま

た飛んできた。変な旋回している。嫌がらせのように飛んでる。

9月 （ 28 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

23



8日(日)
20:27 伊佐 今日日曜ですけど、夜の20時23分に飛行機が飛んでます。日曜日はお休み

ですよね？早く止めてください。

9日(月)

2:38 新城 宜野湾市新城から電話しているんですけども、普天間基地の南側、沖国か大

謝名側かと思うんですけど、先ほどからエンジン音がすごくうるさくて22時ごろに気

づいたんですけど、現在2時35分くらいですけどもずっと続いているんですけども、

この時間帯にこの騒音に対して抗議したくてお電話させていただきましたが、しか

も明日月曜日でこれで子供たちお年寄りはもちろんですけど、市民全員聞こえ

てるはずなんですけども、こんな降ったりやんだりで窓を閉めてみんな寝てるので

気づかない方も多いかと思うんですけど、これでは気になって眠れません。

10日(火)

13:05 喜友名 二丁目 さっきから10分15分おきに旋回してる。ネットとかで確認できないのかな？何回

も旋回してて何台も来ているような感じがしてうるさい。

10日(火)

14:49 真志喜 ヘリがうるさくて、本当にありえないと思います。最近あんまり飛んでいなかったの

に、またうるさくなりましたね。人が話しているときに、うるさい。ありえない。引っ越

したいです。日本で一番やばいですよね。本当にありえないと思います。

10日(火)

20:35 不明 大山六丁目の高層住宅方面で飛んでいるヘリコプターの騒音が18時頃から飛

んで非常にうるさいです。

10日(火)

20:45 不明 コンベンションセンターから電話しています。ずっと1時間以上米国のヘリコプター

が住宅地を旋回していてうるさくてたまりません。何とかしてください。よろしくお願

いします。

11日(水)

8:59 喜友名 二丁目 昨日の夜もヘリコプターがすごかったですね。夕方5時から夜10時くらいまでずっ

と飛んでました。

11日(水)
13:04 真栄原 飛行場からの音でテレビの音も聞こえん。なんとかしてくれ

11日(水)

15:23 喜友名 二丁目 15時10分くらいかな。爆音がして窓開けたらオスプレイが低空飛行で飛んでい

たよ。うるさくて何も聞こえない。ガラスもがたがた揺れてすごかった。大きな音出

しながら海の方面に飛んで行ったよ。

12日(木)
22:18 宜野湾 一丁目 22時過ぎてるのにうるさいけど。どうにかならんかねこれ。うるさい。爆音がうるさ

い。

16日(月)

10:27 不明 今日は天気が良いからか、朝から爆音がすごいです。市長には頑張って米軍に

うったえてほしいです。

16日(月)
13:31 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが低空でカンカンカンカン音鳴らして飛んでますね。

17日(火)
14:27 宜野湾 一丁目 さっきからヘリコプター飛んでうるさいな

17日(火)
15:26 喜友名 二丁目 今ジェット機が低空で飛んできた。ガーっとすごい音を立てて飛んでいたな。

18日(水)

17:34 大謝名 一丁目 ヘリコプターが飛んでますけども。最近すごくうるさいですよね。これは何ですかと

思って電話かけてます。今も旋回してますよ。防音工事しても意味ないですよ。

窓閉めてもうるさいです。
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18日(水)

19:19 喜友名 今日は夕方からヘリコプターとそれからオスプレイが結構飛んでて飛ぶときにテレ

ビが消えるんで今度はひどいなと思って連絡入れてます。飛んでる数が多いんで

しょっちゅうテレビが消えます。時間的には18時くらいから頻繁に飛んでます。日

頃よりちょっと多いんで気になってます。よろしくお願いします。

18日(水)
19:26 宜野湾 一丁目 爆音がさっきからうるさくてどうしようもないな。世界のどこ探してもこんなところない

よ。爆音がすごい。

18日(水)

22:22 長田 一丁目 今日も、特に夕刻以降ですけどもとても騒音がひどかったです。17時くらいからう

るさくなり始めて、19時からは1時間は通り過ぎるんじゃなくて普天間飛行機周

辺は常にヘリがバタバタ音を立ててました。あと嘉手納からだと思うんですけど、

ジェット機のゴーッて大きな音が一緒になって絶え間なくほとんど鳴りっぱなしで、

宜野湾市とほかの市町村はうるさい空気に包まれたような感じでした。22時くら

いには終わったと思いますけど、今日は夕刻以降は建物の中にいても外にいて

も常にうるさいという状態でした。報告致しますので市民の苦情として取り上げて

ください。

19日(木)
11:12 宜野湾 一丁目 爆音がうるさいな。こんなに虐げられているところはどこにもないだろうな。

19日(木)

11:23 真栄原 ここ何日も21時以降うるさくて大変です。タッチ＆ゴーや降りてくるときの音が凄

くて、もう3分おきに音が鳴るもんですからテレビやラジオも何も聞こえないですよ

ね。なんというか市民にたいする配慮が足りないですよね。こんなに住民が困って

苦しんでいるのになんで全国報道されないんだろうと不思議でなりません。ぜひ

お伝えください。

19日(木)

11:48 喜友名 今で4回目くらい飛んでるけど相当うるさい。しかも今旋回してるよ。昨日の夜も

すごかったしどうなってるの

25日(水)

16:08 宜野湾 一丁目 朝からかなりうるさいけど今はもっとうるさいよ。どうしょうもないな。電話越しにも

聞こえるでしょ？どうにかしてくれ。よろしく。

25日(水)
18:12 不明 うるさい。なんだこれ。

25日(水)
20:58 宜野湾 一丁目 うるさくて騒々しい。うるさいうるさいうるさい。

25日(水)

21:03 真栄原 最近まで夜間にオスプレイがすごい飛んでいて迷惑ですので、どうにかできないで

しょうか。市長までよろしくお願いします。早急に基地を返還できるようにお願い

します。

25日(水)

22:02 大謝名 寝ようと思ってるんだがまだオスプレイが飛んでおります。最近は昼も夜も騒音が

ひどいですね。今日なんかヘリコプターが7機も飛んでいました。そんな光景は初

めて見ましたね。

26日(木)

14:46 野嵩 昨日の夜中の2時くらいに爆音がしてびっくりしたよ。僕は88になるけど、戦争し

ていたあの時と一緒。爆音が聞こえて怯えて眠れない。解決を早くしてくれるよう

市長にも伝えてね。本当にお願いします。

30日(月)

14:19 新城 飛行機のうるさいのにはかてません。何してるのかなって思うぐらい。エンジン調整

でもしてるのか、今日はずっとうるさいですよ。本当に許されない。戸を閉めたら

暑いし、かといってクーラーつけたら、生活できないんですよ。本当にもう少し沖縄

のことを考えてほしいです。こんなにうるさかったら心が腐れてしまいますよ。酷い

時は、地上から10メートルも上がってないような、すごい近くで旋回するんです。

本当にうるさいです。

10月 （ 31 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容
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1日(火)

13:50 新城 昨日もお電話させていただいたんですけれども本当に大変なんですよ。うるさくて

うるさくて何も聞こえない、ボーボー鳴っていて怖いです。本当に何をするからこん

な音が出るんですかね？馬鹿になりそうです。あと辺野古移設とかじゃなくて沖

縄に苦しい思いをさせないでください。住んでいられないですよ本当に。

1日(火)

16:42 新城 飛行機が2機とまっていてパラパラしてます。滑走路に2機ありますよ。テレビなん

て到底聞こえないですよ。本当にやりきれない。ずっとですよ。パラパラしてます。

本当にうるさい。

1日(火)

16:46 新城 飛行機が2機じゃなくて4機でした。もうさっきから行ったり来たりで本当に耐えら

れない。家はがたがた揺れるし何にも聞こえない。片耳抑えても電話も難しいし

どうにかしてほしい。

1日(火)

16:50 喜友名 二丁目 庭に出たら爆音がしてびっくりして電話したけど。空みたら通り過ぎて何なのかわ

からなかったよ。でもとってもうるさかった。

1日(火)
17:05 喜友名 二丁目 さっきとは別にしょっちゅう低空でヘリが遅く飛んでてうるさいね。

2日(水)
16:10 喜友名 二丁目 ヘリが旋回し始めましたね。10分おきに3回くらい動いてます。また海のほうに向

かって飛んでいきました。

3日(木)
18:57 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい

8日(火)

17:10 不明 朝からひっきりなしにヘリの騒音がなっててつらいです。普段は我慢できるのです

が今日は病弱なのも相まってかなりしんどいです。もう有事なのかなってくらいうる

さくてお電話しました。防衛省に直接意見を言える場所があるなら連絡先とか

公開してほしいです。よろしくお願いします。

8日(火)
18:47 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。ヘリコプターの音がうるさい。

9日(水)
8:35 不明 朝っぱらからうるさいな。早くどっかにいかすか撤去しないとどうしようもないな。

9日(水)

15:13 喜友名 二丁目 今大きなジェット機が2,3台飛んでいきましたね。かなり大きな音が鳴りました

よ。80デジベルくらいあるんじゃないかな。

9日(水)

21:56 長田 一丁目 今も電話越しに聞こえるかわかりませんけど普天間の北側のほうからヘリのずっと

大きなバタバタという音が聞こえます。これが21時から現在の22時前までずっと

続いています。今でも音が小さくなってますけど、もっと大きな音が絶え間なく鳴り

続いているような状態で、ここ最近はひたすら夜まで続く騒音が一番ひどいんじゃ

ないかと思います。こうしている間にオスプレイかな。別の騒音も加わってますけ

ど、21時後にもこんな大きな騒音が町中をずっと包むものなので、とても異常

じゃないかと思います。空から大きな音がまき散らされているので、しっかり抗議し

ていただいて21時は家に帰って休みたい時間なので、少し早めに終わるようにし

ても良いんじゃないかと。役所からは厳しくしっかりと抗議を入れていただきたいで

す。昼間は戦闘機の音も多く日中飛び回っていました。最近は大きなヘリや飛

行機が普天間周辺で飛ぶ姿をよく見かけます。外来機飛行に関しても抗議を

入れてください。よろしくお願いします。今また別のヘリの音が聞こえてきます。間

もなく22時という状況でもなり続いてうるさいのが余計にうるさいです。報告は以

上です。

9日(水)

22:51 真志喜 一丁目 夜10時頃～11時頃にかけてアパートのすぐ上を通る航空機の騒音がひどく、

参っています。 生後5ヶ月になる娘がおり、苦労して寝かし付けても航空機の騒

音で泣いてすぐに起きてしまいます。 どうにかならないでしょうか？
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10日(木)
18:02 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。ヘリコプターの爆音がうるさい。

21日(月)
20:24 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。すぐには電話してないよ。しばらくしてから電話してるんだ

よ。うるさい。

22日(火)
20:55 不明 今20時50分ごろですが、爆音がすさまじく、うるさいので何とかしてください。

22日(火)
21:54 真栄原 一時間以上米軍機がかなり低空飛行で飛んでうるさいです。よろしくお願いしま

す。

23日(水)
16:48 大謝名 すごい音がずっと鳴り響いています。外来機が来ているんですかね。

24日(木)
11:59 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。この苦情はちゃんと反映されてるの。本当に頼むよ。よろ

しく。

25日(金)

14:48 喜友名 一丁目 中学校の近くに住んでいる。今日もそうだがヘリが通るたびテレビが見れなくな

る。

5月か6月に電話したが調査はどうなっているのか。

電波障害については昨日今日の話ではないのでどうにかしてください。

25日(金)

16:19 喜友名 二丁目 1時間前からずっと旋回してますね。音が大きくなっては消えてを繰り返してま

す。今もひどいんですけど最近は17時からがかなりうるさい感じがします。

28日(月)
10:10 喜友名 二丁目 ジェット機が飛び回ってますね。15分くらい前から飛んでいてまた定期的に飛ぶ

んじゃないかな。うるさいですね。

28日(月)

11:36 喜友名 二丁目 今ジェット機が2機いました。本当にすぐ近くを旋回してます。かなり大きな音でし

たね。

29日(火)
16:23 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。そろそろ耐えられないな。頼むからどうにかしてくれ。

29日(火)

22:09 愛知 基地からのプロペラの音が凄いのよ。しかも22時過ぎてるのにいつもより音がうる

さいよ。

30日(水)
10:49 喜友名 二丁目 今もすごい音出して米軍ジェットが飛んでいきましたね。

30日(水)

13:48 喜友名 二丁目 ヘリが低空で旋回しています。中学校方面に飛んで行ったと思ったらまたこっちに

戻ってくるように飛んでいました。

30日(水)

15:13 大謝名 昨日からヘリコプターがうるさいです。特別何か訓練でもしているんですか？今も

電話してても音が聞こえないくらいです。とにかくうるさいです。

30日(水)
15:51 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。今日はいつもよりうるさいな。よろしく。

31日(木)

16:57 宜野湾 一丁目 ヘリコプターの音で全然聞こえないな。17時前なのに、うるさいよ。昨日は22時

までうるさかったけど、今日もそうなるのかね。市役所もうるさいのか。基地の周り

をずっと飛んでるな。宜野湾市は日本一住みたくないまちになるよ。

31日(木)
20:20 宜野湾 一丁目 17時前にも連絡したけどどうしようもない。どうするこの爆音は。

11月 （ 19 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容
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1日(金)

21:32 大謝名 夜の21時30分になろうとしています。この二時間くらい前からジェット機が飛び

始め、今は5分おきくらいにすごいスピードで飛んでますね。とてもうるさいです。

ジェット機がこんなに頻繁に飛ぶのは何かあったんでしょうか。それも怖くなってい

ます。飛んでほしくないですね。

4日(月)

10:12 新城 一丁目 もう30分くらい前です。ヘリコプターがずっと同じ場所を旋回しているようでして、

ずっと北谷方面から繰り返し新城の上空を旋回してます。練習というか訓練を

繰り返しているようですが、もううるさくてテレビの音も全く聞こえないです。中止さ

せるようによろしくお願いします。もう耐えられないですね。

4日(月)
17:29 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさくてどうしようもないな。これ住宅地上飛んでるんじゃないの。

5日(火)

13:16 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。というかもうこんな狭いところだとどこでもうるさいだろう。も

う勘弁してくれ。よろしく。

5日(火)

23:21 嘉数 今日はいつになく基地内米軍の爆音がひどすぎます。何かあったんですか。抗議

をお願いします。うるさい。爆音が。また飛んできました。今日は一日中こんな感

じです。聞こえますか。2，3分に一回こういう調子です。

6日(水)

22:38 大山 今は治まっているんですけど一時間以上オスプレイが何機も飛んですごいうるさ

かったんですけど、基地内に着陸してもずっとうるさくてひどい騒音被害でした。

7日(木)
14:10 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさい。いつまでやるのかね。

7日(木)

16:00 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが旋回してますね。昨日と一昨日とずっとうるさいですね。すこしま

えだったか6台くらい一気に瑞慶覧方面に行って、新城に戻ってきてから旋回し

てるところも見ました。ここ最近うるさいですけど何かあったんですかね。

8日(金)

13:21 嘉数 最近爆音がひどい。今日なんかテレビを一時間見てたら13回も聞こえないくらい

ずっとなってたよ。市長は何やってるか。ここにしか文句言えないから言うけどどう

にかして。

12日(火)

9:20 喜友名 二丁目 朝からジェット機の音がすごい。畑にいたら畑の上を飛ぶし。喜友名のところはす

ごいよ。

14日(木)
14:34 宜野湾 一丁目 ヘリコプターの音がうるさいな。我慢できないよ。ずっとうるさい。

20日(水)

11:15 喜友名 二丁目 ヘリコプターの音がうるさいな。大きいヘリは一回飛んでどっか行ったけど、細いヘリ

は嫌がらせみたいに飛んでるな。今も音が聞こえるでしょ。すぐ近くを飛んでます

よ。

20日(水)
16:47 宜野湾 一丁目 ヘリコプターの音がまたうるさいな。よろしく。

21日(木)
10:30 宜野湾 一丁目 ヘリコプターの音がうるさいな。うるさいから何度も電話してるけどどうしようもな

い。どうにかしてくれ。よろしく。

21日(木)

16:09 喜友名 二丁目 またヘリが低空で飛んでますね。しかも今はオスプレイも低空でバラバラと音立て

て飛んでるんですよ。ガラスが割れるんじゃないかと思いましたよ。テレビもヘリが

飛ぶたびに消えたりして大変ですね。ここ10分とかずっと飛び続けてますよ。

22日(金)
9:33 喜友名 朝からヘリコプターがうるさくてテレビの音も聞こえないよ。
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26日(火)
16:17 宜野湾 一丁目 さっきから我慢してるけど、うるさいな。今、音聞こえるか。ずっとうるさいよ。どうす

るか。音聞こえるだろ。よろしく。

27日(水)
11:44 長田 大きなジェット機が上を飛んでます。テレビの音が聞こえないです。早めに対策し

てください。

27日(水)

12:02 我如古 ちょうど今ジェットが通ってうるさかったよ。今すぐにでも仕事止めて抗議でもした

ほうが良いんじゃないか。この爆音をいい加減止めてくれ。うるさすぎる。

12月 （ 33 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(日)

17:57 不明 今日は日曜日だから普天間飛行場の飛行機は飛ばないはずになってると思う

んですけど、15時34分くらいから気が付いた時には5分おきくらいに何回も何回

も飛行機が飛んだもんですから電話しました。苦情があったことを伝えてくださ

い。よろしくお願いします。

2日(月)
15:17 宜野湾 一丁目 またヘリコプターがうるさいな。何も聞こえないよ。

2日(月)

15:50 我如古 四丁目 なんだか朝からジェット機がグワーッて音立ててすごいうるさいんだけど何かあるの

かな。普段ジェット機は宜野湾の上飛ばないと思うから不思議だなと思って電

話しました。もっとうるさいところもあると思うので早めに対応とか何が起こっている

とか教えてくれると嬉しいですね。

3日(火)
16:40 宜野湾 一丁目 さっきからヘリコプターがうるさいな。どうするかね。よろしく。

3日(火)

17:07 喜友名 二丁目 また米軍ヘリが低空で飛んでますね。見た感じ細いヘリなんだけど、目の前で高

度下げたり上げたりを繰り返してすごいですね。必ず目の前飛ぶな。いつ落ちてく

るかわからないですよ。

4日(水)
21:01 嘉数 夕方から飛行機の着陸の回数が多いように思います。大型機が着陸しているよ

うな感じがします。

4日(水)
21:12 真栄原 18時半からひっきりなしに飛んでいます。抗議をしてほしいと思っています。お願

いします。

5日(木)
15:27 宜野湾 一丁目 さっきからヘリコプターがうるさいな。耳栓までしてるけどどうしたらいいか。何も聞こ

えんよ。よろしく。

6日(金)

14:40 嘉数 一丁目 嘉数一丁目からだけど、今日はずっと爆音がひどいが、なにか演習でもしている

のか。

1分間に3～4回オスプレイが飛んでいて一日中うるさい。テレビも聞こえない

6日(金)
19:43 宜野湾 一丁目 ヘリがうるさくてどうしようもないな。テレビも聞こえないくらい。いつも電話してる

よ。うるさい。

10日(火)

13:45 大山 三丁目 飛行機の騒音がうるさくて、オスプレイの振動もすごい。最近はこの辺も前より飛

ぶようになっている。窓を閉めたら暑いしどうにかしてほしい。大山もうるさいので

防音工事の対象にしてください。

10日(火)
22:06 喜友名 二丁目 ヘリのエンジン調整音がうるさくて眠れません。もう午後10時を過ぎています。

11日(水)
20:01 宜野湾 一丁目 昼はジェット機、夜はヘリコプター。うるさい。
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12日(木)

16:30 真栄原 月曜日から今日までヘリコプターやらジェット機やらうるさい。

夜の3時4時までずっと、一日中うるさい。戦争中なのかと思うくらい恐ろしい。

宜野湾市に引っ越してきて静かに暮らせると思ったら一日中うるさくておかしくな

る。

12日(木)

16:50 市内 夜中の10時11時まで頻繁にヘリがうるさい。頭が狂いそうになる。

市長はアメリカへ行っているが何も変わってない。私はむしろひどくなっていると感

じる。夜もかなりうるさい。こっちは病人もいるし精神的におかしくなる。

明日すぐに抗議に行くように市長に伝えなさい。

12日(木)
19:20 宜野湾 一丁目 今の時間は19時。テレビの音声が聞こえないくらいうるさい。ヘリコプターが。

12日(木)
22:05 宜野湾 一丁目 22時過ぎてもまだ飛んでるけど。うるさいけど今日は。もう22時過ぎてるんだよ。

13日(金)
17:03 宜野湾 一丁目 もうすぐ17時だけどうるさい。ヘリコプターが。

15日(日)
8:19 野嵩 一丁目 いつもオスプレイがうるさくて子供がいつも起きてしまいます。

17日(火)

20:13 野嵩 二丁目 今日はずっと飛行機飛んでて、ヘリコプターかわからないですけどずっと飛んでて、

うるさいし、電波障害も出るし音も聞こえないですね。というのが10分15分置き

に続いているのでかなり迷惑ですね。ゆっくりできなくてつらいです。対応よろしくお

願いします。

17日(火)

20:15 新城 二丁目 ヘリコプターの音がものすごくやかましく、爆音に聞こえます。テレビの音も聞こえな

いほどに大きな音です。これがわざと近くで飛んでいるように聞こえます。頭が揺

れるんじゃないかと思うくらいの騒音、爆音ですね。これからもっと激しくなると思う

ので注意していてください。

17日(火)
21:43 新城 ヘリコプターの音がとてもうるさく、どうにかならないか。

18日(水)
15:44 宜野湾 一丁目 何で人間が出ないのこれ。うるさくてわじわじーしてるのに。ヘリがうるさい。

18日(水)

16:45 不明 ヘリがうるさくてどうしようもない。受信障害なんてつまらんこと、小さいことはどうで

もいいよ。爆音聞いてイライラしてどうしようもないよ。

18日(水)
21:01 不明 飛行場所関係なくうるさくてどうしようもない。うるさくてどうしようもない。

19日(木)
11:33 不明 ヘリコプターが飛んでるんだか調整音だかうるさくてどうしようもない。よろしく。

20日(金)
15:21 宜野湾 一丁目 今日もヘリコプターがうるさいな。

23日(月)
11:54 宜野湾 一丁目 ヘリコプターがうるさいな。市役所では聞こえないのか。今飛んではいない。多分

エンジン調整なんだよ。

23日(月)
20:31 宜野湾 一丁目 うるさくて仕方がない。20時過ぎてるのにヘリコプターの爆音が凄い。うるさい。

27日(金)
9:37 宜野湾 一丁目 クリスマス過ぎてからずっとヘリコプターの音がうるさい。なったりやんだりずっと繰り

返してるよ。

27日(金)
15:40 宜野湾 一丁目 さっきから断続的にうるさいな。飛んではいないんだよ。エンジン調整じゃないか

な。うるさいな。

30日(月)
11:37 宜野湾 一丁目 11時20分ごろからヘリコプターの調整音がうるさい。

30日(月)
17:12 宜野湾 一丁目 17時前くらいかな。ヘリコプターがうるさい。うるさくて不愉快だ。

1月 （ 37 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

30



7日(火)

22:00 志真志 現在21時57分ですけれども、志真志の上空ですけれども、ヘリコプターが今も

のすごい音で飛んでいきました。もう寝かけていたんですけれどもつい目が覚め

て、電話したんですけれども、どうなってるんでしょうか本当に。これ止めて頂きた

いんですけれども、心臓がキューっとなるように感じるんですよね。本当ちゃんと抗

議してほしいですけどね。毎日毎日。よろしく。

8日(水)
9:19 宜野湾 一丁目 今日もヘリコプターがうるさいな。さっきから音が凄い。

8日(水)
16:31 宜野湾 一丁目 さっきからうるさい。市で防音対策の課を設けたほうが良いんじゃないか。いつま

でもうるさくて仕方がない。よろしく。

8日(水)

22:28 長田 今日はとても普天間が活発な一日でした。宜野湾市長田からですけれども。今

日は10時くらいからかな。ずっと通常より離着陸の滑走路から飛んだり戻ってき

たりするときに宜野湾市はそこ付近が凄かったり飛行の危険があったりすると思う

んですけれども、タッチ&ゴーをしているときも同じかと思うんですけど今日は本当

に一日中朝から普天間が終わるまで、絶え間なく、とても大きな騒音、天候の

せいもあったかと思うんですけど音が響いて、いつも以上に音がずっと宜野湾市

内もしくは周辺の市町村ずっと包んでる感じだと思いますね。一日の内19時か

ら1時間だけは静かだったんじゃないかなそれ以外は絶え間なくうるさかった。夜

も20時くらいから先ほどの22時の終了するまでずっとオスプレイとかヘリとかタッチ

&ゴーしていたみたいで滑走路中心にずっと飛び回っているので大きなレベルの

騒音が続いているような感じでした。もしかしたら中東の状態も関係しているかも

しれませんけれどもこんなに活発なことは滅多にないのでその影響も受けている

んだなと、周辺住民もこの音を聞いていると思うので皆さん感じていたんじゃない

かな。嘉手納もそうだと思うんですけど今日は酷い一日でしたので報告しまし

た。以上です。

10日(金)

11:51 嘉数 さっきから大きな戦闘機が飛んでます。家の上を手が届くくらい近くで飛ぶんで

す。家が、滑走路の先にあるもんだから。もうドキドキして大変です。

10日(金)

11:57 嘉数 もう先ほどからずっと飛行機が飛んでいて音もすごくて怖くなって電話しました。真

上が通路になっていてすごい音です。今日は何かあったんですか。安心して過ご

せません。

10日(金)

12:10 喜友名 二丁目 ジェット戦闘機がずっと飛んでいてものすごくうるさい。80デシベル超えてますよ。

毎日変わらずうるさいので電話しないようにしていたがかけました。

10日(金)

12:31 市内 今の音は36年こっちに住んでる中で一番大きい音だったと思う。市役所のすぐ

近くに住んでるんだけど、聞こえましたか。今日が一番大きな音だと思いますよ。

オスプレイが落ちてきたらどう避難したらいいんですか。高台に逃げればいいんで

すか。そういった訓練を実施してほしいと思います。今これをどうにかするのが先な

んじゃないですか。

14日(火)

13:17 嘉数 今日はやたらうるさいけど何も感じないのか。3分おきにはジェット機の騒音が

鳴ってるよ。ずっとタッチ&ゴー繰り返してるせいで寝てても起きてしまうだろ。ちゃ

んと防衛局にも連絡したり抗議しろ。

14日(火)
13:22 喜友名 二丁目 さっきまたジェット機が飛んでうるさかった。

14日(火)
13:34 喜友名 二丁目 また近くでジェット機が低空を飛んでいきました。

15日(水)
23:31 喜友名 23時30分なんですけどうるさくて眠れません。あんまりですよね。ひどいと思いま

す。

16日(木)
15:06 喜友名 一丁目 今ヘリコプターの音がうるさくて苦情です。
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16日(木)
22:07 不明 22時を超えても酷い騒音。眠れなくてストレスで病みそうです。

16日(木)

22:09 不明 いま10時過ぎてるんですけど、まだ飛行機の音がうるさいですね。8，9時頃で

すとすごくやかましい。うるさいというよりやかましい。静かにしてちょうだいと言いた

いです。テレビの音も聞こえづらいですし。10時過ぎまで飛行機が飛んでいるな

んて非常識だと思いますよ。何とかしてください。

18日(土)

22:52 長田 先ほど22時30分くらいにオスプレイが飛行してました。その前の20時くらいにも

飛行してました。もしかしたらその時に飛んだオスプレイが帰ってきたのかもしれな

いですけれども、今日は比較的朝は静かでしたが夜からは飛行音がありますね。

10分ほど前に着陸して大きな音を出していましたが、今は止まってはいませんけ

れども比較的小さな音になってます。昨日は夜の22時だったか23時だったかに

も飛んでましたね。今日はセンター試験で明日も受験すると思いますが、試験

中に飛ばないのは当たり前なんですけれども、前日の夜も大切な準備期間と思

いますけれども、そこに対する配慮が一切感じられない。夜の訓練というのはどう

かと思います。試験も終わって19時台に飛ぶならまだ分かりますけれども、夕飯

食べる時間とか寝る時間の22時過ぎた後なんか体を休める時間帯だと思いま

すけれども、この時間にまだ飛行してくるっていうのは、一切配慮を感じられませ

ん。これは報告しておきたいと思って、お電話しました。

宜野湾市からいつも苦情あると思いますけれども、今回の件はピンポイントで子

供の大きなイベントに関わることでありますし、特別な苦情として是非抗議してく

れるとありがたいです。防衛局はいつも抗議しますと言うだけなので。米軍にも直

接言っていただくのと同時に、こういった状況が沖縄にもあるということを、当事者

がたくさんいる宜野湾市として、基地の一番近くにある市なので、松川市長は是

非国民に対してのこういった現状があると、子供たちの大切な日にも配慮に欠

いた訓練をしているということ、こういうことがあると発信して広げて頂きたいと感じ

ます。腹立たしいです。よろしくお願いします。

18日(土)

23:21 市外 普段から許せませんが、明日もセンター試験があるのにオスプレイの騒音が響き

渡ることが、どれだけ子ども達のストレスになるか。将来がかかっているのに。

宜野湾だけではなく私の住む浦添市でもうるさかったです。すぐに止められること

はないでしょう。でもせめてこんな日にはとめられないものでしょうか。しかも22時

を過ぎているのに体を休ませることもできずに試験2日目に向かうんですよ。気の

毒でしかたありません。

21日(火)

12:43 不明 オスプレイが低空飛行で家の真上を通るため風圧で家が揺れます。耳も痛くな

ります。音もうるさいです。

戦闘機が通るときも音が大きく怖くて心臓がドキドキする時があります。TVの電

波障害もあります。

23日(木)

21:39 野嵩 四丁目 もう10時前になりますが、先ほどからヘリが、オスプレイが旋回し、それも低音で

恐怖を覚えるくらいです。どうにかしてください。いまでも上空を旋回しています。

24日(金)

9:12 普天間 最近は10時過ぎても飛行機がうるさい。昨日も10時過ぎてたよ。先週もずっと

うるさいよ。市役所はなにしてるの。他に苦情は入ってないのか。耳鳴りもする

し、持病もあるんだから大変だよ。寝ようとしても起こされたらイライラするでしょ

う。落ち着いてきたと思ったら、最近またうるさくなってきて、大変だよ。1機だけ

じゃないんだよ。2機も3機も連続して飛んでいくもんだからね。1機だったら我慢

できるけど、何機も飛んだらイライラするでしょ。テレビの音も聞こえない。代表者

に伝えてください。

28日(火)

10:57 新城 一丁目 昨日1日中、ヘリとかオスプレイがうるさかった。最後に飛んでいた時間は10時

50分くらいだったよ。うちの屋根の上から飛んでいくんだよ。
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28日(火)

18:13 不明 最近うるさい音楽が流れるけれどもあれやめさせてくれる？どうしても必要ならボ

リュームを下げるように連絡してください。

28日(火)
22:05 不明 今日ずっといるからわかるけどうるさいよ。ヘリコプターが。

29日(水)
8:06 今も大きな音が鳴るんですか。非常にうるさくて大変。これから続くんでしょうか。

抗議をお願いします。

29日(水)

8:48 宜野湾 普天間基地の周辺に住んでいるものなんですが昨日のお昼、夕方、今日の朝

も日本とアメリカの国歌とラッパの音が聞こえてすごいうるさいんですけど何か情報

ありますか。すごい大きい音でなるので、すごいうるさいんです。とにかくやめさせて

ほしいです。家には赤ちゃんもいますし、これが毎日続くようであれば私もストレス

で体にもでますから、やめさせてください。

29日(水)

9:00 長田 2，3日前からアメリカの国歌、日本の国歌とラッパの音が聞こえるんだけど。多

分基地からだと思うんだけど、あれはなにかな。結構大きな音でなるからあまりい

い気分じゃないよね。

29日(水)
16:03 宜野湾 一丁目 今ヘリが低空飛行している。とても低空で響く。振動があるんだよ。低空だからす

ごく揺れる。もっと高いところを飛べばいいのに。すごい低空で飛んでる。

29日(水)
21:01 喜友名 今日はたくさんヘリが飛んでます。毎回テレビも消えます。また連絡入れます。飛

行機飛ぶたびにテレビが消えます。今日はとってもひどいです。

30日(木)

8:05 長田 今週から8時にアメリカの国歌が聞こえるようになった。日頃から航空機の騒音

がひどいのに、国歌も聞こえるようになったら迷惑なので強く要請してください。

30日(木)
8:09 今日も大音量で流しているけれども、飛行機で無ければ良いわけじゃないで

しょ？どうにかしてください。

30日(木)

9:26 長田 ここ2,3日前からずっとラッパの音やら君が代やら流れてきてうるさいんですけど、

それと同時に戦争のことも思い出して大変です。8時前ごろから流れ始めてびっ

くりして外に出たら飛行場方面から聞こえるものですから、てっきり新しい施設か

何かできたのかなと思いましたよ。原因がわかりましたら市報でも回覧でもどのよ

うな方法でも良いので説明が欲しいです。多分この音量だったら私たちのところ

だけうるさいわけではないと思うので宜野湾市全員に分かる形で共有したほうが

良いと思います。お願いしますね。

30日(木)

17:01 宜野湾 一丁目 ヘリコプターの調整音だか何だかでうるさいな。この音が聞こえるたびに情緒不安

定になるよ。ここの近くに測定器おいて聞いてみたらわかるよ。すごくうるさいよ。

基地の撤去とか閉鎖が早まってほしいな。我慢の限界よ。

31日(金)

8:12 愛知 最近、毎日音楽が流れるんですが。アメリカと日本の国歌なんですけどね。どう

なってるのかわかりますか。

結構大きい音でテレビの音とかも聞こえなくなるぐらいですし、気になりますよね。

基地との距離が近いものですから、うるさいです。

31日(金)

13:40 宜野湾 一丁目 昨日の夜もオスプレイかな、ヘリコプターがうるさかった。あと、最近国歌が爆音で

流れてうるさいけど何か意図があるの？防衛局に問い合わせて、どんな意図が

あるのか聞いといて。
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31日(金)

14:03 赤道 一丁目 この間からなっている国歌は音量落とすと言いながら全然落ちてないじゃないで

すか。うるさすぎて大変ですよ。

それから防音についてなんですけれども、なぜ自分の住んでいるところは防音工

事の対象ではないのでしょうか。多分皆さんが言っているうるささというのは離発

着や飛んでいる際の音がうるさいということなんでしょうけれども、ここもすごいです

よ。うるさいのはそれだけではなくてエンジン調整音もかなりうるさいです。今日な

んか11時からずっとプロペラの音だかエンジンの音だかでずっとうるさいし臭いもひ

どい。テレビも音量最大にしないと聞こえないくらい。

31日(金)

15:00 宜野湾 一丁目 今も聞こえると思うけどすごいよ。ヘリの調整音が。飛んでないけど調整音がうる

さくて会話もできないしテレビも聞こえないよ。防音対策課とか作ったほうが良い

んじゃないか。よろしく。

31日(金)

15:07 長田 最近朝8時と17時に流れる君が代とかはなんで流れているんでしょうか。米軍か

ら流れてると思うんですけど何かあったんですか。

2月 （ 49 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容

1日(土)
8:07 不明 基地からの放送が、爆音がいくら抗議しても無視ですか。

1日(土)
8:22 不明 普天間基地の朝の音楽がうるさくて迷惑してます。

1日(土)

13:23 不明 朝の8時に国歌が流れてると思うんですけど、とってもうるさくて毎日びっくりして起

きてしまいます。あと私は受験生でしっかり寝たいんですけどうるさくて起きてしまう

ので、すぐにやめてほしいです。

1日(土)

17:32 野嵩 全く映らない。せっかく楽しみにして、TVの前に準備してたのに、悔しくて、もどか

しくて、やるせない。映らない家庭に、ブースターなどを一時的にでもいいので、無

料で提供してほしいです！先日、近くの床屋でも、TVの調子が悪いって言って

たので、自分も同じ事を話したところでした。テレビが壊れたか？と思ってる方も

多いと思うので、本当に早く対応していただきたいです。宜しくお願いします。

2日(日)
8:06 不明 基地からの放送。爆音がどんどん大きな音になってきているけれども、宜野湾市

は抗議してますか？強く抗議してください。

2日(日)

8:08 我如古 我如古に住む者なんですが、数日前から8時になるとアメリカと日本の国歌が流

れて、ラッパの音でイライラしてしまいます。何で急に始まったのかなと思っていま

す。静かに朝を迎えたいと思っているので、困っています。

2日(日)

8:18 市内 基地からの朝と夕方のアメリカ国歌、君が代がこの2,3日前からものすごい音量

で流れてます。大変迷惑です。昼も夜も飛行機は上を飛んでるし、新聞にも

載っていましたが、みんな大変被害を受けています。以上です。

2日(日)
8:29 市内 朝8時から国歌が流れるようになったのが凄く迷惑です。音もかなり大きいので、

せめて数日だけにして欲しいです。

3日(月)
8:11 市内 本当にやめてください。あの国歌。体調不良なので。

3日(月)

10:27 市内 夜中のヘリコプターが夜の11時、12時までうるさいです。あと最近は国歌が流

れますがあれもやめさせてください。うるさくて、長田の方まで聞こえてきますよ。

植民地じゃないんですよ。私の子供も夜勤で朝寝てるのに、8時に起こされるか

ら怒ってますよ。必ずやめさせてください。
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3日(月)

13:29 我如古 最近朝から流れてくる国歌は何の意味があるんですかね。何かあるにしてもあん

なに大きな音じゃなくても良いと思うんですよ。自分も米側に電話をかけたんで

すけれども英語しか通じなくて諦めてこちらに電話しました。どうにか解決してほし

いのでよろしくお願いします。

4日(火)

10:40 宜野湾 最近国歌が大音量で流れていてうるさいですね。米側はなぜ急に鳴らしたのか

市民に伝えてほしいものです。またこちらの地区は大変うるさいので音量の調節

していただきたいと思います。また、こうしたことがあった際に市では騒音防止条

例を敷いたりするんですか。あるのでしたら騒音発生時に迅速に対応していただ

きたいです。市はもう少し強く出ても良いと思うので解決に向けて頑張ってほしい

です。お願いします。

5日(水)
8:05 宜野湾 二丁目 普天間基地から流れる国歌の音量がひどい。市は把握しているのか。フェンス

沿いに住んでいるが、これが続くと耐えられない。

5日(水)
8:51 宜野湾 一丁目 ヘリコプターもうるさいのに朝の国歌は何か。あんなの前から鳴らしてなかっただ

ろ。早くやめさせんと迷惑なんだけど。本当頼むよ。

5日(水)

9:02 不明 基地の中であの国歌流すのは分かるけど基地の外まであんなガーガーガーガ―

音鳴らすなんておかしいんじゃないですか。市民の生活に支障が出てるんです

よ。しかも最近ずっと鳴らし続けてひどすぎますよ。音量調節するだけなのにこん

なに時間かけてるとかふざけてますよ。しっかりしてください。迷惑かけないように

自分たちだけで聞こえるようにさせてください。今すぐに。

5日(水)

9:57 我如古 朝の8時から騒音鳴らしてなんなのか。国歌をあんなに流して戦争でもする気な

のか。こんなやりたい放題させていいわけないでしょ。ここ最近はずっと朝からま

いってるし周りの人も嫌って言ってるのに何も変わらないけど市は本当に抗議し

てるんですか。新聞でも何でもいいから訴えてくれよ。うるさい限りこれからもかけ

続けます。それだけこっちは迷惑しているんです。ここまで言っても伝わらないん

だったら人の心が無いよ。

5日(水)

11:15 宜野湾 最近、毎日アメリカの国歌、君が代が流れますけどあれは何で流してるんです

か。もう少しボリュームを下げさせてください。私は夜勤で、朝はゆっくり寝たいんで

すよ。毎朝起こされて安眠妨害ですよ。市長は沖縄防衛局に抗議してくださ

い。市民は大変迷惑してるんですよ。困ってますよ。やめさせるか、時間を考え

るか、流すにしても音量を下げるように、強く要請してください。市長にも必ず伝

えてください。

5日(水)

20:01 宜野湾 一丁目 テレビ見てるけどテレビの音が聞こえないくらいうるさい。電波障害はいいよ。電

波障害なんて我慢できるだろ。このうるさいのどうにかできんかな。テレビの声聞こ

えにくい。

6日(木)
16:15 宜野湾 今朝、私も国歌を聞いたことを市へ連絡したが、先程区民の方からも連絡が

あったので改めて来庁した。市長と一緒に抗議してもいいので、改善を求める。

8日(土)

8:13 不明 米軍基地からの音楽放送が流れてきてますけれども、これに関して宜野湾市役

所、市長、市議会は何の興味も示さないように思います。これを認めているので

しょうか。沖縄は米軍の占領下にあるわけではないと思います。こういうのはいら

ないと思います。強く抗議してください。

9日(日)
8:30 宜野湾 一丁目 アメリカ軍からのファンファーレ、国歌、君が代。朝早くから鳴って非常にうるさいで

す。早めに止めてください。

10日(月)

8:18 嘉数 四丁目 8時頃にラッパの音と、国歌が大きな音で聞こえます。だいぶ大きく聞こえます。

これを日常的にやられたらだいぶ迷惑です。宜野湾市民はただでさえ騒音の問

題があるのに、さらにこれがあったら大変です。年配の方からしても、戦争の苦し

いことを思い立だせると思うので、やめさせてください。やめるように強く抗議してほ

しいです。
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10日(月)

8:21 市外 1月になってからだと思いますが、7時50分頃にラッパの音が聞こえて、8時頃に

日本とアメリカの国歌が聞こえます。だいぶ大きい音です。かなり不快です。やめ

させるようにできないですか。どうにか対策できるように頑張ってください。

10日(月)

20:38 愛知 一丁目 毎朝と夕方に兵隊ラッパみたいなやつと、アメリカの国歌と日本の国歌を流すの

が2週間前から音が凄く大きくなりました。いままでもありましたけどそんなにうるさ

くはなかったですし、ちょっと測ってみたら80デシベルを時々超えるので寝てても起

こされます。土日も構わず鳴るのでかなりストレスです。やめてほしいです。元に

戻してほしいです。フェンスのすぐそばですけど、今まではこんなに大きくなかったで

す。よろしくお願いします。

11日(火)

8:09 嘉数 四丁目 昨日も苦情の電話を入れたんですが、今朝も8時にラッパの大きな音と国歌が

流れて、本日は祝祭日だけど本当に朝ゆっくりしたいのにずっと流し続けている

状態です。これまでもないようなことが起こってるんで市役所の責任で米軍に強

く抗議してください。

12日(水)
15:08 伊佐 今国会中継を聞いてるんだけど、米軍機がうるさくてテレビの音が聞こえない。

必ずなんとかしてちょうだい。

12日(水)
16:15 大山 ヘリがうるさくて腹が立ちます。なんで自分たちの上を飛んでるんでしょうね。本当

に何とかしてください。

12日(水)

16:20 普天間 二区 今日はヘリが低空で飛んでいて非常にうるさい。ジェットも飛んでうるさいし人間

の住めるところではないですよ。市からは飛ばさないようにしろとか言えないんです

か。この騒音は子供たちにも悪影響を与えますよ。生きた心地もしませんし植

民地みたいですよね。あんまりです。しかもこの騒音が1，2分置きになるおかげ

で防音工事したこの家でも全然うるさいんですよ。せめてもっと高くを飛んでもら

えるよう要請してほしいです。本来なら運用停止になっているはずなんですから。

12日(水)

21:16 不明 今晩は1，2分おきに自宅の上をジェットが飛んでいるんですけど何の訓練なん

ですかね。もう怖くてですね、普通のヘリじゃないと思うんですけどすごい速さで飛

んでます。21時くらいからずっとずっと。戦争さながらですね、子供たちもずっと怯

えて寝付かないんですよ。もうこんなことがあると困りますけど、せめて21時以降

はヘリを飛ばす訓練とかはやめてほしいですね。もう何度電話してもなかなかこれ

が改善されません。もう本当におびえています。家族みんな。戦争を思い出して

本当に怖いですね。なんとかしてほしいです。よろしくお願いします。

13日(木)
16:51 喜友名 二丁目 今日は1日中うるさいですね。どうにかならないもんでしょうか。今日はいつになく

活発で大変ですよ。

13日(木)
20:00 真志喜 二丁目 ヘリの騒音が激しく大変です。

13日(木)
20:20 大山 六丁目 ヘリの騒音がうるさくて大変です。市長にも伝えて下さい。

19日(水)

9:05 宜野湾 昨日の夕方から、国歌の音量が元に戻ってきています。今朝も元の大きさに

戻ったような、しゃべっている声も聞こえないくらいになっていました。音量が収まっ

たところで、聞こえてくることは気分が良くないんですけれども。これからも引き続き

取り組んでください。頑張ってください。

20日(木)

12:59 志真志 最近から国歌が流れますが、どうなってるんですか。法律的に問題ないんです

か。率直に言って、私の世代は日本政府にもアメリカにも苦しい生活を強いられ

てきたんです。私が高校生の時なんか、基地はありませんでしたよ。最近になっ

て大きくなったように感じます。あれを流す必要があるんでしょうか。やめさせてくだ

さい。

21日(金)
8:02 宜野湾 一丁目 基地からの騒音が酷くて。ファンファーレ、アメリカ国歌、君が代。相当な騒音被

害で、何とか対応してください。
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21日(金)

8:07 嘉数 四丁目 8時時点で、また国歌が流れて非常に耳障りで、これまでも何度も連絡してま

すけど改善されてません。市民が迷惑をこうむりますので、市長をはじめ市が強く

政府に抗議して、すぐ、即座にやめてもらえるように努力してください。

21日(金)
13:14 新城 基地から今ジェット機が飛んで行ったけど。すごい爆音だった。久しぶりに聞いた

よこの爆音は。なんとか対策してください。

21日(金)
13:24 喜友名 二丁目 今爆音が凄かった。もの凄い音だった。今日の朝9時頃にも戦闘機が3機、宜

野湾市を飛んでいて、急旋回して北谷方面にいった。

23日(日)
8:03 宜野湾 一丁目 音楽が始まるともう孫がびっくりして泣き出しますので、もうちょっと控えめにお願

いできないですか。よろしくお願いします。

23日(日)

8:05 嘉数 四丁目 今日も8時前から基地内からラッパと国歌が大きなボリュームで流れてきておりま

す。こんな日曜日の朝の時間帯にこういうようなことを何度もさせてるということ

は、もう心から怒りを覚えます。こういうことは絶対に既成事実化させてはいけな

いので、市役所や市長を始め、幹部や防衛局と一緒に米軍に強く抗議して、こ

れからこういうラッパと国歌が基地外に流さないようにすぐやめさせてください。

23日(日)

8:08 志真志 新聞報道でも拝見いたしましたが、毎日2回の基地からのラッパ音と国歌放送

が大変不快でありません。市民からの苦情件数は少ないようですが、皆止めて

欲しいと思っています。特に静かな休日の朝、とても響きます。市からの要望に

応えない基地の姿勢は、本当に占領国家意識丸出しです。もっと大きく取り上

げてください。大問題です。

23日(日)

8:14 不明 普天間基地からの放送、爆音が全然止む気配がないけれども、宜野湾市政

は米軍の統治下にあるんですか。全然市の抗議、市議会の抗議が新聞やマス

コミに全然出てこないけれども、黙認しているんですか。是非抗議をお願いしま

す。やめさせてください。

25日(火)

16:20 愛知 朝8時になると、宜野湾小学校から朝の登校に関する放送が流れているが、普

天間飛行場から流れる国歌のせいで聞こえなくなっている。どこの小中学校でも

流れており、「朝8時になったが、慌てず車等に注意をして、8時15分までに登

校する様促す内容」であるので、聞こえるような環境へ戻してほしい。個人的に

は、国歌を聞くことすら堪えられない。

25日(火)
17:16 喜友名 二丁目 爆音がひどいですね。

26日(水)
13:56 宜野湾 一丁目 ヘリコプターのエンジン調整音だか知らんけどうるさいな。昨日の夜もうるさかった

よ。最近はずっとうるさい。

27日(木)
14:46 宜野湾 一丁目 さっきからヘリかオスプレイがうるさいな。飛んでもいるし、調整音も聞こえる。

27日(木)

18:24 宜野湾 一丁目 現在基地からのファンファーレが凄くて、前から騒音をなくしてくれと要望してます

けど、これはどうなっているんですかね。早めに騒音無くすために努力してくださ

い。

28日(金)

8:02 不明 また基地の中から音楽が大きく響いているけれども、市民に音楽慣れさせようと

してるんじゃないかと思います。是非市、当局はマスコミを通して抗議してくださ

い。

28日(金)

8:07 嘉数 四丁目 今日もまた8時ごろに国歌の演奏の音が耳障りしてそしてボリュームも大きい形

で、聞こえています。二日前くらいの新聞に松川市長が4項目くらいの抗議記

事が出てましたけど、その中に国歌音量の件も、苦情も申し入れてるみたいです

けれども、全然音が改善されていないのが、今日の国歌の騒音で聞き取れま

す。騒音も含めて色々な問題について市民大会でも開催しないと市民のクレー

ムはますます大きくなるんじゃないかと思います。改善を強く要請します。

3月 （ 38 件）
日付 時間 地区 丁目 　　内容
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2日(月)

9:10 市内 君が代やアメリカ国歌を流すのはどういう意味があるのか。流すのは良いが、基

地の外にまで聞こえるように流さないでほしい。東側はうるさくて、精神的にも良

くない。とても迷惑している。朝の5時にも流れたことがある。宜野湾市の西側は

あんまり聞こえてないみたいだが、東側はうるさい。宜野湾や長田、愛知、神

山、真栄原あたりの人はみんなうるさいと思っているはず。市長から直接抗議し

てください。引き続き対応してください。

2日(月)

14:41 上原 朝8時と夕方の17時に流れる国歌とラッパがうるさいですね。まるで沖縄は自分

たちのものだって、占領してるぞって言ってるように聞こえて不愉快ですね。即刻

辞めて頂くように動いてほしいです。特に今朝は大きい印象がありました。どうか

よろしくお願いします。

2日(月)

18:32 宜野湾 また飛行場から大音量の国歌が流れております。米軍ラッパ、戦時中の軍国主

義の軍を思い出して嫌な思いです。この音量は通常ではありません。この大音

量が流れるたびに、嫌な思いをしております。これは新聞投稿でも自粛するよう

に、市長も改善するように申し入れも行ったようですが全然改善されておりませ

ん。全く言いなりで、改善する気もなく聞く耳を持たない米軍の横暴な行いに抗

議します。是非繰り返し抗議をしていただきたいと思います。

3日(火)

8:07 嘉数 四丁目 国歌の件ですが、相変わらずラッパの大きい音、国歌の曲がずっと音量が大きく

聞こえます。何度も抗議しているけど一向に変わる気配がありません。先週、沖

縄防衛局や米軍に市長は抗議したと思いますが、全然変わらない。とても耳障

りなもんですから、やめさせてほしいです。特に今日は、晴れていて風もないから

かはっきりと聞こえました。国歌を聞くと、戦時中や戦後の苦しい記憶があります

から。これは正当な要求なはずだから、もう一度踏ん張って軍や防衛に抗議し

てください。米軍と戦うつもりで、聞こえないように、静かな朝を取り戻してくださ

い。頑張ってください。

4日(水)

19:33 宜野湾 一丁目 テレビが映らなくなるのは我慢できるよ。爆音、騒音でテレビの音も聞こえない。

これいつまで我慢すればいいの。沖縄だけに閉じ込めて。すごいよ爆音。テレビも

聞こえんくらいの爆音だよ

5日(木)

17:42 宜野湾 1月28日から始まった国歌の件です。沖縄防衛局にも電話しましたが、一向に

改善されていません。6時になったらまたファンファーレもなります。基地の中だけ

でならせばいいものを、あたりかまわずならしています。市としてはどのように対応さ

れるのでしょうか。今後とも抗議し続けますので、頑張ってください。

5日(木)
18:39 宜野湾 一丁目 ヘリのエンジン音の調整音がうるさくてどうしようもないな。今の時間。18時くらい

からかずっとうるさい。

5日(木)

22:04 長田 先ほど21時15分ごろから中城方面からいこいの市民パーク上空までヘリが2機

まっすぐ飛んできて普天間に戻ったんですけど、それから22時前までずっと旋回を

繰り返していたみたいなんですが、今日は低空で雨もあったと思いますけど、ここ

数年で1番の旋回はよくありますけど、夕方だったかな。その時間にも旋回してま

したけど、高校入試の時には少し配慮したのか飛んでませんでしたけど、開始前

の10分前くらいまで飛んでましたし、終わった後も飛んでました。ものすごくうるさ

いです。あと最近なんですけど普天間から流れるラッパ音と米国国歌の後君が

代が流れるのが、一回苦情が入って小さくなったと思うんですけどまたここ数日8

時から大きな音が鳴ってるのでこれも市民生活には一切必要のないものなの

で、また音量が上がっているというのはどんな理由で上がっているのかも併せてき

ちんと苦情を入れて頂きたいです。ものすごく今日の普天間のヘリの音がうるさい

1日でした。

6日(金)

8:02 宜野湾 一丁目 ファンファーレとアメリカ国歌、君が代が相変わらず流れてうるさいです。家の中で

も、ヘリの騒音よりも大きく聞こえますよ。これが朝と夜に流れるもんですから本

当に大変ですよ。なんとか頑張ってください。
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6日(金)

8:05 宜野湾 宜野湾市はアメリカの支配下にあるんですか。市長が抗議しているのに、これだ

け変わらないということは、支配下にあると言ってもいいんじゃないですか。自治

会の放送の何倍もうるさいんですよ。引き続き抗議してください。その取り組みを

希望する市民がいることを伝えてください。

6日(金)

8:07 嘉数 四丁目 私たちは自衛隊でもなければ、軍人でもありません。一般の生活を送っている

宜野湾の住民です。なのにこんな国歌が流れてもう大変ですよ。こんなに清々

しい朝で、体をほぐして一日を始めようと思ったら、国歌が流れてきて大変です。

これが既成事実化したらとんでもないですよ。対策してください。

6日(金)

11:02 宜野湾 二丁目 年明けから流れ続けてる国歌とかなんですけど、新聞を見ると緊急時の放送の

音量がどうたらとか書かれてましたけど、普段流す分には緊急時ほどの音量じゃ

なくてよいと思うんですよ。元々流してたらしいですけど、基地内だけで流す音量

にしたら良いじゃないですか。要請があったと思いますけど、一向に小さくなる気

配が無く、いつもびっくりしています。早めに解決できるようお願いします。

9日(月)

8:06 嘉数 四丁目 今朝も国歌の大音量の音が私のところの地域にも流れてきました。もう何度も

同じように110番に電話しているですけれども、全然改善されていません。我々

は海兵隊ではありません。ただ平穏に朝をすがすがしく迎えたいだけなんです。

全然抗議の量は良いんですけど、改善されていません。強く強く音量を下げるよ

うに抗議をしてください。基地内にとどまるような音量であれば抗議はしません。

以上です。

9日(月)
9:32 愛知 3月6日に神山区民の方々から、朝夕に流れる国歌の音量がうるさいとの話が

出たので報告します。改善地区に含めていいただきたい。

9日(月)

10:27 宜野湾 朝晩流れるラッパと国歌がうるさいですよ。市長は何回抗議しましたか。こちらの

地域は朝方まで起きてる人が多いからすごく迷惑してますよ。この音量は宜野

湾だけじゃなくて長田や嘉数まで届いてるでしょ。市民大会でも開いて強く抗議

する必要があるんじゃないですか。早く音量下げてください。

9日(月)

11:05 志真志 一丁目 朝8時と時間は把握していないが夕方頃に君が代が流れてくる。街宣車かと

思って諦めていたが、基地から流れているのであれば、この電話も苦情としてカウ

ントしてください。すごい大音量で流れているし、日曜日も流れてるんですよ。考

えられないです。改善できるように頑張ってください。

10日(火)

8:05 嘉数 四丁目 今朝の8時ごろまた国歌の大音量と共にエンジン調整音の大音量も併せて、

朝の清々しい気分を害しています。もう何度何度市民から110番したら気が済

むんですか。松川市長は政府や官邸や色々普天間基地のことで要請してるけ

ど、新たにこういうことが既成事実化しないように、本当に総理や官房長官や防

衛省にも強く抗議して市民生活が、安静な、平穏な日々になるように、出来る

かぎり絞るようにしてください。よろしくお願いします。

10日(火)
10:07 宜野湾 一丁目 なんか朝からヘリの調整音がずっとうるさいな。最近ずっとこんなだよ。

11日(水)

8:42 愛知 8時に米軍が国歌を流しているけど、ここは米軍の植民地ではないよ。あなた方

はこの放送を小さくするように要請したみたいだけど、変わっていない。9時半から

もヘリがうるさいしね。市長にどうにか改善するように言ってもらって。あと市へたく

さん苦情が来ていることを新聞に載せよう。ここは米軍の統治下じゃないでしょ。

8時からあれを聞くと不愉快だよね。やめさせるように頑張ってくださいね。

12日(木)

8:04 嘉数 四丁目 今日もまた清々しい朝に進軍ラッパと国歌の大音量がエンジン調整音と共に、

防災無線以上の音量でなり続けています。もう私は3日連続の110番をしてい

るんですけれども、全然改善の跡が見えません。これは絶対既成事実化させて

はいけません。我々は朝の清々しい時間帯をこの大音量で1日の気分を害され

た状態で過ごさないといけません。松川市長にはこんなひどい出来事からまず最

優先して防衛局、米軍に強く強く抗議して明日からでもすぐ辞めさせて基地外

には音量が漏れないように、これは市民みんなの意見だと思います。強く抗議し

ます。
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12日(木)

11:57 宜野湾 1月末から流れ続けている米軍国歌が全然小さくならないのでお電話しました。

完全に米側に見下されているような感じがして嫌なんですよね。子供たちにも悪

い影響が出そうですし、いち早くやめさせてほしいです。まるで占領されているよう

な気分にもなって本当に不愉快です。どうかお願いします。

13日(金)

9:57 喜友名 二丁目 先ほどから細いヘリコプターが飛んでます。旋回してるみたいです。東から西に飛

んだかと思えば、南から来たり、嘉手納の方に向かったかと思ったらまた戻ってき

たりします。1分おきくらいに飛んでますよ。うるさいですよ。電話越しでも聞こえま

すでしょ。ここに住んで3年になりますけど、ずっと我慢してますよ。

15日(日)
8:00 不明 この音聞こえてますか。こんな大きな音毎日流されて、これについて一回抗議し

て終わりですか。何回も抗議してください。

15日(日)

8:03 嘉数 四丁目 今日は日曜日のさわやかな静かな朝を迎えると思ったら、日曜日でも8時の時

間帯にラッパと国歌の大音量が響き渡ってます。これ何度抗議して市民の朝の

清々しいさわやかな時間を穏やかに過ごせないのか、これは宜野湾市民じゃなく

てうちなーんちゅがみんな失われてることになりますよ。これを続けていたら市民は

平穏な日々の暮らしもできないくらいになりますよ。基地内で限られた音量の

で、フェンス外に流れなければ市民はこんなにわじわじーして抗議の電話も入れ

ることをしません。もう数か月続いているんじゃないですか。もう市長が先頭になっ

て、市民の代表として絶対基地外に国歌、ラッパの音を響かせないように、全

力でやってください。そうじゃないとそのうち市民からの怒りが、みんな市長や軍の

方に怒りのこぶしが上がってきますよ。

16日(月)

6:39 宜野湾 一丁目 朝6時32分にアメリカ軍基地からファンファーレが鳴って、5分後にアメリカ軍の国

歌と日本の国歌が流れてます。ものすごい騒音が流れてるので毎回電話してま

すけど早急にこれ止めてください。今日は間違ってこれ流してるんじゃないかと思

うんですけど、毎回止めてくれと言ってるんですけどどうして止めれないのか。ちゃん

と市報なり放送なりで報告してください。

16日(月)

8:01 宜野湾 二丁目 基地内のアメリカの国歌ですね。もう二カ月ぐらいになりますけど何とかなりません

でしょうかね。ここは日本です。沖縄ですので、何とかお願いします。あの騒音を

基地の外に向けないようにお願いしてください。

16日(月)

8:04 嘉数 四丁目 月曜の晴れ晴れとした青空の天気の下で気持ちよく過ごそうとしたら、また日本

の国歌とラッパの音等がまた不快な気持ちにさせてしまいます。もう何度抗議の

電話を入れれば改善されるんですか。松川市長に強く訴えてください。こんな身

近な市民の生活を見過ごすというのは一番の問題ですよ。もう早く抗議して基

地内だけの音量にして基地外に出ないように絶対させてください。既成事実化

は絶対させてはいけませんよ。

16日(月)

8:46 愛知 三丁目 ずっと前から朝8時ごろに騒音がありました。朝の8時ごろと夕方の6時ごろにファ

ンファーレと国歌が流れますけど、今日は音量が上がってるように感じました。私

は三丁目ですけど、もっと基地に近い人たちは飛び起きちゃうくらい大きな音だと

思います。新聞で一度下げてもらったと書いてあったみたいですけど、今日はうる

さかったですね。沖縄防衛局と米軍に対して強く抗議してください。

17日(火)

8:10 嘉数 四丁目 今日はラッパと日米の国歌の音量が絞られた状態で聞こえました。無風状態な

ので、ここまで届いていないのか、松川市長の抗議によって改善されたのかわかり

ませんが、今日のような快晴の日の8時というのは1日さわやかな気持ちで過ご

そうという時間帯です。放送は基地内だけで聞こえるように、大音量で基地の

外に聞こえるようにするのはおかしいです。私たちは海兵隊でも自衛隊でもあり

ません。私は別に朝礼とか、放送をするなとは言っていないんですよ。基地の中

だけで聞こえるようにしてくださいと言っているだけなんです。今日は、小さな音

だったので、比較的さわやかに過ごせそうです。このまま引き続き頑張ってくださ

い。
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18日(水)

9:40 長田 その日の風向きによってなのか、聞こえてくる音量は違うんですが、国歌が流れ

ていてうるさいです。アメリカの国歌なんか聞くだけで不愉快だし、日本の国歌も

私たちの年代はおもしろくないんですよ。市長さんにも伝えてください。

18日(水)

12:29 野嵩 四丁目 昨日から今日にかけて自宅の上空を飛行機が通過します。夜間も昼もずっと

飛んでいます。どうにかしてもらいたくて電話しました。寝られないぐらいうるさいで

す。

18日(水)

15:34 我如古 四丁目 2か月前から鳴ってる国歌がうるさくて寝ててもびっくりして起こされるので迷惑で

すね。今朝はそんなに聞こえませんでしたけど、どうかこのままうるさくないようにし

てほしいです。どうかよろしくお願いします。

18日(水)
20:27 不明 今日も米軍基地の騒音がうるさくてもはや大災害ですよ。本当につらいです。

18日(水)
20:31 不明 うるさい。

23日(月)

9:55 長田 四丁目 1月の最後辺りから聞こえてくる国歌が基地から流れてくると知って電話しまし

た。聞いててあまり気持ちの良いものではないですし、今朝もはっきりと聞こえまし

た。あまり子供たちにも良くないと思うので止めてほしいです。止められないならせ

めて基地内だけに聞こえるように調整してほしいですね。

24日(火)

8:06 嘉数 四丁目 君が代とファンファーレの国歌の大音量の件なんですけどね、今日は従来と同じ

音量が出てましたよ。全然改善されてないじゃないですか。前から言っているよう

に、これは既成事実化させてはいけませんよ。私は市民の代表という気持ちで

電話しているんです。基地被害の不満を持っている人はいっぱいいるんですよ。

私も引き続き監視し続けますので、市役所もこれをやめさせるように頑張ってくだ

さい。

24日(火)
8:41 我如古 8時の国歌がまた大きくなってませんか。市長が言って小さくなったんじゃなかった

んですか。もっと強く抗議してすぐにでも止めてください。迷惑ですよ。

31日(火)
17:14 喜友名 二丁目 さっきから細いヘリが飛んでいてうるさかった。多分これからもうるさくなるはず。
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