
月 飛行日 飛行時間 回数 機数 市町村 航空機種類 飛行場所 方向 騒音測定装置の測定値等

1月 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西 10:05に85.4dBを記録

本山町 不明 本山町役場上空 不明 10:00に87.1dBを記録

土佐町 不明 土佐町役場田井支所上空 不明 10:01に90.9dBを記録

大豊町 ジェット機 大豊町役場上空 不明

大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 9:22に93.5dBを記録

大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西 9:24に96.3dBを記録

本山町 不明 本山町役場上空 不明 9:29に74.1dBを記録

11:15 土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 西→東 11:15に86.9dBを記録

11:1７ 大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 11:17に93.2dBを記録

11:18 香美市 ジェット機 物部町大西 西→東

11:18 土佐町 不明 土佐町役場田井支所上空 不明 11:18に94.5dBを記録

11:20 香美市 ジェット機 物部町大西 西→東

1/13 11:13 1 1 本山町 不明 本山町役場上空 不明

1/13 14:11 1 1 本山町 不明 雁山の北 西→東 14:11に84.5dBを記録

大川村 ジェット機 大川村役場上空 西→東 14:30に99.0dBを記録

本山町 不明 本山町役場上空 不明

土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 南西→北東 14:30に80.8dBを記録

大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 14:32に100.9dBを記録

いの町 プロペラ機 いの町吾北総合支所上空 南西→北東

いの町 プロペラ機 いの町吾北保育園上空 西→東

本山町 不明 本山町役場上空 西→東 16:17に73.8dBを記録

土佐町 輸送機 土佐町役場田井支所上空 南西→北東 16:18に79.1dBを記録

いの町 プロペラ機 いの町川内保育園・小学校上空 東→西

いの町 不明 いの町すこやかセンター伊野上空 東→西

いの町 不明 いの町枝川上空 南西→北東

越知町 不明 越知町横畠小学校上空 東→西

仁淀川町 プロペラ機 仁淀川町役場上空 東→西

高知市 プロペラ機 高知市葛島 不明

南国市 プロペラ機 南国市白木谷 不明

いの町 プロペラ機 いの町吾北総合支所上空 南西→北東

いの町 プロペラ機 いの町吾北保育園上空 東→西

いの町 プロペラ機 いの町川内保育園・小学校上空 東→西

土佐町 輸送機 土佐町役場田井支所上空 南西→北東 17:08に83.6dBを記録

本山町 不明 本山町役場上空 西→東 17:09に84.0dBを記録

いの町 プロペラ機 いの町役場上空 南西→北東

土佐町 プロペラ機 土佐町役場田井支所上空 西→東

仁淀川町 不明 仁淀川町役場上空 東→西

高知市 プロペラ機 高知市葛島 不明

南国市 プロペラ機 南国市白木谷 不明

9:36 大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 9:36に103.8dBを記録

9:38 大川村 不明 大川村役場上空 東→西 9:38に95.2dBを記録

10:18 大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 10:18に105.1dBを記録

10:18 本山町 不明 本山町役場上空 不明 10:18に78.4dBを記録

10:19 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西 10:20に108dBを記録

1/14 14:25 1 1 大豊町 ジェット機 大豊町ふれあいセンター上空 不明 14:25に86.1dBを記録

9:57 本山町 不明 本山町役場上空 不明 9:57に86.5dBを記録

9:58 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

6 月計 13

米軍機の低空飛行訓練等の状況について（2015年）
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          ※上表は県内の市町村からの目撃報告に基づいて作成し、国を通じて米軍に米軍機であることを確認できたものを記載しています。
              また、騒音測定装置の測定値は、飛行時間帯に測定された最大値（70dB以上）とその測定時間を記載しています。



月 飛行日 飛行時間 回数 機数 市町村 航空機種類 飛行場所 方向 騒音測定装置の測定値等

米軍機の低空飛行訓練等の状況について（2015年）

2月 本山町 不明 本山町役場上空 東→西 10:45に92.9dBを記録

土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 東→西 10:45に80.0dBを記録

2/3 11:03 1 3 本山町 不明 本山町役場上空 東→西 11:03に88.7dBを記録

土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 東→西 11:10に85.7dBを記録

大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

14:04 本山町 不明 本山町役場上空 東→西 14:04に94.9dBを記録

14:05 土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 東→西 14:05に95.6dBを記録

14:05 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

2/4 14:09 1 2 本山町 不明 雁山より北 西→東 14:09に76.1dBを記録

10:58 本山町 不明 雁山上空 東→西 10:58に93.0dBを記録

10:59 土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 東→西 10:59に80.9dBを記録

10:59 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西 10:58に103.9dBを記録

14:08 本山町 不明 雁山上空 東→西 14:08に71.7dBを記録

14:10 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西 14:08に100.2dBを記録

2/10 10:59 1 1 本山町 不明 本山町役場上空 不明 10:59に74.4dBを記録

本山町 ジェット機 本山町市街地上空 東→西 10:57に98.5dBを記録、休日

土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 東→西 10:58に98.7dBを記録、休日

いの町 ジェット機 いの町桑瀬上空 南東→北西 休日

2/11 16:00 1 2 本山町 不明 本山町市街地上空 東→西 16:00に75.2dBを記録、休日

香美市 ジェット機 香美市物部町神池 東→西 14:53に78.6dBを記録

香美市 不明 香美市物部町神池 東→西 14:54に79.5dBを記録

本山町 ジェット機 雁山より北 東→西 14:55に71.4dBを記録

本山町 ジェット機 本山町市街地上空 東→西 14:56に75.6dBを記録

土佐町 ジェット機 早明浦ダム上空 東→西 14:56に77.0dBを記録

2/17 11:53 1 1 本山町 不明 本山町役場上空 不明 11:53に70.4dBを記録

2/17 13:49 1 1 本山町 不明 本山町役場上空 不明 13:49に75.4dBを記録

7 月計 13

3月 3/23 16:31 1 1 本山町 不明 本山町役場上空 不明 16:31に75.9dBを記録

土佐町 不明 土佐町役場田井支所上空 西→東 16:13に94.0dBを記録

本山町 ジェット機 雁山上空 西→東 16:13に87.8dBを記録

2 月計 2

4月 4/16 12:07 1 1 土佐町 ジェット機 土佐町役場田井支所上空 西→東 12:07に89.5dBを記録

10:17 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

10:20 本山町 不明 雁山より北 東→西 10:20に76.6dBを記録

13:18

13:20

14:00 香美市 不明 香美市物部町大西 東→西

14:05 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

14:08 本山町 不明 雁山より北 西→東 14:08に79.6dBを記録

14:22 本山町 不明 雁山より北 東→西 14:22に71.9dBを記録

14:25 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 東→西

11:27 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

11:30 香美市 ジェット機 香美市物部町五王堂 西→東

10:42 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 西→東

10:55 本山町 不明 雁山より北 西→東 10:55に75.6dBを記録

10:57 大川村 ジェット機 大川村役場上空 東→西

11:00 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 西→東

11:00 大川村 不明 大川村役場上空 不明

11:02 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 西→東

4 月計 6

2/3 10:45 1 2

2/3 11:10 1 3

2/4 1 2

2/6 1 2

2/6 1 2

2/11
10:57～
10:58

1 2

2/13
14:53～
14:56

1 2

3/25 16:13 1 1

4/21 1 2

4/21 1 1 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 西→東

4/21 1 1

4/23 1 2

4/24 1 2

          ※上表は県内の市町村からの目撃報告に基づいて作成し、国を通じて米軍に米軍機であることを確認できたものを記載しています。
              また、騒音測定装置の測定値は、飛行時間帯に測定された最大値（70dB以上）とその測定時間を記載しています。



月 飛行日 飛行時間 回数 機数 市町村 航空機種類 飛行場所 方向 騒音測定装置の測定値等

米軍機の低空飛行訓練等の状況について（2015年）

5月 10:03 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 東→西

10:07 本山町 不明 雁山より北 東→西 10：07に91.7dBを記録

10:08 大豊町 ジェット機 大田口 東→西 10：08に98.5dBを記録

10:08 土佐町 ジェット機 田井支上空 不明 10：08に84.9dBを記録

10:10 大川村 ジェット機 大川村小松 東→西

14:26 香美市 ジェット機 香美市物部町大栃 北東→南西 14：26に91.0dBを記録

14:27 本山町 不明 市街地上空 東→西 14：27に103.7dBを記録

14:28 土佐町 ジェット機 田井支所上空 西→東 14：28に100.4dBを記録

5/5 9:50 1 1 本山町 不明 城山より南上空 東→西 9：50に97.9dBを記録、休日

5/15 13:31 1 1 本山町 不明 市街地上空 東→西 13：31に101.8dBを記録

3 月計 4

7月 7/14 22:10 1 1 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 東→西 夜間

7/20 13:51 1 1 香美市 ジェット機 香美市物部町大西 東→西 休日

2 月計 2

8月 10:52 大豊町 ジェット機 大田口 不明 10:52に93.2dBを記録

10:54 本山町 不明 雁山上空 東→西 10:54に86.1dBを記録

8/31 12:00 1 2 安芸市 オスプレイ 安芸市川北甲 東→西

2 月計 2

9月 9/2 14:00 1 1 室戸市 ヘリ 室戸市浮津 旋回

9/2 14:35 1 1 室戸市 不明 室戸市奈良師 旋回

9/2 14:50 1 1 室戸市 不明 室戸市奈良師付近 西→南東

1 月計 3

10月 10/7 10:55 1 1 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西

13:45 本山町 不明 市街地上空 西→東 13:45に96.9dBを記録

13:45 土佐町 ジェット機 田井支所上空 西→東 13:45に91.1dBを記録

13:46 香美市 ジェット機 物部町大西 西→東 13:46に92.7dBを記録

10/7 15:33 1 1 香美市 不明 物部町大西 西→東

10/8 14:18 1 1 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 14:18に72.0dBを記録

14:57 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 14:57に91.2dBを記録

14:58 大豊町 ジェット機 大田口 東→西 14:58に102.4dBを記録

14:59 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 14:59に78.4dBを記録

14:59 本山町 不明 雁山上空 西→東 14:59に86.1dBを記録

15:01 大豊町 ジェット機 大田口 東→西 15:01に85.5dBを記録

15:01 本山町 不明 雁山上空 東→西 15:01に87.4dBを記録

15:01 香美市 ジェット機 物部町大西 西→東

15:01 香美市 ジェット機 物部町大栃 東→西 15:03に74.3dBを記録

15:02 本山町 不明 市街地上空 東→西 15:02に96.1dBを記録

15:08 香美市 ジェット機 物部町大西 西→東 15:08に71.3dBを記録

11:49 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 11:49に96.4dBを記録

11:53 本山町 不明 不明 不明 11:53に82.6dBを記録

14:21 大豊町 ジェット機 大田口 不明 14:21に91dBを記録

14:26 土佐町 ジェット機 田井支所上空 東→西 14:26に97.6dBを記録

4 月計 7

11月 11/2 15:10 1 2 室戸市 ジェット機 室戸市役所から南（室戸市浮津） 東から南へ旋回

11/16 18:26 1 1 本山町 不明 市街地上空 西→東 18:26に79.1dBを記録

11:11 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 11:11に98.1dBを記録

11:15 本山町 不明 城山上空 東→西 11:15に95.9dBを記録

11:16 土佐町 ジェット機 田井支所上空 東→西 11:16に108.1dBを記録

11:19 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 11:19に74.0dBを記録

11:20 香美市 不明 物部町大栃 北→南 11:20に93.5dBを記録

3 月計 3

5/1 1 2

5/1 1 1

8/27 1 3

10/7 1 1

10/26 1 2

10/28 1 1

11/30 1 2

10/8 1 3

          ※上表は県内の市町村からの目撃報告に基づいて作成し、国を通じて米軍に米軍機であることを確認できたものを記載しています。
              また、騒音測定装置の測定値は、飛行時間帯に測定された最大値（70dB以上）とその測定時間を記載しています。
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12月 12:27 本山町 不明 不明 不明 12:27に91.4dBを記録

12:28 土佐町 ジェット機 田井支所上空 西→東 12:28に90.8dBを記録

12/8 13:36 1 2 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 13:36に101.3dBを記録

12/9 10:07 1 2 香美市 ジェット機 物部町大西 南→北 10:07に89.8dBを記録

12:56 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 12:56に91.3dBを記録

13:02 土佐町 ジェット機 田井支所上空 東→西 13:02に100.3dBを記録

9:24 本山町 ジェット機 不明 東→西 9:24に91.6dBを記録

9:24 土佐町 ジェット機 土佐町柚ノ木 東→西

9:25 土佐町 ジェット機 田井支所上空 東→西 9:25に85.1dBを記録

9:30 大川村 ジェット機 大川村小松 東→西

10:13 香美市 ジェット機 物部町大西 東→西 10:13に104.0dBを記録

10:15 大川村 ジェット機 大川村小松 東→西

10:17 本山町 ジェット機 市街地上空 東→西 10:17に96.4dBを記録

10:19 土佐町 ジェット機 田井支所上空 東→西 10:19に86.4dBを記録

13:25 本山町 ジェット機 市街地上空 東→西 13:25に81.9dBを記録

13:26 土佐町 不明 田井支所上空 不明 13:26に92.3dBを記録

13:30 大川村 ジェット機 大川村小松 東→西

13:30 いの町 ジェット機 いの町長沢地区上空 不明

5 月計 7

2015年計 39 62

12/1 1 2

12/14 1 1

12/16 1 1

12/16 1 2

12/16 1 2

          ※上表は県内の市町村からの目撃報告に基づいて作成し、国を通じて米軍に米軍機であることを確認できたものを記載しています。
              また、騒音測定装置の測定値は、飛行時間帯に測定された最大値（70dB以上）とその測定時間を記載しています。


