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情報提供日 情報提供時刻 内容

平成26年7月9日

本日、米側から、米海兵隊のMV-22オスプレイ１機が、人員輸送のため、7月15日（火）、厚木飛行場に立ち寄
り、キャンプ富士に飛来し、その後、同月18日（金）にキャンプ富士を発ち、普天間飛行場に帰投する可能性が
ある旨の情報があった。
なお、本計画は天候等の影響により変更の可能性がある。

平成26年7月11日 オスプレイが厚木飛行場に立ち寄る際には、同飛行場で補給する可能性がある。

平成26年7月15日 12時頃 米側から、オスプレイ１機が厚木飛行場に飛来するのは、14時以降になる見込みとの情報があった。

平成26年7月15日 15時36分 本日15時26分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年7月15日 16時38分 本日16時30分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年7月16日 16時54分
本日、米側から、「７月18日、オスプレイ１機が、補給のため、厚木飛行場に立ち寄る可能性がある」旨の連絡
があった。

平成26年7月17日 16時14分
本日、米側から、追加情報として、「キャンプ富士に飛来しているオスプレイ１機が厚木飛行場に向け離陸する
のは、18日午前中となる見込みである。」旨の連絡があった。

平成26年7月18日 11時00分 本日10時57分、オスプレイ１機が、キャンプ富士を離陸した。

平成26年7月18日 11時20分 本日11時18分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年7月18日 12時48分 本日12時47分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年7月31日 14時35分

本日、米側から、米海兵隊のMV-22オスプレイ４機が、東富士及び北富士演習場での離発着訓練のため、８
月18日（月曜日）、厚木飛行場に飛来し、同月19日（火曜日）から22日（金曜日）の間、東富士及び北富士演
習場において訓練を実施し、訓練終了後、厚木飛行場に立ち寄り、同月23日（土曜日）、厚木飛行場から普天
間飛行場に帰投する可能性がある旨の情報がありましたので、お知らせします。
なお、８月19日（火曜日）から同月22日（金曜日）の各日とも、補給等のため厚木飛行場に飛来する可能性が
あります。
また、本計画は天候等の影響により変更の可能性があります。

平成26年8月18日 11時39分
本日午後、オスプレイ４機が岩国飛行場を離陸し、厚木飛行場に到着する可能性があるとの情報を得ておりま
す。

平成26年8月18日 15時03分 本日15時１分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月18日 15時42分 本日15時40分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月18日 15時45分 本日15時44分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月18日 16時00分 本日15時59分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月19日 15時04分 本日14時58分、オスプレイ２機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月19日 16時14分
本日16時09分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。
本日16時10分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月19日 19時46分
東富士及び北富士演習場での本日の訓練は、視界不良のため、実施しないとの情報が米側からありましたので
お知らせいたします。

平成26年8月20日 13時45分 本日13時40分、オスプレイ２機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月20日 14時20分
本日13時53分、東富士演習場上空にオスプレイ２機を確認した。
本日13時58分、オスプレイ１機が、東富士演習場に着陸した。
本日14時、北富士演習場上空にオスプレイ１機を確認した。

平成26年8月20日 15時42分 本日15時41分、オスプレイ２機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月20日 15時44分 米側から、日中の訓練が終了したので一旦厚木飛行場に戻るとの連絡がありましたのでお知らせします。

平成26年8月20日 19時07分
本日夜、オスプレイ１機が厚木飛行場を離陸し、その後、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得て
おります。

平成26年8月20日 19時33分 本日19時32分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月20日 20時27分 本日20時12分、北富士演習場上空で、オスプレイ１機を確認した。

平成26年8月20日 21時22分 本日の訓練は終了したとの連絡が米側からありましたので、お知らせします。
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平成26年8月20日 21時24分 本日21時22分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月21日 12時23分

本日午後、オスプレイ１機が厚木飛行場を離陸し、その後、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得
ております。
本日夕刻、オスプレイ１機が厚木飛行場を離陸し、その後、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得
ております。

平成26年8月21日 13時48分 本日13時46分、オスプレイ１機が厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月21日 14時08分 本日13時57分、北富士演習場上空にオスプレイ１機を確認した。

平成26年8月21日 15時55分
本日15時32分、オスプレイ１機が、北富士演習場を離陸した。
本日15時54分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月21日 19時25分 本日19時24分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月21日 19時51分 本日19時34分、北富士演習場上空にオスプレイ１機を確認した。

平成26年8月21日 20時34分 本日20時32分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年8月21日 21時02分 本日の訓練は終了しましたので、お知らせします。

平成26年8月21日 22時02分
米軍から「本日の訓練をもって東富士及び北富士演習場の訓練が終了した」との連絡があったので、お知らせ
します。

平成26年8月22日 11時26分
本日午後、オスプレイ４機が厚木飛行場を離陸し、岩国飛行場に着陸、その後、岩国飛行場を離陸し、普天間
飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております。

平成26年8月22日 17時10分 先に連絡をしたオスプレイの飛行情報については、飛行しないとの情報を得ております。

平成26年8月23日 8時45分
本日午前、オスプレイ１機が厚木飛行場を離陸し、岩国飛行場に着陸、その後、岩国飛行場を離陸し、普天間
飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております。

平成26年8月23日 8時47分 本日８時46分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月23日 11時35分 本日10時39分、オスプレイ１機が、岩国飛行場に着陸した。

平成26年8月23日 14時51分 米軍から、本日、オスプレイについては飛行するとの情報は得ておりません。

平成26年8月24日 8時05分
本日午前、オスプレイ３機が厚木飛行場を離陸し、岩国飛行場に着陸、その後、岩国飛行場を離陸し、普天間
飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております。

平成26年8月24日 11時53分 先に連絡をしたオスプレイの飛行情報については、飛行しないとの情報を得ております。

平成26年8月25日 8時27分
本日午前、オスプレイ３機が厚木飛行場を離陸し、岩国飛行場に着陸、 その後、岩国飛行場を離陸し、普天
間飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております。

平成26年8月25日 8時44分 本日８時42分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月25日 8時48分 本日８時47分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月25日 8時54分 本日８時53分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年8月25日 11時17分
本日10時33分、オスプレイ１機が、岩国飛行場に着陸した。
本日10時42分、オスプレイ１機が、岩国飛行場に着陸した。
本日10時46分、オスプレイ１機が、岩国飛行場に着陸した。

平成26年8月29日 9時47分
本日午前、米海兵隊のＭＶ－２２オスプレイ２機が、普天間飛行場を離陸し、岩国飛行場に着陸、その後、岩
国飛行場を離陸し、本日午後、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ています。

平成26年8月29日 12時25分
先に以下の情報（９時47分提供情報）を提供しておりましたが、行き先が厚木飛行場から横田飛行場に変更に
なったとの情報を得ています。

平成26年10月10日 16時30分

米海兵隊のＭＶ－２２オスプレイ１機又は２機が、１０月１８日（土曜日）に東富士演習場及び北富士演習場に
おいて離着陸訓練を実施する可能性がある旨、今月２日にお知らせしたところです。
本日、米側から、同機が、同演習場での訓練の実施に伴い、厚木飛行場に飛来する可能性がある旨の追加情
報がありましたので、お知らせします。なお、本計画は天候等の影響により変更の可能性があります。

（参考：10月２日南関東防衛局公表情報）
本日、米側から、米海兵隊のMV-22オスプレイ１機又は２機が、10月18日（土）に東富士演習場及び北富士
演習場において離着陸訓練を実施する可能性がある旨の情報がありましたので、お知らせします。
なお、本計画は天候等の影響により変更の可能性があります。
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平成26年10月18日 14時45分
本日、東富士及び北富士演習場において、オスプレイの離着陸訓練が予定されていましたが、米側より、本計
画について運用上の理由により中止するとの連絡がありました。

平成26年10月20日 16時30分

本日、米側から米海兵隊のＭＶ－２２オスプレイ１機が、横須賀海軍施設の状況を把握するため、１０月２５日
（土曜日）に同施設に飛来する可能性があること、並びに、これに伴い、同月２４日（金曜日）及び２５日（土曜
日）に厚木飛行場に立ち寄る可能性がある旨の情報がありましたのでお知らせします。
なお、本計画は天候等の影響により変更の可能性があります。

平成26年10月25日 10時08分 本日10時4分、オスプレイ１機が、横須賀海軍施設に着陸した。

平成26年10月25日 10時25分 本日10時14分、厚木飛行場上空にオスプレイ１機を確認した。

平成26年10月25日 10時40分
本日、オスプレイが横田飛行場を離陸し、午前中に横須賀海軍施設に着陸、その後、横田飛行場に戻る可能
性があるとの情報を得ています。

平成26年10月25日 11時14分 本日11時11分、オスプレイ１機が、横須賀海軍施設を離陸した。

平成26年10月25日 11時22分 本日10時27分、10時40分、10時54分、11時7分、厚木飛行場上空にオスプレイ１機を確認した。

平成26年10月25日 11時31分
本日11時15分、オスプレイ１機が横田飛行場に着陸した。11時28分、オスプレイ１機が横田飛行場に着陸し
た。

平成26年10月30日 10時06分

本日、米側から、米海兵隊のＭＶ－２２オスプレイ１機又は２機が、１１月９日（日曜日）から同月１１日（火曜日）
までの間、東富士演習場において離発着訓練を実施する可能性があること、並びに、これに伴い、９日から１１
日までの各日とも、補給等のため厚木飛行場に飛来する可能性がある旨の情報がありましたので、お知らせしま
す。
なお、本計画は天候等により変更の可能性があります。

平成26年11月6日 11時00分
本日午前、オスプレイが普天間飛行場を離陸し、午後、岩国飛行場及び厚木飛行場に到着する可能性がある
との情報を得ています（なお、内容の変更の可能性もあります。）。

平成26年11月6日 15時35分 本日15時33分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月6日 16時01分 本日15時59分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月6日 17時55分 本日17時47分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月7日 8時42分
本日午前、オスプレイが厚木飛行場を離陸し、霞目駐屯地に到着する可能性があるとの情報を得ています（な
お、内容の変更の可能性もあります。）。

平成26年11月7日 9時08分 本日９時５分、オスプレイ２機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月7日 9時38分 本日９時33分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月7日 14時46分
本日夕刻、オスプレイが霞目駐屯地を離陸し、厚木飛行場に到着する可能性があるとの情報を得ています（な
お、内容の変更の可能性もあります。）。

平成26年11月7日 16時04分 本日16時１分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月7日 16時19分 本日16時18分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月7日 16時33分 本日16時32分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月8日 8時08分
本日午前、オスプレイが厚木飛行場を離陸し、霞目駐屯地に到着する可能性があるとの情報を得ています(な
お、内容の変更の可能性もあります。)。

平成26年11月8日 8時21分 本日８時19分、オスプレイ２機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月8日 9時23分 本日９時21分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月8日 12時40分 本日12時39分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月8日 15時42分
本日夕刻、オスプレイが霞目駐屯地を離陸し、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております
(なお、内容の変更の可能性もあります。)。

平成26年11月8日 16時00分 本日15時59分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月9日 12時37分
本日午後、オスプレイが霞目駐屯地を離陸し、厚木飛行場に着陸する可能性があるとの情報を得ております
(なお、内容の変更の可能性もあります。)。
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平成26年11月9日 14時41分 本日14時37分、オスプレイ１機が、厚木飛行場に着陸した。

平成26年11月10日 9時56分
本日午前、オスプレイが厚木飛行場を離陸し、午後、岩国飛行場及び普天間飛行場に到着する可能性がある
との情報を得ています（なお、内容の変更の可能性もあります。）。

平成26年11月10日 10時16分
本日10時00分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。
本日10時５分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月10日 10時19分 本日10時18分、オスプレイ１機が、厚木飛行場を離陸した。

平成26年11月10日 15時10分
本日11時51分、オスプレイ２機が、岩国飛行場に着陸した。
本日12時９分、オスプレイ１機が、岩国飛行場に着陸した。

平成26年11月10日 15時10分
本日、米側より、今回の訓練（１１月９日から１１月１１日）は、運用上の都合により中止するとの連絡がありまし
た。
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