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平成２３年度電波障害被害（２２０件）
平成２３年４月１日～平成２３年９月３０日

４月： ３件

１６：４５　宜野湾市３丁目　男性
　宜野湾市３丁目に住んでいる。地デジテレビを購入したが、米軍機が通るたびに、電波障
害が発生し、米軍機がいなくなると電波障害は無くなる。早急に改善するように沖縄防衛局
へ伝えてほしい。

１６：１０頃　野嵩２丁目在住　女性
　野嵩２区に住んでいるが、米軍機飛行時にテレビと電話の電波障害が発生する。
受信障害が発生する可能性がある地区に指定されているのか、調べてほしい。

１１：５５頃　大山在住　男性
　ここ最近の米軍機の騒音は酷すぎる。ヘリが夜遅くまで低空で旋回飛行を繰り返していて、
騒音で気が変になりそうだ、止めさせてほしい。また、へりが通過すると地ﾃﾞｼﾞ受信障害もあ
るので早急に改善してほしい。

１０：２０頃　野嵩２丁目在住　男性
   米軍機が通るたびに、電波障害が発生する。何とかして欲しい。

１５：１０　大山３丁目在住　女性
　大山３丁目に住んでいる。１年程前に地デジ対応テレビを購入したが米軍機が通るたびに、
テレビ画面にブロック状のモザイクや画面が真っ暗になる電波障害が発生する。
特に昨晩は自宅周辺上空を米軍ヘリが低空で旋回訓練を繰り返していたので電波障害が酷
く、テレビを見ていても内容が伝わってこなかった。その件で沖縄防衛局にも連絡したが、担
当者が休みとのことで市の基地渉外課を案内された。早急に改善するよう沖縄防衛局にも伝
えてほしい。

５月： 12件

１１：４５頃　伊佐２丁目　女性
　宜野湾市の中でも騒音被害が少ないということで数年前に引っ越ししてきたが、ここ数日は
騒音が酷く、家の上空をヘリが飛んでいる時は会話もテレビの音もまったく聞こえなくなる。
また、テレビの受信障害もある。
米軍へ抗議してください。

１０：００頃　伊佐在住　男性
　ヘリが飛ぶ際に電波が乱れる。
今度の対策を待って、改めてお電話するとのこと。

１１：４０　野嵩３丁目在住　女性
 ヘリが飛んでいる時、地デジ８チャンネルの琉球放送を見ていると画面に線が出たりと電波
障害が発生する。せっかく地デジに変えたのにアナログで見なければならない。

１５：５０頃　　真志喜１丁目　女性
　米軍機が上空を飛んでいる。最近は騒音が酷い。夜も遅くまで飛んでいる。どうして住宅地
で訓練するのか？海上でやればいいじゃないか？地デジに買い換えたら、飛行機が飛ぶ度
に画面が真っ暗になる。米軍に抗議してほしい。



１９日（木）

２３日（月）

２３日（月）

２4日（火）

２６日（木）

３０日（月）

２日（木）

３日（金）

６月：  11件

１３：２０　普天間在住　女性２人
　地デジ電波障害の件で来庁。
以前、海軍病院が出来るということでチューナーを取り付けてもらったが、電波障害が酷い。
飛行機が家のすぐ上を通るし、飛行機の音が聞こえない時でもテレビには電波障害が発生
するため飛行機が飛んいることが分かる。
どうにかならないのか？

１５：２０頃　嘉数３丁目在住　男性
　I市議来所、５／２４午後６時から６時１０分の間地デジテレビの画面が真っ暗になった。ちょ
うどその時自宅上空南側を米軍ヘリが飛んでいた。嘉数は地デジ障害対策の対象地区に
なっていないが、地デジ受信障害はあるので国に働きかけて早急に対策してほしい。また、
隣に住んでいる親戚の家も輸送機が飛行すると（通り過ぎるまで）地デジテレビの画面が真っ
暗になる受信障害がある。

９：４５　野嵩在住　男性
　野嵩３丁目在住だが米軍機が自宅付近上空を飛行すると地デジ受信障害が発生する。新
聞報道で補助金で対策するとあったが７月の地デジ完全移行に間に合うのか、また、現在対
象区域にしていされていないが米軍機飛行に伴う地デジ受信障害を受けている世帯につい
てはどのように対応するのか。障害を受けている全世帯についてできるだけ早く対策してほし
い。

１７：３５　大山在住　女性
　最近騒音がとても酷く、収まる様子が無いので電話しました。
騒音も酷いが、地デジの電波障害もたびたびある。せっかく楽しみに録画していても写ってい
ないことが何回かあり、とても不愉快であった。何とか抗議してください。

１２：３５　佐真下在住　男性
　だいぶ前より地デジに対応するテレビに買い換えたが、頻繁に電波障害が起こりテレビが
見えなくなる。市として対応していく予定はあるのか。
早く解消して欲しい。

１５：５０　佐真下４丁目在住
　米軍機が通過するたびに、5チャンネル（QAB）だけ「電波が受信できません」と表示され見
えなくなる。何か対策を行う予定があるのか？

１５：３０　真栄原在住　男性
　ヘリ、ジェット機の騒音が酷いため来所した。
ジェット機のエンジン調整をしているためか、２、3分ほど爆音が続いたり、夜10時以降の夜間
飛行も行われている。
また電波障害も酷く特に衛星放送に関しては、モザイクブロックになり視聴できない事が多々
ある。騒音被害、電波要害共に早く解消して欲しい。

１２：３０　新城在住　女性
　地デジに対応するためチューナーを取り付けたが、ヘリが飛ぶたび電波要害が発生し画面
が真っ暗になる。
対策を取っていると聞いているが、早く対応して欲しい。



８日（水）

８日（水）

９日（木）

１３日（月）

１７日（金）

２７日（月）

２９日（水）

２９日（水）

３０日（木）

１６：１５　普天間一区在住　男性
　自宅近くをヘリが通るたびに、テレビが見えなくなる。
国は早く地デジに切り替えるよう言っているのに、変えたら見れなくなるというのはどういうこ
とか。
ほぼ毎日電波障害が起こっているため、早く対応するように。

１１：５５　新城１丁目在住　男性
　新城１丁目に住んでいて、以前海軍病院建設に伴うアナログ放送受信障害対策として沖縄
防衛局から地デジチューナーを設置してもらったが、米軍機が飛ぶと地デジ受信障害が発生
する。（テレビ画面が真っ暗になる。）それなのに地デジ対策区域に入っていないのは納得で
きない。市からも市内全域を対象地区にするよう国に求めてほしい。

１４：２５　我如古四丁目　女性
　１２月に地デジ対応のテレビに買い換えたが、米軍機が通るたびに画面が真っ暗になる。
テレビが見れなくなっては困るので、なんとかお金を工面して買え変えたので７月の完全以降
までに、改善してください。

１６：１０頃　普天間２丁目在住　女性
　　海軍病院が建設されることになり、地デジのチューナーをつけてもらったが、米軍のヘリ、
飛行機が通るたびに電波障害が起こる。
金銭的に余裕がなく、自分たちで対応する事が難しい。市、沖縄防衛局で対応策を検討中と
のことだが、金銭的負担なく対応してもらえるのか？

１６：００　野嵩３丁目　女性
　新聞で地デジの電波障害に対して、市と防衛局の方で対策を取ると書いてあったが、私の
家は対象地区になっていないと聞いた。
私の家でも電波障害が発生しているので、市のほうからも対象区域を広げるよう防衛局に働
きかけて欲しい。

１３：４５　新城１丁目在住　男性
　新城１丁目に住んでいる。米軍機飛行に伴う地デジ受信障害について、補助があると聞い
たので申請に来た。対象地域外となっていることを説明したところ、早急に再調査し対応して
ほしいとのこと。

１６：１５頃　新城在住　女性
 　新城２丁目に住んでいる。最近米軍ヘリが自宅周辺と低空で旋回飛行訓練が頻繁に行わ
れるので地デジ受信障害が酷い。テレビの画面が真っ暗になったり、予約録画も切れてしま
う状況である。早く対策してほしい。

１２：５０　真栄原１丁目在住　女性
　真栄原１丁目に住んでいる。最近米軍ヘリが自宅周辺と低空で旋回飛行訓練が頻繁に行
われるので地デジ受信障害が酷い。今も飛んでいてテレビのスイッチをいれても受信レベル
が足りないとのことで画面が真っ暗になった状態でテレビが見られない。どこに相談したらよ
いのか。

１６:５０　野嵩在住　女性
　嘉手名や読谷では、基地があるという理由でＮＨＫの受信料の一部が免除になっていると
いう事を聞いたが、何故宜野湾市は対象となっていないんですか？
　宜野湾市でも基地から生じる騒音でテレビの音がまったく聞こえなくなったり、受信障害が
発生したりと被害があるので、是非国に働きかけて、一部免除に該当させて欲しい。



４日（月）

４日（月）

４日（月）

４日（月）

４日（月）

１２日（火）

１３日（水）

１０：２０　普天間2丁目在住　男性
　普天間二丁目は電波障害対策の対象地区ではないようだが、うちも電波障害が発生してい
る。
どのような調査で、対象地区を設定したのか？地デジ化はだいぶ前から決まっていたが、市
としては防衛局に対してどのような申し入れを行ってきたのか？
　確認後、報告して欲しい。

１０：４０　野嵩３丁目　女性
　野嵩3丁目にアパートを所有しているが、入居者より電波障害があるということでブースター
を取り付ける予定である。先日地デジ対策についての記事を見たが、うちも対象となるの
か？（対象地区に該当していない事を説明しました。）
とりあえずはブースターで対応するが、改善しない場合は再度連絡します。

１０：４５　普天間一丁目在住　女性
　電波障害の対策を行うとのことだが、私の家は障害があるにもかかわらず対象地区に入っ
ていない。防衛局にも電話をするが、市からも対象地区を広げるよう是非申し入れを行って
欲しい。

７月： ３７ 件

１０：４５　普天間１丁目在住　男性
　 新聞記事で地デジの補助が受けられると聞いたが？
対象地域外になっているとお伝えしたところ、飛行機が通る度にテレビが見れなくなる、ＮＨＫ
の方に来て見てもらったので障害が起こることを証明出来る。
沖縄防衛局に電話をしたら、市に連絡して下さいと言われたので電話をしたがたらい回しにさ
れている、どうすれば良いのか。

１５：２５　伊佐二丁目在住　女性
　新聞報道で市内の一部地域において、地デジの受信障害に対しての対策を取ると書いて
あったが、伊佐でも飛行機、ヘリが通る前後にブロックモザイクや画面が真っ暗になるといっ
たような受信障害が発生している。
　市としては、対象地区を拡大するよう要請しているとのことだったので、がんばって国に訴え
て欲しい。

１６：３０　野嵩３丁目在住　女性
　野嵩地域で地デジ受信障害対策をすると聞いた。うちも米軍機飛行に伴う地デジ受信障害
があるので対象となるのか問い合わせあり。今回の地デジ対策の対象地域外になっている
旨説明したところ、うちには調査に来てなかったが沖縄防衛局はどのような調査を行ったの
か、沖縄防衛局へ直接連絡したいとのことなので沖縄防衛局周辺環境整備課の連絡先を告
げる。

１１：４０　野嵩３丁目　男性
　近所より野嵩3丁目が地デジ受信障害の対象地区に入っていると聞いたが、うちは入ってい
るか？（現在のところ対象地区には入っていない事を説明）
家の上空が飛行機の通り道になっており、電波障害が頻繁に発生している。騒音でも耐えら
れないのに、電波障害対策の対象にも入っていないというのは納得できない。
宜野湾市のほうからも、防衛局へ対象地区を広げるよう要請して欲しい。



１４日（木）

１４日（木）

１５日（金）

１５日（金）

１９日（火）

１９日（火）

２０日（水）

２２日（金）

１４：２０　普天間１丁目　男性
　うちは滑走路の延長線上にあり、頻繁に米軍機が自宅上空を飛行し電波障害が発生する
が電波障害の対策地区に入っていない。
防衛局にも電話して伝えたが、調査するといったきり１ヶ月も経っている。
市のほうからも、対象地区を広げるよう伝えて欲しい。

１０：００　大謝名一丁目　男性
　地デジの電波障害の対策について、大謝名は対象地域に入っていないようだが米軍機が
飛行するたびに電波障害が発生している。今後対策をしていく予定はあるのか？
総務省にも相談し宜野湾局にアンテナを向ければ改善されるといわれ、アンテナの向きを変
更してみたが、改善が見られない。
このような苦情があったことを、必ず防衛局へ報告してください。

１３：２0　新城一丁目　男性
　５０ｍも離れていない父親宅は、電波障害対策地域となっているが私の家は対象外となっ
ている。父親宅には頻繁に行き来しているが、障害の状況はまったく同じであるのに何故こ
のような線引きになったのか？防衛局はどのような調査を行っているのか？
市の方からも現状を訴えて欲しい。

１６：４５　野嵩４丁目在住　男性
　　道向いは、地デジ電波障害の対策地域に入っているようだがうちは入っていない。どのよ
うな調査を行い、同様に線引きを行ったのか？
対象地区を広げるよう、防衛局へ働きかけろ。

１５：４５　大謝名４丁目在住　男性
米軍機が飛行するたびに受信障害が発生しており、テレビの内容がまったく分からない状況
である。
市としては、対策地区を拡大するよう求めていくとのことなので、今後もがんばって欲しいが、
自治会長や自治会に協力を仰ぎ、市民一人ずつに障害の有無を確認する事も必要ではない
か。
是非、検討して欲しい。

１０：１５　大山在住在住　女性
　大山在住だが、地デジの電波障害が発生している。
アンテナも宜野湾局に向けているが、ほとんど改善されないため現在はアナログ放送で見て
いる。対策地区から外れているとのことだが、大山も対象地区に入れるよう働きかけて欲し
い。

１１：３０頃　野嵩3丁目　男性
　デジサポで米軍飛行に伴う電波障害の相談をしたところ、ここを案内された。
ケーブルテレビによる対策を取っていると聞いたが、うちは該当しているか。現在のところ該
当していない事を伝えました。
　滑走路の延長線上にあるため頻繁に自宅上空を、米軍機が通りそのたびに受信障害が発
生する。対象地区に含めるよう防衛局へ申し入れして欲しい。

14：１０　新城1丁目　男性
　電波障害の対策を行うと聞いたが、うちは対象となっているか。
現在対象となっていない事を説明する。
防衛局はどのような調査を行った上で、対象地区を決めたのか？うちでも電波障害が発生し
ており、確認してもらいたい。出来ないというのなら、普天間基地を返還するべきだ。
防衛局にも直接電話するが、市からも伝えて欲しい。



２２日（金）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２５日（月）

２６日（火）

９：００頃　喜友名２丁目　男性
 新聞記事を見て来所した。喜友名は対象地域外とのことであるが米軍ヘリが飛ぶとブロック
ノイズ、ブラックアウトの受信障害が発生する。沖縄防衛局の調査によるとアンテナを宜野湾
中継局側に向けると受信障害が解消されるとのことである旨説明したところその費用を補助
してほしいとのこと。沖縄防衛局を案内する。

９：２０頃　野嵩１丁目在住　男性
　新聞記事を見て電話している。うちも米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるので対策し
てほしい。対象外になっている旨告げ、市としても沖縄防衛局に対し追加調査及び対象地域
拡大について申し入れている旨説明する。早めに対策できるよう取り組んでほしいとのこと。

１１：００頃　大山２丁目在住
　米軍機飛行により、地デジ障害が発生し、放送が途切れ真っ暗になる。対策を講じていた
だきたい。防衛局にも同様に連絡したが市に。問い合わせていただきたいとのことだった。
（返答）
今後、防衛局とも協議して、対象外の方の事もあるので、再度調査をして障害対策を求めて
いく。

１０：３０　真栄原１丁目在住　男性
　アンテナは宜野湾局に向けているが、米軍機が通るたびに電波障害が発生している。この
対策については、個人で対応しないといけないのか？それとも市の方で何らかの対策を取っ
ていただけるのか？

１６：０５頃　上大謝名２丁目在住　男性
　新聞で地デジ対策の記事を見たが、どのようにして対象区域を決めたのか？
上大謝名でも電波障害が発生する、条件は同じなのにどういうことか。
防衛局に対象区域の拡大を求めていると伝えたところ、調査など立ち会いはいつでも可能と
のこと。

１１：００　長田１丁目在住　男性
　新聞で地デジ電波障害の対策を見たが、長田でも米軍機が飛んでいる時や音が聞こえな
い時でも電波障害は起こっている。長田付近も考慮に入れてほしい。

１１：２０頃　野嵩４丁目在住　男性
　米軍機が北側から着陸してくる時は家の上を通るのに、その反対側が地デジ障害対策区
域の対象になっている。再度調査するよう防衛局に言って下さい。

１１：３０頃　新城１丁目在住　女性
　今回の地デジ受信障害対策の対象地域外とのことだが、米軍機飛行に伴う地デジ受信障
害があるので対策してほしい。

１２：４０頃　野嵩２丁目在住　男性
　新聞記事で地デジ対策についての記事を読んで電話している。野嵩２丁目在住だが対象と
なるのか。対象外であることを伝えたところ、米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるので
対策の対象とするよう沖縄防衛局へ働きかけてほしい。

野嵩２丁目在住　男性　１２：５０頃
　新聞で地デジ対策の記事を見たが、対象区域に入っているか確認したい。
対象外だとお伝えしたところ、ヘリだけでなく輸送機が通るたびに電波障害が起こる。テレビ
が見られないのは困る。すぐ近くの家は入っているのになぜ対象外なのか、市から防衛局に
正確な番地を申し上げて対策を行ってもらえるように言って下さい。



２６日（火）

２６日（火）

２６日（火）

２７日（水）

２８日（木）

２９日（金）

２９日（金）

２９日（金）

９：１５　普天間一丁目在住　男性
　私の家は飛行機の通り道になっており、頻繁に電波障害が発生する。
受信障害の対策事業について、人から聞いたが私の家も対象になっているか？
（対象外である事を説明しました。）
ちゃんと調査されていないと思うので、再度調査するよう働きかけて欲しい。

１４：１５　普天間１丁目　男性
　米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害の被害を受けているのに対策の対象外になっている
のは納得がいかない、早く再調査し対策してほしい。

１６：００　野嵩４丁目在住　男性
　新聞で地デジ電波障害の対策の地図を見たところうちは対象外になっているようだが米軍
機が飛ぶと地デジ受信障害があるのでぜひ再調査し対策するよう沖縄防衛局へ伝えてほし
い。

１６：４０　普天間１丁目　男性
　新聞で地デジ電波障害の対策記事を読んだ。うちも対象になっているのか確認したい。対
象外になっている旨告げたところ米軍機が飛ぶと地デジ受信障害があるのでぜひ再調査し
対策するよう沖縄防衛局へ伝えてほしい。

１５：５５頃　真志喜一丁目
　新聞で米軍飛行に伴う、地デジ受信障害について対策を行うと書いてあったが、対象区域
に入っていますか。対象区域に該当していないことを伝えました。
私の家も米軍機が飛行するたびに電波障害が発生しているため、対象地区を広げるよう国
へ働きかけて欲しい。
　また去年の１０月頃からだが、飛行機騒音がとても酷い。夜間も２３：００近くまで飛行してい
ることが多々ある。節約を心がけ、クーラーを切っているが、窓を開けるとうるさくてとても生活
できない。このことも含め、国に訴えてください。

１１：００　嘉数１丁目　女性
　新聞で市内の一部で地デジの電波障害の対策事業を行うという記事を見たが、嘉数は対
象地区に入っていないんですか？
（現在のところ対象地区外である事を伝えました。）
嘉数でも、電波障害が発生しているので対象地区を広げるよう国にも要請してください。

１７:１０　真栄原在住　男性
米軍機が飛行するたびに、テレビがちらついたりと電波障害が発生している。何か対策を取
る予定はあるのか。
現在対策事業を進めているが、真栄原は現在のところ対象地区に入っていないことを説明し
たところ、再調査の時期等防衛局に問い合わせたいとのことだったため、案内しました。

１０：３０　野嵩１丁目　男性
 インターネットで地デジ電波障害の対策の記事を見たが、実家のテレビで電波障害が発生し
ており、対象区域に入っているのか知りたい。
対象区域外だとお伝えしたところ、地デジに変わってからＱＡＢなどが全く見れなくなったり、
他の局でも米軍機が飛ぶと電波を受信出来なくなったりする。対象外と言われても困る。
　防衛局に再度調査を依頼し、区域を拡大してもらえるよう申し出ているとお伝えした。
検討してほしいとのこと。



２９日（金）

２９日（金）

２９日（金）

２９日（金）

１日（月）

１日（月）

１５：４０　新城２丁目　在住
　米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるので対策してほしい。対象外になっている旨説明
したところ、米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるので早急に対策するよう沖縄防衛局へ
働きかけてほしい。

１４：００　宜野湾１丁目　男性
　地デジ化後から、米軍機が飛行するたびに電波障害が発生する。何か対策を行う予定は
あるのか。
（対策事業は行っているが、現在のところ宜野湾は対象区域に入っていない事を説明しまし
た）
　間違いなく、米軍機の飛行が関係しているため再調査するよう働きかけて欲しい。

１５：００頃　野嵩２丁目在住　女性
　地デジ受信障害の対策をしてくれると知人から聞いて電話した。
対象外だとお伝えしたところ、野嵩公民館などは対象だと聞いたが？３年程前に地デジ対応
のテレビに買い換えたが、電波障害が発生する為ずっとアナログで見ていた。現在は途中で
ノイズが入ったり、［受信レベルが低下しています］と表示され全く見れない。
早めに対策をお願いしたい。

１６：２０　佐真下在住　女性
　デジサポの方に電波障害の件を聞いたら、渉外課を案内された。佐真下に住んでいるが、
テレビを見ている途中で真っ暗になったりと電波障害が発生する。アナログでもあったが、地
デジになってから障害が酷い。
隣近所も同じように電波障害があるかは分からないが公民館にも行ってみようと思っている。
アンテナの設置具合もデジサポで見てもらうが、米軍機による電波障害も考えられるので、対
象外区域でも対策をお願いしたい。

８：５０　大山１丁目在住
　地デジ受信障害対策の申請書をお父様の代理で持って来られた方で、自分の所も申請す
れば工事をしてもらえるのか？とのこと。

対象区域外だとお伝えした。NHKを見ている時や録画したのを見ていると急に画面が真っ暗
になる。普天間、野嵩、新城だけでなく宜野湾市全体で受信障害が起こっていると思う。基地
がある限り、宜野湾市から出て行かれる方もいるのでは？又は出たくても出れない方も多い
と思う、それでは宜野湾市も困るのではないか。
一人だけが声を挙げてもどうにもならない、諦めている人もいると思う。市からも対策をお願
いしたい。

８月： ７６件

１１：３０　普天間２丁目在住　男性
　地デジ電波障害の対策を行っていると聞いて来たのだが？
対象区域外だとお伝えしたところ、アナログの時も多少は電波障害が発生したが、地デジに
変えてから余計酷くなっている。家の前に大きな建物がある為電波が遮られていると思いデ
ジサポにも行ったが、米軍機の影響だと言うことで基地渉外課を案内された。
ジェットの騒音もすごく耳も聞こえにくくなっている、対策をお願いしたい。



１日（月）

２日（火）

２日（火）

８日（月）

8日（月）

１６：００　野嵩４丁目在住　男性
　地デジ電波障害の対策地区外になっていると聞いたが、私の家でも電波障害が発生してい
る。防衛局に対して、対象区域拡大について要請を行っていくとのことだが、受信障害が発生
している事を役所へ電話するにも電話代がかかる。
みなギリギリの生活を送っているため１０円であっても、通話料がかかるのであれば電話しな
いと思うので、市のほうから自治会長へ区民への署名活動を依頼し、それを元に要請活動を
行って欲しい。
　対象区域から外れていて、電波障害が発生している人はずっと不便な思いをしてすごさな
いといけないので、保証金を支給するなどもしなければならないのではないか。

８：５０　宜野湾１丁目在住　男性
　宜野湾に住んでいるが、ヘリが低空飛行する為電波障害が発生し、ＲＢＣが見れなくなる。
連絡しておきます。

１６：３０頃　野嵩１丁目在住　男性
　一階のデジサポにチューナーを貰いに行ったら、条件に当てはまらないことと、既に地デジ
に変えていこともあり断られた。電波障害もあるので相談したら基地渉外課を案内されたが
何か対策を取ってくれのか？
現在は対象区域外だが、沖縄防衛局に再度調査を依頼し対象区域拡大の申し入れを行って
いる、何かあれば市報などで市民の皆様にお伝えすると回答。
６～７年前に電気業者の方が地図をみて、この区域は高圧線（？）があるため電波が遮断さ
れると言っていたとのこと。ただ、飛行機が通るたびにテレビが見れなくなる為、進展があれ
ば連絡をお願いしたい。

１０：１０　野嵩１丁目　男性
　８月１日に米軍機飛行に伴う地デジ受信障害の件で基地渉外課に確認したところ、市には
そのような苦情は１件もないとのことであったが８月５日の新聞記事によると米軍機飛行に伴
う地デジ受信障害があるとあった。うちは、市役所近くにある産婦人科だが、患者さんから病
院内のテレビに受信障害があるとの声を受け先週、業者に委託し病院内の配線やアンテナ
の向き等テレビ受信環境の調査を行ったが何ら問題はなかったので、早急に対策してほし
い。
　
　米軍機飛行に伴う地デジ受信障害に対する市の対応経過を説明する。沖縄防衛局の調査
結果において、当病院は、現在対象地域外になっていること、市としては対象地域を拡大す
るよう沖縄防衛局へ申し入れを行っていることを説明し、本件についても沖縄防衛局へ報告
し対象範囲拡大について申し入れる旨告げる。

　１１：００頃、上記について沖縄防衛局周辺環境整備課へ連絡したところ、再調査・対象範囲
の拡大については、引き続き検討したいとのこと。

１５：１０　野嵩三丁目在住　女性
　米軍飛行に伴う電波障害について、デジサポに相談したところこちらを案内された。電波障
害の対策を行って欲しい。
対象地域に入っていない事を説明し、現在対象地区拡大については現在要請中であることを
伝えました。
　地デジになってから、頻繁に障害が発生するため早く対策出来るよう防衛局へ要請してくだ
さい。



8日（月）

9日（火）

９日（火）

９日（火）

９日（火）

10日（水 ）

1１日（木 ）

1１日（木 ）

１３：４０頃　真栄原二丁目在住　男性
　ヘリが自宅の近くを通るたびに、テレビが真っ暗になるため対策を取って欲しい。
（真栄原は対策地区に入っていないことを伝えました。）
自宅上空を軍用機が飛行するたびに、テレビが真っ暗になりとても困っている。真栄原でも対
策を行えるよう、防衛局へ訴えてください。

１５：５０　野嵩３丁目　男性
普天間飛行場滑走路延長線上の野嵩３丁目に在住しているが米軍機が飛ぶと地デジ受信
障害が発生する。新聞で対策をするという記事があったので連絡した。（対象外になっている
旨説明）米軍機が飛ぶと地デジ受信障害があるので対策するよう沖縄防衛局へ働きかけて
下さい。

１３：５５　野嵩１丁目　男性
　野嵩１丁目在住だが米軍機が飛ぶと地デジ受信障害が発生する。（対象外になっている旨
説明）米軍機が飛ぶと地デジ受信障害があるので対象地域を拡大し対策するよう沖縄防衛
局へ働きかけて下さい。

１０：00頃　野嵩一丁目在住　男性
　米軍機が飛行するたびに、テレビがジラジラする。早く対策を取ってください。

１１：４０頃　野嵩二丁目　男性
　米軍機が飛行するたびにテレビの受信障害が発生する、なにか対策を取る予定があるの
か。
（現在対策事業を行っているが、対象地区外であることを説明しました。）
対象地区外というが、現に米軍飛行に伴い電波障害が発生しているので対策を取るべきで
はないか。爆音だけでも頭に来ているのに、テレビも見れないのは許せない。
防衛局に対象地区を広げるよう、強く要請して下さい。

１６：４０頃　大山一丁目在住　男性
　米軍飛行に伴う地デジの電波障害が発生しており、市の方で対策を行うと聞いたが対象と
なるか。
（大山地区は現在対象地区に入っておらず、対象地区拡大については防衛局へ要請中であ
ることを説明しました。）
夕方に、自宅上空を頻繁に飛びそのたびに電波障害が発生し、テレビが見れない。大山でも
早く対策が取れるよう防衛局へ働きかけてください。

１０：１０頃　野嵩４丁目在住　女性
　野嵩４丁目在住だが米軍機が飛ぶと地デジ受信障害が発生するので電気屋さんに相談し
たところ米軍機飛行に伴う受信障害は対応できないので市役所に相談するよう説明されたの
で相談に来た。（対象外になっている旨説明）米軍機が飛ぶと地デジ受信障害があるので対
象地域を拡大し対策するよう沖縄防衛局へ働きかけて下さい。

１０：３０頃　野嵩２丁目在住　女性
　野嵩２丁目に住んでいるが、地デジ電波障害の対策区域に入っているか？
対象外だとお伝えしたところ、アナログの時も電波障害は多少はあったが地デジに変わって
からひどくなっている。どの局でも電波障害は発生するが特に３チャンネル（琉球放送）がひ
どく、米軍機が飛行していない時でも画面が真っ暗になったりする。連絡しておけば話も通り
やすくなると思い来た。



1１日（木 ）

1１日（木 ）

１２日（金）

１２日（金）

１５日（月）

１５日（月）

１５日（月）

１３：４０頃　新城２丁目在住　女性
　電波障害が発生するが対象区域に入っているか？
対象外だとお伝えした。市としては防衛局に再調査を依頼し、区域の拡大の要請を行ってい
る。何かあれば市報などで市民の皆様にお伝えすると回答。

又、騒音もひどい。夜の２０時にヘリが３機連なって飛んでいたが、真ん中の１機はライトを点
けずに飛んでいた。２２時には低空飛行している。
１４：０５　野嵩１丁目在住　女性
　野嵩１丁目在住で、市報の地デジ受信障害対策事業のお知らせを見て連絡している。対策
事業の内容とうちは、対策対象地域になっているのか確認したい。（事業内容、対象外になっ
ていることを説明する）米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるので対策するよう沖縄防衛
局へ働きかけてほしい。

１１：２０頃　普天間在住　男性
　普天間高校周辺に事務所を構えているが、テレビの移りが常時悪い。地デジ化に伴い中継
局が豊見城方面になったが、電波が基地上空を飛んでいる事から、基地の影響があると思
われる。（米軍機飛行以外の要因も考えられるため、デジサポ等へも相談してみるよう伝え
る。）
デジサポにも相談したが、業者に調査を依頼するよう言われただけで何の対策にもならな
い。
とにかく、基地をまたいで電波を受信している以上何らかの影響があることは間違いないの
で調査し対応するように。

１１：３０頃　野嵩三丁目在住　女性
　地デジの電波障害について対策を行っていると聞いたがどういう内容なのか。
（対策事業の内容について説明しましたが、対象外であったためその旨伝えました。）
対象外地区というが、私の家も飛行機が通るたびに受信障害が発生する。防衛局へ対象地
区を拡大するよう要請してください。

１０：５０頃　野嵩３丁目在住　女性
　野嵩３丁目に住んでいるが、地デジ受信障害対策の申し込みを行いたいがどうすればよい
か？対象区域に入ってないことをお伝えした。
ユニオンの近くに住んでおり、家の真上を飛行機が通る。それなのに対象区域に入ってない
のはおかしいのではないか？防衛庁に調査をお願いしてほしい。

１４：４０頃　野嵩４丁目在住　男性
　野嵩４丁目に住んでいる、地デジ受信障害対策の申し込みをしたいのだが？対象区域に
入ってないことをお伝えした。
台風前は何の問題もなく見ることが出来たのに、台風以降映りが悪くなった。
又、飛行機は家のすぐの所から飛んでいる。すぐそこの家は対象なのにうちは対象になって
ないのは変ではないか？
防衛局に調査をお願いしてほしい。

米軍機による受信障害もあるかと思うが、アンテナの不具合も考えられるのでデジサポをご
案内した。

１５：２０　大山１丁目在住　女性
　大山１丁目に住んでいる、受信障害がおこるのだが？対象外だとお伝えした。
市報に載っている、野嵩、普天間、新城だけが対象なのか？連絡をしないと対策を行っても
らえないと書いてあったので連絡したのだが、防衛局に強く働きかけるよう言ってほしい。



１６日（火）

１６日（火）

１６日（火）

１６日（火）

１７日（水）

１７日（水）

１８日（木）

１０：１５　大山５丁目在住　女性
　大山５丁目に住んでおり、米軍機の飛行に伴い電波障害が発生してるため電話した。何
か、対策を行う予定があるのか。（現在対策事業を行っているが、大山は対象外であることを
伝えました。）
大山でも電波障害が発生しているので、対策事業が行えるよう防衛局へ働きかけて欲しい。

１１：００　真志喜一丁目在住　女性
　市報で米軍飛行に伴う、電波障害の対策事業のお知らせを見て電話しました。
お知らせによると、真志喜地区は対象外となっているが、真志喜でも電波障害発生しており、
楽しみに録画していた番組も、電波障害のため撮れていない事がある。
　再調査し、対策事業の対象となるよう防衛局へ働きかけてください。

１４：３０　野嵩三丁目在住　男性
　米軍機飛行に伴う受信障害について市報で確認したが、私の家は入っているか。（対象地
区外であることを伝えました。）
　私の家は滑走路の延長線上にあるため、飛行機が頻繁に上空を行き来しそのたびに画面
が真っ暗になる。１階で飲食店もやっているが、お客さんからも苦情が来るほどである。
実際に確認してもらえば障害が発生しているのはすぐにわかるので、防衛局へ再調査をして
もらうよう要請してください。

１５：４０　普天間１丁目在住　男性
　テレビの受信障害があるが、沖縄防衛局に問い合わせたところ宜野湾市役所の基地渉外
課に連絡して下さいと言われた。（対象区域に入ってないことをお伝えした。）対象外だと言わ
れても困る、ヘリが飛ぶときに画面にノイズが発生したり、急に全く見れなくなったりする。何
か対策が行われるまで待っておかないといけないのか？隣の家は自治会長のお宅だが、電
波障害の事は何も言ってこない。お年寄りはそういうのに関心がないか、障害があったとして
も防衛局の電話番号も分からなければ、役所の基地渉外課に連絡することも分からないと思
う。自治会長に言って対策を取ってもらう。連絡先を言っておくので、早くどうにかして下さい。

１０：２０　新城２丁目在住　男性
市報の地デジ電波障害対策事業を見て電話した。うちは障害が発生しているため、てっきり
入っているものだと思っていたが、地図を見る限りは対象地区外のうようである。確認してほ
しい。（確認したところ対象地区外であったため、その旨伝えました。）
　うちは基地にも近く、騒音被害もすごいのに電波障害も発生している。何とか対策でいるよ
う防衛局へ働きかけてください。

１０：４５　野嵩４丁目　女性
　知り合いから、地デジの電波障害対策事業について聞いたが、私の家には案内が届いて
いないがどういうことですか？
（対象地区外であることを説明しました。）
市報でも対象地区を見たが、私の家の方が米軍機の飛行ルートになっており頻繁に電波障
害が発生する。再調査し、対象地区を拡大してください。

１０：００　野嵩４丁目　女性
　日頃より、米軍機飛行に伴い電波障害が発生しており、近所の人に聞いたら同様な障害が
発生しており、その件で相談に来ました。
（対策事業を行っているが、対象外になっている事を伝えました。）
　私の地区でも電波障害が発生しているので、対策事業を行えるよう働きかけてください。



１８日（木）

１８日（木）

１８日（木）

１８日（木）

１８日（木）

１８日（木）

１８日（木）

１９日（金）

１０：００　野嵩３丁目在住　女性
　電波障害が発生するが申し込みは可能か？（対象区域外だとお伝えしました。）
テレビを見ていると1分くらい真っ暗になり、ニュースなど大事なところで消えてしまうとイライラ
する。米軍機が低空飛行している時（音が大きい時）はあまり障害は起こらないが、高い位置
で飛んでいる時（音があまり聞こえない時）に電波障害が発生する。
早めの対策をお願いしたい。

１０：４０　野嵩３丁目在住　女性
　市報を見て電話しました。私の家は電波障害対策事業の対象になっていますか。（対象地
区外であることを伝えました。）
　家の上空を頻繁に米軍機が飛行し、そのたびに電波障害が発生する。同じアパートの人達
も、同様に障害が発生するといっていた。対策工事が行えるよう要請してください。

１０：５０　野嵩１丁目在住　女性
　電波障害が発生するのですが？（対象区域外だとお伝えしました。）
米軍機が通る度に電波障害が発生するので区域の拡大をお願いします。

１１：５０　野嵩１丁目　女性
　地デジの電波障害について対策事業を行うと聞いたが、対象になりますか（対象外であるこ
とを伝えました）。
　米軍機が飛行するたびに、画面がモザイク状のブロックとなりストップしてしまう。対象地区
外でも障害が発生している以上、対策を行ってください。

１０：５０　真栄原在住　男性
　市報や、自治会長会で配布された資料を見る限りは、真栄原は電波障害対策事業の対象
外となっているが、区民からは障害が発生してると報告があり、どうにかして欲しいとの要望
がある。
真栄原は対策事業は行われないのか？
（現在対象地区外であるが、沖縄防衛局へ対象地区拡大について要請中であることを説明し
ました。）
　区民にはそのように説明し、障害状況を基地渉外課へ報告するよう伝えておきます。

１４:１０　佐真下在住　女性
　米軍機の飛行に伴い電波障害が発生するが、なにか対策を取る予定はあるのか（対策工
事の対象外になっていることを伝える）
私の家だけでなく近所でも同様な障害が発生している。受信障害が出るのは対象地区だけ
ではないことを防衛局へ説明し、佐真下でも対策が取れるようにしてください。

１６：４５　我如古在住　男性
　米軍機が飛ぶ際に受信障害が発生するのだが、どうすればよいのか？（対象区域外だとお
伝えしました。）
今日も高校野球を観ている時にブロックノイズが発生した、電気屋さんに聞いたら役所に連
絡するように言われた。何か対策をとってくれるのか？

１０：１５　我如古一丁目在住　男性
　米軍機が飛行するたびに受信障害が発生する。電気店に調整をお願いしたが、米軍機が
原因だろうといわれ、基地渉外課を案内されたが何か対策方法はあるか。
（現在対策事業を行っているが、我如古は対象外になっていることを説明しました。）
市内全域で電波障害が発生しているのに、地区を限定して対策をするのはおかしい。基地が
あるが故の障害なので対策を取ってもらうよう要請してください、そうでなければ基地は撤去
すべきだ。



１９日（金）

１９日（金）

１９日（金）

１９日（金）

２２日（月）

２２日（月）

２２日（月）

１０：４０　真栄原在住　女性
　地デジに変えてから障害が発生するのだが、申し込みは可能ですか？（対象区域外だとお
伝えしました。）
米軍機の着陸の時に家の真上を飛んで行くのだが、その度にテレビの画面が揺れ、崩れて
いき全く見れなくなる。数秒後には元に戻るのだが、どうしたらいいですか？
今後、前原も対象になった場合は、市報やホームページで確認できるんですよね。

１１：４０　嘉数１丁目　男性
　嘉数に住んでいるが電波障害が発生する、対策は行ってもらえるのか？(対象区域外だと
お伝えしました。)
市報でも見たが、同じように電波障害が起こるのに３地区だけが対象になっているのは不公
平ではないか、調査は行ったのか？対策が行われるまで我慢しないといけないんですか？
沖縄防衛局にも連絡してみます。

１３：４０　野嵩３丁目　男性
　今日はいつもに比べ米軍機が頻繁に飛んでいる。私の家は飲食店をやっており、この時期
だと甲子園を楽しみに来る人も多いのに、受信障害により頻繁にテレビが中断する。
以前、対象外と言われたがやはり納得がいかない。早急に対策が取れるよう、働きかけてく
ださい。

１４：００　野嵩２丁目　女性
　市報の地デジ受信障害対策事業の記事を見て電話しましたが、私の家は対象となっていま
すか（対象外である事をお伝えしました）。
私の家は滑走路の先端にあたるため、頻繁に米軍機が飛行しそのたびに電波障害が発生
する、また番組を録画予約していても電波障害により録画できないことも多い。
先ほど防衛局にも電話しましたが、すぐには対応できないと言われた。市の方からも対象地
区を拡大するよう要請してください。

９：４０　普天間三区　男性
　市報を見て電話していますが、電波障害の対象地区が市報に掲載されている地図の通りと
いうのは納得がいかない。以前行われた、海軍病院建設に伴うアナログ波の電波障害の対
象地図を間違えて載せていないか？
　市内在住の人に聞いてもみな電波障害があるといっており、障害は市内全域に及ぶと考え
られるので、それら全てを対象とした対策を取らないといけないのではないか。

１１：００　真栄原二丁目　女性
　去年１１月ごろにも電波障害の件で電話したが、その後どうなったでしょうか（現在も真栄原
地区は対象外であり、電波障害の対象地区拡大に向け、引き続き防衛局へ要請中であるこ
とをお伝えしました。）。
　近所の人に話を聞くと、電波障害が発生しているが、どうしていいか分からない人がほとん
どである。電話がかかってくる以上に、電波障害を受けている人がいることを分かってくださ
い。
　早く対策を行えるようにしてください。

１３：１５　普天間２丁目在住　男性
　普天間２丁目だが、米軍機が飛ぶたびに地デジ受信障害があり困っている。早急に対策す
るよう取り組んでほしい。



２２日（月）

２２日（月）

２２日（月）

２３日（火）

２３日（火）

２４日（水）

２４日（水）

２４日（水）

１３：４０　普天間２丁目と新城１丁目　女性
　電波障害が発生して困っている。去年の１２月に海軍病院が建った事でチューナを入れて
もらったが、今回の対策事業で対象外になっているのはおかしくないか？１時間に１０数回も
飛行機が飛び、テレビには「受信できません」という表示がでる。２カ月程前に沖縄防衛局に
も行き「対象外の所でも工事の検討をする」との回答は頂いたがその後なんの連絡もない。
受信障害が頻繁に起こるのでイライラしているが、このイライラをどこにぶつけていいのか分
からない。最近では低空飛行で飛んでいるし、夜も２３時まで飛んでいる。コースも変わってき
ている様です。
電波障害があることを認めてもらいたい、市から防衛局に働きかけて欲しい。

１４：００　野嵩１丁目　男性
　電波障害が発生するが対象区域に入っているか？(対象外だとお伝えしました。)
米軍機が通る度にＲＢＣが観れなくなる。電波障害の対策工事を行うか、飛行機を飛ばさなく
させるか、基地を無くすかのどれか対策を行って欲しい。
オスプレイが配備されれば余計にひどくなると思う、防衛局に働きかけて下さい。

１５：４５　真栄原在住　女性
　電波障害が発生するとのことでデジサポの方から引継ぎました。(対象外だとお伝えしまし
た。)
米軍機が通る際にテレビの画面がジラジラしたり見れなくなったりするがどうすればよいの
か？
現在、防衛局に再調査を依頼し区域の拡大の申し入れを行っており、何か進展があれば市
報を通して市民の皆様にはお伝えすると回答しました。

９：５０　野嵩３丁目在住　女性
　市報を見て連絡したが、私の家でも米軍機が飛行するたびに電波要害が発生するが対策
を行ってもらえるのか（対策事業の対象外地区であることを伝えました。）。

１１：１０　野嵩２丁目在住　男性
　市報を見て連絡した。自分の家は対象外になっていると思うが（対象外でした）、米軍機が
飛ぶ時にテレビの映像が乱れ、「受信出来ません」と表示される。今後改善される予定はある
のか？

８：５０　普天間２丁目　男性
　チューナーを取り付けたが電波障害が発生する、どうすればよいか？（対象外だとお伝えし
ました。）アナログの時はそうでもなかったが地デジに変わってから、飛行機が通るときにテレ
ビの画面が固まりその後観れなくなる。飛行経路になっている所が対象外になっているのも
変ではないか？防衛局に調査をお願いしたい。

１０：５０　真栄原２丁目在住　男性
　実家が真栄原にあり、電波障害が発生するのデジサポに相談したら基地渉外課を案内さ
れた。（対象外だとお伝えしました。）
地デジに変えてから、飛行機が通る前からテレビの画面がおかしくなり障害が起こる。障害が
起こる以外に、テレビが壊れたりはしないか？沖縄防衛局は今のとろ対象区域外の現地調
査は行ってないとのことだが、現地に来て見てもらいたい。

１４：０５　普天間２丁目在住　男性
　　うちは普天間２丁目で米軍機飛行に伴う地デジ受信障害があるが、市から対策事業の申
込書が届いていない。（対象外になっている旨説明）受信障害はあるので早急に対策するよ
う取り組んでほしい。



２４日（水）

２５日（木）

２５日（木）

２５日（木）

２５日（木）

２６日（金）

２６日（金）

２６日（金）

１６：３０　野嵩４丁目在住　女性
　地デジに変えてから電波障害が発生するが、道を挟んで向かいの家は対象なのに自分の
家が対象になっていない事はどういうことなのかと思い今日こちらに来た。
米軍機が朝から夜１０時半頃まで飛んでいるが、米軍機が飛ぶ度にテレビがジラジラしたり、
黒い画面の中に四角い白い枠が出てその中に何か文字が出たりと障害は様々。楽しい番組
を観ている時に起こるのですごくイライラする。絶対対策が出来るように防衛局に働きかけて
下さい。

１２：１０　伊佐３丁目在住　女性
　電波障害が発生しテレビが観れない。伊佐は対象外だがこのまま対策はされないのか？お
年寄りなのでテレビを観るのが楽しみなのに、これではテレビもつまらなく楽しみもなくなる。
又、地震により地デジ化を先送りになっている県のように沖縄でもアナログテレビの延長は出
来ないのか？早急に対策をお願いしたい。

１３：００　嘉数１丁目　女性
　嘉数１丁目に住んでいるが、米軍機が飛行する度、地デジ受信障害が発生し困っている。
（対象外になっている旨説明する）普天間飛行場が返還されるまで地デジ受信障害が続くの
は許されることではないので早急に対策するよう取り組んでほしい。

１３：３０頃　嘉数１丁目　女性
　沖縄防衛局にも地デジの電波障害があるということを連絡したら、「アンテナの劣化ではな
いか？」と言われたので頭にきた。アンテナの劣化であれば常時画面が乱れているはずだ
が、そうではなくヘリが飛んでいる時だけに画面が真っ暗になったりと障害が起こる。沖縄防
衛局は逃げではないか。市からも沖縄防衛局に強く働きかけて欲しい。

１５：１５　普天間２丁目在住　女性
　市報を見て電話していますが、対策事業の申込が出来ますか（対象地区外であることを伝
えました。）
　昼夜問わず、米軍機が飛行しているため頻繁に受信障害が発生しており、ストレスを感じる
ほどである。対策が行えるよう、防衛局へ働きかけてください。

１０：３５　嘉数３丁目在住　女性
　嘉数３丁目に住んでいるが、米軍機が飛行すると数秒から数十秒テレビ画面にブロック状
のモザイクが発生する地デジの受信障害がある。早めに対策するよう沖縄防衛局に働きか
けて下さい。（２日前の１９時から０時過ぎまでテレビ画面が全チャンネル真っ暗になったとの
ことだがそれについては別の原因が考えられるのでデジサポ沖縄を案内する）

１１：２５頃　嘉数在住　男性
　テレビの受信障害が発生するが対象区域に入っているか？（対象外だとお伝えしました。）
米軍機（ヘリ）が通るとテレビの画面が真っ暗になり［受信出来ません］の文字が出る。今後
区域が拡大した場合どういうかたちで市民には伝えられるのか？（市報等と回答）
防衛局に働きかけて欲しい。

１１：５０　普天間二丁目　女性
　米軍機が自宅上空を通るたびに電波障害が発生する、対策などを行っているか（電波障害
の対策事業を行っているが、対象区域外であることをお伝えしました。）
　私の家は滑走路の延長線上にあり、頻繁に上空を飛行しその度にテレビが真っ暗になる。
対象地区を広げるよう強く働きかけて下さい。



２６日（金）

２６日（金）

２６日（金）

２６日（金）

２６日（金）

２９日（月）

２９日（月）

２９日（月）

１３：１５　普天間２丁目在住　女性
　市報ぎのわん８月号の「米軍機飛行に伴う地デジ受信障害対策事業のお知らせ」を読んで
電話している。私の住んでいる真栄原２丁目でも同様な障害があるが、対策事業の対象地域
になっていない。真栄原からは地デジ受信障害の苦情が無いのかと思い隣近所にも確認し
たところ米軍機が自宅上空を通ると地デジ受信障害が発生するとのことなので早急に対策す
るよう沖縄防衛局へ強く働きかけて下さい。

１３：４０　野嵩三丁目　女性
　市報に載っている地デジの電波障害の件で電話したが、私の家も対策工事が行えるか（対
象区域外である事をお伝えしました。）
米軍機が飛行するたびに電波障害が発生している。いったいどのような調査をして、対象区
域を決めたのか。家に来てもらえば、障害が発生しているのがわかると思うので、是非来て
確認して欲しい。
防衛局にも、強く要請してください。

１３：５０　新城２丁目在住　女性
　電波障害が発生するのだが申請は可能か？（対象外だとお伝えしました。）
新城、野嵩、普天間で受信障害の対策行っているとテレビでも取り上げられていたので新城
は全域だと思い来た。対象区域が決められていると言っても実際に対象外の区域でも電波
障害の強弱はあると思うが障害は発生しているので納得出来ない。どういった調査をしたの
か？選んでいる訳ではないと思うがこんなふうに線引きされては不公平だ、調査をしに来て
欲しい。このまま対策が行えないとなると対象外の人達は泣き寝入りになってしまう、市から
防衛局に強く働きかけて下さい。

１５：１０　新城在住　女性
　米軍機が飛行するたびに電波障害が発生するので、対策を行って欲しい（対象地区外であ
ることをお伝えしました。）
　最近は頻繁に自宅上空を飛んでいるため、とてもテレビを見れる状況ではない。自分でお
金を払って対策するか、対象地区が拡大するまで待たないといけないのか？
防衛局へ、対象地区外でも障害が発生していることを伝えてください。

１６：３０　新城在住　女性
　地デジ電波障害の対策事業の申込に来た。私の家は対象区域ということで、対策を行って
もらえるが、野嵩三丁目に住む親族の家は同じように障害が発生しているが対象区域外とい
うことで対策が行えない。
同じように障害が発生しているので、市内全域で対策が行えるようにして欲しい。

１５：４０　新城１丁目在住　女性
　新城１丁目だが、米軍機飛行に伴う地デジ受信障害がある。（対象外の旨説明）受信障害
があるので早急に対策するよう取り組んでほしい。

９：５５　野嵩４丁目在住　女性
　電波障害が発生するがどうすればよいか？（対象外だとお伝えしました。）
飛行機が戻ってくる際、家の真上を通る。その度にテレビの画面は真っ暗になる。飛行機が
通過する所は入ってないみたいだがどんな調査をしたのか？市から沖縄防衛局に強く働き
かけてほしい。

１４：５０　新城２丁目在住　女性
　テレビの電波障害が発生するが対象区域に入っているか？（対象外だとお伝えしました。）
飛行機が飛ぶとテレビの画面が５～６秒真っ暗になった後また元に戻るのだが、飛行機が通
る度にその状態が続く。区域が拡大されるまで待たないといけないのか？防衛局に働きかけ
て欲しい。



３０日（火）

３０日（火）

３０日（火）

３０日（火）

３１日（水）

３１日（水）

３１日（水）

３１日（水）

１日（木）

１６：２０　野嵩三丁目在住　男性
　米軍飛行機が飛行するたびに電波障害が発生しており、対策をして欲しい（対策工事の対
象外であることをお伝えしました。）
　基地返還を訴えるのも大切だが、すぐに撤去できるわけではないので現在発生している騒
音であったり電波障害の解消にも力を入れて国に要請して欲しい。

１０：２５　新城２丁目　女性
　電波障害が発生するがどうすればよいか？（対象外だとお伝えしました。）
飛行機が通る度にテレビの電波障害が発生する、アナログの時はそれほどでもなかったが
地デジに移行してからひどくなった。実家には地デジ対策工事の案内が届いていた、こんな
近くなのに対象外なのか？早めに対策を行って欲しい。

１３：３０　上大謝名在住　女性
　市報を見て連絡したが申し込みは可能か？（対象外だとお伝えしました。）
飛行機が着陸する時、家の真上を通りその度にブロックノイズが発生する。対策の検討して
下さい。

１４：２０　野嵩４丁目と野嵩２丁目在住　女性
　市報を見て来所、対象になっているか確認したい。（対象外の旨を説明。）
電波障害が発生するので、早く対策するよう沖縄防衛局に働きかけて欲しい。

１３：１０　喜友名　男性
　市報を見て電話しているが、喜友名も電波障害対策事業の対象となるのか（対象地区外で
あることをお伝えしました）
喜友名でもヘリが飛行するたびに、電波障害が発生しているので対策が行えるように国へ要
請して欲しい。

９月： ８１件

１６：０５　新城１丁目在住　女性
　電波障害が発生するが対象になっているか確認したい。（対象外の旨を説明。）
障害が酷いので早急に対策出来るようにお願いします。

１０：１５　普天間在住　男性
　電波障害が発生するとのことで、以前も相談に来たがまだ対象地区の拡大には至っていな
いのか（現在、防衛局に要請中であることを伝えました。）
最近は頻繁にヘリが飛行しているため、時間帯によってはほとんどテレビの内容が分からな
いこともあるほどである。ＮＨＫは視聴料を払っているのに、番組が見れない状況である。
強く働きかけて、早く対策が行えるようにしてください。

１４：１０　大山在住　男性
市報を見て電話しているが、大山でも米軍飛行による電波障害が発生している。
受信障害はほぼ毎日のことなので、大山も対策出来るよう働きかけてください。

１５：００　上原在住　男性
電波障害が酷く、既にケーブルテレビに加入している。市のほうでも対策を取ると聞いたが、
申込できるか（対象外であることを伝えました。）。
上原でも電波障害が発生しているので、対策を行えるようにしてください。



１日（木）

５日（月）

５日（月）

８日（木）

９日（金）

９日（金）

９日（金）

１２日（月）

１２日（月）

１３日（火）

１４：５０　長田在住　男性
　長田在だが、米軍飛行により電波障害が発生する。何か対策を行っているのか（対策事業
を行っているが、長田は対象外であることをお伝えしました）。
長田地区でも電波障害が発生するので、対策出来るよう国に掛け合ってください。

１６：３０　新城２丁目在住　男性
　母親の代理で地デジ受信障害の申し込みを行いに来たが、自分の家でも受信障害が発生
する。早めに対策を行って欲しい。

９：４０　大山２丁目在住
　ぎのわん市報８月号の「米軍機飛行に伴う地デジ受信障害対策事業のお知らせ」を読んで
電話している。大山２丁目は対策の対象外のようであるが米軍機が飛ぶと受信障害が発生
する。昨夜もヘリの旋回飛行訓練が酷くでテレビが見れない状況であった。早めに対策する
よう取り組んでほしい。

９：２６頃　大山３丁目在住　男性
　夜ヘリが飛んでいると、全局のテレビが観れなくなった。できるだけ早く対策を行えるように
して欲しい。

９：５５　新城２丁目在住　男性
　電波障害対策の対象から外れてはいるが電波障害が発生する為、お話を伺いたい。市報
を見てだいたいの話は分かるが、対象区域を角で区切っているのはおかしい。電波がカーブ
するはずがない。国が動かない限りどうしようもないが、市からも防衛局に働きかけ早めに対
策を行って欲しい。

９：４０　野嵩２丁目在住　男性
　地デジの受信障害が発生する。（対象外だと伝えました）早めに対策をお願いしたい。

１０：１５　伊佐在住　男性
　伊佐（北前近く）に住んでいるが、米軍機が通る際にテレビが真っ暗になり、全く観れない状
態になる。地デジに変えてからこの様な障害が発生するようになった。沖縄防衛局に早く対
策を行うように伝えて下さい。

１４：００　嘉数２丁目在住　男性
　嘉数に住んでいるが、嘉数でも米軍機の飛行により電波障害が発生する。
市報によると、対策地区が限られているようだが今後拡大する予定はあるのか（対象地区拡
大については、防衛局へ要請中である旨お伝えしました。）
　障害が出ている以上、対策を行って欲しい。嘉数でも対策出来るようにしてください。

１５：３０　真栄原３丁目在住　男性
　真栄原に住んでいるが、一年半前にも電波障害が発生するので電話をしたがその後何の
連絡もない。現在、３地区で対策を行っていると聞いたがうちはどうなっているのか？（対象
外の旨を説明。）もし拡大されなければどうなるのか、ずっとこのままなのか？
早く対策するよう強く働きかけて下さい。

８：４０　普天間１丁目　男性
　普天間１丁目に住んでいて、米軍機飛行が飛行すると地デジ受信障害が発生するので対
策の申込を行いたい。（対象区域外の旨説明する）同じように被害を受けているので同じよう
に対策してほしい。



13日（火）

１４日（水）

１５日（木）

１５日（木）

１５日（木）

１５日（木）

１５日（木）

１６日（金）

１４：００　新城2丁目　女性
　私の家も米軍機が飛行するたびに電波障害が発生するため、対策を取って欲しい（対象区
域外であることをお伝えしました）。
対策地区外でも障害が発生している家に対しては、対策が行えるよう働きかけてください。

１３：２０　長田在住　男性
　米軍機飛行に伴い電波障害が発生するため、対策を取って欲しい。（対象区域外である事
をお伝えしました。）
　普段は問題なく見れているのに、米軍機が飛行するときだけ電波障害が発生しているので
原因は米軍機であることははっきりしている。それなのに対応できないというのは、おかしい
のではないか。
市のほうからも要請するとのことだが、防衛局へ直接電話することは可能か？とのことだった
ので、沖縄防衛局の連絡先をお伝えしました。

１０：２０　野嵩１丁目在住　女性
　市報を見て電話した、電波障害が発生するのだが対象区域に入っているか？（対象外だと
お伝えしました。）家の真上を米軍機が通っていくがその度にテレビにモザイクが入って観れ
ない。
市報を見て地デジの対策が行われていることを知ったが、障害が発生していても何処に連絡
をしていいか分からず我慢している人は沢山いると思う。出来るだけ早めに対策を行って下さ
い。

１０：００　野嵩２丁目在住　男性
　地デジの電波障害が発生するが対象区域に入っているか？（対象外だとお伝えしました。）
米軍機が通る度に障害が発生するので早く対策を行って欲しい。

１０：１５　野嵩４丁目在住　男性
　電波障害が発生するが対象区域に入っているか？（対象外の旨を説明。）家の真上は米軍
機の空路になっており、米軍機が近づいてくるとテレビにノイズが発生する（テレビが米軍機
が来ることを知らせてくれる）。ＣＨ５３Ｅ・ＣＨ４６Ｅ・ＫＣ-１３０・嘉手納基地のＰ３Ｃが通る際に
電波障害が起こる。ＫＣ-１３０がタッチアンドゴーをする時は特に酷く５分おきに障害が発生
する為、テレビが観れる状態ではなく消す以外ない。もの凄く低空飛行なのでもう少し高く飛
んでくれればいいが・・・。
　対象区域を先に決めるのではなく、空路になっているを区域特定すべきではないか？
沖縄防衛局に強く働きかけ、早めに対策を行ってほしい。

１１：４５　新城２丁目在住　男性
　地デジ受信障害対策工事の申し込みをしたいのだが？（対象外の旨説明。）
電波障害が発生するので、早めに対策出来るよう取り組んで欲しい。

１２：３５　真栄原三丁目在住　女性
　市内の一部で米軍機飛行に伴う地デジの電波障害についての対策事業を行うとのことだ
が、私の住んでいる真栄原においても電波障害が発生しているため、対策を行ってほしい

１０：１０　野嵩２丁目在住　男性
　野嵩２丁目に住んでおり電波障害が発生する。（対象外の旨説明）米軍機が通る度にテレ
ビの画面がジラつく、対象外の所で電波障害が発生していても何も言わない人もいると思う
ので対策が行えるよう沖縄防衛局に強く働きかけて欲しい。



２０日（火）

２０日（火）

２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

２１日（水）

１４：００　普天間１丁目　男性
　米軍機が飛行するたびに電波障害が発生しているが、以前対象区域外と言われ防衛局へ
要請中である旨説明を受けたが、未だ対象区域の拡大はされていないのか？（対象区域拡
大については現在も引き続き要請中であることをお伝えしました。）
　受信障害はだんだんと酷くなってきているように感じる、早く対策が行えるようにしてくださ
い。

１５：５０　野嵩２丁目在住　女性
　米軍機の飛行に伴う受信障害について、対策を行っていると聞いたが私の家も対象となっ
ているか（対象外であることをお伝えしました。）
　地デジ化により、テレビが綺麗に見れると思っていたのに米軍機が飛行するたびに画面が
乱れる。これではアナログ放送のほうがよかったように感じる。
対策が行えるよう、防衛局に要請してください。

９：２０　普天間２丁目在住　男性
　市報を見て連絡しているが地デジ電波障害対策工事の申し込みをしたいのだが？（対象外
だとお伝えしました。）夜間になると米軍機が通る度にテレビの画面が乱れたり、真っ暗に
なってしまう、沖縄防衛局に働きかけて欲しい。

９：３０　普天間１丁目在住　女性
　地デジの電波障害の対策をしていると聞いたが、私の家も電波障害が発生するので対策を
取って欲しい（対象区域外であることをお伝えしました。）
普段は問題なく見れるのに、米軍機が近くを通るたびに電波障害が発生する。騒音も酷い地
域でただでさえ苦痛なのに、テレビも見れなくなるは納得がいかない。
市のほうでも防衛局へ対象地区を拡大するよう要請中とのことだが、地デジ化することは以
前から分かっていたのに、対応が遅いのではないか。出来るだけ早く対応してもらいたい。

１１：００　普天間１丁目在住　男性
　電波障害が発生するので申し込みを行いたい。（対象外とお伝えしました。）
アナログの時は障害は無かったが、地デジに移行してから米軍機が通る度にモザイクや記
号の様なものが出る。早めの対策をお願いしたい。

１３：１０　嘉数３丁目在住　男性
　市報を見て来たのだが地デジ電波障害の工事申請は可能か？（対象外だとお伝えしまし
た。）今回来たのは２度目だが、テレビがモザイク状になった後真っ暗になる。早めの対策を
お願いしたい。

１３：４５　普天間２丁目在住　女性
　以前にも来庁、今回市報を見て地デジ電波障害の工事申請が出来ると思って来た。
（対象外の為、まだ受付は出来ないことをお伝えしました。）家の真上を米軍機が通って行く
が、米軍機が来る前にテレビの画面が乱れ真っ暗になる。もう一度、沖縄防衛局に強く働き
かけ早めに対策を行えるようお願いしたい。

１３：４５　新城１丁目在住　女性
　以前にも来庁、今回市報を見て地デジ電波障害の工事申請が出来ると思って来た。
（対象外の旨説明。）家の真上を米軍機が通って行くが、米軍機が来る前にテレビの画面が
乱れ真っ暗になる。今一度、沖縄防衛局に強く働きかけ早めに対策を行えるようお願いしま
す。



２２日（木）

２２日（木）

２２日（木）

２２日（木）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

９：１５　野嵩３丁目在住　女性
以前、代理の方が来庁し話を伺ったところ対象外と言われたが電波障害が発生する。まだ申
し込みはできないのか？（協議中であるが前向きな考えであると説明。）防音工事は対象区
域に入っているが地デジ受信障害は対象じゃないのか？防衛局に働きかけてほしい。

１０：００　新城１丁目在住　女性
市報を見て電話したが、私の家も地デジ受信障害の対策工事の対象となるか（対象外である
ことをお伝えしました。）
　普段はなんともないが、ヘリが飛んでいると画面が乱れる。市の方で対象地区拡大につい
て要請しているところとのことなので、引き続き要請をしてください。

１４：５０　普天間１丁目在住　女性
　市報で対象外であることは確認したが電波障害が発生する。自分の家は米軍機が着陸す
る所に近く、屋上に上ると手が届くのではないかと思うくらい低空飛行している。アナログの時
はモザイクが出るくらいだったが、地デジに移行してからモザイクも出るが真っ暗になり全く観
れくなる。
沖縄防衛局に働きかけて欲しい。

１５：００　大謝名１丁目在住　女性
　市報を見て電話しているが、大謝名１丁目でも電波障害が発生する。半年前くらいから新聞
で地デジ受信障害の件は確認しているが、今回市報でその対策工事を行っている事を知っ
たので問い合わせた。酷いときは全然観れなくなるが、他にも大謝名からの問い合わせはな
いのか？
沖縄防衛局に強く働きかけて下さい。

９：４０頃　大謝名２丁目在住　女性
　大謝名２丁目に住んでいて米軍機が飛ぶと地デジ受信障害がある。以前は、米軍機が飛
ぶ時はアナログに切り替えてテレビを観ていたが、アナログ放送が終了してから困っている。
上大謝名も早く地デジ対策をしてほしい。

９：４５頃　大謝名２丁目在住　女性
　大謝名２丁目だが米軍機が飛ぶと地デジ受信障害がある。今回の地デジ受信障害対策事
業の対象区域に入っていないようだが。上大謝名も早く地デジ対策をしてほしい。

９：５０頃　普天間２丁目在住　男性
　普天間２丁目でお店をやっているが地デジの電波障害が発生する。自宅は喜友名だがそこ
とはテレビの状態が全然違うし、お店なのでとても困る。沖縄防衛局に強く働きかけ早めに対
策を行って欲しい。

１０：３０頃　普天間１丁目在住　女性
　新聞記事を見て焦って来たのだが申し込みは可能か？（対象外の旨説明。）
早めの対策をお願いしたい。



２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（金）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（金）

１４：００　野嵩２丁目在住　男性
　受信障害対策の対象地区外ということだが、障害が発生しているため対策が取れるように
してください。

１４：４５　野嵩４丁目在住　男性
　市報を見たが、私の家は対策地域に入っているか（対象地区外であることを説明しまし
た。）
対象地区の地図を見たが、どのような調査をしてこのような線引きになったのか。私の家は
滑走路の延長線上にあるため頻繁に米軍機が上空を飛行し、そのたびに受信障害が発生す
る。飛行ルートから外れたところが対象となっているのに、これでは納得がいかない。
早く対策が取れるように、働きかけてください。

１１：３５頃　新城２丁目在住　女性
　新城２丁目在住で米軍機飛行による地デジの電波受信障害が発生する。対象区域外との
ことだが早めに対策してほしい。

１３：３０　嘉数３丁目在住　女性
　嘉数３丁目に住んでいるが地デジの電波障害が発生する。（対象外の旨説明。）
去年、役所に電波障害の件で連絡しているがその後何の連絡もない。何か対策を打ってくれ
るのだろうと夫と話していたがどうなっているのか？クイズ番組を観ていたら回答部分観れな
かったり、ドラマの最終回も最後のセリフが聞こえなかったりと５分置きくらいで電波障害が発
生する。嘉数に住んでいる方は皆観れないと言っている。沖縄防衛局に強く働きかけ早く対
策を行って欲しい。

１０：４５頃　普天間２丁目在住　男性
　自分は夜しか家におらず夜に地デジの電波障害があることは確認していたが、昼間でも障
害があることを妻から聞いて最近分かった。妻は対象区域に入ってないから自分の家は対策
工事は行えないらしいと言っていたが、新聞記事を見て期限が迫っていることを知ったので、
今日ここへ来た。２階に住んでいる長男の所も障害が発生し観れないと言う、申し込みは出
来るのか？（対象外の旨説明。）自分の家の玄関を開けると真正面に飛行場が見え、家の真
上は空路にもなっており、パイロットの顔が見えるくらい低空飛行している。自分の家よりも基
地から遠い所が対象になり、自分の家が対象外というのはおかしい。防衛局に強く働きかけ
て欲しい。

１１：４０　野嵩２丁目在住　女性
　地デジの受信障害対策を行うと新聞で読んだ。私の家も受信障害が発生しているため、工
事をお願いしたい（対象外になっていることをお伝えしました。）
対策が取れるよう、市のほうからも働きかけてください。

１１：５０　新城１丁目在住　女性
　受信障害の対策事業の対象になっているか確認して欲しい（対象外であることをお伝えしま
した。）
米軍機が飛行するたびに障害が発生する。私の家は基地に隣接しており、騒音も酷い。せめ
て地デジの受信障害の対策が取れるようにしてください。

１４：５０　普天間２丁目在住　男性
　３～４年前から地デジ受信障害の件で、役所と沖縄防衛局に連絡をしているが何の連絡も
ない。まだ申し込みは出来ないのか？早く対策を行って下さい。



２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２６日（月）

２７日（火）

９：２０　真栄原在住　女性
　地デジ受信障害対策工事の申し込みを行いたいのだが？（対象外の旨を説明）
真栄原が対象外というのはおかしい。目の前は飛行場で家の真上を米軍機が通って行き、
その度に電波障害が発生する。真栄原には来てないがどうの様な調査を行ったのか？すごく
いい加減な調査ではないか。沖縄防衛局に強く働きかけ、早く対策を行えるようにして下さ
い。

１５：１０　新城２丁目　女性
　ヘリが通るたびに、テレビが真っ暗になる。どうにかして欲しい（現在、対策事業を行ってい
るが対象地区外であることをお伝えしました）
防衛局は調査をした結果、線引きをしたとのことだがどのような調査をしたのか。直接話しを
聞きたいので、連絡先を教えて欲しい。
　市の方からも、対象区域拡大できるよう働きかけてください。

１５：１５　佐真下在住　女性
　佐真下に住んでいるが地デジの電波障害が発生する、申し込みは可能か？（対象外の旨
を説明）早めに対策をお願いしたい。

１６：２０　真栄原２丁目在住　女性
　受信障害の対策を行っていると聞いて電話した。普段はなんとも無いが、米軍機が飛行す
るたびに電波障害が生じるので、対策をお願いしたい（対象地区外であることをお伝えしまし
た。）

１６：１０　野嵩１丁目在住　男性
　野嵩１丁目在住で米軍機が飛ぶと電波障害が発生するので、対策をお願いしたくて直接窓
口まで来た。（対策事業の対象地区外であることをお伝えしました）
早めに対応できるよう頑張って下さい。

１４：５０　大謝名４丁目在住　女性
　大謝名４丁目に住んでいるが、地デジの電波障害が頻繁に発生する。米軍機が来る前から
テレビには障害が起き、米軍機が過ぎ去ると元に戻る。（対象外の旨説明。）
沖縄防衛局に働きかけ早めに対策をお願いしたい。

１５：２０　普天間２丁目在住　女性
　地デジ電波障害対策工事の申し込みをしたいのだが、市報を見ると対象外になっている。
飛行機がもの凄く通るのに対象外とはおかしい。電波障害も起きている。早く対策を行って下
さい。

１６：３０　普天間１丁目在住　女性
　電波障害が発生するので、対策をお願いしたい（対策事業の対象地区外であることをお伝
えしました）
同じ普天間で対象になる人と、対象外の人がいるのはなぜか。とてもおかしいと思う。
毎日見るものなので、早めに対応できるよう市も要請を続けてください。

１６：３５　野嵩２丁目在住　男性
　今月で受信障害の対策事業が締め切りと言うことを聞いたので、申込みをしたい（対象地区
外であることをお伝えしました）
以前防衛局にも直接話してきたが、窓口は宜野湾市になるため基地渉外課へ行くよういわれ
きた。前から受信障害が起きているため、どうにかして欲しいと言っているがまったく進展が
無いがどういうことなのか。
早く対策が取れるようにしてください。



２７日（火）

２７日（火）

２７日（火）

２７日（火）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

９：３５　大謝名４丁目在住　男性
　地デジ受信障害対策工事の申し込みを行いたいのだが？（対象外の旨を説明）
米軍機が通る度に電波障害が発生しニュースを観ていても途切れ、途切れになる。対象外と
いうのは納得できない。電波障害が発生している世帯全てに連絡を下さいと広報等に載せる
なりしたほうがいい。早く対策を行えるようにして下さい。

１３：４５　我如古２丁目在住　女性
　地デジの電波障害が発生するので申し込みを行いたいのだがどうすればよいか？（対象外
の旨説明）　地デジに変えてから米軍機が通る際にテレビ画面が乱れる。最初は天気が悪い
からかとも思ったが晴れている日でも障害が発生する。我如古でも対策が行えるように対処
をお願いします。

１３：１５　嘉数３丁目在住　男性
　電波障害が発生するが申し込みは可能か？（対象外の旨説明）
米軍機が通る度に障害が発生するので早く対策が行えるようにお願いしたい。

１０：００　野嵩４丁目在住　男性
　地デジの電波障害が発生する、対象区域に入っているか？（対象外の旨説明）
現在ブースターを取り付けてテレビを観ているが、ブースターを付けたら余計悪くなった。録画
した番組も消えてしまう。早く対策を行えるようにして欲しい。

９：０５　大山２丁目在住　女性
　新聞記事で地デジ受信障害対策申込は９月３０日までとあったが直接役所でしか申込は出
来ないのか（対象区域外である旨説明）大山２丁目も米軍機飛行に伴う地デジ受信障害が発
生するので早く対策を行えるようにして欲しい。

１０：４５　野嵩３丁目在住　女性
　地デジの電波障害が発生しているが申し込みは可能か？（対象外の旨説明）
米軍機が通る度に画面は真っ暗になり、ＤＶＤも途中で切れてしまう。早めに対策を行えるよ
う働きて下さい。

１１：００　新城１丁目在住　男性
　地デジ電波障害対策工事の申し込みは可能か？（対象外の旨説明）
対象に入っていると思い来たのだが、防衛局は調査をちゃんと行ったのだろうか？米軍機が
家の真上を低空飛行で通って行きその度に障害が発生する。沖縄防衛局に強く働きかけて
欲しい。

９：３０　上原１丁目在住　男性
　上原は地デジ受信障害対策事業の対象外と聞いたが、今後対策を行っていく予定はある
のか（現在、沖縄防衛局へ対策が取れるよう要請中であることを説明する）
普段は問題ないが、米軍機が飛行するたびにブロックノイズが発生する。早く対策が取れる
ようにしてください。

９：４５　普天間１丁目在住　男性
　私の家は、建物による電波障害と米軍機に伴う電波障害が発生している。以前は建物の間
からなんとか電波を受信できたが、ヘリの飛行ルートになっており、現在ではまったく電波を
受信できない状況である。
対象地区内に住む知り合いの電波状況も確認したが、私の家と比べればとても軽い症状で
あった。症状がひどい方が対策出来ないのはおかしいと思う。早く対策出来るようにして欲し
い。



２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２８日（水）

２９日（木）

９：２０頃　伊佐２丁目在住　女性
　市報の地デジ受信障害対策事業のお知らせを読んだが、伊佐２丁目も申込可能か（対象
外の旨説明）うちも米軍機飛行による地デジ受信障害があるので対策できるようにして下さ
い。

１３：３５　普天間１丁目在住　男性
　昨日も電話したが、実際に電波障害が発生しているのに対策事業の対象外というのは納得
がいかない。対象地区内の知り合いは、まったく問題なくテレビを見れていると言っていた
が、どういう調査をしているのか。
自分でアンテナの向きや高さの調整を何度もしているが、ヘリが飛ぶたびに画面が固まって
しまいとても困っているので、早く対策を取って欲しい。
対象地区拡大に向け防衛局に要請中とのことだが、市・防衛局ともに地域拡大に向け積極
的に動いているとは思えない。
もっと強力に働きかけて欲しい。

１６：５０　野嵩３丁目在住　女性
　市報に地デジ受信障害対策事業の申込期限が９月３０日までという記事があったので申込
に来た。（対象区域外である旨説明）野嵩３丁目は離着陸のコース上にあるため、頻繁に受
信障害が発生している。早く対策できるよう防衛局に伝えて欲しい。

１６：５０　大謝名２丁目在住　女性
　新聞で地デジ電波障害の件を見たが、申し込みをするにはどうすればよいか？（対象外の
旨説明）
自分の家はフェンス沿いにあり、着陸地点の目の前。飛行機による電波障害かは分からない
が、ノイズのようなものがずっと出ている。大謝名も対策を行えるように沖縄防衛局に働きか
けて下さい。

１３：５０　真栄原３丁目在住　女性
　地デジ受信の対策事業を行っていると聞いたが、真栄原は対象地区に入っているか（対象
地区外であることをお伝えしました）
実際に私の家は離着陸のコース上にあるため、頻繁に受信障害が発生している。防衛局に
もこのことを伝えて欲しい。

１５：５０　普天間２丁目在住　男性
　地デジの電波障害が発生するので申し込みを行いたいのだがどうすればよいか？（対象外
の旨説明）米軍機が通る度にテレビが映らなくなる、自分の家も対策を行えるよう働きかけて
欲しい。

１６：２０　野嵩３丁目在住　女性
　地デジの電波障害が発生するので申し込みを行いたいのだがどうすればよいか？（対象外
の旨説明）テレビの映像が固まって観れなくなるが対象ではないのか？沖縄防衛局に対策
が行えるよう働きかけて欲しい。

１６：２５　野嵩１丁目在住　女性
　新聞で地デジ受信障害対策事業の申込期限が９月３０日までという記事があったので申込
に来た。（対象区域外である旨説明）実際に私の家は（野嵩１丁目）離着陸のコース上にある
ため、頻繁に受信障害が発生している。早く対策できるよう防衛局に伝えて欲しい。



２９日（木）

２９日（木）

２９日（木）

２９日（木）

２９日（木）

３０日（金）

３０日（金）

１０：５５　喜友名１丁目在住　女性
　電波障害の対策を行っていると新聞で見ましたが、喜友名は対象ではないのか（対象外で
あることを説明しました）。
米軍機が近くを通るたびに障害が発生する。喜友名上空は頻繁に飛行するため、電波障害
も頻繁に生じる。対策が取れるようにしてください。

１４：００　普天間１丁目在住　男性
　昨日も電話した。自分の家は障害があるのに対象外だが、対象になっている友達に話しを
聞くと、電波障害はないけれど申し込みを行ったと言う方が何人もいる。本当に障害があって
困っている人は出来なくなくて、障害がないのに工事を行えると言うのは矛盾してないか？凄
く腹が立つ。アンテナの位置も何度か変えて試しても障害は無くならない、米軍機が通る度に
テレビ画面は止まってしまう。自分はもう少しなら待てるが母は毎日、いつテレビは観れるよう
になるのかと聞いてくる。自分からも沖縄防衛局に連絡しているが、市からも再度、早急に対
策を行えるよう働きかけて欲しい。

１５：００　新城１丁目在住　男性
　地デジ受信障害の対策を行っていると聞いたが、やってもらえるのか（対象区域外であるこ
とをお伝えしました。）
ヘリや飛行機が飛行するたびに、テレビが真っ暗になったり、止まってしまう。早く対策出来る
ようにしてください。

１５：４０　普天間１丁目在住　男性
　地デジ電波障害対策工事の申し込みをしたいのだが？（対象外の旨説明）
米軍機が通る度にテレビ画面が真っ暗になったりする他に、ＮＨＫ総合は常に全く観れない。
ＮＨＫに電話をしたのだが、市で対策を行っているからとこちらを案内された。（区域の拡大が
進み工事を行ったとしてもＮＨＫ総合に関しては観れない可能性も出てくると回答しました。）
沖縄防衛局に働きかけ早めの対策をお願いしたい。

１７：０５　新城２丁目在住　女性
　市報を読んで電話した。新城２丁目も今回の対策事業に該当するか。（対象区域外の旨説
明）
沖縄防衛局に働きかけ早めの対策をお願いします。

８：５０　真栄原１丁目在住　女性
　真栄原１丁目は対象外というのは分かっているが、申し込み件数が少ないと新聞記事で読
んだので、対象外だけれども申し込み出来るのではないかと思い電話した。（対象外の旨説
明）
米軍機が通る度にテレビ画面が止るので電気屋さんに見てもらったがテレビにはなんの不具
合も見られないので米軍機の影響ではないかと言われた。早めに対策が行えるよう沖縄防
衛局に働きかけて欲しい。

９：００　野嵩２丁目在住　女性
　地デジ受信障害対策工事の申し込みを行いたいのだが申し込みは可能か？（対象外の旨
説明）
自分で費用を出してでも電波障害をなくしたいのだが、そうするには何か方法があるのか？
（沖縄ケーブルネットワークをご案内しました。）
今後、対象区域の拡大などの進展があればご報告をお願いしたい。



３０日（金）

３０日（金）

３０日（金）

３０日（金）

３０日（金）

９：４５　長田在住　女性
　地デジの受信障害対策をやっていると聞いたので、申込みをしたい（対象地区外であること
をお伝えしました）
米軍機が飛行するとブッロクノイズが発生する。せっかく高いお金を出してテレビを購入した
ので早く対策が取れるようにしてください。

１０：２５　普天間２丁目在住　女性
　地デジ受信障害対策工事の申し込みを行いたいのだが申し込みは可能か？（対象外の旨
説明）普天間２丁目も米軍機による地デジ受信障害があるので早めに対策出来るようにして
下さい。

１１：５０
　新城１丁目在住で、地デジの受信障害対策をやっていると聞いたので、申込みをしたい（対
象区域外の旨説明する）米軍機が飛行するとブッロクノイズが発生する。２ヶ月前にアンテナ
を新しく購入し設置してみたが米軍機が飛ぶと障害が発生するので早く対策が取れるように
して下さい。

１４：００　野嵩２丁目在住　女性
　市報で地デジの対策を今月一杯までやっていると言うことで申請にきた（対象地区外である
ことを説明しました。）
米軍機が自宅上空にさしかかる前から受信障害が発生するため、テレビを見ていれば飛行
機が来るのが音がする前にわかるほどである。
早く対策出来るようにしてください。

１５：３０　野嵩３丁目在住　女性
　　地デジ受信対策工事の申し込みを行いたいのだが？（対象外の旨説明。）
現在８チャンネルは米軍機が通ると真っ暗になり通り過ぎると元に戻るのだが、他のチャンネ
ルは常に全く映らない状態。アンテナを移動してみても変わらない。（アンテナの不具合が考
えられる為、デジサポを案内しました。）
米軍機のよる電波障害に関しては早めに対処をお願いしたい。


