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2年後に迫った地上デジタル放送完全移行に向けて、地上デジタル放送の紹介と受信
方法や説明会・受信相談会などをご案内します。詳しくは、お問い合わせください。

平成₂₃年（₂₀₁₁年）₇月₂₄日までに、今までの
テレビ放送（地上アナログ放送）は終了します。
あなたのテレビは地上デジタル放送に対応
していますか？

地上デジタル放送って？
地デジへの対応であなたをだます悪質商法にご注意

地デジ説明会・受信相談会を開催します
地上デジタル放送への移行が困難な人への支援
地上デジタル放送に関する相談は誰に？

どうしたら地上デジタル放送を見られるの?
不要になったテレビはリサイクルへ

地上デジタル放送
移行まであと２年
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なぜ、地上デジタル放送にするの？

アナログ放送の終了はいつ決まったの？

アナログ放送と地上デジタル放送はどう違う？

地上デジタル放送の魅力は？

字幕放送

　電波は無限に使えるわけではなく、日本では通信機器の多様化・普及で電波の周波数不足が深
刻な問題となっています。地上デジタル放送にすると、これまでのテレビ利用電波の約35%を節
約することができ、これを防災や携帯電話など、ほかの用途に使えるようになります。

　テレビの地デジ対応やアンテナ交換などを口実に総務省やテレビ局
の職員をかたり、不正な料金を請求する事例などが発生しています。地
上デジタル放送への対応で、総務省やテレビ局、その関係機関がお金を
請求することは一切ありません。このような請求を受けた時は支払わ
ず、すぐにご相談ください。

■アナログ放送
　現在のアナログ放送は、映像や
音声の信号をアナログ信号のま
ま、電波に乗せて放送しています。
　受信にはＶＨＦアンテナまたは
UＨＦアンテナを使います。

　平成13年（2001年）の電波法改正により、アナログテレビ放送による周波数の使用を10年以内に
停止することとされました。これを踏まえて作成された放送周波数使用計画（チャンネルプラン）
などにおいて使用期限を、計画変更の公示の日（平成13年7月25日）の10年目の日である、平成23年
（2011年）7月24日にすると規定されました。

■地上デジタル放送
　地上デジタル放送では、アナロ
グ信号の映像や音声の信号を、“1
と0”のデジタル信号に変換して、
電波に乗せて放送しています。
　受信にはＵＨＦアンテナを使
います。

高画質・高音質 障害に強い
感動がグッとアップ
　ハイビジョンの高画質、高音
質で、まるでその場にいるよう
な臨場感と迫力を楽しめます。

ゴースト（※）のない鮮明な映像が楽しめます
　アナログ放送の場合、ビルの影響などでゴ
ーストが見えることがあります。
　デジタル放送では、ゴーストのない鮮明な
画像が楽しめます。
※ゴースト　テレビの画像が多重に見える現象

デジタル技術で人にやさしい放送
　字幕放送が楽しめます。
　そのほか、話速変換（話している言葉がゆっ
くり聞こえる）装置を内蔵したテレビも登場
しています。

電子番組表
テレビで番組チェック
　電子番組表では、番組名や簡単な番組内容
を表示します。
　テレビの機種によっては、簡単に視聴予約・
録画予約ができます。

データ放送
必要な情報をいつでも
　地域の天気や行楽情報、ニュースや休日・
夜間の診療所などの生活に役立つ情報を見
ることができます。

地上デジタル放送って？

地デジへの対応であなたをだます悪質商法にご注意

問
い
合
わ
せ

関東総合通信局（総務省の地域機関）　　☎6238－1944
港区消費者センター　　　　　　　　　☎3456－6827
区内各警察署　　　　　　　　　　　　☎欄外参照

◆区内各警察署◆　�愛宕☎3437－0110　三田☎3454－0110　高輪☎3440－0110　麻布☎3479－0110　赤坂☎3475－0110　東京湾岸☎3570－0110



☎3578-2111 平成21年（2009年）7月21日3 地上デジタル放送特集号

⑴デジタル受信機器を用意しましょう ⑵アンテナを確認しましょう

⑶電波の受信方法を確認しましょう

戸建て住宅などにお住まいの場合
（個別アンテナで受信）

マンション・集合住宅などにお住
まいの場合（共同アンテナで受信）

ケーブルテレビをご覧になってい
る場合

　テレビは、家電リサイクル法の対象品目であるため、粗大ごみとして収集することはできません。
以下の方法でリサイクルしてください。リサイクルにはリサイクル料金と運搬料金がかかります。
リサイクルの方法
1	 買い替えの場合
	 新しいテレビを購入するお店に引き取りをご依頼ください。

2	 購入したお店が分かっている場合
	 購入したお店に引き取りをご依頼ください。

3	 購入したお店が分からない場合・引っ越しなどで購入したお店に引き渡せない場合
	 家電受付センターへお申し込みください。

　ＵＨＦアンテナが必要になります。
　アナログ放送でお使いのＵＨＦアンテ
ナでも通常はそのままで受信できますが、
調整や交換が必要な場合もあります。
　電器店などにご相談ください。

　ＵＨＦアンテナが必要になります。ま
た、改修工事が必要になる場合がありま
す。
　建物の所有者、管理組合などにご相談く
ださい。

　ＵＨＦアンテナは不要です。
　契約内容の変更など（有料）が必要にな
る場合があります。

従来のアナログテレビで
も、デジタルチューナー、
またはデジタルチュー
ナー内蔵録画機を取り付
ければ視聴できます。
ただし、お使いの受信機
によって画質などは異な
ります。

◎ビルによる陰の影響がある受信障害対策共聴施設を利用している場合、地上デジタル放送により、受信障害が改善される場合もあります。施設管理者にご確認ください。

港区リサイクルキャラクター「エコル」

どうしたら地上デジタル放送を見られるの？

不要になったテレビはリサイクルへ

問
い
合
わ
せ

みなとケーブル
（㈱ケーブルテレビジョン東京）
☎0120－037109（フリーダイヤル）

問い合わせ 家電受付センター　　☎5296－7200   会社や事業所でお使いのテレビは対象外です。
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古紙配合率70％再生紙を使用しています。
白色度75％　

■地上デジタル放送に関する問い合わせ ■ケーブルテレビに関する問い合わせ

■掲載内容に関する問い合わせ

国の支援
　NHK受信料全額免
除世帯を対象に、地デ
ジチューナーの無償
給付や状況によって
はアンテナ設備の無
償改修などの支援を
予定しています。

　そのほか、受信障害対
策共聴施設（ビル陰共
聴）や集合住宅の共聴施
設のデジタル化対応の
際に負担が著しく過重
になるものについて、国
がその費用の一部を助
成する制度もあります。

　地上デジタル放送をご覧いただくために、区では総務省テレビ受信者支援センター（愛称：デジ
サポ）と連携し、説明会と相談会を開催します。実際に機器に触れて体験することができる（会場
によってできない場合があります）ほか、ご自宅で地上デジタル放送を受信する方法などの質問
にもお答えします。ぜひ、この機会に説明会にお越しください。
※事前の申し込みは必要ありません。当日直接会場へ。

デジサポの主な支援内容
（説明会・受信相談会関連）
１．受信相談への対応
　○デジタル化対応にあたっての個別・
　　専門的な相談への対応
　○受信方法の助言
２．周知広報、説明会の開催
　○地域の広報誌などを利用した周知広報
　○地域での集会やイベントの場を利用
　　した説明会の実施
３．巡回相談、戸別訪問
　○	町内会、老人クラブなどの集会に説明

員を派遣します
　○	高齢の人などを戸別訪問し、地デジの

基礎から説明します
　○	高齢者福祉施設を訪問し、地デジの

基礎から説明します

対象
　区内に居住し、住民登録または外国人登録
している世帯の世帯主または世帯を構成する
人で、世帯を構成する構成員全員が、住民税
非課税であること。
※NHK受信料全額免除を受けている世帯は、

国が支援を予定しているため対象外です。
助成対象となるもの
（1）地上デジタル放送対応チューナーを購入

する場合
（2）地上デジタル放送対応アンテナ設置など

の改修工事をする場合
①地上デジタル放送対応のUHFアンテナ

を取り付けるまたは交換する場合
②集合住宅など共同受信施設・設備を利

用中で、その改修費用を各世帯が負担
する場合

③ケーブルテレビを利用中で、アナログ
放送からデジタル放送に変更する場合

※テレビ、パソコン用チューナー、カーナビ
ゲーション、携帯電話、そのほか携帯端末
の購入は対象外です。

※平成21年4月1日以降の購入や工事などが対
象になります。

助成金額
　地上デジタル放送の視聴にかかった次の費
用を助成します（上限あり）。
（1）地上デジタル放送対応チューナー購入費

用　上限額1万円
（2）地上デジタル放送対応アンテナ設置等改

修工事費用　上限額4万円
※（1）（2）の両方を実施する場合は、それぞれ

の上限額を適用した額を限度とします。
申請書交付場所
　各総合支所および区政情報課（区役所８階）
※ 郵送でも配布しますので区政情報課情報政

策担当（☎内線20８0）までご請求ください。
申請方法
　次の書類を記入および添付の上、直接また
は郵送で、区政情報課情報政策担当へ申請し
てください。
（1）申請書
（2）領収書（原本）など、地上デジタル放送視

聴にかかった費用を証明する書類

区の支援
区では７月から住
民税非課税世帯に
対し、地デジチュー
ナーの購入やアン
テナ工事を行う際
にかかる費用を助
成しています。

問い合わせ
総務省　
東京都中央テレビ受信者支援センター
（デジサポ東京中央）説明会事務局

☎5452－3081
平日		午前10時～午後６時

港区区政情報課情報政策担当
☎内線2080

地上デジタル放送への移行が困難な人への支援

地デジ説明会・受信相談会を開催します

地上デジタル放送に関する相談は誰に？

とき ところ 各回の定員

7月24日（金） 午前10時 港区役所　9階大会議室
　芝公園1－5－25 100人

8月26日（水）①午前10時②午後 2時
男女平等参画センター（リーブラ）
５階ホール
　芝浦3－1－47

210人

9月3日（木）①午前10時②午後 1時
三田福祉会館　集会室Ｃ
　芝４－1－17 50人

9月7日（月）①午前10時②午後 1時
港南健康福祉館（ゆとりーむ）
多目的室
　港南4－2－1

30人

9月9日（水）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

麻布区民センター　区民ホール
　六本木5－16－45 237人

9月14日（月）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

生涯学習センター（ばるーん）
101学習室
　新橋3－16－3

80人

9月17日（木）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

赤坂区民センター　区民ホール
　赤坂4－18－13 400人

9月24日（木）①午前10時②午後 1時
本村福祉会館　洋室
　南麻布3－5－15 54人

9月25日（金）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

青山生涯学習館　
レクリエーションホール
　南青山4－18－17

60人

9月29日（火）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

高輪区民センター　区民ホール
　高輪1－16－25 250人

とき ところ 各回の定員

10月1日（木）
①午前10時
②午後 2時
③午後 6時

芝浦港南区民センター
区民ホール
　芝浦4－13－1

260人

10月6日（火）①午前10時②午後 1時
高輪福祉会館　洋室
　高輪3－19－11 60人

10月7日（水）①午前10時②午後 1時
白金台福祉会館　集会室Ｂ
　白金台4－8－5 45人

10月8日（木）①午前10時②午後 1時
白金台福祉会館　集会室Ｂ
　白金台4－8－5 45人

10月14日（水）①午前10時②午後 1時
青山福祉会館　集会室Ｂ
　南青山2－16－5 30人

10月15日（木）①午前10時②午後 1時
南麻布福祉会館　集会室Ｂ
　南麻布1－5－26 30人

10月16日（金）①午前10時②午後 1時
南麻布福祉会館　集会室Ｂ
　南麻布1－5－26 30人

10月22日（木）①午前10時②午後 1時
虎ノ門健康福祉館（とらトピア）
多目的室
　虎ノ門1－21－10

30人

10月26日（月）①午前10時②午後 1時
芝公園福祉会館　集会室Ｂ　　
　芝公園2－7－3 80人

10月27日（火）①午前10時②午後 1時
芝公園福祉会館　集会室Ａ
　芝公園2－7－3 50人

10月29日（木）①午前10時②午後 1時
新橋福祉会館　集会室Ｂ
　新橋6－4－2 50人

10月30日（金）①午前10時②午後 1時
新橋福祉会館　集会室Ｂ
　新橋6－4－2 50人

11月9日（月）①午前10時②午後 1時
豊岡福祉会館　集会室　洋室
　三田5－7－7 36人

問
い
合
わ
せ

総務省地デジコールセンター	 ☎0570－07－0101（ナビダイヤル）
IP電話などでつながらない場合	 ☎4334－1111
受付時間　平日	午前9時～午後9時　土・日曜、祝日	午前9時～午後6時
●ホームページアドレス
総務省地上デジタルテレビ放送のご案内
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html
㈳デジタル放送推進協会（Ｄpa）　http://www.dpa.or.jp/ 問い合わせ 港区区政情報課情報政策担当	 ☎内線2080

問い合わせ
みなとケーブル（㈱ケーブルテレビジョン東京）

　　　　☎0120－037109（フリーダイヤル）


