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残り２ヵ月とな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受信方
法や支援策、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。

になりました
地上デジタル放送移行ま　

　で

22222222ヵ月ヵ月ヵ月ヵ月ヵ月ヵ月ヵ月ヵ月あと
　地上デジタル放送を視聴するには、地上デジ
タル放送対応の受信機とＵＨＦアンテナが必要
です。受信機は、新たにデジタルテレビを購入
するほか、アナログテレビに地上デジタル放送
対応チューナーを取り付ける
方法もあります。また、ケー
ブルテレビに加入することに
より視聴する方法もあります。

　通常番組の画面上に終了日まで
の日数等を表示します。

7月1日㈮～ ７月24日㈰正午～

　７月24日㈰正午からブルー
バック(青い画面)のお知らせ画
面を表示します。

　７月24日㈰24時までに停
波し、この後は映りません。
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　７月２４日㈰に、今まで
のテレビ放送（地上アナログ放送）は終了
します。現在ご使用のテレビとアンテナ
等の受信設備は、地上デジタル放送に対
応していますか？
　ＢＳアナログ放送も同日で終了します。

Ⓒ日本民間放送連盟２００９

7月1日㈮～�　右下に9分の1の大きさで終了告知が追加されます。

７月24日㈰正午～　通常番組を終了し、アナログ放送終了のお知らせとなります。

７月24日㈰24時～　アナログ放送は停波し、この後は映りません。

※�実際の表示内容、表示形式、時期等は今後変更になる場合があります。

　VHSビデオデッキ、パソコン、カーナビ、ラジオ等でアナログテレビ放送を受信している場合も、７月24日㈰以降は視聴できなくなります。

７月24日㈰24時～

ご覧のチャンネルは…

アナログ ご覧の○○○アナログ放送は
７月２4日に終了しました。
今後も○○○デジタル放送を
お楽しみください。
【お問い合せ】
総務省地デジコールセンター
０57０-０7-０1０1 午前９時～午後6時
○○○コールセンター
××××－×××－×××�午前　時～午後　時

アナログ放送
終了まで
あと９日！
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◆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

地上デジタル放送（地デジ）を見るには

でご覧になっている場合

　テレビの地上デジタル放送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
けたときは支払わず、すぐにご相談ください。

地上デジタル放送（地デジ）への対応で
あなたをだます悪質商法にご注意

　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。

個別アンテナで受信

地上デジタル
放送対応

ＵＨＦアンテナ

デジタル
チューナー

従来の
アナログテレビ

デジタル
チューナー
内蔵テレビ

＋

にお住まいの場合

共同アンテナで受信

デジタル
チューナー
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チューナー
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　港区では地上デジタル放送に移行すると、ビル陰
等による受信障害はほとんどなくなるといわれてい
ます。このため現在ある電波障害共聴施設（共同ア
ンテナ等）も７月以降に運用を終了し、撤去されるこ

とが考えられます。この場合は、それまでに各家庭
でアンテナを設置するか、ケーブルテレビ等に加
入する方法で、地上デジタル放送を視聴していただ
く必要があります。
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デジアナ変換について

　ケーブルテレビ事業者
において、地上デジタル放
送をアナログ放送の方式
に変換して再送信（デジア
ナ変換）するサービスです。
　ケーブルテレビで視聴し
ている人は、平成２７年３月
３１日までは従来のアナロ
グテレビで視聴する事が
できます。使用可能なアナ
ログテレビを地上アナログ
放送停波後も継続して使
用したいという視聴者の要
望への対応として行われる
ものです。

　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。

ケーブル
テレビ局

※お使いの受信機によって画質などは
異なります。

従来の
アナログテレビ

Ａ
※お使いの受信機によって画質などは
異なります。

ＳＴＢ1台でＢＳ・地上デジタル
放送をご覧になれます。

戸建て住宅など にお住まいの場合 マンション･集合住宅など

ケーブルテレビ
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電波障害の補償 によってご覧に
なっている場合

港区消費者センター（相談専用窓口）　☎3456－6827
　　　　　　　　  受付時間　平日午前10時～午後4時
関東総合通信局（総務省の地域機関）　☎6238－1944
区内各警察署　　　　　　　　　　　☎欄外参照
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※お使いの受信機によって画質などは異なります。 ※お使いの受信機によって画質などは異なります。
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地上デジタル放送移行に向けての支援策について

港区の地上デジタル放送移行助成支援事業（チューナー購入・ＵＨＦアンテナ工事）

国の地上デジタル放送対応チューナー支援（無償給付）

●支援の対象
　区内に居住し、住民登録または外国人登録をしている人で、世帯全員
が住民税非課税であること。
※ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯は、国が支援を行っているので対象外
になります。

●支援の内容
①地上デジタル放送対応チューナーを購入する場合
　（1世帯1台のみ）………上限1万円
②地上デジタル放送対応アンテナ設置など、改修工事をする場合
　（1回限り）………………上限４万円

●注意事項
　テレビ、パソコン、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、デジタルチューナー内蔵録画機の購入は対象外です。

　国の地上デジタル放送対応チューナー無償給付を受けた世帯は区の
チューナー購入助成は受けられません。
　平成２１年４月１日以降に購入した機器や実施した工事等が対象です。

●申請方法
　申請書に領収書（原本）等を添付の上、直接または郵送で、〒105-8511
港区役所区政情報課情報政策担当へ。申請書は各総合支所、区政情報
課で配布しています。また郵送でも配布しています。下記問い合わせ先ま
でご請求ください。

●申込受付期限　平成２４年３月３０日（金）（必着）

区では、住民税非課税世帯に地上デジタル放送対応チューナーの購入やアンテナ設置工事等の経費助成を行っています。

●支援の対象
　まだ地上デジタル放送に対応できず、
①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
②障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が住民税非課税である世帯
③社会福祉施設に入居し、自らテレビを持ち込んでいる世帯

●支援の内容
　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー（１台）を無償給付し、ご自
宅へ配送します。チューナーを受け取り後２週間以内に申し出があれば
ご自宅まで訪問してチューナーの設置を行います。アンテナ改修等が必
要な場合は無償で工事を行います。

●支援の対象
　まだ地上デジタル放送に対応できず、「世帯全員が住民税非課税の
措置を受けている世帯」が対象です。

（※ＮＨＫとの放送受信契約が必要です。）

●支援の内容
　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー（１台）を無償給付します。
また、チューナーの設置方法や操作方法を電話でサポートします（チュー
ナーの訪問設置、アンテナ改修等は行いません） 。

　申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務省 地デジチュ
ーナー支援実施センターへ送付してください。申込書は、インターネット・
電話等で総務省 地デジチューナー支援実施センターからお取り寄せく
ださい。各総合支所、区政情報課でも配布しています。

●申込受付期限　７月２４日（日）（消印有効）

問い合わせ 区政情報課情報政策担当　☎内線2800

住民税非課税世帯への支援2

ＮＨＫ放送受信料が全額免除となっている世帯への支援1

申込方法等について3

　総務省では、経済的な理由等で地上アナログ放送から地上デ
ジタル放送に移行することが難しい世帯に対し、簡易なチューナ
ー（１台）の無償給付等の支援を実施しています。

○支援制度について 
　総務省 地デジチューナー支援実施センター
　NHK放送受信料全額免除世帯への支援　☎0570-033-840
　ナビダイヤルがつながらない人は　☎044-969-5425
　住民税非課税世帯への支援　　　　☎0570-023-724
　ナビダイヤルがつながらない人は　☎043-969-5425　　　
○NHKの放送受信契約、放送受信料免除について
　NHKふれあいセンター 
　NHK放送受信料全額免除について　☎0570-000-588
　ナビダイヤルがつながらない人は　☎050-3786-5109

　NHKの放送受信契約について　　 ☎0570-077-077
　ナビダイヤルがつながらない人は　☎050-3786-5003
　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
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　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。画面の大きさやテレビのメーカーによって金額は
違います。
　なお、会社や事業所でお使いのテレビは専門の業者へお
問い合わせください。

不用になったテレビはリサイクルへ

リサイクルの方法

❶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
依頼してください。

❷購入したお店が分かっている場合（処分だけの場合）
購入したお店に引き取りを依頼してください。　

❸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
家電リサイクル受付センターへお申し込みください。

港
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「
エ
コ
ル
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家電リサイクル受付センター　☎5296－7200
受付時間　月～土曜午前8時～午後5時（祝日を含む）問い合わせ

東日本大震災等で被災された世帯へ
　東日本大震災による被災世帯と避難勧告等を受けて避難された世
帯でNHK放送受信料が全額免除となる世帯に対して支援制度が追加
されました。詳しくは、ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への支援窓口へ
お問い合わせください。
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  港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

地上デジタル放送受信相談会を 開催します

●�●�●　問い合わせ先一覧　●�●�●

　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、相談会を開催します。ご自宅等で地上デジタル放送を受信する方法などの質問にお答えします。
ぜひ、この最後の機会に相談会にお越しください。� ※事前の申し込みは不要です。

問い合わせ
デジサポ東京中央（総務省�東京都中央テレビ受信者支援センター）
☎３４０７－４３４０　受付時間　平日午前９時３０分～午後５時３０分

　�共同受信施設のデジタル化改修について
問い合わせ

(社)日本ＣＡＴＶ技術協会

☎０５７０－０６４－１５５（ナビダイヤル）

ナビダイヤルがつながらない人は

☎５２７３－４６７５
受付時間　平日午前９時３０分～午後５時

　�アンテナ工事、機器接続について
問い合わせ

全国電機商業組合連合会
家電困りごと相談センター　デジタル110番

☎０５７０－０１０１－８６（ナビダイヤル）

受付時間　平日午前９時～午後５時

　�アンテナキット貸し出しについて
問い合わせ

地上デジタル放送の受信可否を判断する「地上デ
ジタル放送専用アンテナキット」の無償貸し出し
を行っています。
デジサポ（総務省�テレビ受信者支援センター統括本部）
地デジ専用アンテナキット事務局

☎５７７２－６１２５
受付時間　平日午前９時～午後６時

　�地上デジタル放送について
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)

ナビダイヤルがつながらない人は

☎６７４３－０５００
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
デジサポ（総務省�テレビ受信者支援センター）
http://digisuppo.jp/

　�戸別訪問について
問い合わせ

地上デジタル放送未対応の高齢者世帯に、戸別
訪問による説明、アドバイスを行います。希望
する人は、気軽にご連絡ください。
デジサポ東京中央
（総務省�東京都中央テレビ受信者支援センター）

☎３４０７－４３４０
受付時間　平日午前９時３０分～午後５時３０分

　�ケーブルテレビについて
問い合わせ

ＪＣＮみなと新宿（㈱ケーブルテレビジョン東京）

☎０１２０－０３７－１０９（フリーダイヤル）

受付時間　毎日午前９時～午後５時３０分

　�掲載記事全般について
問い合わせ

区政情報課情報政策担当

☎３５７８－２１１１　内線２８００

場　所 とき（開催時間　いずれも午前９時～午後５時）
芝地区総合支所1階ロビー ６月15日（水）～８月２6日（金）

月～金曜（祝日を除く）

麻布地区総合支所1階入口ホール ６月２０日（月）～２4日（金） ８月１日（月）～５日（金）

赤坂地区総合支所１階エレベーター前 ６月２８日（火）～７月１日（金） ８月９日（火）～1２日（金）

高輪地区総合支所１階インフォメーションホール ７月４日（月）～８日（金） ７月２5日（月）～２９日（金）

芝浦港南地区総合支所1階入口ホール ７月11日（月）～15日（金） ８月２２日（月）～２6日（金）


