
別紙１ 
デジサポ相談コーナーについて 

 東北３県のデジサポが市町村役場やショッピングセンター等で実施している

「相談コーナー」では、いろいろな地デジ化に関する相談に応じています。 

 相談コーナーに足を運べない高齢者の方等には、戸別訪問による相談対応やデ

ジサポカーによる移動受信相談も実施しています。 

 また、デジサポアドバイザーが常駐していない「簡易相談コーナー」には、地

デジコールセンター等に電話できる専用電話を設置しています。 

 

 ３月2４日（土）から４月８日（日）までの間は、主な相談コーナーにおいて

土曜日、日曜日にも開催します。 

 東北３県の相談コーナーの１日平均の設置箇所数は約５１箇所で、各県毎の設

置会場の日程等の概要は次ページのとおりです。 

相談コーナーの様子 

⃝ 震災により一定以上の被害を受けた世帯※１、経済的に地デジの準備ができない世帯※２

に、地デジ相談コーナーにおいて、地デジチューナー（１台）を無償で給付しています。 

  ※１ 半壊・半焼・床上浸水以上の被害または1か月以上の避難勧告などを受けた世帯 

  ※２ ＮＨＫ受信料全額免除世帯または市町村民税非課税世帯 

  ▶申込に必要な書類は、総務省地デジチューナー支援実施センター 

                            0570-023724へご確認ください。 

 

⃝ 開催日時等の詳細は、デジサポへお問い合わせください。 

    デジサポ岩手：019-903-0101 

    デジサポ宮城：022-745-1500 

    デジサポ福島：024-505-1010 

    ＵＲＬ：http://digisuppo.jp/  

デジサポ巡回相談車 デジサポ周知広報車 

簡易相談コーナー 

http://digisuppo.jp/


３月２４日から４月２７日までの開催スケジュール（岩手県） 
市町村名 会  場 開  催  日 備    考 

盛岡市 

市役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～ 27日（月～金） 

中央公民館 3月31日（土）、4月1日（日） 

西部公民館 4月7日（土）、8日（日） 

玉山総合事務所 4月2日～6日（月～金）、23日～27日（月～金）   

青山支所 4月9日～13日（月～金）   

都南総合支所 3月26日～30日（月～金）、4月16日～20日（月～金）   

上田公民館 3月24日（土）、25日（日） 

河南公民館 4月1日（日） 

都南公民館 3月24日（土）、25日（日）、4月7日（土）、8日（日） 

渋民公民館 3月31日（土） 

宮古市 

キャトル宮古 3月24日～28日（土～水）、3月31日～4月4日（土～水）、7日～11日（土～水）、16日～18日（月～水）、23日～25日（月～水） 

田老総合事務所 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）   

新里福祉センター 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

大船渡市 
市役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

南三陸ショッピングセンター サンリア 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

花巻市 

市役所 3月24日～28日（土～水）、3月31日～4月4日（土～水）、7日～11日（土～水）、16日～18日（月～水）、23日～25日（月～水）   

大迫総合支所 4月5日（木）、6日（金）、26日（木）、27日（金）   

石鳥谷総合支所 4月12日（木）、13日（金） 

東和総合支所 3月29日（木）、30日（金）、4月19日（木）、20日（金）   

北上市 

市役所 3月26日～30日（月、火、木、金）、4月2日～27日（月、火、木、金）   

江釣子庁舎 3月28日（水）、4月11日（水）、25日（水）   

江釣子ショッピングセンター パル 3月24日（土）、25日（日）、3月31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

和賀庁舎 4月4日（水）、18日（水）   

久慈市 
市役所 3月26日～30日（月～金）、4月 2日～27日（月～金） 

道の駅久慈 やませ土風館 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

一関市 

市役所 3月28日～30日（水～金）、4月4日～6日（水～金）、11日～13日（水～金）、18日～20日（水～金）、25日～27日（水～金）   

花泉支所 3月26日（月）、27日（火）、4月2日（月）、3日（火）、9日（月）、10日（火）、16日（月）、17日（火）、23日（月）、24日（火）   

イオンスーパセンター関店 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

大東支所 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

東山支所 3月27日（火）、4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

千厩支所 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水） 

千厩ショッピングモール エスピア 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

川崎支所 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）   

室根支所 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

二戸市 

市役所 3月26日～29日（月～木）、4月2日～26日（月～木）   

浄法寺総合支所 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

ショッピングセンター ニコア 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

八幡平市 

市役所 3月29日（木）、30日（金）、4月5日（木）、6日（金）、12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

松尾総合支所 3月28日（水）、4月11日（水）、25日（水）   

安代総合支所 4月4日（水）、18日（水）   

奥州市 

市役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

イオン前沢店 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

江刺総合支所 3月26日（月）、27日（火）、4月2日（月）、3日（火）、9日（月）、10日（火）、16日（月）、17日（火）、23日（月）、24日（火）   

前沢総合支所 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

胆沢総合支所 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）   

衣川総合支所 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

イオンスーパーセンター金ヶ崎店 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

岩手町 
町役場 3月26日（月）、27日（火）、4月2日（月）、3日（火）、9日（月）、10日（火）、16日（月）、17日（火）、23日（月）、24日（火）   

イオンスーパーセンター盛岡渋民店 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

岩泉町 
町役場 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

道の駅 いわいずみ 3月24日（土）、25日（金）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

※開催時間は、１０時～１６時まで（２７日は大船渡市以外は１２時まで） 開催日の記載例：2日～27日（月～金）は、２日から27日の間の月曜日～金曜日を表す。 
※洋野町役場種市庁舎、西和賀町役場沢内庁舎、シープラザ釜石では、３月２６日～４月２７日の間の月曜日から金曜日において、設置している直通電話でデジサポ岩手が相談に応じます。 

 



３月２４日から４月２７日までの開催スケジュール（宮城県） 
市町村名 会  場 開  催  日 備    考 

仙台市 

地デジカプラザ（名掛丁） 3月24日～4月27日（常設） 10時から18時まで 

アジュール仙台６Ｆ 3月24日～4月27日（常設）    

青葉区役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

宮城野区役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

若林区役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

太白区役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

泉区役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

イズミティ２１ 3月31日（土）、4月1日（日） 

太白区中央市民センター 3月31日（土）、4月1日（日） 

石巻市 市役所 3月24日～4月14日（常設）、16日～21日（月～土）、23日～27日（月～金）   

塩竈市 市役所 3月28日～4月2日（水～月）、4日～6日（水～金）、11日～13日（水～金）、18日～20日（水～金）、25日～27日（水～金）   

気仙沼市 ワンテンビル２Ｆ 3月24日～4月14日（常設）、16日～21日（月～土）、23日～27日（月～金）   

白石市 市役所 3月26日（月）、27日（火）、31日～4月3日（土～火）、9日（月）、10日（火）、16日（月）、17日（火）、23日（月）、24日（火）   

名取市 
市役所 3月27日（火）、28日（水）、4月3日（火）、4日（水）、10日（火）、11日（水）、17日（火）、18日（水）、24日（火）、25日（水）   

文化会館 3月31日（土）、4月1日（日） 

角田市 
市役所 3月28日（水）、29日（木）、4月4日（水）、5日（木）、11日（水）、12日（木）、18日（水）、19日（木）、25日（水）、26日（木）    

市民センター 3月31日（土）、4月1日（日） 

多賀城市 市役所 3月26日（月）、27日（火）、31日～4月3日（土～火）、9日（月）、10日（火）、16日（月）、17日（火）、23日（月）、24日（火）   

岩沼市 市役所 3月29日（木）、30日（金）、4月5日（木）、6日（金）、12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

登米市 市役所（迫総合支所） 3月26日～4月6日（常設）、9日～27日（月～金）   

栗原市 
栗駒総合支所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金） 

市役所 3月31日（土）、4月1日（日） 

東松島市 市役所 3月29日～4月1日（木～日）、5日（木）、6日（金）、12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

大崎市 市役所東庁舎 3月24日～4月14日（常設）、16日～21日（月～土）、23日～27日（月～金） 土、日は、市役所本庁舎 

蔵王町 町役場 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

七ヶ宿町 町役場 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）    

大河原町 町役場 3月24日～4月14日（常設）、16日～21日（月～土）、23日～27日（月～金）   

村田町 町役場 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

柴田町 町役場 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

川崎町 町役場 3月27日（火）、4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

丸森町 町役場 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

亘理町 悠里館 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

山元町 中央公民館 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）    

松島町 中央公民館 3月29日（木）、4月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）   

七ヶ浜町 町役場 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

利府町 町役場 3月27日（火）、4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

大和町 町役場 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

大郷町 町役場 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

富谷町 町役場 3月26日（月）、4月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

大衡村 町役場 3月27日（火）、4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

色麻町 町役場 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

加美町 町役場 3月30日（金）、4月6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）   

涌谷町 町役場 3月28日（水）、4月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）   

美里町 町役場 3月27日（火）、4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

女川町 仮設庁舎 3月26日（月）、31日～4月2日（土～月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）   

南三陸町 
ベイサイドアリーナ 3月27日（火） 

仮設庁舎 4月3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）   

※開催時間は一部を除き、９時３０分～１６時３０分まで  開催日の記載例：2日～27日（月～金）は、2日から27日の間の月曜日～金曜日を表す。 
※石巻市（桃生及び河北総合支所）、登米市（登米、中田、豊里、米山、石越、南方、津山及び東和総合支所）、大崎市（松山、鹿島台、岩出山、鳴子及び田尻総合支所）、松島町（町役場、中央公民館）、  美里町（南郷庁舎）、南三陸町
（仮設庁舎）、白石市（市役所）、蔵王町（町役場）、色麻町（町役場）では、３月2６日～４月27日の間（南三陸町は4月２日～２７日の間）の月曜日から金曜日において、設置している直通電話でデジサポ宮城が相談に応じます。   



３月２４日から４月２７日までの開催スケジュール（福島県） 
市町村名 会  場 開  催  日 備    考 

福島市 市役所 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

会津若松市 旧会津図書館 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

郡山市 
市役所分庁舎 3月24日～4月6日（常設）、9日～27日（月～金）   

市民プラザ 4月7日（土）、8日（日） 

いわき市 
市役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

ＬＡＴＯＶ 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

白河市 

市役所 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

マイタウン白河 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

須賀川市 須賀川アリーナ 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

喜多方市 市役所 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

相馬市 はまなす館 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

二本松市 
市役所 3月26日～4月6日（常設）、９日～27日（月～金）   

市民交流センター 3月24日（土）、25日（日）、4月7日（土）、８日（日） 

田村市 
常葉行政局 3月26日～30日（月～金）、4月2日～27日（月～金）   

常葉公民館 3月24日（土）、25日（日）、31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日） 

下郷町 
町役場 3月26日～4月11日（常設）、4月16日～18日（月～水）、23日～25日（月～水）   

グリーンプラザ田沼文蔵記念館 3月24日（土）、25日（日） 

只見町 

町役場 4月12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

朝日地区センター 3月24日（土）、26日～31日（月～土） 

明和地区センター 4月1日～8日（常設） 

南会津町 御蔵入交流館 3月24日～4月13日（常設）、16日～27日（月～金）   

猪苗代町 町役場 3月24日～4月11日（常設）、16日～18日（月～水）、23日～25日（月～水）   

会津坂下町 中央公民館 3月26日～4月8日（常設）、12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

柳津町 ふれあい館 3月24日～4月8日（常設）、12日（木）、13日（金）、19日（木）、20日（金）、26日（木）、27日（金）   

会津美里町 

新鶴公民館 4月16日～18日（月～水）   

本郷公民館 4月23日～25日（月～水） 

高田公民館 3月24日～4月11日（常設） 

※開催時間は、１０時～１６時まで  開催日の記載例：16日～27日（月～金）は、16日から27日までの間の月～金曜日を表す。 
※いわき市勿来支所では、３月２６日～４月２７日の間の月曜日から金曜日において、設置している直通電話でデジサポ福島が相談に応じます。 
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