平成 22 年７月９日

地上デジタル放送への完全移行１年前イベント開催
地上アナログ放送は、2011（平成 23）年７月 24 日までに終了し、地上デジタル放送に完全
移行する予定です。
本年７月 24 日は、地上アナログ放送終了の１年前に当たることから、総務省では、周知広報
活動の一環として、全国地上デジタル放送推進協議会及び社団法人デジタル放送推進協会と共
催で、帝国ホテル 東京（東京都千代田区）において集いを開催するとともに、西銀座通りにお
いてパレードを実施します。
また、その他全国各地で開催予定の地上デジタル放送推進のための取組は別紙のとおりです。

『日本全国 地デジカ大作戦』
～地上・ＢＳ完全デジタル移行まったなし１年前の集い～
《式
典》
【日
時】
平成 22 年７月 24 日（土） １１：００～１２：２０
【会
場】
帝国ホテル 東京（東京都千代田区内幸町 1-1-1）
【主
催】
総務省、全国地上デジタル放送推進協議会、社団法人デジタル放送推進協会（Ｄｐａ）
【出 席 者】
総務省、Ｄｐａ、放送事業者、メーカー、販売店、ケーブルテレビ事業者、地方公共団体
地デジ化応援隊、地デジ推進大使
《パレード》
【日
時】
平成 22 年７月 24 日（土）１２：４０～１３：１５
【場
所】
西銀座通り（東京都中央区）

（連絡先）
情報流通行政局地上放送課
原田課長補佐、加藤係長、平木官
電 話：03-5253-5791
ＦＡＸ：03-5253-5794

等

（別紙）
各地方におけるアナログ放送終了１年前イベント一覧
開催道府県
北海道

イベント名・日時・場所
問合せ先
日本全国地デジカ大作戦～北海道地デジ化完全移行１年前～ 北海道総合通信局
日時：７月２４日（土）
デジタル放送受信者支援室
場所：札幌市 北洋大通センター「大通ビッセ」（相談会）
電話：011-709-2311
１０時～１７時
（内線 4670）
美香保体育館（ステージ）
１２時～１２時３０分
（相談会） １０時～１６時
駅前通り（パレード）
１５時～１６時
日本全国地デジカ大作戦
～地デジ相談会 in 旭川“完全デジタル移行まであと１年！”～
日時：７月２４日（土）
場所：旭川市 イオン旭川西ショッピングセンター
（相談会）１０時～１５時
日本全国地デジカ大作戦
～地デジ相談会 in 釧路“完全デジタル移行まであと１年！”～
日時：７月２４日（土）・２５日（日）
場所：釧路市 イオン釧路昭和ショッピングセンター
（相談会）１０時～１６時
日本全国地デジカ大作戦
～地デジ完全移行ＰＲ作戦 道南ステージ～
日時：７月２４日（土）
場所：函館市 丸井今井デパート前
（周知ＰＲ）１０時～１１時
北斗市 スーパーセンタートライアル上磯店
（相談会）１４時～１６時
道内民放５局による共同制作番組の同時放映
地デジ完全移行まで、あと１年スペシャル
「その日、あなたのテレビが映らなくなる！」
７月２４日（土）１３時３０分～１４時
当日、共同番組の新聞テレビ欄（北海道新聞）は、横一列
で色付き帯表示
ＮＨＫ札幌放送局
北海道ブロック特別番組の放映
７月２４日（土）
・生中継！カウントダウン地デジ(仮)
～さっぽろアニメひろば７２４～
９時～９時２５分
・わが家の“地デジ”奮闘記
９時２５分～９時５０分
・地デジ関連ミニ番組
９時５０分～１０時

青森県

（その他、道内メディアによる周知活動）
ラジオ事業者（AM、FM、CFM）、CATV 事業者、新聞事業者に
おいても周知がなされる予定
日本全国地デジカ大作戦 完全移行１年前地デジ相談会！
東北総合通信局
日時：７月２４日（土） １０時～１２時
放送部放送課
場所：青森市 青森駅前商業施設「アウガ」１階ロビー

岩手県

日本全国地デジカ大作戦 In いわて
（知事表敬訪問）
日時：７月２３日（金） １４時１０分～１４時３０分
場所：盛岡市 岩手県庁

電話：022-221-0696

（相談会）
日時：７月２３日（金） １０時～１５時
場所：盛岡市 岩手県庁１階ロビー

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

（パレード）
日時：８月２日（月） １９時１０分～
場所：盛岡市内さんさ踊り内
日本全国地デジカ大作戦 in みやぎ
日時：７月２４日（土） １４時３０分～１５時３０分
場所：仙台市内 一番町四丁目商店街（パレード）
勾当台公園（TBC 夏まつり 2010 会場内）
日本全国地デジカ大作戦 IN 秋田
～カウントダウン開始！まったなし３６５日前相談会～
日時：７月２４日(土) １２時～１５時（駅前ﾊﾟﾚｰﾄﾞあり）
場所：秋田駅西口アーケード（ポポロード商店街）
日本全国地デジカ大作戦 in 山形
（街頭キャンペーン）
日時：７月２４日（土） １３時～１４時
場所：山形市七日町
（パレード 相談会）
日時：８月４日（水） １１時～１９時
場所：
「山形サマーフェスティバル」内
（山形市内目抜き通り歩行者天国）
日本全国地デジカ大作戦
～まったナシ！地デジ完全移行まであと１年～
日時：７月２４日（土）１３時～１７時
場所：福島市内「街なか広場」（ふくしま山車フェスタ内）
地デジ大使出演のステージは 2 回
・1 回目：１５時～ ・2 回目：１６時３０分～
・パレードは「街なか広場」内で実施
街頭キャンペーン（パンフ等配布）
関東総合通信局
日時：７月２４日（土） １０時～１２時
デジタル放送受信者支援室
場所：水戸市内 「ＪＲ水戸駅」
電話：03-6238-1711
街頭キャンペーン（相談会、・パンフ等配布）
日時：７月２４日（土） １０時～１２時
場所：佐野市 「道の駅 どまんなか たぬま」
街頭キャンペーン（相談会、・パンフ等配布）
日時：７月２４日（土） １０時～１２時
場所：高崎市内 「ＪＲ高崎駅」
「大泉まつり」（相談会・パンフ等配布・パレード）
日時：７月２４日（土） 相談会１４時～１８時
７月２５日（日） 相談会１４時～１８時
パレード１４時３０分～１５時３０分
場所：邑楽郡大泉町
街頭キャンペーン（相談会・パンフ等配布）
日時：７月２４日（土） １１時～１３時
場所：さいたま市大宮区「ＪＲ大宮駅」

千葉県

東京都

高校野球埼玉県大会（相談会・パンフ等配布・中継番組内で
の告知）
日時：２４日（土）
、２５日（日） １０時～
場所：さいたま市大宮区「県営大宮公園球場」
街頭キャンペーン(相談会、パンフ等配布)
日時：７月２４日（土） １０時４５分～１２時
場所：千葉市中央区「ＪＲ千葉駅」
『日本全国地デジカ大作戦』
～地上･ＢＳ完全デジタル移行待ったなし～
①日時：７月１８日（日）～２５日（日）
（※２１日を除く）
１０時～１８時
場所：町田市「ポッポ町田１階特設会場」
（相談会・パンフ等配布）
（１９日（月）のみ、地デジカ着ぐるみ出演・
「地デ
ジカ」バルーン製作）
②日時：７月２４日（土） １０時～
場所：多摩市「多摩センター駅 パルテノン大通り」
（相談会・パンフ等配布・地デジ対応促進ＰＲイベント）
１１時～「地デジカ」バルーン製作
１６時～パレード

神奈川県

１７時～地デジ音頭
「ハマスタ 地デジデー」横浜ベイスターズ地デジイベン ト
（相談会・パンフ等配布・地デジ対応促進ＰＲイベント）
日時：７月１７日（土）
、１８日（日）１４時～
場所：横浜市中区「横浜スタジアム」
NHK WONDER LAND in 横浜赤レンガ倉庫
（相談会・パンフ等配布・ステージを使用したＰＲイベント）
日時：７月２３日（金）～２５日（日） １１時～２１時
場所：横浜市中区「横浜赤レンガ倉庫」
街頭キャンペーン（相談会、・パンフ等配布）
日時：７月２４日（土） １０時～１２時
場所：横浜市中区「ＪＲ桜木町駅」
「YRP 夏祭り 2010」
日本全国“地デジで元気 in 横須賀”
（ステージを使用したＰＲイベント）

山梨県

長野県

日時：７月３０日（金） １９時３５分～２０時１５分
場所：横須賀リサーチパーク
日本全国 地デジカ大作戦 in 山梨
日時：７月２４日（土） １０時～１７時
場所：甲斐市「ラザウォーク甲斐双葉」
日本全国地デジカ大作戦 ～アナログ→地デジ 待ったな
し！～

信越総合通信局
情報通信部放送課

（地デジ大使５名による各社番組へのリレー参加等、各番組５ 電話：026-234-9930
分程度）
日時：７月２３日（金）～２４日（土）
２３日（金）
ＮＨＫ「ひるとくテレビ プラザＮ」（11：30～12：00）
SBC「３時は！ららら♪」
（14：55～15：50）
TSB「ゆうがたＧｅｔ！」
（16：30～17：50）
２４日（土）
abn「ザ・駅前テレビ」
（9：30～10：25）
NBS「土曜はこれダネッ！」（18：00～19：00）

新潟県

（パレード、宣伝活動及び相談所開設）
日時：７月２４日（土）
場所：ＪＲ長野駅自由通路及び長野駅前
ＪＲ松本駅自由通路及び松本駅前
（パレードは長野のみ）
日本全国地デジカ大作戦
～アナログ放送終了あと１年～
（地デジ大使５名による各社番組へのリレー参加等。
各番組５分程度）
日時：７月２３日（金）～２４日（土）
２３日（金）
TeNY「夕方ワイド新潟一番」(15:50～17:00)
NHK「新潟ニュース 610」
(18:10～19:00)
BSN「Ｎスタ新潟」
(18:55～19:00)
２４日（土）
UX「まるどりっ！」
(10:35～11:30)
NST「Smile Stadium NST」 (18:00～18:54)
新潟県知事及び新潟市長訪問
日時：７月２３日（金） 県知事 10:30
場所：新潟県庁、新潟市役所

市長 11:30

オールスターゲーム２０１０新潟
「野球縁日ｉｎエコスタ」（地デジの普及促進ＰＲ)
日時：７月２４日（土） １４時(予定)～
場所：ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟
日本全国地デジカ大作戦
～アナログ放送終了あと１年 地デジ受信相談会～
日時：７月２４日（土） １０時～１７時
場所：ＮＥＸＴ２１（新潟市中央区西堀通６）
情報ポケット新潟（新潟駅南口）
日本全国地デジカ大作戦
～アナログ放送終了あと１年 ＩＮ 新潟まつり～
日時：８月７日（土）１０時～１７時
・キラキラパレ－ド
１０時～１０時５０分
場所：新潟中郵便局～万代橋東詰

・ステ－ジＰＲ

１１時３０分～１１時５０分

場所：万代シティお祭り広場
・地デジ相談会

１０時～１７時

場所：万代シティお祭り広場
８月８日（日）１０時～１６時
・地デジ相談会
富山県

１０時～１６時

場所：万代シティお祭り広場
日本全国地デジカ大作戦
～「アナログ放送画面による常時告知スーパー」
・「地デジ合
同相談会」
・
「地デジ周知パレード」～
（アナログ放送画面による常時告知スーパー）
日時：７月２４日（土）ローカル編成枠内で実施

北陸総合通信局
情報通信部放送課
電話：076-233-4494

（地デジ合同相談会）
日時：７月２４日（土）・２５日（日）１０時～１６時
（デジサポ富山では、２６日～３０日まで「エリア対策地区
相談会」を継続）
場所：富山市内 デジサポ富山（ＫＮＢ入船別館）

石川県

（周知活動、パレード）
日時：７月２４日（土）９時～
場所：ＪＲ富山駅北口
日本全国地デジカ大作戦
～珠洲地域、全国に先駆けデジタル化完了～
日時：７月２４日（土）１１時３０分～１３時１５分
場所：珠洲市内 ラポルトすず

福井県

日本全国地デジカ大作戦 石川地デジ相談会
日時：７月２４日（土）１０時３０分～１６時３０分
場所：金沢市内 アル・プラザ金沢店
日本全国地デジカ大作戦～Lpa へ上陸・地デジ相談会～
（知事と福井市長を表敬訪問）
日時：７月２３日（金）１０時～１１時３０分
場所：福井市内 福井県庁、福井市役所
（地デジ相談会と周知パフォーマンス）
日時：７月２３日（金）１０時３０分～１６時
場所：福井市内 ラブリーパートナーエルパ(Lpa)
（地デジ相談会）
日時：７月２４日（土）１０時～１５時
場所：福井市内 ＪＲ福井駅コンコース
日時：７月２５日（日）１０時～１５時
場所：福井市内 順化公民館
（福井県内共通ＴＶスポットによる地デジＰＲスタート）
日時：７月２３日（金）から県内各局で放映開始

岐阜県

地デジ完全移行一年前ＰＲ＆相談会

ＩＮ 長良川

東海総合通信局

（相談会等）
日時：７月１３日（火）１６時～１８時３０分
場所：岐阜市内 長良川球場 さんさんデッキ下
（地デジ大使、地デジカ等によるプロ野球公式戦前のＰＲ）
日時：７月１３日（火）１７時４５分～１７時５０分
場所：岐阜市内 長良川球場グランド内
日本全国地デジカ大作戦～地デジパレード

IN 柳ケ瀬～

（パレード）
日時：７月２４日（土） １０時３０分～
場所：岐阜市内 柳ケ瀬通周辺
セレモニーの後、１１時からパレード開始
（ＰＲ、相談会等）
日時：７月２４日（土） １１時～１５時
場所：岐阜市内 ＣＩＮＥＸビル前（日の出町２丁目）
日本全国地デジカ大作戦～静岡・オンエアー・パレード～

静岡県

（地デジＰＲ・パレード出発式）
日時：７月２３日（金）７時３０分～
場所：静岡駅北口地下広場
セレモニーの後、８時からパレード出発式、
８時５分からチラシ配布等開始
（地デジ大使（静岡５局全員）が各局ローカル生番組に出演
して、地デジＰＲのため各局を回るオンエアー・パレード）

SBS「

日時：７月２３日（金）
場所：静岡全放送局（番組名）
SBS「Ｓｏｌe いいね！」
（9:55～11:20）
NHK「静岡情報ランチ」
（11:45～11:54）
SDT「静岡○ごとワイド！」（16:45～17:50）
SATV「とびっきり！静岡」（16:45～17:54）
SUT「テレしず通りパロパロ」
（24 日 11:59～12:54）
（相談会、測定車の展示・公開等）
日時：７月２３日（金）１０時～
場所：静岡市内 青葉イベント広場
県統一どこでも地デジ化チャンネル
（地デジＰＲのための同一番組放映）
日時：７月２４日（土）
ＮＨＫは午前中、民放は１７時３０分～
地デジ完全移行一年前ＰＲ＆相談会 IN 静岡ホビーフェア
日時：７月２４日（土）１０時～１６時
場所：静岡市内 東静岡広場

デジタル放送受信者
支援室
電話：052-971-9112

地デジ完全移行一年前ＰＲ＆相談会 IN ゆかたで遊ぼ！

愛知県

日時：７月２５日（日）１５時～１９時
場所：熱海市内 親水公園（熱海海上花火大会会場）
Ｂｉｇ Ｗａｖｅ２０１０～波に乗れナゴヤの地デジ～
（場内ステージ及びブースで地デジＰＲ）
日時：７月２４日（土）・２５日（日）１０時～１８時
場所：名古屋市内 オアシス２１「銀河の広場」
（放送）
在名民放５局共同制作同時放送の番組放映（会場でも同時放
映）
（24 日 13:30～14:55）他
（パレード）
日時：７月２５日（日）１１時２０分～１１時４０分
場所：名古屋市内 オアシス２１「銀河の広場」
地デジカ、地デジ大使を先頭に会場内で実施
（日本全国地デジカ大作戦～地デジ相談センター）
日時：７月２４日（土）・２５日（日）１０時～１８時
場所：名古屋市内 オアシス２１「銀河の広場」
地上デジタル放送全国統一街頭キャンペーン
日時：７月２４日（土） １０時～１１時
場所：名古屋市内 名古屋駅前周辺
ＣＢＣラジオまつり わっしょい栄２０１０
～地デジＰＲステージ＆地デジ相談会～
（地デジ大使によるＰＲステージ）
日時：７月２４日（土）１５時１５分～１５時３０分
場所：名古屋市内 久屋大通公園久屋広場
（ＰＲ、相談会）
日時：７月２４日（土）・２５日（日）１６時～２０時

三重県

場所：名古屋市内 久屋大通公園久屋広場
地デジ完全移行一年前ＰＲ＆相談会 ＩＮ 住まいと暮らし
の総合フェア
（相談会、アナログテレビの活用例のデモ等）
日時：７月１７日（土）１０時～１７時
７月１８日（日）１０時～１６時
場所：津市内 メッセウイング三重
（地デジカによるＰＲ）
日時：７月１７日（土）１０時５０分～、１３時５０分～
７月１８日（日）１０時２０分～、１３時５０分～
場所：津市内 メッセウイング三重

日本全国地デジカ大作戦 ＩＮ 三重
（パレード）
日時：７月２４日（土）１０時～
場所：四日市市内 ふれあいモール（近鉄四日市駅北側）
セレモニーの後、１０時１５分からパレード開始

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

（ＰＲ、相談会等）
日時：７月２４日（土）１０時～１２時
場所：四日市市内 ふれあいモール(近鉄四日市駅北口)
日本全国地デジカ大作戦
～鳥人間 地デジ相談会～
日時：７月２４日（土）・２５日（日）
場所：彦根市内 松原水泳場周辺
日本全国地デジカ大作戦 in 京都
～2010 年夏、京の地デジは比叡から！～
日時：７月２４日（土）１０時～１６時
場所：京都市内 京都国際マンガミュージアム
完全地デジ化一年前
（対応促進相談会）
日時：７月２４日（土）１１時～１５時（予定）
場所：大阪ビジネスパーク「ツイン 21」
阪神タイガース地デジカナイター
日時：７月２７日（火）・２８日（水）
・２９日（木）
１５時～１８時３０分
場所：甲子園球場
完全地デジ化一年前
（対応促進相談会）
日時：７月２４日（土）１６時～１８時
場所：近鉄奈良駅前・近鉄八木駅前
完全地デジ化一年前
（対応促進相談会）
日時：７月２４日（土）１１時～１２時
場所：ＪＲ和歌山駅前
日本全国地デジカ大作戦 ～さよならアナログ あと一年～
日時：７月２４日（土） １０時～１５時
場所：倉吉市内 パープルタウン店内及び駐車場
日本全国地デジカ大作戦 in 松江
（パレード、相談会）
日時：７月２３日（金） ８時４０分～１６時
場所：松江市内 松江堀川遊覧船、カラコロ工房
松江市役所
（相談会）
日時：７月３１日（土） １４時～１８時
場所：松江市役所駐車場特設ブース
７．２４アナログ放送終了１年前イベント
日時：７月２４日（土）

近畿総合通信局
放送部放送課
電話：06-6942-8566

中国総合通信局
デジタル放送受信者支援室

電話：082-222-3384

広島県

山口県

徳島県

パレード １０時３０分～１１時３０分
受信相談所の開設 １０時～１５時
場所：岡山市内 表町商店街
日本全国地デジカ大作戦
日時：７月２４日（土） １１時～１３時
場所：広島市内 紙屋町シャレオ中央広場
デジタル化一年前イベント
日時：７月２４日（土） １４時～１７時３０分
相談会
１４時～１５時（予定）
パレード
１６時３０分～１７時３０分
場所： 相談会
下関市駅広場（予定）
パレード 宇部市新天町商店街
日本全国地デジカ大作戦
「徳島１日地デジ大使」任命式・相談コーナー・パレード
（任命式）
日時：７月２３日（金）１５時３０分～１６時
場所：徳島県庁

四国総合通信局
情報通信部放送課
電話：089-936-5080

（相談コーナー）
日時：７月２４日（土）１３時～１７時
場所：フジグラン北島（徳島県北島町）

香川県

（パレード）
日時：７月２４日（土）１４時３０分～１５時
場所：フジグラン北島（徳島県北島町）
日本全国地デジカ大作戦
～完全デジタル移行まったなし１年前inかがわ～
日時：７月２４日（土）
セレモニー・地デジ大使説明 １１時～
相談会 １１時～１４時
パレード １２時～１２時３０分

愛媛県

高知県

福岡県

場所：高松市内 高松市中央商店街
日本全国地デジカ大作戦 土曜夜市地デジ相談会！
日時：７月２４日（土）１５時～２１時
場所：松山市内 大街道商店街
完全デジタル移行まであと１年
日本全国地デジカ大作戦！パレード・地デジ相談所
（パレード）
日時：７月２４日（土）１１時～１１時４０分
場所：高知市中央公園→新京橋→帯屋町→ひろめ市場
を行進
（相談所）
日時：７月２４日（土）１１時～１５時
場所：高知市内 帯屋町商店街
日本全国 地デジカ大作戦 in 福岡
(ＰＲイベント、相談会)
日時：７月２４日（土）１１時～１５時

九州総合通信局
デジタル放送受信者支援室

電話：096-326-7807

場所：福岡市 キャナルシティ博多

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

沖縄県

(ＰＲ、相談会)
日時：７月２４日（土）１１時～１５時
場所：北九州市 リバーウォーク北九州
日本全国 地デジカ大作戦 in 「佐賀城下栄の国まつり」
（ＰＲイベント、相談会)
日時：７月３１日（土）１１時～１９時
８月 １日（日） ９時～１８時
（パレードは１日、１２時３０分～）
場所：佐賀市 中央大通り（佐銀本店前～中央郵便局前）
日本全国 地デジカ大作戦
「待ったなし!！ ２０１１年７月２４日アナログ放送終了」
日時：７月２４日（土）
・パレード １１時～１１時２０分
・後１年宣言 １１時２０分～１１時３０分
・相談会
１１時３０分～１７時
場所：長崎市 浜町アーケード～
べルナード観光通りアーケード
日本全国 地デジカ大作戦～「地デジで元気！」in くまもと
（ＰＲイベント、相談会)
日時：７月２４日（土）１３時～１５時
場所：嘉島町 イオンモール熊本クレア
日本全国 地デジカ大作戦～「地デジで元気！」in 大分
（ＰＲイベント、相談会)
日時：７月１９日（月）１０時～１５時
場所：大分市 トキハわさだタウン フェスタ広場・館内
日本全国 地デジカ大作戦「鹿児島市電（地デジカ号）出発
式」
日時：７月２３日（金）１０時～１０時３０分
場所：鹿児島市 鹿児島市交通局敷地内
日本全国 地デジカ大作戦「合同街頭キャンペーン」
（ＰＲイベント、相談会)
日時：７月２４日（土）１２時～１４時
場所：鹿屋市 市民交流センター リナシティ
地デジ完全移行まであと１年イベント
日時：７月２４日（土） １３時～１８時
場所：県民ひろば、パレットくもじ前広場
(第 1 部 パレード)
１３時～１３時１５分 県民ひろば～パレットくもじ前広場
(第２部 完全移行推進宣言)
１３時３０分～１４時
・沖縄県知事挨拶
・沖縄県地デ～ジ支援し隊紹介
・総務省沖縄総合通信事務所長挨拶
・沖縄地上デジタル放送推進協議会 代表幹事挨拶
・完全移行推進宣言
・地デジ！イチデージ！！劇場(花やから)

沖縄総合通信事務所
情報通信課
電話：098-865-2307

(第３部 デジタル放送受信相談等)
１４時～１８時
・地デジ周知活動並びにデジサポ受信相談所開設
・パフォーマンス(地デジカ、各局キャラクター、花やから)

