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平成 25年度中野市放送番組審議会 会議録 
 

 

１ 日 時   平成 26年２月 19日 午後３時から午後３時 46分まで 

 

２ 場 所   豊田文化センター １階日本間 

 

３ 出席者   【委員】臼井今朝徳会長、神田めぐみ副会長、中島守成委員、長澤京子委員、

寺島正友委員、坂本信広委員、 

         

【事務局】中野市 原政策情報課長、大沢情報係長、傳田主事 

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 町田専務、池田統括部長、土屋 

 

４ 欠席者   齋藤義信委員、西野和之委員、岡村博子委員、依田麗子委員 

 

５ 会議顛末 （開会）午後３時 

 

 （大沢情報係長） 

  お待たせいたしました。本日は大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

定刻になりましたので、只今から平成 25年度中野市放送番組審議会、テレビ北信ケーブルビ

ジョン放送番組審議会を開会いたします。 

始めに、会議に先立ちましてご報告申し上げます。中野市情報通信施設条例施行規則第５条

第７項に、審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされておりま

す。本日３名の方から欠席というお話をいただいておりまして、１名の方が遅れているようで

すが、今のところ 10名中６名の出席をいただいておりまして、過半数に達しており会議は成立

しておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたりまして、原課長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 

 （原政策情報課長） 

  皆さんこんにちは。政策情報課長の原誠と申します。今日は非常に足元の悪い中、お忙しい

中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  もう皆さんご存知のとおり、豊田情報センターにつきましては平成４年に開局してから 22年

程がたとうとしております。旧豊田村時代からの難視聴対策ということで、ほぼ全員の皆さん

に加入していただいて、ご利用いただいたという経過がございます。 

  その中でも自主放送番組ということにつきましては、中野と豊田の合併以降、一本化を図っ

ていきたいということで、本日出席をしていただいておりますテレビ北信ケーブルビジョンさ

んに全面的に委託をして放送を流しているというところでございます。 

  本日の放送番組審議会につきましては、テレビ北信ケーブルビジョンさんからのご依頼もあ

りまして、テレビ北信ケーブルビジョンの放送番組審議会も兼ねて開催をさせていただくとい

うことになっておりますのでよろしくお願いします。 

  より良い番組提供ができますよう、皆様の忌憚のないご意見をお願い申し上げまして、簡単

ではございますけれど挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

 

 

 （大沢情報係長） 

それでは続きまして、テレビ北信ケーブルビジョン㈱の町田専務からご挨拶をお願いします。 
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 （テレビ北信 町田専務） 

  はじめまして。テレビ北信ケーブルビジョンの町田でございます。私、昨年の６月末の株主

総会におきまして専務を拝命しまして、務めさせていただいております。よろしくお願いいた

します。 

  昨年までですと、この審議会、テレビ北信はオブザーバーという形で参加させていただいて

おったんですが、放送法の方でですね、もっと厳格に運用しなさいという総務省からの指示が

ございまして、今日このような形で合同で、テレビ北信番組審議会を同時に開催ということで

皆様方には委任状の方をお送りいたしまして、正式に、今回だけではございますが、テレビ北

信ケーブルビジョンの審議委員にお願いしまして、今日私どもの主な番組のダイジェストを持

ってきておりますので、それをご覧になっていただいて、忌憚のないご意見、審議をいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 （大沢情報係長） 

  ありがとうございました。 

  それではここで、初めて顔を合わせる方もいるかと思いますので、私ども職員の方から簡単

に自己紹介をさせていただきます。 

 

  [自己紹介] 

 

  続きまして、今年度新たに委員さんになられた方もおられますので、恐縮でございますが、

会長さんの方から自己紹介をお願いします。 

 

  [自己紹介] 

 

  ありがとうございました。 

  それでは、会議に入ります前に、放送番組審議会臼井会長よりご挨拶をお願いします。 

  

 

 （臼井会長） 

  本日は大変お忙しい所ご出席いただきましてありがとうございます。 

  本日の審議会はご案内申し上げましたとおり、今年度の業務実績、それから来年度の業務予

定についてご審議いただければと思います。どうか忌憚のないご意見をいただきまして、より

よい番組編成ができますよう格段のご協力をお願い申し上げ、簡単ではございますが挨拶とさ

せていただきます。 

 

 

 （大沢情報係長） 

  ありがとうございました。 

  それでは協議事項に入りたいと思います。 

  放送番組審議会の議長につきましては、中野市情報通信施設条例施行規則第５条第６項で会

長務めると規定されていますので、臼井会長の進行で協議に入りたいと思います。 

  臼井会長、よろしくお願いします。 

 

 

 （臼井会長） 

  それでは、今事務局の方からご説明がございましたけれども、会長が議長ということでござ

いますので、私のほうで議長を務めさせていただきます。 

  議事がスムーズに進みますように格段のご協力をお願いします。 
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  それではまず、協議事項（１）平成 25年度業務実績の見込みについて事務局から説明をお願

いいたします。 

 

 

 （傳田主事） 

  それでは協議事項（１）平成 25年度業務実績（見込）について説明いたします。 

 

  [説明] 

 

  ここで、週間ニュース番組等のダイジェスト版をご用意いたしましたので、皆様にご視聴い

ただければと思います。 

 

  ［番組視聴］ 

 

  事務局からの説明は以上です。 

 

 

 （臼井会長） 

  只今説明をいただき、ダイジェスト版をご覧いただいたわけでありますけれども、ご意見、

ご質問等ありましたらお願いします。 

  よろしければ次に進ませていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

  それでは、協議事項（２）平成 26年度業務予定について説明をお願いします。 

 

 

 （傳田主事） 

  それでは平成 25年度業務予定について説明いたします。 

 

  [説明] 

 

 

 （テレビ北信 土屋） 

  私の方から、来年度新規に予定している放送事業をご説明させていただきたいと思います。 

  中野のバラまつり生中継、これが昨年度テストということで試験的に 45分間の生中継をやっ

たんですが、好評いただきましたので、番組内容をもう少し充実させて今年度も生中継をやっ

ていきたいと考えております。 

  次にプロバスケットのＢＪリーグの生中継ということで、現在私どもプロ野球のＢＣリーグ

の方のグランセローズの中継をやっておりますが、こちらの方、長野県のケーブル連盟の事業

でＢＪリーグの生中継をやっております。現在、県内のケーブル局とネットワークが繋がって

おりまして、生中継を受信、または配信できる設備が整っておりますので、その事業の一環と

してＢＪリーグの生中継をやっていきたいと思っております。 

  次に少年野球の公式戦ということで、中野市内少年野球チームがたくさんあります。これま

で正直取材はダイジェストですとか、少ししか取材して来なかったんですけれども、非常に視

聴者の方からも要望が多かったもので、市の少年野球連盟等と協力しまして試合の模様をもう

少し細かく、試合結果なども伝えていけたらと考えております。 

  それと北信総合病院の情報番組ということで、まだ企画段階なんですけれども、この３月か

ら北信総合病院の耳鼻咽喉科の方に常駐の先生が着くということで、その広報をやることにな

るんですが、その広報をきっかけにそういうお話だけじゃなくて、例えばインフルエンザが流

行りそうだったらどういう対策が必要かとか、北信病院の先生等にお話ししていただくような

レギュラー番組を今企画しております。今北信病院の担当の先生と詰めておるんですが、一応
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そんな番組を予定しております。 

  それと昨年度から富山、新潟、長野のケーブル局で北陸新幹線開通に合せまして、沿線のケ

ーブル局が連携いたしまして、「びゅーん！新幹線おでかけ情報」という番組、今ニュースの１

コーナーとして私ども放送しておるんですが、この３月に私どもに担当の順番が回ってきまし

て、その後１年間順番で放送の当番が回ってきます。こちらの方の番組、中野市さんと協力さ

せていただいて、中野市の情報を富山、新潟の方にも発信していけたらということで、傳田さ

んと話詰めまして、どんな番組にするか今企画しておるとこです。 

  来年度の新規放送事業としては、挙げさせていただいた５本を予定しております。よろしく

お願いいたします。 

 

 

 （傳田主事） 

  事務局からの説明は以上です。 

 

 

（臼井会長） 

  今それぞれご説明をいただきましたけれども、26年度の計画等についてご意見、ご要望等あ

りましたら遠慮なくお願いいたします。 

 

 

 （委員） 

  来年度の新規事業で、なかのバラまつりは毎年開催されてのですが、新規事業とはどういう

ことですか。 

 

 

 （テレビ北信 土屋） 

  中野のバラまつりは毎年行っておるんですが、生中継をやるということで新規で挙げさせて

いただきました。 

 

 

 （臼井会長） 

  他にございますか。 

  どんなことでも結構ですので、お願いいたします。 

 

 

 （委員） 

  去年から審議委員ということで、それまでは子ども達の行事で映してもらっていたことが多

かったんですけれども、よく見るようになるととてもいい番組があって、もっと皆さんに見て

いただきたいと思うんですよ。私加工所にいるんですけど、昨日こういうのやってたけど見た

って言うと、見てないって言われる方が多くて。まちなかさんぽも地元だけではなく、他の地

域性とかも見られるし、中野市の知らなかったとこを見られるので、もっと宣伝というか…。 

 

 

 （臼井会長） 

  今、内容については評価いただいたんですけれども、番組の周知、ＰＲ方法についてもう少

し努力していただけないかといふうに感じているわけでありますが、昨年度番組表の配付とか

の要望があったかと思うんですけれども、その辺についてできるだけ周知できるような方法を

検討いただけたら思うんですけれども、事務局の方で何かその辺についての考えはお持ちです

か。 
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 （大沢情報係長） 

  テレビ北信さんのホームページ、また文字放送の中で今後ＰＲを強化していければいいなと

思っております。 

 

 

 （臼井会長） 

  ありがとうございます。 

  委員さんも口コミ等で周知をしていただければありがたいと思います。 

  他にございますか。 

  なければ次のその他についてお願いします。 

   

 

 （傳田主事） 

  事務局からは特にございません。 

 

 

 （臼井会長） 

  私の方から恐縮なお願いなんですけども、豊田村当時から有線テレビの支柱が結構設置され

てまして、今不要になっていてそのまま残っている物が結構あるんですけども。かなり経過年

数が経ってますので、本来ならば撤去していただくのが一番いいかと思うんですけれども、そ

の辺市として年次計画等お持ちですか。事故等があっては非常に困りますので、内部で検討し

ていいただければと思います。 

 

 

 （傳田主事） 

  場所によっては、昔の有線電話の柱などが残ってしまっている箇所もありまして、こちらで

確認できている範囲では随時撤去させていただいておりますが、豊田地域全域確認させていた

だいて撤去を進めさせてさせていただきたいと思います。 

 

 

 （臼井会長） 

  お願いしたいと思います。 

  委員さんの方から何かございますか。 

 

 

 （委員） 

  前回も聞いたんですけど、ＣＳの番組を入れ替える関係でわかりますか。 

 

 

 （テレビ北信 池田統括部長） 

  今ＣＳで 19チャンネル放送を行っておるんですけれども、皆様のご要望が多ければ検討しよ

うとは思っているんですけれども、現時点では具体的な、どのチャンネルを追加とか、どのチ

ャンネルを入れ替えるといものはまだ決まっておりません。 

 

 

 （委員） 

  それはできるんですか。 
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 （傳田主事） 

  実際番組を組み替える時に費用が発生してしまう部分がありますので、なんらかの形で今後 

 将来的に替えるような方向で検討はテレビ北信さんとさせていただきます。 

 

 

 （委員） 

  私も結構見ているんですけど、同じような内容の番組や見てないような番組があると思うん

ですよ。その辺を入れ替えてもらいたです。 

  例えば、今までやっていたファミリー劇場は今やってないですよね。 

 

 

 （傳田主事） 

  デジタルではやっておりません。 

 

 

 （委員） 

  私はファミリー劇場は入れてもいいのかなと思います。 

  ニュースの関係で日経をやってますよね。ＣＳで。あれは見ている人がいるのかなと思いま

して。一般のニュースでやっているのを見ている感じがします。 

 

 

 （テレビ北信 池田統括部長） 

  日経ＣＮＢＣだと思うんですけれども、結構ご覧いただいている方がいまして。経済専門チ

ャンネルということで、非常に評判のいい番組です。 

 

 

 （委員） 

  見ていないような番組を入れ替えもらいたと思っているんですけれども。定期的にそういう

のができればいいなと思うんですが。アンケートを取るなどして見ているのかどうかを調べる

のも必要だと思うんですよね。その辺を市の方でやってもらえればありがたいです。 

  

 

 （傳田主事） 

  貴重なご意見ありがとうございます。 

  テレビ北信さんと検討させていただきます。 

 

 

 （臼井会長） 

  他にございますか。 

  なければこれで協議事項を閉じさせていただきます。 

  皆様のご協力ありがとうございました。 

 

 

 （大沢情報係長） 

  ありがとうございました。 

  それでは次第の４のその他ということで、事務局から２点ほどお願いいたします。 

  一つ目は先ほどにも話にありましたが、テレビ北信での自主放送設備ＨＤ化について、より

詳しくテレビ北信の方から説明をお願いします。 
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 （テレビ北信 池田統括部長） 

  来月の４日の深夜になります。ハイビジョンの工事を行いましてコミュニティチャンネルの

デジタル、地上波の 12チャンネル、121チャンネルになりますけれども、ハビジョン放送を開

始いたします。民放やＮＨＫに比べますと、自主放送に替えると画面が小さいですとか、映り

がもやっとしているというご意見があったと思うんですけど、今度このハイビジョン化をしま

すと、地上波に近い綺麗な映像になりますのでよろしくお願いします。 

このハイビジョン化に伴いまして、千曲川の河川情報があるんですけれども、これは地上波

の 122チャンネルの方に統合されます。それによりまして、お知らせ文字放送と信毎文字放送、

千曲川の河川情報を 20分毎にリピートで放送するようになります。ハイビジョン放送にはなる

んですが、残念ながら中野市の議会中継等まだ対応がなされていないものもありますけれども

多くの番組はハイビジョン化されますのでよろしくお願いします。 

 

 

 （大沢情報係長） 

  今テレビ北信から自主放送設備ＨＤ化のお話がありましたけれども、これにつきまして何か

ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

  よろしいですか。 

  それでは２点目なんですけれども、事務局よりお願いします。 

  豊田地域審議会の委員の選出についてお願いするものでございます。 

  現在、放送番組審議会の会長さんであられる臼井会長さんの方で、放送番組審議会の代表と

して出席していただいておるわけなんですけれども、４月から別の立場で豊田地域審議会の方

へ出席しなければならないということで、新たに放送番組審議会の方から１名の出席を考えて

おります。その経過、内容については臼井会長さんの方からお願いします。 

 

 

 （臼井会長） 

  昨年の２月 22日のこの会議で、会長が豊田地域審議会にこの会を代表して出るということで

お認めいただきまして、１年間やらさせていただきましたが、たまたまこの２月 14日に豊田地

域の区長会の総会がございまして、そこで本日出席いただいております中島さんが豊田地域の

会長、副に私と替佐の原田さんということで選出されまして、区長会の方から３人が豊田地域

審議会の委員になるということで、放送番組審議会の代表と豊田地域区長会の代表の人が同一

の人でだぶってしまうというのはあまり好ましくないということで、できればこちらの放送番

組審議会の方で私降ろさせていただいて、会長はまだ任期がありますので務めさせていただき

ますけれども、豊田地域審議会の方に私の代わりで、本日出席の方でどなたか代表で出ていた

だければと思います。 

  先ほど申し上げましたとおり、そのような経過でございますので、皆様のご理解とご協力を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 （大沢情報係長） 

  ありがとうございました。 

  今、臼井会長さんの方から経過等お聞きしたわけなんですけれども、今度４月から区長会の

代表として豊田地域審議会の方へ、委員さんとして行かなければならないということで、放送

番組審議会の方から新たに１名選出するということでございます。 

  臼井会長さんが会長とう立場で豊田地域審議会の委員さんになられないということですので、

事務局案でございますが、会長さんという立場で豊田地域審議会に出席されているので、副会

長さんの方で是非豊田地域審議会の方へ出席していただきたいと思っております。副会長さん

のご意見、また皆さんのご意見をお聞きしたいと思いますが、副会長さんの方で何かございま

すか。 
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 （神田副会長） 

  大丈夫です。 

 

  [全員拍手] 

 

 

 （大沢情報係長） 

  ありがとうございます。 

  今神田副会長さんに快く引き受けていただきました。ありがとうございます。 

  皆さんの同意も得られたと思いますので、来年度の豊田地域審議会の方へは放送番組審議会

の副会長さんに代表として出席していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

  以上事務局から２点程ご報告申し上げましたが、皆さんの方から他に、全体を通してご意見

等ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは長時間に渡りましてご協議ありがとうございました。 

  豊田情報センターの業務、放送内容等で何かお気付きの点がございましたら、ご意見をお寄

せいただきたいと思います。 

  それでは以上で平成 25年度中野市放送番組審議会、テレビ北信ケーブルビジョン放送番組審

議会を閉会いたします。 

  皆さんありがとうございました。  

 

 

 

 （閉会）午後３時 46分 


