
1 日　 時 平成31年２月18日（月）　午後３時00分

2 場　 所 豊田支所　２階　第２会議室

3 出席者 （委員） 神田正彦（会長）、臼井信幸、坂本信広、田中宏実

（中野市） 総務部 政策情報課 情報統計係
有賀 課長補佐、中村 係長、阿藤 主事

（委託業者） テレビ北信ケーブルビジョン㈱
池田 専務、池田 統括部長、土屋 放送制作課長

4 委任出席者 （委員） 青木裕紀子、藤沢藍、永江文樹、浅野富枝、寺平絵里奈、市川禎彦

5 会議顛末 （開会）午後３時00分

中村 係長 　只今より、平成30年度中野市放送番組審議会を開会させて頂きます。
　なお、本日の審議会ですが、委員様のうち、青木様、藤沢様、寺平様、
永江様、浅野様より、ご都合がつかず、ご欠席される旨のご連絡を頂いて
おり、併せまして、青木様、藤沢様、永江様、浅野様、寺平様より、委任出
席のお申し出を頂いております。
　また、市川様より、他の業務と重複したため、遅刻もしくは欠席となる旨の
連絡を頂いており、欠席の場合は、委任出席の取扱いとして欲しい旨のご
連絡を頂いております。
　これに伴いまして、本日の審議会の出席者は、本人出席４名、委任出席
６名、合計10名の出席となります。
　よろしくお願い致します。
　それでは、以降、次第に沿って進行させて頂きます。
　初めに、神田会長様よりごあいさつを頂きたいと存じます。
　神田会長様、よろしくお願い致します。

神田 会長 　あいさつの前に2つ確認させていただきたい。
　まず1つ目は、会長の選任については、委員による互選による選出という
認識だが、過去の議事録を確認すると、会長を互選している年とそうでな
い年が見受けられた。互選を行っていない年の理由をお聞かせ願いたい。
　２つ目は、本日の委員の出席人数が少ないが、審議に支障がないかをご
説明頂きたい。

阿藤 主事 　会長の互選について、ご説明致します。まず委員の着任期間が２年にな
ります。神田会長様の前任の委員様が会長職に就かれておりました。神田
会長様は前任者様の残任期間を引き継ぐ形で着任されましたので、引き
続きその会長職に就いていただく形となります。

中村 係長 　本日の委員の出席数が少ないことによる審議への支障につきましては、
当審議会は放送法に定めれている審議会になり、自主放送番組を制作放
送している事業者は審議会を開催し、番組内容の是非について審議する
ことを義務付けられております。当審議会は10名の委員で構成されており
ます。その過半数6名以上の出席がないと開催できないということになって
おります。本来であれば、委員の皆さまにご出席いただき、ご意見ご要望を
述べていただく必要があると考えております。ただし、本日欠席される委員
の皆さまからは委任出席の申出と併せて、ご意見ご要望等を頂いておりま
すので、この場で発表させていただき、番組内容の充実に反映させていき
たいと考えております。
　また来年度の開催につきましては、委員の皆さまが出席しやすい時間帯
での開催を検討し、過半数以上の本人出席ができるよう見直したいと考え
ております。
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神田 会長 　ありがとうございました。出席委員の皆さまにおかれましては、事務局から
説明がありましたことについて、お含みいただければと思います。
　それでは、中野市放送番組審議会の開会にあたり、一言ごあいさつを申
し上げます。
　委員の皆様におかれましては、公私ともお忙しい中、ご出席をいただき
誠にありがとうございます。
　豊田情報センターは、ご承知のとおり、難視聴対策のため、旧豊田村有
線放送協会の代替機能として、平成４年に開局をいたしまして、以来24年
が経過しております。
　現在もテレビの再送信の他、自主放送番組を制作し、行政情報をはじめ
市内の様々な出来事を配信しております。
この審議会につきましては、情報施設の管理や放送番組の適正化を図る
ために設置されており、より市民の皆様に親しまれる放送内容の向上など
について、ご審議をいただく会であります。
　皆様には忌憚のないご提言をお願いしまして、ご挨拶とさせていただきま
す。

中村 係長 　ありがとうございました。
　続きまして、豊田情報センターの自主放送番組制作業務の委託先であり
ます、テレビ北信ケーブルビジョン㈱の池田専務からご挨拶をお願いしま
す。

池田 専務 　テレビ北信ケーブルビジョン㈱の専務の池田でございます。昨年の６月に
専務に就任いたしました。以前は金融機関におりました。畑違いですが、
精一杯やりたいと思っております。それと、昨年の６月末でデジアナ変換放
送が終了となり、皆さまには大変ご迷惑をおかけしたと思っております。
　市からの依頼で番組を制作しておりますが、皆さまの意見等をお聴きし
て、より良い番組の制作を行っていきたいと思っております。
　ドローンという機材を購入しました。また、違った角度から番組を制作し、
お届けしたいと考えております。
　本日はよろしくお願いいたします。

中村 係長 ありがとうございました。
続きまして、本日お集りの委員の皆さまから自己紹介をいただければと存
じます。それでは、大変恐縮ですが、臼井様から、坂本様、田中様と順番
にお願いしたいと存じます。

　それでは、臼井様、よろしくお願い致します。

　＜各委員の自己紹介＞

中村 係長 ありがとうございました。
引き続き、テレビ北信ケーブルビジョン㈱及び豊田情報センターの担当職
員から自己紹介をさせていただきたいと存じます。
テレビ北信　池田専務様より、順番にお願いいたします。

　＜テレビ北信ケーブルビジョン㈱職員の自己紹介＞
　＜豊田情報センター担当職員の自己紹介＞

中村 係長 それでは次第３　協議事項に入りたいと存じます。
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項で会長が務める旨が規定されておりますため、神田会長
の進行で協議に入りたいと存じます。
それでは神田会長、よろしくお願いします。

神田 会長 　それでは、会長が議長を務めるということになっているということですの
で、私の方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皆様方のご協力をお願いいたします。
　それでは、協議事項（１）平成30年度業務実績（見込）について、事務局
より説明をお願いします。



阿藤 主事 　それでは協議事項（１）平成30年度業務実績（見込）について、ご説明い
たします。

　＜説明＞

　事務局からの説明は以上です。

神田 会長 ただ今事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等ございますか。
質問がないようですので、次へ進みます。
つづいて、協議事項（２）平成31年度業務予定について、事務局より説明
をお願いします。

阿藤 主事 それでは平成30年度業務予定について、ご説明いたします。

　＜説明＞

事務局からの説明は以上です。

神田 会長 　ただいま事務局から説明がありましたが何か、ご意見ご質問等ございます
か。

委員 　セットトップボックスとは何か。

阿藤 主事 　BS衛星放送及びCS衛星放送を視聴するための専用チューナーになりま
す。

委員 　それは古いテレビで使用するものか。

阿藤 主事 　ブラウン管テレビでもデジタルテレビでも使用できるチューナーになりま
す。

委員 　少し前までは黒い箱状の機器を設置していた。それは何か。

阿藤 主事 　アナログチューナーを搭載していないテレビでアナログ放送を視聴する
ための、ホームターミナル機と呼ばれるチューナーである。
　現在、豊田情報センターのケーブルテレビサービスには基本放送契約と
多チャンネル放送契約の2種類の契約がある。基本放送契約で視聴できる
のは地上デジタル放送のみ。多チャンネル放送契約では、地上デジタル
放送のほか、BS衛星放送、CS衛星放送が視聴できる。
　セットトップボックスの設置が必要となる契約が多チャンネル放送である。

委員 　多チャンネル放送契約数について、テレビの買い替えに伴い解約はある
のか。または、契約が増えることはあるか。

阿藤 主事 　テレビの買い替えを機に不要という判断で解約される方もいます。契約が
増える見込みについてですが、昨年６月末を以って終了となったデジアナ
変換放送サービスでアナログで視聴できていた一部のBS衛星放送及びCS
衛星放送を引き続き、デジタル放送でも視聴されたい方は多く、多チャン
ネル放送契約申込みが十数件ありました。

委員 　多チャンネル放送の月額利用料や視聴できるチャンネル数、メリットを説
明をしてはどうか。多チャンネル放送契約していない方は理解しづらいと思
う。

中村 係長 　地上デジタル放送のみ視聴可能な基本放送契約の方からは月額2,100
円の使用料をお支払い頂いており、多チャンネル放送契約の方からは月
額3,150円をいただいております。多チャンネル放送を契約すると、BS衛星
放送が10チャンネル、CS衛星放送が19チャンネルご視聴いただけるように
なります。ケーブルテレビに加入していないと、CS衛星放送を1チャンネル
視聴するために１チャンネルごとに月額数百円の視聴料がかかりますの
で、19チャンネルをすべて視聴したい方にとっては月額1,050円の上乗せ
で視聴できるので、お得な形になります。



委員 　現在の料金体系になったのはいつ頃か。

中村 係長 　平成20年４月１日からになります。
　次第の４.報告事項で申し上げますが、来年10月に消費増税があることか
ら、対応に伴う使用料の改定を予定しておりますので、後ほどご説明させ
ていただきます。

神田 会長 　よろしいでしょうか。他になければ、次に進みます。
　協議事項（３）その他で何かございますでしょうか。
　
　無いようですので、以上で協議事項については、終了といたします。
　皆さま、ご協力ありがとうございました。

中村 係長 　皆さま、スムーズな議事進行にご協力をいただきありがとうございました。
　続きまして、次第４　報告事項といたしまして、一点、私の方から、消費税
増税対応に伴う使用料等の改定につきまして、ご説明をさせていただきま
す。
　お手持ちの資料の15ページをご覧ください。
　本件につきましては、こちらにございます通り、2019年10月1日の消費税
率の引き上げへの対応を図るため、加入者負担金及び使用料の金額につ
きまして、それぞれ10%を前提とした金額に改定をさせて頂きたいという内
容であります。
　皆さまご存知のとおり、消費税率につきましては、本年10月1日に、現行　一方、豊田情報センターの使用料等につきましては、現状、消費税率5%
を前提とした金額に据え置かれている訳でありますが、これは、平成26年4
月1日の消費税率8%への引き上げの際、翌年10月に10%への引き上げが
控えていたことから、中野市全体の方針として「使用料等については8%へ
の引き上げは行わず、10%への引き上げ時に引き上げを行う。」旨の決定を
したためであります。
　使用料の改定につきましては、条例で定められておりますので、３月市議
会において、お認め頂いた上での改定となります。
　詳しくはお手持ちの資料の15ページをご確認ください。

委員 　使用料の改定に伴い、CS衛星放送のチャンネル充実を図ることは行わな
いのか。

中村 係長 　料金改定は消費費増の対応に伴うものになります。提供チャンネルの充
実は料金改定に関わらず検討を行っていきたいと思います。

委員 　加入者にアンケートをとり、視聴希望の多いチャンネルを提供するなどの
取り組みは行わないのか。以前にも提案したが難しいか。

中村 係長 　現在、自主設備でCS衛星放送を受信しておらず、テレビ北信ケーブルビ
ジョン㈱様から供給頂いております。そちらとの協議が必要となります。アン
ケートというのは良い手法で、契約増加につなげられる可能性がある。アン
ケートの収集方法やその実施にかかる費用対効果を検討し、検討を重ね
ていきたい。

阿藤 主事 　ありがとうございました。
　続きまして、次第の５の その他ということで、事務局の方から１点ご連絡さ
せていただきます。
　この放送番組審議会の委員の任期が、本年3月31日までとなっておりま
す。4月以降の委員につきまして、現在公募を行っておりますので、ご報告
させていただきます。
　事務局からは以上となります。

中村 係長 　本日、ご用意いたしました協議事項、報告事項等は以上となります。
　みなさんから他に何かございますでしょうか。

委員 　公募委員の募集人数の上限はありますか。

中村 係長 　若干名ということで募集を行っておりますが、上限はございません。



委員 　現在の委員の選出にあたっては、各地区、団体の役員からの選出になっ
ているが、公募による委員の選出により、本審議会を構成された方がより活
発な意見交換が行われると思います。
　また、本日いただきました資料につきましては、当日ではなく、事前に提
供し、内容を確認いただき、審議会に臨んでいただいた方がより良い審議
ができると思いますので、ご検討をお願いします。

中村 係長 　資料の事前配布については、対応できることなので、次回から対応して
いきたいと思います。
　公募委員の登用につきましては、応募数にもよりますが積極的な登用を
図っていきたいと思います。

委員 　公募委員の方は、任期満了後、続けて委員になることはできないのか。

中村 係長 　続けて応募いただくことは可能であります。

中村 係長 　他にございますでしょうか。ございませんければ、本日、ご用意いたしまし
た協議事項、報告事項等は以上となります。
　委員の皆様におかれましては、ご多用の折、長時間にわたるご協議あり
がとうございました。
　今後も、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、気兼ねなくご意見をお寄せいただければと存じます。
　以上で、平成30年度中野市放送番組審議会を閉会いたします。
　皆さま、ありがとうございました。

（閉会）午後３時50分


