
令和元年度 中野市放送番組審議会 議事録 

 

１ 日 時  令和２年２月 26日（水）午後３時 00分 

２ 場  所  豊田支所 ２階 大会議室 

３ 出 席 者  委 員  西野康久、市川禎彦、山本浩二、永江文樹、坂本信広 

              臼井信幸、丸井勝子 

        中 野 市  政策情報課 課長 佐野武雄 

        (事務局)  政策情報課 情報統計係 係長 中村昌樹 

              政策情報課 情報統計係 主事 阿藤貴洋 

        委託業者  テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 

              放送制作課 課長 土屋友和 

４ 欠 席 者  委  員  神田泰位 

５ 会議顛末 

  （開会）午後３時 00分 

中村係長 お待たせいたしました。定刻になりましたので、只今から「令和元年度中野

市放送番組審議会」を開会いたします。 

会長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます政策情報課 情

報統計係長の中村と申します。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政策情報課長の佐野から、ごあいさつを申し

上げます。 

佐野課長 政策情報課長の佐野でございます。よろしくお願いします。 

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、公私ともお忙しいところ、ご出席をいただき

誠にありがとうございます。 

豊田情報センターにつきましては、難視聴対策、旧豊田村有線放送協会の代

替機能として、平成４年に開局しました。 

現在もテレビの再送信の他、自主放送番組を業務委託により制作し、行政情

報をはじめ市内の様々なお知らせを配信しております。 

この審議会につきましては、放送法に基づき、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。 

委員の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。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

中村係長 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株式会社 放送制作課 課長 土屋 様からごあ

いさつをお願いいたします。 

テレビ北信

土屋課長 

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社の放送制作課長の土屋と申します。 

日頃、皆さまには、豊田地域での番組取材にご協力いただき、ありがとうご

ざいます。 



今後も視聴者の皆さまに楽しんでいただける番組の制作を続けていきたいと

思っております。今後も取材等でお世話になると思いますが、よろしくお願い

致します。 

中村係長  協議に先立ちまして、本日ご参集を賜りました、委員の皆さまより自己紹介

を頂きたいと存じます。 

＜委員自己紹介＞ 

阿藤主事 豊田情報センターを担当しております政策情報課 情報統計係の阿藤と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

中村係長 本日、神田委員につきましては、所用により欠席、市川委員につきましては、

別の会議に出席しており、遅れて出席する旨の連絡を受けておりますので、ご

報告させていただきます。 

それでは協議事項に入りたいと思います。初めに会長及び副会長の選出であ

りますが、中野市情報通信施設条例施行規則第５条第４項の規定により、各 1

名を委員の互選により選出することとされております。 

会長及び副会長について、立候補またはご推薦はございますでしょうか。 

＜立候補及び推薦なし＞ 

ございませんければ、慣例に基づきまして、事務局から素案をご提案申し上

げたいと存じますが、ご異議等ございませんでしょうか。 

＜異議なし＞ 

ありがとうございます。それでは、事務局より、素案をご提案申し上げます。 

阿藤主事 会長につきましては、豊田地域区長会 副会長の 西野康久 委員にお引き受

け頂けきたくご提案申し上げます。 

また、副会長につきましては、豊田公民館長の 市川禎彦 委員にお引き受け

頂きたく、ご提案申し上げます。 

中村係長 ただいま、事務局から素案のご提案を申し上げました。会長を、西野康久 委

員に、副会長を、市川禎彦 委員にお願いしたいとの内容でございますが、事務

局素案にご意見等ございましたら、お願いいたします。 

＜意見等なし＞ 

ございませんければ、皆様の拍手をもって、ご承認をお願いいたします。 

＜全員拍手＞ 

ありがとうございました。拍手(多数・全員)により、西野委員が会長に、市川

委員が副会長に選出されました。 

会長 ただいま会長に就任しました西野でございます。よろしくお願いいたします。 

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（2）令和元年度自主放送番組及び業務実績（見込）につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

阿藤主事 協議事項（2）令和２年度自主放送番組及び業務実績（見込）について説明い

たします。 

＜説 明＞ 

 以上となります。 



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。 

委員 資料 12項記載の番組制作事業費のデジタルヘッドエンド使用とは何か。 

阿藤主事 豊田情報センター加入者様宅へテレビ等の信号を供給するための送信設備の

使用料であります。 

委員 テレビ視聴中、映像が表示されているにも関わらず「データ取得中」という

テロップが表示されるが、どのような意味か。 

中村係長 今のテレビは、同軸ケーブルに流れているチャンネルごとの映像信号の受信

以外にも番組表の信号も受信している。映像よりも番組表の信号の方が読み込

みに時間がかかるため、映像が流れているにも関わらず「データ取得中」のテ

ロップが表示されると思われる。 

委員 豊井保育園の行事をいつも取材していただきありがとございます。今年ぐら

いから撮影時のカメラアングルが良くなっており、視聴しやすい映像となって

いる。引き続き視聴しやすい撮影をお願いしたい。昨年だと、横からの撮影ア

ングルで、視聴しづらかったので、よろしくお願いします。 

テレビ北信 

土屋課長 

今までは保護者様の観覧に邪魔にならない位置で撮影していたが、保育園様

の方で撮影位置を予め確保していただけるようになった。今後も良い映像を撮

影できるように保育園様と協議していきたい。 

ありがとうございます。 

委員 最近は、あまり自主放送番組を視聴していなかった。この審議会を出席にあ

たり、視聴させていただいた。 

久しぶりに視聴すると、知っている人が出演する番組が放送されており、目

に留まり、最後まで見てしまった。 

子どもが小さい時は、よく自主放送番組を視聴していが、子どもが大きくな

るにつれて視聴回数が減っていった。 

 知っている人が出る番組の放送日時が予め知ることがでれば、楽しみが増え

るし、時間帯が合わなければ録画して視聴することができる。 

 自主放送番組の放送内容や日時予はどこかで知ることができるのか。 

委員  自主放送番組の番組表は全戸配布しているのか。 

中村係長  全戸配布はしていない。 

委員  月 1回でもよいので配布できないか。 

委員  宣伝がないと、魅力ある番組を放送しても放送の内容及び日時の情報が入っ

てこないと見過ごしてしまうので、宣伝を入れてもらえないか。 

委員 信濃毎日新聞の地域欄に日時の番組が掲載されている。 

委員  信濃毎日新聞の地域欄だと目に留まりにくい。 

委員  信濃毎日新聞を購読していないため、情報が入ってこない。 

テレビ北信 

土屋課長 

 一番手軽に自主放送番組の放送の内容及び日時を知ることができるのは、

EPGと言われる電子番組表である。リモコンの「番組表」ボタンを押していた

だくと、一週間先までの放送予定を確認することができます。 

委員  時間がないと、リモコンを操作して、テレビの画面で番組予定を確認するの

は大変なので、加入者であれば、誰もが放送内容を知ることができるような取



り組みはできないか。折り込みの番組チラシをやってもらえると目に留まりや

すい。 

委員  折り込みで番組チラシを入れようとすると、費用もかかるため難しいのでは

ないか。 

委員  広報誌「広報なかの」に掲載または放送予定の折り込みチラシを入れられな

いか。 

中村係長  広報誌「広報なかの」の発行時期と自主放送番組内容が決まる時期が異なる

ため、番組情報の提供手段としては難しい。 

 例えば、テレビ北信様でツイッター等の SNSを用いて情報発信していただく

などの取り組みは可能と思われる。 

委員  SNS などによる情報不得手な人にとっては、紙面 1 枚でよい、回覧板等で情

報が入ってきてくれるとよい。 

委員  全戸配布でなくてもよいので、回覧板で宣伝してもらえると、魅力ある番組

を多くの人に視聴してもらえると思いますので、是非検討してほしい。 

中村係長  ありがとうございます。番組内容の周知については、検討していきます。 

会長  ほかにご意見等ございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

 つづいて、協議事項（3）令和 2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 協議事項（3）令和 2年度業務予定について説明いたします。 

＜説 明＞ 

 以上となります。 

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。 

＜意見・質問なし＞ 

つづいて、協議事項（４）その他について、事務局から何かありますか。 

中村係長 事務局からは特にございません。 

会長 委員の皆さまの方から何かありましたら、是非この機会に質問してみてはど

うでしょうか。 

委員 ４K８K放送の対応は可能か。 

中村係長  豊田地域のテレビ信号を加入者様宅へ供給するための伝送路について、平成

４年に同軸ケーブルで整備し、平成 11年に一部を光ケーブルに張り替えており

ます。現在の伝送路の品質を確認したところ、4K8K放送の信号を流しても加入

者様宅で正常に映像を受信し、視聴できる品質にないことがわかっております。

4K8K放送を可能にするには、伝送路の更改が必要になります。 

委員  伝送路の更改は実施してもらえるのか。 

中村係長  現在の伝送路は、平成 11 年に改修してから 20 年経過しており、老朽化が進

んでおります。伝送路の更改につきましては、老朽化が進み、テレビが見られ

なくなる前に伝送路の更改を行います。現在の光ケーブルは 4K8K 放送に対応

しているため、伝送路を更改すると自然と 4K8K 放送が可能になる伝送路とな



ります。 

 ですが、当然、伝送路の更改には多額の費用がかかるため、その財源をその

ように確保するかを検討しているところであります。 

 また、この 3 月から NHK がインターネット網を利用して地上波の同時再放

送を始める。民放は来年の 10月から開始予定。 

 テレビの視聴方法に係る概念が変わりつつある。単純に中野市が伝送路を更

改することの是非を検討しなければならない状況になっている。その点を踏ま

えて総合的に検討させていただき、伝送路の更改に係る結論を出していきたい。 

会長 他にございますでしょうか。 

委員 他地域のケーブルテレビ局である INC長野の番組も視聴できるようになって

よい。新潟県長岡市の花火大会の番組もあった。全県のケーブルテレビで連携

しているからなのか。 

中村係長  昨年度、テレビ北信様が INC長野様と事業協力されてことで、INC長野様で

制作している自主放送番組が視聴できるようになりました。 

 INC 長野様からテレビ北信様へ供給されるテレビ信号につきましては、テレ

ビ北信様と中野市で共用している設備で受信しております。その設備は豊田情

報センター加入者様宅へテレビ等の信号を供給している送信設備です。 

INC 長野様の自主放送番組の提供につきましては、INC 長野様、テレビ北信

様、中野市の三者協議し、INC 長野様の自主放送番組も豊田情報センター加入

者様宅へ供給できるようになりました。 

全県のケーブルテレビ局と連携はしておりません。 

委員  他のケーブルテレビ局の番組を視聴できるのはよいと思います。 

 ただ番組表があればないよいだが。 

中村係長  他局の番組表につきましては、リモコンの番組ボタンでご確認いただければ

幸いです。 

会長 他にございますでしょうか。 

＜意見・質問なし＞ 

以上で協議事項については、終了といたします。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

中村係長 議事進行、ありがとうございました。 

続きまして、次第の４「その他」でございます。 

皆さまより、ご提案等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

＜提案等なし＞ 

それでは事務局より 1点、ご報告を申し上げます。 

佐野課長  冒頭に申し上げましたとおり、豊田情報センターにつきましては、平成 4 年

より、地域の情報を伝える身近なメディアとして、情報提供に努めて参ったと

ころではございますが、平成 17年の市村合併を経まして、現在は、一つの市に、

2つのケーブルテレビ局が共存している状態となっております。 

 合併後、事業を効率的に実施するために、番組制作の部分や伝送路の保守管

理等につきましても 2 局間で補完しあう仕組みづくりを実施して参った訳であ



りますが、ケーブルテレビ局を取り巻く環境は、他の映像配信サービスが多様

化した影響もあり、徐々に厳しさが増しており、我々のような小規模のテレビ

局では、その成り立ちを見直さざるを得ない状況が発生しております。 

 このような状況につきましては、ケーブルテレビ局を所管する総務省でも当

然把握しているところでもありまして、総務省の出先機関であり、中野市のケ

ーブルテレビ局を所管する立場の信越総合通信局様からは、サービス提供の安

定化のためにも、2局の統合を積極的に進めるよう、助言を頂いているところで

あります。 

 また、当市の監査委員からも、同様の指摘を頂いており、市とテレビ北信ケ

ーブルビジョン株式会社では、合併時からの懸案事項でありました事業統合に

ついて、昨年度より、検討を開始したところであります。 

 現時点におきまして、具体的にお示しできる内容はございませんが、今後の

方針を策定するに際には、ケーブルテレビサービスを路ご利用中の皆様のご意

見を頂戴しながら、進めて参りたいと考えておりますので、皆様のご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

中村係長 事務局からは以上となります。 

本日は、長時間にわたりましてご協議ありがとうございました。 

また、自主放送番組に係る貴重なご意見をいただき、ありがとうございまし

た。 

頂戴いたしましたご意見につきましては、反映できるように努めていきます。 

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、ご意見をお寄せいただきたいと思います。 

以上で、令和元年度中野市放送番組審議会を閉会いたします。 

  （閉会）午後 3時 45分 


