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令和２年度 第1回遠野テレビ放送番組審議会 
 

日 時  令和２年６月30日（火） 

午後１時30分 

                     会 場  とぴあ庁舎 大会議室 

 

 

 - 次   第 - 

 

１ 辞令交付 

 

２ 開  会 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 委員及び職員の紹介 

 

５ 会長・副会長の選任 

 

６ 会議の成立 

 

７ 報  告 

 （１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

  

（２）令和２年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画について 
…令和元年12月20日 令和元年度第２回遠野テレビ放送番組審議会承認 

 

（３）その他の報告事項 
…法令の規定による訂正又は取り消しの放送の実施状況ほか 

 

８ 審 議 

 （１）「とおのタイム…新型コロナウイルス感染症の関連情報」について（試写）

     

 （２）その他 

 

９ そ の 他 

 （１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

遠野テレビ使用料の支払期限の延長について（３月～５月分）⇒申請無し 

遠野テレビ来訪者へのアルコール消毒の励行、窓口パーティション設置など 

    

 （２）その他 

 

10 閉  会  
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遠野テレビ放送番組審議会委員名簿 

 

NO 氏 名 住 所（町名のみ） 備 考 

1 赤坂
アカサカ

 千賀子
チ カ コ

 遠野市大工町 再 任 

2 菅田
スガタ

 トシ子 遠野市綾織町 新 任 

3 小笠原
オガサワラ

 晃
アキラ

 遠野市小友町 再 任 

4 石
イシ

直
ジキ

 亮彦
アキヒコ

 遠野市附馬牛町 再 任 

5 菊池
キクチ

 タキ 遠野市松崎町 再 任 

6 立花
タチバナ

 和子
カズコ

 遠野市土淵町 新 任 

7 藤原
フジワラ

  稔
ミノル

 遠野市青笹町 新 任 

8 荻野
オギノ

 高見
タカミ

 遠野市上郷町 再 任 

9 千葉
チ バ

 孝造
コウゾウ

 遠野市宮守町（下宮守） 新 任 

10 中村
ナカムラ

 孝子
タカコ

 遠野市宮守町（達曽部） 再 任 

11 菊池
キクチ

 崇
タカシ

 遠野市宮守町（鱒沢） 再 任 

12 菊池
キクチ

 武彦
タケヒコ

 
遠野市 

宮守町（下宮守） 
新 任 

 

１ 根拠規定：遠野ケーブルテレビジョン放送施設条例（第 32条） 

 

２ 任  期：令和２年４月１日から令和４年３月 31日まで（２年間） 

 

３ 放送番組審議会の任務： 

市長の諮問に応じ、放送番組の適正化を図るため、次の事項について審議し、

答申する。 

（１）遠野テレビ番組基準の制定又は変更 

（２）放送番組の編集に関する基本計画の制定又は変更 

（３）その他審議会の目的を達成するために必要な事項 

 

４ 審議会への報告義務： 

次の事項を放送事業者から報告を受ける。 

（１）審議会が諮問に応じ答申した又は意見を述べた事項に対する措置の内容 

（２）法令の規定による訂正又は取り消しの放送の実施状況 

（３）放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要 
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（参考） 

放送法 

(放送番組審議機関) 

第６条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関（以下「審議機関」と

いう。）を置くものとする。 

２ 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議する

ほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 

３ 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。  

４ 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事

項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 

５ 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告

しなければならない。 

一 前項の規定により講じた措置の内容 

二 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 

三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 

６ 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議

機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事

項を公表しなければならない。 

一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容

その他審議機関の議事の概要 

二 第四項の規定により講じた措置の内容 

遠野市ケーブルテレビジョン放送施設条例 

第８章 審議会 

(審議会の設置) 

第 32条 放送番組の適正を図るため、諮問機関として、放送法第６条第１項の規定に基づ

き、遠野テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織等) 

第 33条 審議会は、委員５人以上で組織する。 

２ 委員は、遠野テレビの番組を視聴することができる者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

(会議) 

第 34条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員総数の過半数の出席により成立する。 

３ 審議会は、年２回以上開催する。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(庶務) 

第 35条 審議会の庶務は、総務企画部において処理する。 

javascript:void%20fnInyLink(102641,'7249000004211001h.html','J3-4')
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７ 報  告 

（１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

 

ア 令和２年１月から令和２年６月までの主な番組 

１月 

１月１日放送   年末年始番組特別編成（～５日まで） 

１月１日放送   令和元年度 シルバー文化祭 

１月12日放送   令和２年成人式～はたちのつどい～ 生中継 

１月18日放送   第10回 遠野市郷土芸能共演会 前編 

１月25日放送   第10回 遠野市郷土芸能共演会 後編 

１月19日放送   広報とおの１月号（～31日まで） 

 

 

２月 

２月１日放送   遠野少年少女合唱隊発表会 

２月８日放送   Unicycle Stage 2019「一輪車の風」 

２月15日放送   第27回 遠野郷神楽共演会 前編 

２月22日放送   第27回 遠野郷神楽共演会 後編 

２月25日放送   3月定例会（～３月13日まで） 

２月29日放送   第47回 保育のつどい 

２月16日放送   広報とおの２月号（～29日まで） 

 

 

 

３月 

３月７日放送   遠野市わらすっこ議会 

３月11日放送   遠野高校、遠野緑峰高校卒業式（13日まで） 

３月21日放送   第37回遠野昔ばなし祭り 前編 

３月28日放送   第37回遠野昔ばなし祭り 後編 

３月15日放送   広報とおの３月号（～31日まで） 

 

４月 

４月４日放送   町家で楽しむ女子神楽 

４月18日放送   本当にはじめての遠野物語 

４月25日放送   第45回遠野物語ファンタジー「座敷わらしの白い花」 

４月25日放送   ゴールデンウィーク特別編成（～５月６日まで） 

４月12日放送   広報とおの４月号（～30日まで） 

 

 

５月 

５月１日放送   Let’sエクササイズ ＃１（～放送中） 

５月17日放送   Let’sエクササイズ ＃２（～放送中） 

５月24日放送   Let’sエクササイズ ＃３（～放送中） 

５月31日放送   Let’sエクササイズ ＃４（～放送中） 

５月17日放送   広報とおの５月号（～31日まで） 

 

６月 

６月13日放送   遠野物語１１０周年記念番組「クイズ遠野ふしぎ再発見！」＃１ 
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イ 「とおのタイム」枠内企画 

番組名 放送日 企画者 番組内容 

川柳に親しむ 毎週 木曜日 遠野川柳会 遠野川柳会会員の作品を紹介 

求人情報 毎週 月曜日 
ハローワーク

遠野 

ハローワーク遠野からの求人情

報  

とおのっこ 

バンザイ 
毎月 第４火曜日 

遠野市 

保育協会 

園児たちの普段の園生活の様子

を紹介 

アスト通信 毎週 水曜日 市畜産園芸課 農林業情報 

緑峰 TODAY 毎月 第４木曜日 
遠野緑峰高校

放送委員会 

学校行事や生徒たちの活躍を 

紹介 

遠高 Watching 毎月 第４金曜日 
遠野高校報道

委員会 

学校行事や生徒たちの活躍を 

紹介 

慶弔情報 
毎週 月曜日～ 

金曜日 

遠野市 

市民課 

結婚・出生・死亡届に基づく 

情報提供 

わらすっこナビ 毎月１回程度 
遠野市 

子ども政策課 

遠野市の子育てに関する情報 

発信コーナー 

月イチリポート 毎月１回 遠野テレビ 
「こだわり」を持って頑張る 

市民・グループを紹介 

羽ばたけ！ 

金のタマゴ 
毎月１回 遠野テレビ 市内で活躍する小学生を紹介。 

広げよう健幸の 

ＷＡ 
月１回程度 

遠野健康福祉

の里 

ウオーキングなど健康づくりに

ついて紹介。 

遠野物語の 

ススメ 
月１回程度 遠野テレビ 

市立図書館で貸し出しをしてい

る遠野物語の本を紹介。 
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ウ 自主制作の番組 
令和２年１月以降放送した、自主制作番組の詳細。 

・とおのばえる 

放送月日 タイトル（内容） 場  所 

１月５日～31日 

#10「遠野ふるさと村の門松づくり」 

【内容】遠野郷に古くから伝わる門松づくの様子を

放送。 

附馬牛町 

ふるさと村 

２月１日～29日 
#11「冬支度・凍み大根づくり」 

【内容】冬支度・凍み大根づくりの様子を放送。 
小友町 

３月１日～31日 

#12「ひなめぐり」 

【内容】遠野町家のひなまつりに展示された貴重で

珍しいひな人形を撮影し放送。 

中心市街地 

４月１日～31日 

#13「遠野の歴史を訪ねる」 

【内容】遠野市立博物館内の展示を館内ツアー風に

撮影し放送。 

遠野市立博物館 

５月１日～31日 

#14「水際から」 

【内容】宮守町の稲荷穴のきれいな水と、それを彩

る苔などの植物を中心に撮影し放送。 

宮守町 

稲荷穴 

６月１日～30日 

#15「豊かな四季の中で」 

【内容】１年間記録した遠野ふるさと村の様々な行

事を四季の映像とともに放送。 

附馬牛町 

ふるさと村 

 

・月イチリポート 

放送月日 タイトル（内容） 場  所 

１月31日（金） 
「素材作りから丁寧に～ほうきづくり」 

【内容】ほうきづくりに励む鱒沢在住の高齢者。 
宮守町鱒沢 

２月28日（木） 

「竹細工に励む」 

【内容】六角牛の麓に生える竹にこだわり、竹細

工に励む上郷在住の高齢者。 

上郷町 

３月11日（水） 

「3・11震災特集～後方支援の始まり～」 

【内容】震災翌日から行われた遠野市の後方支

援。その始まりとなった１人の男性が大槌町（釜

石市在住）の佐々木さん。発災当時、遠野市に助

けを求めてきた佐々木さんを取材し震災当時から

現在の思いを語っていただいた。 

釜石市 

 ※以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため取材活動を自粛した。 

  



7 

 

・羽ばたけ！金のタマゴ 

放送月日 タイトル（内容） 場  所 

１月29日 ♯20「宮守民謡保存会 舞踊部」 宮守町 

２月14日 ♯21「遠野市スキースポーツ少年団」 上郷町 

 ※以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため取材活動を自粛した。 

 

 

エ 他局制作番組 

番組名 放送月 本編 制作局 番組内容 

月刊みちのく情報

局 
毎月 30分 

岩手県ＣＡＴ

Ｖ連絡協議会 
加盟局共同制作番組 

きっこのアイアン

クッキング 
毎月 30分 水沢テレビ 

南部鉄器を使用した調理器具

で、各種料理を紹介 

ラクビーに沸いた

日 釜石のラクビ

ーワールドカップ 

２月 30分 
三陸ブロード

ネット 

ラグビーワールドカップの開催

地となったまちの様子や人々の

思いなど 

震災特番 2020 明

日へつなぐ声～こ

こから伝える～ 

３月 30分 
日本ケーブル

テレビ連盟 
震災特番 

令和２年国府宮は

だか祭 
３月 60分 稲沢ＣＡＴＶ 

約 1250年前、尾張国司が厄払い

を尾張大國霊神社（国府宮）で

行ったのが始まりと伝えられる

神事 

なまはげ柴
せ

灯
ど

まつ

りダイジェスト 
３月 60分 秋田ＣＡＴＶ 

秋田県男鹿市北浦の真山神社で

行なわれる、みちのく五大雪ま

つりのひとつ 

第 44回花巻市民

劇場 
５月 120分 花巻ＣＡＴＶ 

オペラ歌手を志し、イタリア・

ミラノのスカラ座を目指した花

巻出身の女性の物語 

三沢基地航空祭

2019 
５月 60分 

三沢市 

ＣＡＴＶ 

青森県三沢基地所属の

F2、 F-16 支援戦闘機など

による航空ショー  

しばれるアワード

セレクション 
５月 100分 

日本ケーブル

テレビ連盟北

海道支部・東

北支部 

日本ケーブルテレビ連盟北海道

支部・東北支部の加盟局（全 22

社）が制作する優れた地域コン

テンツを顕彰する。 

第 33回釜石市民

劇場 
５月 120分 

三陸ブロード

ネット 

「釜石の赤ひげ」と慕われ、釜

石市の平和と隆盛に一生を捧げ

た人物を描いた物語 
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番組名 放送月 本編 制作局 番組内容 

奥州市民Ｚ管弦楽

団 第９回定期演

奏会 

６月 90分 水沢テレビ 
2019年 12月に奥州市Ｚホールで

開催された演奏会 

ILC科学少年団 毎月 
10分 

15分 
※1番組 

東京ケーブル

ネットワーク 

少年が「宙」と「粒」に出会い

キーワードとなる「ILC」を追い

かけるシリーズ番組 

けーぶるにっぽん

「躍動！JAPAN」 

毎月 

※４月で

終了 

30分 
日本ケーブル

テレビ連盟 

地域を拠点に活動するアスリート

や、スポーツを通じて地域を盛り上

げ、人と人とをつなぐ活動をしてい

る人々を紹介する番組 

 

（２）令和２年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画について 

…令和元年12月20日 令和元年度第２回遠野テレビ放送番組審議会承認 

 

ア 自主放送番組の取り組み 

取り組み計画 取り組み内容 

「月イチリポート」の継続に

よる地域資源の再発見と魅力

発信 

「月イチリポート」の放送は、令和２年度で 10年目とな

る。引き続き毎月１回のペースで、その道にこだわりを持

って頑張っている市民にスポットを当て、様々な魅力を紹

介していく。 

「遠野遺産を訪ねて」をブラ

ッシュアップ 

本年度から、「遠野遺産にぃ～ぐ」として２番組を制作し

た。構築した番組制作の手順を安定させ、今後はさらにペ

ースアップして制作に取り組む。 

自転車又は自動車で旧道など

を撮影し「街なか散策」もの

として制作 

本年度から、自転車に乗って遠野市内を散策（サイクリン

グ）する「ちゃりナビ」を制作した。試行錯誤して得たノ

ウハウを活かして、走行中の景色や風景が楽しめるような

場所を重点に制作に取り組む。 

遠野の「映える」風景を４Ｋ

カメラで撮影し、高画質映像

の制作 

「とおのばえる」は、今後も今のペースを保ちながら柔軟

性を持ってテーマをとらえ、「遠野」の４Ｋ映像コンテン

ツのアーカイブをさらに充実していく。 

「遠野まつり」等生中継番組

の企画内容の充実 

令和２年度は遠野納涼花火まつりが 30 回を迎えるほか、

遠野物語発刊１１０周年など、大きなイベントも想定され

ることから、ソフト、ハード両面からより充実した中継番

組の制作に取り組む。 

アーカイブ番組編成の充実

（ゴールデンウィーク・お

盆・年末年始） 

自主番組の継続した制作と制作本数の増加に努め、特別編

成時の番組ラインナップの充実を図る。 
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全国ケーブルテレビコンテン

ツ流通システムを活用した番

組編成の充実 

けーぶるにっぽん「躍動！JAPAN」シリーズのほか、他局

制作番組の中から、魅力的な番組を放送する。 

河川カメラのリアルタイム映

像などによる災害報道の充実 

事前に予測がつく台風等においては、遠野市消防本部の協

力を得ながら「とおのタイム」で土のうの準備や避難情報

など、状況に応じたタイムリーな情報発信に努める。 

データ放送とスマホアプリに

よるＬアラート連携した緊急

情報発信 

サービスを継続して提供するうえで、緊急情報が正確に発

信されるようシステムチェックを実施し、確実な情報伝達

に努める。 

お悔み情報サービス（新規） 市内の葬儀社４社と連携して、お悔み情報として、故人、

喪主、火葬日時及び会場、葬儀日時及び会場などの情報を

１回５分、１日６回程度にわたり放送する予定である。

（なお、サービス開始にあたっては、開発経費の折り合い

が必要である。） 

 

（３）その他の報告事項 

 

ア 法令の規定による訂正又は取り消しの放送の実施状況 
  該当なし 

 

イ 放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要 
  該当なし 

 

ウ 停波等の事故報告 
 ・放送法施行規則によるもの ―該当なし 

 要件：利用者数 500世帯かつ継続時間２時間以上の停波事故があった場合は 

総務省に報告する。 

 

・電気通信事業法施行規則よるもの ―１件 

要件：利用者数３万人以上または継続時間２時間以上の障害事故があった場合は 

総務省に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生日時  令和２年６月２日 午前５時 37分～午前９時 23分頃  

停止時間  約４時間被害状況  上郷町来内 ２世帯 

事故原因  落雷による 

備  考  アンプ設置場所が山頂でありアクセスに時間を要したため 
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エ 加入状況 
（件） 

区  分 
（令和元年度） 

令和２年３月末 

加入数 

加入率 

（平成 30年度） 

平成 31年３月末 

加入数 

比 較 

テレビ 

遠野エリア ７，２８２  ８３．１％  ７,２８１  １  

宮守エリア １，５３８  ９９．０％  １,５４０  △２ 

計 ８，８２０  ８５．５％  ８,８２１  △１  

インタ

ーネッ

ト 

遠野エリア ３，０５２  ３４．８％  ２,９５６  ９６  

宮守エリア ５７１  ３６．７％ ５４９  ２２  

計 ３，６２３  ３５．１％  ３,５０５  １１８  

 

 ◎４Ｋ対応型ＳＴＢ設置状況 

平成 31年３月 １０３台 

令和２年３月 ２４４台（１４１台増） 

令和２年５月 ２５８台（１５５台増） 

 

８ 審  議 

 

（１） 「とおのタイム…新型コロナウイルス感染症の関連情報」について 

（放送番組審議会試写番組） 

 
 

ア タイトル   とおのタイム 
 
イ 放 送 日   令和２年５月 11日(月) 
          午後６時から 

※７時以降、深夜０時まで再放送を毎時間。また翌日の 

午前７時 30分と 11時 30分も再放送。 

 
ウ 内  容   ◇ニュース◇ 

・商工労働ワンストップ相談窓口設置 
・特別定額給付金の受付 本格的に始まる 
・遠野市新型コロナウイルス対策室から 
  ⇒施設の対応状況 
  ⇒新しい生活様式 
  ⇒ＩＣＴ健康塾一部再開のお知らせ 
・（話題として）母の日 市内の生花店を取材 
 
◇インフォメーションコーナー◇ 
 ・人権相談日 
 ・ラジオ体操放送延長 

 
◇あす（５月 12日）オリジナル番組のお知らせ◇ 
 
◇慶弔情報◇ 
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【参考資料】 

放送番組の編集に関する基本計画（平成 27 年４月１日改定） 

 

１ 自主番組編成上の基本方針 

  今日、技術革新が進み、一般の情報ニーズも高まって、いわゆる高度情報社会と

なってきている。この中で、遠野テレビでは、ＣＡＴＶの使命、役割の位置づけを

十分認識して、次のような方針で番組編成を行う。 

 

（１）ＣＡＴＶがもつ社会性、公共性の意義を認識して地域社会に貢献することを目

指す。 

 

（２）ＣＡＴＶの持つ地域性を反映させ、住民の参加、協力を積極的に図り特色ある

ものとする。 

 

（３）行政・お天気チャンネル及びコミュニティチャンネルを設け視聴者のニーズに

応える。 

 

（４）デジタル放送への対応を行い、電子番組表及びデータ放送などサービスの向上

を行う。 

 

  具体的なチャンネルプランは次のとおりである。 

チャンネルプラン デジタル放送 

行政・お天気チャンネル 10Ｃｈ 

コミュニティチャンネル 11Ｃｈ 

 

２ 自主番組編成プラン 

（１）コミュニティチャンネル 

  遠野市のトピックス、身近なニュース等を中心にコミュニティ情報チャンネルと

して位置付け、市民参加性と市民開放チャンネルとする。市販のパッケージソフト

も調達し、教育・教養番組等も加える。 

 

（２）行政・お天気チャンネル 

  議会中継、広報、記者懇談会等の行政情報及び気象情報提供チャンネル。 
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３ 放送内容一覧と使用周波数（チャンネル） 

 

１ 自主放送使用チャンネル 

使用周波数 

チャンネル 
チャンネル名称 備  考 

上り 30～36 MHz テレビ生中継用  

下り 10Ｃｈ 

 

 

11Ｃｈ 

行政・お天気チャンネル

（デジタル） 

 

コミュニティチャンネル

（デジタル） 

遠野テレビデジタル10 

 

 

遠野テレビデジタル11 

 

２ 自主放送の内容 

（１）デジタル放送 

チャンネル 放送番組 主な番組内容 備 考 

10Ｃｈ 
0：00～24：00 

(24時間) 

議会中継・記者懇談会 

広報(市役所) 

行政関係番組 

お天気 

データ放送 

VTR中心 

11Ｃｈ 
0：00～24：00 

(24時間) 

地域ニュース 

データ放送 
VTR中心 
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遠野テレビ放送番組基準（平成 27 年４月１日改定） 

 

１ 遠野テレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の反映に役立ち、平和で 

 豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世 

論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこ 

たえる放送を行う。 

 

２ 放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意すると 

 ともに即時性、普遍性、多様的など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、 

 内容の充実に努める。 

（1） 的確な地域情報の提供 

（2） 正確で迅速な放送 

（3） 健全な娯楽 

（4） 教育・教養の進展 

（5） 児童及び青少年に与える影響 

（6） 節度を守り、真実を伝える影響 

 

３ 次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての放送に適用する。 

（1） 人権・人格・名誉 

   ア 人命を軽視するような取扱いはしない。 

   イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。 

   ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。 

（2） 人種・民族・国際関係 

  ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。 

  イ 国際親善を妨げるような放送はしない。 

（3） 宗教 

   宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。 

（4） 政治・経済 

  ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。 

  イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについ 

   ては、特に慎重を期する。 

  ウ 意見が対立している公共の問題については、正しい法的措置を妨げるよ 

   うな取り扱いはしない。 

  エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるよ 

   うな取り扱いはしない。 

（5） 家庭と社会 

  ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 

  イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。 

  ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。 

（6） 犯罪 

  ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為 

   を是認するような取り扱いはしない。 

  イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。 
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（7） 性表現 

  ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注 

   意する。 

  イ 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほ 

   かは取り扱わない。 

  ウ 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を 

   与えないように注意する。 

  エ 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。 

  オ 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・ 

   卑わいな感じを与えないように注意する。 

  カ 出演者の言動・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって、卑 

わいな感じを与えないように注意する。 

（8） 表現 

  ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。 

  イ 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑わいな言葉や動作による表 

   現はしない。 

  ウ 人心に恐怖や不安又は不快な念を起こさせるような表現はしない。 

  エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮 

   する。 

オ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者 

の身体への影響に十分に配慮する。 

（9） 広告 

   ア 広告は、放送時刻を考慮し不快な感じを与えないように注意する。 

   イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるよう 

     な表現はしない。 

（10） その他 

     番組及び広告の企画、制作にあたり、本基準に定めのないものについては、 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の定める「日本ケーブルテレビ連盟放 

送基準」に準拠するものとする。 
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【参考資料】令和元年度 第２回遠野テレビ放送番組審議会議事録 

遠野テレビ放送番組審議会 

会議名称 令和元年度 第２回遠野テレビ放送番組審議会 

開催日時 令和元年 12月 20日（金）午後 1時 30分～    

会  場 遠野テレビ 会議室 

 

 

会 長 奥寺 啓蔵 委 員 留場 和夫 

委 員 高宏 美鈴 委 員 吉田 美保子 

委 員 小笠原 晃 委 員 荻野 高見 

委 員 石直 亮彦 委 員 中村 孝子 

委 員 菊池 タキ 副会長 菊池 崇 

欠席委員 委 員 赤坂 千賀子 委 員 八重樫 正昇 

    

有線テレビジョ

ン放送施設者・

放送事業者 

副市長 飛内 雅之 

総務企画部経営企画担当部長 菊池 享 

事 務 局 ＩＣＴ担当課長 朝倉 宏孝  主査 宮澤 秀一郎 

遠野テレビ   代表取締役専務 平野智彦 

  統括マネージャー 佐々木浩章 

報道制作担当チーフ  菊池 裕 

会議の経過及び審議結果 

１ 開会（部長） 

 

２ 市長挨拶（副市長） 

皆さまこんにちは。 

市長に代わりに一言申し上げます。 

本日は委員の皆様、年末のお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござい

ます。 

日ごろから審議会委員はもとより、市政全般にわたり格別なるご支援ご協力をい

ただいておりますこと、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。遠野テレ

ビは平成 13年４月開局から 18年。もう少しで 20年となりましたけれども、言う

までもなく地域メディアの担い手として良質な自主放送番組の制作に努めておりま

して、市民からは高い評価をいただいていると思っております。加入率につきまし

ては、開局当初は 4,555件、54.4％でスタートし、11月末現在で 8,826件

85.6％。インターネットにつきましては、今年年間で 125件増加して 3,588件の

34.8％になっているということで、遠野テレビの役割は非常に大きいものになって

いると思っております。テレビのサービスの方では、４Ｋ放送の方もサービスを開

始しまして、４Ｋ対応セットトップボックスの設置台数は 200台となっておりま

す。来年は、東京オリンピック・パラリンピックがありますので、ますますその需

要は拡大していくと思いますので、加入者の獲得に向けて鋭意努力していきたいと

思っております。本日は、審議事項２件と報告事項３件があります。視聴者へのサ

ービス向上として来年４月からはＣＳチャンネルが新しい放送になります。それに

向けて今準備を進めているほか、ＣＳチャンネルと提携したイベントの開催など新

しい企画も事務局で考えているようなので、委員の皆様には今後ともご指導ご鞭撻

をいただきまして遠野テレビがますます良くなるように皆さんのお力添えをいただ

きたく、よろしくお願い申し上げまして、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。 
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３ 会議成立の報告（ＩＣＴ担当課長） 

委員 12名中 10名の出席により、委員総数の過半数の出席によって会議が成立す

る旨を報告。 

奥寺会長（挨拶） 

今年もあとわずかになりました。今日は報告事項と審議２件などを予定して

います。委員の皆様の意見を頂き、より良い番組づくりを進めていければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

４ 報告（宮澤主査） 

 資料の内容を一括して説明。 

 

（１）遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

（２）その他報告事項 

 

奥寺会長 

報告事項の中で、確認したいことがありましたら、お願いします。 

石直委員 

遠野テレビで制作した番組は、他のケーブテレビで放送されていますか。 

平野専務 

遠野テレビが制作した番組では、スポーツ流鏑馬、馬力大会を日本ケーブル

連盟に番組をアップしており、これは全国のケーブル局が無料で使用できるも

ので、使用料金はとっておりません。昨年の実績は、約 18局が放送している

ようです。 

奥寺会長 

議会中継で音声が流れなかった件に関しては、対象の議員さんへの対応はど

のようにしましたか。 

課    長 

議会事務局を通じて議員に説明しています。音声は録音されていますので、

再放送の時は正常に放送しています。また、今後このような事故が無いよう一

層注意します。 

奥寺会長 

自分の経験からも放送トラブルは非常に気を使うところです。 

石直委員 

このような事故があった場合に、視聴者への報告とかはありますか。 

平野専務 

遠野タイムの中で、お詫びも含めてお伝えしています。 

課  長 

議会の場合は、できるだけ早くテロップを流すようにしています。 

奥寺会長 

他にありませんか。無いようですので、審議事項について、説明をお願いし

ます。 

 

５ 審議（奥寺会長） 

（１）遠野テレビ放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画について 
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奥寺会長 

遠野テレビ放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画については改

正無しという説明でした。ご意見も無いようですので、内容を確認したという

ことで、次の審議事項に進みます。事務局の説明をお願いします。 

 

（２）令和２年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画（案）について 

 

奥寺会長 

質疑に入りますが、アの自主放送番組の取り組みとイの編成計画に分けて行

います。始めにアの自主放送番組の取り組みについて質疑をお願いします。 

石直委員 

小さな拠点づくりが進められていますが、市民の認知度はどうなのかと思

い、それに関連した特集があればいいのでは。大きな改革だと思うので、市民

一人一人が認知しないとうまくいかないと思います。先日「小さな拠点」の地

区説明会に出席したが、参加者が少なかった。 

部  長 

現在、全行政区を対象とした勉強会を中心として開催しています。自分が参

加した地区でも委員と同じ意見もありました。皆様の理解を得られるよう「広

報とおの」では今月、臨時増刊号を発行しました。この場でも話題に上がった

ことを、担当している市民センター部局に伝えます。 

萩野委員 

お悔やみ情報サービスについて、放送内容はどのようなものですか。 

平野専務 

現在は遠野タイムの中で、市民課への届け出において放送に了解があったも

ののみ出生、結婚、死亡の慶弔情報をお伝えしています。新しいサービスは、

市内葬儀社と遠野テレビとの連携した有料のサービスで、葬儀社においてご遺

族がお悔やみ情報を利用する際に放送の了承を得たうえで申込みいただき、パ

ソコンへ入力した葬儀等の情報のデータが遠野テレビに送られて、放送される

ものです。放送時間は、例えば、６時 55分から７時などの５分間に固定し、

１日に複数回を毎日、一人 10秒程度で葬儀の翌日まで放送したい。情報は、

入力があれば随時更新され、放送にすぐに反映されるようにします。祭事情報

を葬儀社が入力し、遠野テレビにデータが流れるようなシステムを構築してい

る段階であり、後はシステム開発費と折り合を付け、早くサービスをスタート

させたいと思っています。 

菊池副会長 

有料とのことだが、料金はどの程度を考えていますか。 

平野専務 

料金は、１件５千円にプラス消費税分と考えています。 

菊池副会長 

訃報を聞いたときに、火葬や葬儀の日時を近くに住む方に電話で聞くなど、

時間が掛かることがあるので、このお悔やみ情報サービスは良いと思います。

意見ですが、このサービスが稼働したあとの１年後、放送依頼した方は何人

で、どれくらいの割合だったのかなどを聴いてみたいと思います。 
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奥寺会長 

そのほか、確認したい事項等ございますか。無いようですので、イの編成計

画について質疑等ございますか。 

無いようですので、こちらも確認したということで、以上で審議を終了しま

す。 

 

６ その他 

（１）ＣＳチャンネル再編成と今後のスケジュールについて 

  （２）消費税改定に伴う使用料等の対応について 

  （３）放送番組審議会委員の改選について 

奥寺会長 

その他についても説明を頂きました。当審議会委員の改選スケジュールにつ

いても説明がありました。出来るなら委員各位においては引き続き次年度以降

も協力もお願いします。ほかにないようですので会議を閉じます。 

 

７ 閉会（部長） 

 

 

 


