
 

1 

 

遠野テレビ放送番組審議会 

会議名称 平成 30年度 第２回遠野テレビ放送番組審議会 

開催日時 平成 31年 3月 20日（水）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   

欠席委員 委 員 赤坂 千賀子 委 員 八重樫 正昇 

副会長 菊池 崇   

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 

経営企画担当部長 佐藤 浩一 

事 務 局 ＩＣＴ担当課長 朝倉 宏孝  主査 宮澤 秀一郎 

 

遠野テレビ   平野代表取締役専務  佐々木統括マネージャー 

松田サブマネージャー  

 

会議の経過及び審議結果 

１ 開会（部長） 

 

２ 市長挨拶（副市長） 

委員の皆さまには、年度末のお忙しいところご参集いただき、感謝を申し上げま

す。 

 遠野テレビ放送番組審議会は、放送法及び遠野市ケーブルテレビジョン放送施設

条例に定められた審議会であり、自主放送番組の適正化を図るため、放送番組の基

準や編集に関する基本計画について審議し、答申することを目的としております。 

 委員の皆様には、日頃、遠野テレビをご覧いただいている中で感じている番組へ

のご意見・要望等を、視聴者の代表として述べていただきたいと思います。 

加入率も開局当初 54.4%（4,555件）でスタートしたものが、テレビの加入率

は、２月末現在 85.6％（8,823件）、インターネットでは 33.8％（3,487件）と伸

びております。 

 本年度は、12月に４Ｋ８Ｋ衛星放送の開始に合わせ、遠野テレビの対応設備を

整え同時に再放送サービスを開始しました。２月末現在４Ｋ対応セットトップボッ

クスの設置台数は 84台となっております。 

 また、遠野テレビのデータ放送と連携した「遠野地域情報アプリ」を３月 17日

にリリースしました。データ放送だけでなく災害時に便利な防災アプリとしての機

能があり、避難所情報やＬアラート情報、緊急情報を確認することができ、視聴者
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へ災害情報の提供がさらに充実しました。 

 来年度は、９月から 11月に開催のラグビーワールドカップや翌年の東京五輪の

４Ｋ放送による４Ｋテレビの需要拡大から加入者の獲得への取り組みを進めて参り

ます。 

 本日は、「視聴者アンケートの結果による遠野テレビ自主制作番組」についてご

意見をいただき、今後の番組制作に反映させて参ります。 

また、ＣＳチャンネルを送出する機器の更新に合わせて、アンケート調査を参考

に採用チャンネルの再編を検討して参りますので、委員の皆様からご意見を頂きた

いと思いますので、よろしくお願い申しあげます。 

 

３ 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 

  

４ 審議（奥寺会長） 

 

（１） 視聴者アンケートの結果による遠野テレビ自主制作番組について 

 

   奥寺会長（挨拶） 

アンケート結果について事務局から説明がありました。委員各位には自

主放送に関連してご意見をいただきたい。一つは、視聴の頻度を上げた

い。特にも 10代から 40代の見る回数を増やしていきたい。それから番組

の内容について。これらにご意見をお願いします。三つ目は、各委員から

放送に対しての要望、四つめは遠野テレビ全体に対してのご意見、感想を

述べていただければと思います。 

 

留場委員 

ひとつ確認です。タブレットでテレビは見られますか？ 

 

遠野テレビ（平野専務） 

多機能 STBを設置すれば見られます。 

 

留場委員 

家族内でテレビを見るのが被るとき、タブレットでみられると非常に便

利だなと。あれば見る人たちが増えるのではと思います。遠野タイムの慶

弔情報は気になりますし、また、現在改修している「千葉家」の改修過程

など取り上げれば見られるのでは。「遠野物語」のアニメを作れば子供も

見ると思います。 
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吉田委員 

10代、20代からの数多くのアンケートを取って、どのような番組が好み

なのか聞くことが良いと思います。やはり、自分たちが出る番組には興味

があると思いますので、遠野テレビのスタッフ面など難しいところはある

と思いますが、そのような番組を数多く制作出来たら良いと思います。 

 

荻野委員 

放送時間、放送内容も含めて、20代、30代の方が興味あるものを流せれ

ばと思います。 

 

中村委員 

10代から 30代の方も遠野 Watching、緑峰ＴＯＤＡＹは視聴しているよ

うです。小中高の学校行事を多く放送することで視聴も多くなると思いま

す。自分たちが関わる番組があれば見るのでは。 

 

菊池委員 

若い人たちには、部活や仕事など 6時台の早い時間帯の視聴は難しいと

思います。もちろん再放送もありますが。卒業式などの行事は遠野テレビ

のスタッフが足りないので、例えば学校側で撮影したものを放送できたら

いいと思います。 

 

石直委員 

 遠野タイムは再放送も含めて 7回放送しています。そのことを、もっと

お知らせした方がいいと思います。 

また、若者は好きなものを好きな時に好きなだけの視聴スタイルになって

きている。テレビの前でというのはなくなってきていると思います。その

視聴スタイルに合わせて、ホームページでその日の放送をすぐに見られる

ようにできるのであれば一つの方法かも。 

 

小笠原委員 

若い子たちに見てもらうには、例えば、その日の放送をユーチューブの

公式チャンネルとかで見られるとなればいいのかなと。視聴者の撮った映

像のコーナーを充実させるとか、スポ少や中学校の部活動の紹介とか郷土

芸能団体を紹介するとかで、もっと興味を持ってくれるのではないかと思

います。 

 

高宏委員 

すぐ見られる仕組みとしてユーチューブもいいのですが、それだと遠野

テレビに加入しているからこそのメリットがなくなる。視聴者から頂いた

動画や写真とかのコーナーのようなものがあっても良いと思います。先ほ

どの千葉家の様子というのも良いと思います。 

 

奥寺会長 
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     一通りご意見をいただきました。ほかに補足などありますか。 

 

留場委員 

例えば、民放を映していてその隣で遠野テレビが映し出された時に、目

がそっちに行って見てしまうと思うので、例えばそのような仕組みができ

るようならもっと視聴も上がるのではと思います。 

 

遠野テレビ（平野専務） 

テレビ業界が直面している問題が、10代から 40代のテレビ離れです。

NHKもオンデマンド配信しているが有料です。将来的には遠野テレビでも、

そのようなことを検討する時期は来ると思います。 

千葉家の改修は、市から依頼を受けて映像による記録、これを撮ってい

ます。復元計画は 10年ですが、一定の期間がきたら集中して一番組に制作

していかなければならないと思っています。 

視聴者としての情報をいただくことは、学校行事で自分の子供を中心に

撮影してしまった事例などもありました。我々で研修をやってそういった

役割を持った人を作っていく必要があると思います。 

 

奥寺会長 

     委員各位からの意見は、「取材対象をもっと 10代、20代に持っていく」

こと。もう一つは配信の仕方として「タブレット端末で視聴できる環境は

どうか」ということ。これは、新しい仕組みや料金体系の課題もあると思

いますので、今後検討していただければと思います。 

続いて、自主制作番組で放送してほしい番組などについて意見をお願い

します。 

 

高宏委員 

いろいろな習い事についての紹介やグルメの食べ歩きもいいなと思った

のですが、食べ歩きは市内には 77軒しかないのですぐに終わってしまうと

思うので、さらに１周しても悪くはないと思います。 

 

小笠原委員 

違う番組で知らない商店があったので、飲食店の紹介の番組があったら

いいなと思います。 

 

石直委員 

 この前開催された「防災の集い」や「鳥獣害対策の会議」などの研修会

は、テレビで放送していいのではと思いました。遠野市内でいろいろな研

修会、講習会やっていると思うので市民のためになるものを放送するのも

必要かなと思いました。「遠野放浪記」みたいに漠然と遠野のいろいろな

ものを紹介する番組を定期的にやのはどうかなと。また、イメージとして

カメラが遠野三山を登るとか、渓流に入って行って名人と魚を釣るとか、

珍しい花や山菜、キノコを探しに行くとかあるかなと思いました。あと、
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農家の作業の一年間を追うドキュメンタリー風な番組があるのもいいなと

思いました。 

 

菊池委員 

シルバー芸術祭や保育の集いなど、見逃した方もあると思うので、再放

送回数を増やしても良いのでないか。また、元気なお年寄りの紹介や、例

えば、熊に会ったときの対処は昔と今では考え方が全然違うので、今の対

処方法を紹介するなどの放送があっても良いと考える。 

 

中村委員 

遠野遺産を紹介する番組は続けてほしい。「羽ばたけ金の玉子」のナレ

ーションが聞き取りにくいと感じる。 

 

荻野委員 

遠野の自然、四季、子供たちが遊ぶ様子など遠野の財産として映像を残し

てほしい。 

 

吉田委員 

牛や野菜の市場取引価格を定時に放送すれば見ると思う。また、若竹さ

んのように市外で活躍している人をクローズアップして取り上げてほしい

と思いました。 

 

留場委員 

動物系の番組や若い人の地域活動への取り組み。活動の立ち上げから活

動に至るまでの流れを紹介するなど。あとは、突撃家庭訪問的な番組も面

白いのでは。元気なお年寄りやシルバー人材の活動内容など番組として取

り上げられたらと思います。 

 

奥寺会長 

様々な意見ありがとうございます。「遠野の自然」「農業の様子」「市

場」「市外の人を取り上げる」「突撃」など意見がでました。アンケート

に夜に流している映像が暗いと気になったところはありますが、「津和

野」「嵯峨野」「安曇野」「武蔵野」「富良野」そして「遠野」など

「野」のつくところは風景が綺麗で人気があると言われています。遠野の

四季折々という意見もありました。機材としてドローンを駆使した映像が

あっていいと感じました。番組についての意見などは記録して活かしてい

たければと思います。 

遠野テレビ全体についてご意見や感想がありましたらお願いします。 

 

高宏委員 

私も「羽ばたけ金の玉子」のナレーションが聞き取りにくいと感じま

す。 
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奥寺会長 

市民キャスターについては、募集をかけながら全体に「プロ」ではない

ことを説明しておくことでマイナスなアンケートの感想は出ないと思うの

で、そのような取り組みをお願いします。 

 

（２）平成 31年度遠野テレビ自主放送番組の編成計画について 

 

奥寺会長 

新年度の番組編成の計画について説明がありました。質疑、意見をお願

いします。 

 

石直委員 

自主放送番組の取り組みで「街なか散策」の内容について教えてくださ

い。 

 

遠野テレビ（平野専務） 

貞任高原の風車群や荒川のほかに、市民でも知らないところを遠野テレ

ビで伝えきれていないのでピックアップして伝えたいと思っています。会

社にはドローンがあるので 4Kで撮影し 2Kに圧縮して放送したい。未来に

残せる映像で作っていきたい。例えば、小友の厳龍神社の滝の上はどう

か、又一の滝の上はどうなっているのか、我々もまだ見たことがないので

そういう場所もトライしてみたいと思っています。 

 

菊池委員 

ドローンの話がありましたので、桜並木や山の中の桜をサクラシリーズ

としてやってもらえたらいいのでは。 

 

高宏委員 

中総体は、なぜ野球だけ放送しているのですか。 

 

遠野テレビ（平野専務） 

全校応援があった経緯がありましたので、放送しています。 

 

石直委員 

ラグビーワールドカップ関係の放送は何かありますか。 

 

遠野テレビ（平野専務） 

岩手県の CATV連絡協議会があり、31年度事業でラグビーワールドカップ

において共同で何か作れないか話が出ている。国体では、県内ケーブルテ

レビ局が集まり開会式を、特にアトラクションは放送に流れないので取り

組みしたので、これに匹敵した制作ができればと思っています。 
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奥寺会長 

  以上で審議を終了します。 

 

 

５ その他 

 

（１）ＣＳチャンネル再編について 

  （２）消費税改定に伴う使用料等について 

  （３）遠野地域情報アプリについて 

 

６ 閉会（部長） 

 

 


