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１ 報  告 

 

(1) 遠野テレビ自主放送番組の放送実績について 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、昨年度に引き続き各種イベ

ントの中止が続く中、工夫を凝らした番組編成及び取材に努めるとともに、各取材や放送

業務においては、感染対策をしっかり行い、業務の停滞を招かないよう努めて取り組ん

だ。 

  さらに、市民の新型コロナウイル感染症の感染拡大防止対策として、遠野健康福祉の里

の協力を得ながら「新しい生活様式の実践」の推奨や、「新型コロナワクチン接種」の呼

び掛けなどにより、市民に対する啓発を行った。 

  また、令和３年度中の完成を目指して工事を進めている、ＦＴＴＨ化整備事業について

は、事業の概要や工事予定箇所を詳しく紹介することにより、加入者に混乱が生じること

の無いよう、分かりやすい放送に努めた。 

 

ア 令和３年８月から令和４年２月まで放送になった主なニュース項目 

放送日 項目 

８月３日 遠野中学校サッカー部、松崎野球スポーツ少年団優勝報告 

５日 遠野テレビ放送番組審議会 

11日 コミュニティ・スクール研修会 

13日 岩手県緊急事態宣言 

19日 ブラジル５人制サッカー代表とオンライン交流 

23日 ＳＬ銀河運行スタート 

30日 スマート農業体験講習会 

９月２日 遠野市中学校総合体育大会駅伝競技 

６日 遠野市中学校英語暗誦大会 

14日 遠野まつりポスター展 

22日 市内小学校陸上記録会 

24日 「一番搾り とれたてホップ生ビール」オンライン仕込み式 

27日 宮代Ⅳ遺跡 現地説明会 

29日 遠野テレビ開局20周年記念感謝状贈呈式、佐々木喜善祭 

10月１日 市制施行16周年記念功労者表彰 

５日 清養園御前池つり大会 

７日 大手航空会社による農業留学2021 

12日 遠野市戦没者追悼・平和祈念式 

18日 遠野市長選挙投開票結果、当選証書付与式 

21日 小学校音楽祭 

22日 遠野市長として20年本田市長退任。飛内副市長退任 

25日 多田市長初当庁。遠野高校創立120周年記念式典 

27日 遠野市乗用馬市場 

11月１日 遠野市民芸術祭 
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放送日 項目 

２日 重文千葉家住宅保存修理工事見学会 

８日 遠野聖光こども園創立100周年記念式典 

11日 遠野地区中学校総合文化祭 

22日 安藤忠雄氏こども本の森視察・講演会 

24日 新副市長就任式。明日の遠野の環境を考えるフォーラム2021 

26日 「宮守魅力市」盛大に開催 

29日 こども本の森 遠野来館者１万人達成 

12月１日 秋の褒章伝達 

２日 あすチャレ！Ｓｃｈｏｏｌ 

９日 遠野物語ファンタジー旗揚げ会 

13日 みんなの井戸端会議始まる。 

14日 遠野文化遺産セッション 

16日 遠野駅舎の未来を考える会 会議開かれる。 

20日 多田市長宮守総合支所での執務始める。 

22日 遠野小学校に県知事感謝状 

27日 清養園保養センター営業終了 

１月４日 令和４年仕事初め 

５日 児童生徒作品展 

10日 成人式「はたちのつどい」、遠野市消防出初式 

11日 小友町地域づくり推進大会、葉たばこ出荷 

13日 教育研究発表会、囲碁・将棋大会 

17日 地域で子どもを育てる活動発表会 

19日 高校生ビジネスプラン・グランプリベスト100受賞（緑峰高校） 

25日 遠野市教育委員会文部科学大臣表彰 

31日  遠野文化フォーラム「いま甦る 原本遠野物語」 

 

イ 「とおのタイム」枠内企画 

番組名 放送日 企画者 番組内容 

川柳を詠む 毎週 月曜日 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 

園児たちの保育園内の様子を紹

介 

アグリガイド 毎週 水曜日 
遠野市畜産園

芸課 
農林畜産業情報 
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番組名 放送日 企画者 番組内容 

緑峰TODAY 毎月第３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木曜日 
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 
毎月第２火曜日 

遠野市 

こども政策課 
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 

広げよう健幸

のＷＡ 
毎月第３金曜日 

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 

ファイト！ 

部活 
毎月第２木曜日 遠野テレビ 

文化や運動の部活動で頑張って

いる生徒たちの様子を紹介 

元気いっぱい

産直便 
毎月第４金曜日 遠野テレビ 

遠野市内の旬な農産物などを紹

介 

※「月イチリポート」は現在収録休止中。 

 新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら再開時期を検討する。 

 

ウ 自主放送企画番組等 

放送日 番組名 放送内容 

７月24日～ 

８月15日 
2021夏休み特別編成 過去のアーカイブ番組 

８月21日・22日 TONO MUSIC FESTA 2021 

遠野市民センターで開催された遠野高

校、花巻北高校生達による音楽イベン

ト 

８月28日・29日 全国やぶさめ競技14回遠野大会 
柏木平優遊広場特設会場で開催された

やぶさめ競技大会 

９月１日～ ちゃりナビシーズン３ ＃１ 
遠野市内を自転車で巡るロードムービ

ー 

９月１日～ とおのばえる＃２１ 
遠野の『映える』映像を集めたフィラ

ー番組 

９月12日・19日 平成13年 遠野まつり 

開局20周年を記念して20年前の平成13

年遠野まつり郷土芸能パレード 昼の

部・夜の部を放送 
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放送日 番組名 放送内容 

10月２日・３日 
第22回わたしの主張遠野地区

大会 

市民センター大ホールで開催された市

内中学校生徒による弁論大会 

10月17日 遠野市長選挙 開票生中継 遠野市長選の開票の様子を生中継 

10月23日・24日 遠野市小学校陸上記録会 
運動公園で開催された市内小学校児童

による陸上記録会 

10月30日・31日 
遠野テレビ開局20周年記念 

柴田名誉教授特別対談 

岩手県立大学の柴田名誉教授を遠野テ

レビのスタジオに招きFTTH化の可能性

などを聞く 

11月20日・21日 
遠野小学校全校表現活動 

「遠野の里の物語」 
40年目となる遠野小学校の表現活動 

11月22日～26日 
「なつかしのファンタジー」

WEEK 

開局20周年を記念して開局当初からの

遠野物語ファンタジーのアーカイブ 

11月27日・28日 遠野市小学校音楽祭 
遠野市民センターで開催された小学校

児童による音楽発表会 

12月１日～ 語り部『遠野物語』＃１ 
市内観光施設等で収録した市内語り部

による『遠野物語』の語り 

12月１日～ ちゃりナビシーズン３ ＃２ 
遠野市内を自転車で巡るロードムービ

ー 

12月18日・19日 
第20回遠野地区中学校総合文

化祭 

遠野市民センター大ホールで開催され

た市内中学校生徒による文化に関する

発表 

12月20日～24日 タイムトラベルＷＥＥＫ 
開局20周年を記念しておよそ20年前の

開局当初の番組アーカイブを放送 

12月25日・26日 遠野少年少女合唱隊発表会 遠野少年少女合唱隊の発表会の模様 

12月29日～31日 とおのタイム総集編 
１年間の遠野市内の出来事を振り返る

年末特別番組 

12月29日～31日 
遠高Watching 

ダイジェスト2020 

１年間の遠野高校の出来事を振り返る

年末特別番組 

12月29日～31日 緑峰TODAYダイジェスト2020 
１年間の遠野緑峰高校の出来事を振り

返る年末特別番組 

12月24日～ 

１月10日 
2021-2022冬休み特別編成 過去のアーカイブ番組を放送 

１月１日～ 語り部『遠野物語』＃２ 
市内観光施設等で収録した市内語り部

による『遠野物語』の語り 
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放送日 番組名 放送内容 

１月９日 遠野市消防出初式 
遠野市民センターから消防出初式の模

様を生中継 

１月９日 遠野市成人式 はたちのつどい 
遠野市民センターから成人式の模様を

生中継 

１月22日・23日 
文化研究センター講座「光で

できたパイプオルガン」とは 
遠野文化研究センター主催の講座 

１月29日・30日 バレエスタジオ第44回発表会 
遠野市民センターで開催されたバレエ

スタジオの発表会 

１月29日 

～２月４日 
申告における医療費控除とは 

申告期間中を前に医療費控除の制度や

内容について放送 

 

エ 他局制作番組  

番組名 放送月 本編 制作局 放送内容 

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 

イイネ！みちのくマ

ガジン＃２～４ 
毎月 30分 

岩手県CATV

連絡協議会 
加盟9局による共同制作情報番組 

けーぶるにっぽん 

彩・ＪＡＰＡＮ＃１

～９ 

毎月 30分 

日本ケーブ

ルテレビ連

盟 

全国のケーブルテレビ各局が地

域のたからを全国に発信する番

組シリーズ 

濱口＆岡田の今すぐ

実践！ミライを救う

ＳＤＧｓ ＃１～４ 

９月

～ 

毎月 

14分 
ひまわりネ

ットワーク 

SDGsを身近に感じ、今日から実

践できる取り組みなどをご紹

介!!紹介 

アメリカ空軍太平洋

音楽隊コンサート 
10月 90分 

住田ケーブ

ルテレビ 

住田町で開かれた空軍コンサー

トの様子 

番組アワードセレク

ション2021 
11月 ― 

日本ケーブ

ルテレビ連

盟 

「番組アワード 2021」の受賞作

品から紹介 

イイネ！みちのくマ

ガジン＃１ 

５月

～ 

毎月 

30分 
岩手県CATV

連絡協議会 
加盟局共同制作番組 

 

(2)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 
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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 
 （要件：「500 世帯以上」に影響する、「２時間以上」に及ぶ放送事故があった場合、

総務省へ報告） 

 該当なし 

 
  ※電気通信役務の提供を停止または品質を低下させた事故 

  （要件：利用者数３万以上 又は 継続時間２時間以上） 

  該当なし 

 

エ 加入状況                            （件） 

区  分 
（令和２年度） 

令和３年１月末 

加入数 

（平成３年度） 

平成４年１月末 

加入数 

比 較 加入率 

テレビ 

遠野エリア ７,３０７ ７,１８７ ▲１２０ ８２.１％ 

宮守エリア １,５４３ １,５３８ ▲５ ９９.０％ 

計 ８,８５０ ８,７２５ ▲１２５ ８４.６％ 

インター

ネット 

遠野エリア ３,１４１ ３,２２４ ８３ ３６.８％ 

宮守エリア ５７６ ５９７ ２１ ３８.４％ 

計 ３,７１７ ３,８２１ １０４ ３７.２％ 

  ※遠野エリアの減少数が大きい要因は、FTTH化整備工事に伴う休止世帯の解約

手続きによるもの。 

 
   

◎４Ｋ対応型ＳＴＢ加入状況                    （台） 

４Ｋ 

ＳＴＢ 

設置 

台数 

令和２年度 令和３年度 
合計 

３月末 ～８月 ９月 10月 11月 12月 1 月 

３４３ ４４ ４ ４ ２ ３ ９ ４０９ 

 


