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平成２９年度 鶴岡市ケーブルテレビジョン 

放送番組審議会 議事録 

 

期日 平成２９年１０月３日（火） 

時間 午後２時～午後３時１５分 

場所 櫛引公民館講座室 

 

＜出席者＞ 

委 員：難波正喜、佐藤芳弥、田中健一、木村英俊、渡部巌、清和ふみ子、釼持康光、難

波惠美、佐藤祐美子（９名） 

※欠席：長南達夫（１名） 

事務局：櫛 引 庁 舎 小田支所長、佐藤総務企画課長、渡部専門員 

    朝 日 庁 舎 土田総務企画課長、冨塚総務地域振興専門員 

    指定管理者 株式会社渡会電気土木  

武田代表取締役、ケーブルテレビ課丸山課長、金内総務管理係長、

加藤放送業務係事務係長、松田放送業務係技術係長 

 

委嘱状交付 

 

１．開会 櫛引庁舎総務企画課長 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

本日の審議会は委員総数１０名のうち９名の出席があり、鶴岡市ケーブルテレビジョ

ン設置及び管理条例第１１条第３項で定めている、総数の半数以上の出席要件を満たし

ていることにより審議会が成立する旨を報告。 

 

２．挨拶 

 

櫛引庁舎支所長 

 本日は、ご多用のところ、お集まりいただきまして有難ございます。 

ケーブルテレビの運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜りまして感謝申し

上げます。 

 放送番組審議委員の皆様におかれましては、平成 28～29年度の 2か年の任期で委嘱

申し上げておりますが、今年度の異動等に伴い今回新たに４名の委員の方に委嘱申し上

げることとなりました。 

平成 28年度から継続の委員の皆様ともによろしくお願いします。 
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 さて、ケーブルテレビは平成８年４月に放送を開始し、多くの皆様に親しまれながら

２１年目を迎えました。平成２０年４月からは、朝日地域全域にも放送区域が広がり、

平成２９年８月３１日現在での加入者数は２，９４３件となっており、一般家庭におけ

る加入率は、８６．７パーセントで、大変多くの皆さんからご加入していただき、ご視

聴いただいていることに大変感謝申し上げます。 

 平成２２年４月からは、さらに質の高いサービスの提供と効率的な運営を目的として

指定管理者制度を導入し、株式会社渡会電気土木さんが指定管理者となって適切な管理

運営をしていただいております。 

 また、平成２７年４月からは利用料金制に移行し、ケーブルテレビジョン加入者から

お支払いただいた利用料をもとに実施しております。 

新しい制度の元では指定管理者自らの経営努力を発揮しやすく、取り組む業務の拡大

充実が図られることが考えられることから、加入者にとりましてもさまざまなサービス

の提供を受けることができることが期待されています。 

 本日は、平成２９年度の自主放送番組の実績報告・加入状況と、そして実際に自主放

送番組について、視聴いただいてその内容についてご審議いただきたいと存じます。ま

た、指定管理者の自主事業で行う予定の「広告放送」につきましては、前回の放送番組

審議会でのご意見をふまえ実施に向けた案をとりまとめましたので、後程説明させてい

ただきたいと存じます。 

 今後ともケーブルテレビジョンを通して地域の身近な情報の共有を図ることで、さら

に活力ある地域づくりを進めていきたいと考えておりますので、委員の皆様から率直な

ご意見をいただき、より視聴者から喜ばれる番組づくりに反映させてまいりたいと存じ

ます。本日はよろしくご審議いただきますようお願いいたしまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。  

 

３．会長挨拶 

 

会長  

みなさんこんにちは。 

朝晩めっきり寒くなってきておりまして、秋も早足でやってきてる感じですが、本日は

委員の皆様には稲の刈取りなど秋作業の大変お忙しい中を鶴岡市ケーブルテレビジョン放

送番組審議会にご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

最近まで、黄金色に実っておりました稲も大分刈取られてきておりまして、まだ天候不

順により刈取りが進んでいない田んぼも多々見受けられますが、心配している農家の方も

大変多いのではないかと思われますが、一日も早い天候回復を祈ります。 

さて、季節も 10月に入り、スポーツの秋、馬肥ゆる秋となり各地でいろいろな行事も開

催となることから、ＫＣＴとしても取材に奔走される時期かなと感じるところであります

が、鶴岡市ケーブルテレビジョンは地域住民の基盤に立つ公共放送として何人からも干渉
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されず不変不倒の立場を守り、言論と表現の自由を確保し、豊かで良質な放送を行うこと

とされ、前身の櫛引ケーブルテレビジョンとして放送を開始してから、はや 21年を経過し

ようとしております。 

今日まで、経過してきましたが、その役割を大きく認識され、取り扱った番組や地域行

事、出来事など数多く放映され、保存された資料も相当数にのぼるものと思慮されます。 

これらは地域の大きな財産であるとともに、貴重な資料として末永く保存されることを

望みたいと思います。 

また、地域への一助となる情報発信に大きな役割を担っているなど、それにより地域住

民が恩恵を受けられることは他地域にはない大きな利点と感じております。 

よって、鶴岡市ケーブルテレビジョンが地域住民より、期待され、末永く愛される放送

番組になれるように今日ご出席の委員の皆様の貴重なご意見を時間は短いのでありますが、

承りますようよろしくお願いし、簡単ですが挨拶といたします。 

 

４．協議 

 

（１）自主放送番組の放送実績及び加入状況について 

－指定管理者丸山課長が資料に基づき説明― 

   質疑なし 

 

（２）自主放送番組について（視聴） 

ＫＣＴウィークリーから「朝日地域でカーブミラー清掃／いきいきべんとう村で環

境整備【Ｈ29.7.1放送】」、「砂川夏祭り魚つかみ大会【Ｈ29.8.19放送】」を視聴 

 

指定管理者 

ケーブルテレビによる番組作りなんですけれども、心がけていることは、いつ・どこで・

だれが・何をということで、伝えるべき情報はもちろんのことですが、映像でもアナウン

スでもしっかり内容がわかるように心がけて取材にあたっておりますし、編集もしており

ます。また地域活性化の一助となればとの思いがとても強くありますので、こういった部

分も心がけて、楽しい話題ですとか、子供たちの笑顔がいっぱいあふれているような話題

ですとか、そういったものをやはり、多く提供しています。また、あとは、その現場の生

の声ですとか、インタビューですとか、そういったものも、とても多く取り入れながら、

心がけて取材編集しております。 

では、３本続けてご覧いただきご意見を頂戴したいと思います。 

 

委員 

以前の審議会で指摘してきたところが取り入れられているなと感じました。インタビュ

ーも入っているし、字幕も入っています。魚釣り大会においては、会場の状況もわかるよ
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うな臨場感ある音声・映像もマッチングして自分もそこにいるような錯覚を感じていい番

組だなと思いました。 

各委員からも率直なご意見・ご質問をいただければありがたいと思います。 

 

委員 

以前に指摘された字幕を入れるとか、みんなの声とか対応しているようです。 

朝日のカーブミラーについては、いろんな形でボランティアしている団体とかいろいろ

あるのでこういう放送をすることで、地域住民から理解される。やっている本人も生きが

いではないけれども頑張れる。そういう意味で、掘り起こしてとりあげていただければな

と思います。  

放送の充実には設備は大事だと思いますので、最近新しくした設備とか、こんな設備が

あればもっと映像も含めて充実できるとか、なかなか行政とのからみがあって、微妙なこ

ともあると思いますけれども、今まで入れた機材とか、この際これは欲しいというものは

ないでしょうか。 

 

指定管理者 

新しく導入した機材はありませんが、いろいろな機器について更新の時期に来ているの

で、優先順位を決めながら行政の方に相談しているところです。 

 

委員 

一番印象に残ったのは、夏祭りの魚つかみ大会です。見ているだけでも楽しさとか、子

供たちの無邪気さがすごくよく伝わる感じでよかったと思います。すごくほのぼの感をう

まく捉えて映像を流していると感じました。 

 

委員 

自分はよく見ているほうだと自分では思っていますが、録画したりして見ています。 

番組の取材ももちろんそうですが、放送が非常に親切だなと感じています。親切な言葉

のつかい方も含めて、映像もそうですが、見る人にわかりやすく、現場に参加できない人

もたくさんいますが、参加しなくてもよく見えるような放送だなといつも感心しています

し、感謝しています。 

砂川という地区名を言っても、知らない人もいると若干思いましたので、放送の最後で

もいいから砂川の場所を付け加えてもらえるとなおありがたいと思いました。 

 

委員 

場所的なことは、以前も地図で出せませんかと、いろいろな要望もありました。 

地図で表示ができないのであれば、言葉でいうのであれば簡単にできないものでしょう

か。また簡単な手書きの地図とかで示せないものでしょうか。 
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指定管理者 

前回も場所的なものがなかなかわからないという意見がありましたが、なかなかお金も

かかることですし、手書きも難しい部分があります。また、既存の地図等を放映するのは、

著作権の問題もあり難しいと考えます。 

 

委員 

例えば朝日庁舎から上田沢方面に向かって何キロとか、何分くらいかかる地域とかであ

ればできそうな気がしますが。そうすると感覚的にあっちの方かということでわかる気が

します。 

 

委員 

確かに砂川はわかるが、砂川のどこでやっているかはわかりません。口頭でもいいし説

明できないものでしょうか？ 

 

指定管理者 

なかなか難しいと思います。 

 

委員 

私も砂川がどこにあるのか全然わかりませんが、せめて庁舎の南側とか、北の方向にあ

るとか、一言でもいいから詳しくなくとも紹介するとなんとなくわかると思います。 

 

委員 

ひとつ検討課題ととらえていただければありがたいです。 

 

委員 

他のテレビ番組を見ても、ドローン使っている映像が結構流れています。ケーブルテレ

ビでは今後ドローンを使う予定はありますでしょうか。 

たぶん今まで撮っている映像も空から映しただけで全然感覚が違うと思います。 

今はドローンも結構値段が安く、きれいな映像を撮れるものもでています。安全性も良

く、障害物があれば勝手に止まるものが出ています。学校を上から撮った映像とか、結構

面白いと思います。 

そのへん要望というか、ぜひ実現してもらえるとありがたいと思います。たぶん見てい

る人も感動するような映像を撮れると思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員 

今までにないアングルも撮れると思います。 
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行政との関係も機材購入とかのからみもありますが、その辺ひとつ検討してほしいと思

います。 

 

委員 

朝日地域のカーブミラーの清掃については、非常に大切なことなのでこういうふうに紹

介があってよかったと思います。 

また、いきいきべんとう村は整備している方々の大変さが伝わってきて、できたら見に

行ってみたいと思いました。 

また、砂川の夏祭りについては、子供達の楽しい様子が伝わってきてよかったと思いま

す。 

さっき話がありましたけれども、場所というのは、字幕を入れるとか何かわかる場所を

映すとかできるのではないかなと感じました。 

 

委員 

いろいろ方法はあると思いますが、場所的なものをしっかり紹介すると、来年はぜひ行

ってみようかと思います。地域の活性化にもつながるかと思いますし、必要だと感じます。 

 

委員 

いつも保育園にも取材に来ていただきありがとうございます。 

朝日のカーブミラーの清掃、いきいきべんとう村の整備とかこんな感じなんだなという

か、改めて見て興味がわきましたし、砂川のまつりは、実際自分も行ってみました。保育

園の子供に魚つかみをさせたかったので、いいなと思いました。 

保育園でも園児と一緒にＫＣＴを見る時があり、とても楽しくいつも拝見させていただ

いています。 

 

委員 

学校長・教頭の立場で見させてもらったときに、地域の方々がこのような地域貢献や環

境整備をされているのを知る機会になったときに、知っていると会った人に「こんな活動

しているのですね」というような声もかけやすくなると思いました。 

また、児童の交通安全の一環をこのような形でシルバーの方々を中心に行っていること

がわかれば、地域の方との話のきっかけにもなると思います。また、いきいきべんとう村

の環境整備についても、地域の方々との話題や地域学習にもなると思いました。 

あと、魚つかみ大会などは、夏休みの期間に開催しましたが、教員はなかなか地域は見

たり行ったりできませんが、このような形で自分の学校の子供たちが、地域に帰って地域

の行事に参加しているということがわかることによって、学校での話題が増えて効果が高

いのではないかと思いました。 
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委員 

最近、子供が遊んでいるところを近所で見ることができないが、映像を見ると子供たち

が楽しそうにしていることがわかりよかったと思います。 

私もあやめを家で植栽しているので、そんなにいっぱいあるのなら、いきいきべんとう

村を見に行きたいのですが、場所がわからないので行けません。地域名くらいわかるとい

いと思います。地域名がわかればそっちの方なのかなと、想像はできますので。 

 

委員 

カーブミラーの話題の時に気づきましたが、清掃している人のズボンのお尻のほつれが

映ったようでした。その人が恥ずかしくないように編集の段階でトリミングしたほうがい

いと思います。 

 

指定管理者 

取材時にも気づいていて、本人に確認したところ了解をいただいたので放映しました。 

 

指定管理者 

いろいろなご意見いただきまして、ありがとうございます。 

皆様方からもよく見ていただいて、また取材にも協力いただいて、うれしく思っていま

す。ありがとうございました。今日のご意見を参考にさせていただいて、またより良い番

組づくりにつとめたいと思います。 

 

委員 

より良い番組を期待します。 

 

委員 

音声告知放送は全住民に聞こえます。庁舎とか消防とか放送の回数の多いようなところ

については、担当者のアクセントなどについて指導してもらえないでしょうか。そうすれ

ば質の高い音声告知放送ができるのではないでしょうか。 

 

指定管理者 

櫛引地域については、ほとんどの放送は櫛引庁舎の総務企画課経由で委託を受けて、ケ

ーブルテレビのアナウンサーが放送しています。 

一方、朝日地域については、ケーブルテレビからの放送はなく、朝日庁舎の担当職員と

か、小中学生の子供たちとかいろいろな人が放送しています。 

 

朝日庁舎総務企画課長 

朝日庁舎では、全ての課の依頼を総務企画課の職員が放送しています。職員は人事異動
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もあり、ＫＣＴのような研修をしておりません。 

担当によって聞きやすい、聞き苦しいと感じられるのかなと思いますので、機会があれ

ばぜひＫＣＴからご指導いただき研修したいと思います。 

 

委員 

ぜひ、双方で連絡を取りあって研修の機会をつくっていただければありがたいと思いま

す。 

 

５．その他 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

広告放送について説明を申し上げます。 

 

指定管理者 

説明。 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

本日は要項、基準をお示ししました。内容はほぼ整ったので、指定管理者が行う自主事

業として、市で決裁のうえ実行に移す予定です。 

この際お気づきのことがあれば、お伺いしたいと思います。 

これまでも多くはありませんが、広告放送の問い合わせもありました。これが整います

と実際に放送ができることになります。 

（質問・意見なし） 

ご意見が特に無いようでしたら、これをベースに運用に向けて準備を進めたいと思いま

す。 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

もうひとつの案件として、委員の皆様からもご意見を頂戴していた視聴者アンケートの

実施について報告をさせていただきます。 

 

指定管理者 

以前、アンケートを実施するとお答えさせていただきましたが、中身を検討した結果、

アンケート経費について発送とか回収集計等で約 20万円かかる見込みとなりました。 

実際のところ、利用料金の未納もあってＫＣＴの運営収支については、若干ではありま

すが赤字で推移しています。そういうところの改善が見られた段階で改めてアンケートを

進めていければと考えております。 
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櫛引庁舎総務企画課長 

アンケートについては少し先延ばしをさせていただきますが、収支の状況見ながら前向

きに検討していくとのことでございます。 

 

委員 

現在経営が赤字ということのようですが、未納分入ると解消できるでしょうか？ 

加入状況の説明もありましたが、加入者が減っている状況の中、指定管理者だけでは賄

えない部分について、行政の支援とかはどういう方向なのでしょうか。 

 

指定管理者 

放送だけでなく、ケーブル引き込み線等の保守もしますが、だいたい利用料金未納分も

入ればトントンぐらいは期待できるのではないかと考えています。 

ただし、不確定要素もあるので、これからの様々な事業とか全部含めてなんとか黒字化

になるように努力していきたい。 

また、機器の老朽化について、耐用年数が過ぎているものもあり、そういったものの償

却や積み立てをどうしていくか、現在の経営は全くそういった部分を除いた話なのでご理

解いただきたいと思います。 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

ケーブルテレビジョンの運営についてＫＣＴ単体でみて、そんなに大きな赤字というこ

とではないのですけれども、株式会社渡会電気土木がその他に行うケーブルの張替えだと

か工事費とかも加味をすると、利用料金未納分が入ればトントンベースになるのですけれ

ども、もう少し状況をみたいというところで、お聞きとめしていただきたいと思います。 

尚、今はＫＣＴ単体でのお話をしておりますが、会社の連結決算といって法人全体とし

て消費税のやりとりなどもあるのですが、ＫＣＴ単体として消費税計算をする前のお話を

しております。 

尚、機械設備については、行政としても指定管理者に対しまして、更新整備などに向け

た機器のリストアップをお願いしておりまして、優先順位を決めながら予算要求をしてい

くということで考えています。機器の更新を計画的に図っていきたいと考えております。 

 

委員 

広告放送のＰ４、別紙について「社長」という言葉は妥当か。「指定管理者」ではないで

しょうか。 

 

櫛引庁舎総務企画課長 

ご指摘を踏まえ検討いたします。 
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本日は放送番組の合評をしていただきまして、運営者である指定管理者に対し、大変よ

く評価していただいたと思っております。 

今後より良い番組づくりを行うために、前向きなご意見をいただいたと受け止めており

ます。 

財政的な部分については、場所の表示方法についても、ドローン導入についても実現に

結びつくかわかりませんが、前向きに、市と指定管理者で検討してまいりたいと思います。 

年 2 回ほどの審議会で委員の皆様のご意見を頂戴する機会をもっておりますけれども、

その他にも日頃の番組を見ていただいて、何かお気づきの点がありましたら、その都度お

声を寄せていただけるとありがたいと思います。 

尚、音声告知放送設備については、今年度かなりの予算額をかけて設備の一部を更新す

る予定でありますし、引き続き他の老朽化している機器についても検討してまいりたいと

思います。 

 

６．閉会 櫛引庁舎総務企画課長 

 

以上 


