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２０１９年度下期＆２０２０年度上期中部ケーブルネットワーク岐阜局 

第１９回放送番組審議会（議事概要） 

 

第１９回岐阜局（旧各務原局エリア）放送番組審議会は、１２月１１日（金）岐阜局３階の

会議室において、５人の委員全員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、岐阜局副局長の江黒から開会の挨拶後、各務原市での安全・安心１２３ｃｈ

の放送開始や組織統合、２０２０年度の岐阜局における加入状況等の説明を行った。 

自主制作番組の内容検討では、２０１９年度下期は各務原エリアの自主制作番組「ウィーク

リーかかみがはら」、２０２０年度上期は「新型コロナウイルス感染症関連情報」、「安全・安

心１２３ｃｈ」を視聴頂き、意見交換を行った。 

 

１．日時：２０２０年１２月１１日（金）午後２時～午後３時 

２．場所：岐阜局 ３階 会議室 

 

３．出席者 

（出席委員） 

会長   各務 英雄 （各務原商工会議所 専務理事） 

委員   栗本 貴美子（各務原商工会議所 女性会直前会長） 

永井 紀美子（各務原市女性会議 会長） 

デュアー貴子（東海学院大学 健康福祉部学部 学部長） 

前島 宏和 （各務原市市長公室 広報課長） 

（事務局） 

江黒 雅文  （岐阜局 副局長） 

片山 誠司  （岐阜局 制作グループ長） 

小野寺 圭  （岐阜局 制作グループ副長） 

 

４．.議事 

①会長挨拶  

②自主制作番組の内容検討 

【２０１９年度下期】 

・自主制作番組「ウィークリーかかみがはら」 

コーナー「ニセ電話詐欺防止」 

内容：各務原警察署生活安全課職員をスタジオに招き、ニセ電話詐欺の被害に遭わな

いために何をすれば良いのかを解説した。 

２０１９年１０月２８日（月）～１１月３日（日）放送 
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〇詳しく放送しており、高齢者の方に見て頂きたい。 

○データや数字だけでなく、寸劇等見やすく工夫してほしい。 

○実際に被害に遭ったケースの再現ＶＴＲとかあるとより見やすい。 

○文字情報が多く、自体やフォントがバラバラなため、表記を簡略化する等をもう少し

見やすくしてほしい。 

 

（事務局） 

〇文字情報の量やフォントを整理して、より見て頂ける番組作りを行う。 

〇警察署員に出演交渉を行い、寸劇等を取り入れられるか検討する。 

 

 

・自主制作番組「ウィークリーかかみがはら」 

特集「各務原高校２年高田さん将棋３段に昇格」 

内容：２０２０年２月に日本将棋連盟主宰の奨励会で３段に昇格した高田明浩さん。 

高田さんや幼少期に指導した柴山さんから喜びの声や強くなった理由をインタビュー

した。 

２０２０年３月２日（月）～３月８日（日）放送 

 

○頑張っている地元高校生を取り上げていて、素晴らしい。 

○厳しい世界で頑張っている若者をとりあげているのが良い。 

○高田さんを応援したくなる番組であった。 

○学生さんを取り上げることは励みになるので良い。引き続き今回のような特集を制作頂くよ 

う情報収集をお願いしたい。 

 

（事務局） 

〇引き続き、行政や地域団体からの情報収集を行い、番組制作に取り組む。 

 

 

【２０２０年度上期】 

・自主制作番組「新型コロナウイルス感染症関連情報」 

・各務原市 新型コロナウイルス感染症対策本部」 

・感染症対策を 正しい手の洗い方 

・各務原にんじんフレイル予防体操 

内容：新型コロナウイルス感染症対策として、発信できる情報を放送。 

２０２０年４月２７日～５月３日放送 

 

○手洗いは丁寧に説明されていて、体操も健康づくりに役立つので良い。 

○対策本部の映像は普段見ることができないため、緊迫感が伝わり、市民が安心できる情報で
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良い。テロップを適時入れた方が見やすい。 

○体操の内容を説明するテロップがあると見やすい。 

 

（事務局） 

〇テロップを活用し、より見て頂ける番組作りを行う。 

〇コロナ禍においても、住民が元気になれるような番組作りを行っていきたい。 

 

・「安全・安心１２３ｃｈ」 

内容：各務原市を対象に、新たなチャンネル「安全・安心 123ch」の放送を開始し

た。チャンネルのＰＲビデオや実際の放送映像を視聴。 

２０２０年９月１日～現在放送中 

 

○必要な情報がＴＶで見られるところが良い。 

○ＮＥＴを使えない方に情報を提供できるため、安全、安心に繋がる。 

○よい取り組みであり、画面も大きく見やすい。 

 

（事務局） 

〇関係各所にチャンネルを見て頂くためのＰＲを行っていくため、ご協力をお願いしたい。 

 

 

・その他、統括 

〇コロナ禍で自宅にいる時間が増えているため、地元に根付いた番組を制作、放送いただける 

るとありがたい。 

 

（事務局） 

〇委員の皆様から頂いた意見を番組制作に反映する。 

 

以上 



 

２０１９年度下期および２０２０年度上期 

中部ケーブルネットワーク川辺支局 

第１９回放送番組審議会（議事概要） 

 

第１９回川辺支局（旧美濃加茂局エリア）放送番組審議会は、１２月２４日（木）岐阜局３

階の会議室において、８人中、７人（欠席委員の代理で一人出席）の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、岐阜局長の宮腰から開会の挨拶後、２０２０年度の川辺支局エリア（美濃加

茂市を含む）における加入状況等の説明を行った。 

自主制作番組の内容検討では、各エリアの行政番組「HOT エリアみのかも」「ＣＣＮｅｔや

おつ」「めざまししらかわ」「キャッチ！かわべ」および地域情報番組「ウィークリーみのかも」

を視聴して、意見交換を行った。 

 

１．日時：２０２０年１２月２４日（木）午後２時～午後３時３０分 

２．場所：岐阜局 ３階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３．出席者 

（出席委員） 

会長   佐光 博司 （美濃加茂商工会議所 専務理事） 

委員   高田 明  （美濃加茂市経営企画部 秘書広報課長） 

後藤 道昭 （八百津町商工会 事務局長） 

石井 寿人 （八百津町役場 総務課長） 

小木曽 誠二（川辺町商工会 事務局長） 

小池 謙多郎（白川町商工会 事務局長） 

長尾 弘巳 （白川町役場 企画課長） 

 代理   奥村 竜紀 （川辺町役場 総務課） 

 

 

（事務局） 

宮腰 浩一  （岐阜局 局長） 

江黒 雅文  （岐阜局 副局長） 

片山 誠司  （岐阜局 制作グループ長） 

野原 功史  （岐阜局 川辺支局長） 

 

４．.議事 

①会長挨拶  

②自主制作番組の内容検討 



【２０１９年度下期審議対象番組】 

 

・美濃加茂市行政番組「ＨＯＴエリアみのかも」 

企画「救急医療の危機」 

内容：年々増加している加茂消防組合への救急依頼件数。美濃加茂市における救急医

療の現状と地域の救急医療体制を維持するための救急車や救急医療機関の利用につい

て特集した。また、救急医療を行っている病院の医師の話を織り交ぜ、救急医療の取

り組みを紹介した。 

 

２０２０年１月２０日（月）～１月２６日（日）放送 

  

（主な発言） 

○救急医療の現状を知ってもらうためにメディアの役割が重要であると感じた。 

○企画の着眼点が良い。テロップが見やすかった。 

○医療の説明がされており、ドキュメンタリー的な話題で良かった。 

○わかりやすく見やすかった。今後も、このような情報を地域住民に発信してほしい。 

 

（事務局） 

○今後も、美濃加茂市の現状を踏まえた番組を企画・制作を行う。 

 

 

・八百津町行政番組「ＣＣＮｅｔやおつ」 

まちの話題「リトアニア共和国大統領八百津を訪問」 

内容：天皇即位礼正殿の儀の出席の機会に、リトアニア共和国のギターナス・ナウセーダ

大統領らが八百津町を訪問（10月 24日）。人道の丘シンボルモニュメント前で歓迎セレモ

ニーを行った。 

 セレモニーでは、来町を記念して作られた「記念石板」の除幕披露や八百津東部中、久

田見小、八百津小の子どもたちによる歓迎の合唱、演奏の披露があった。 

 

２０１９年１１月１８日（月）放送 

 

（主な発言） 

○地域の誇りに繋がる番組は大変いいテーマであった。 

○インタビュー映像の左下側に交流の映像が同時に流れており、楽しめた。 

○リトアニアの紹介や八百津町との歴史的な背景を入れるとよりわかりやすい。 

 

（事務局） 

○できる範囲で視聴者に伝わる情報を追加し、番組制作を行っていく。 



・白川町行政情報番組“めざまししらかわ” 

まちの話題「白川中学校 ダンスコンクール全国大会で優勝！」 

内容：白川中学校３年生が、昨年 12月に行われた「全国リズムダンスふれあいコンク

ール」に出場し、文部科学大臣賞を受賞しました。 

番組では、チームの中心となって練習をおこなった生徒たちや先生のインタビューの

ほか、本番の映像をお見せします。 

 

２０２０年２月３日（月）放送 

 

（主な発言） 

○地元の子供達の元気な姿を紹介されている所良かった。こういった番組が住民に求めれらて

いると感じる。 

○生徒の表情に好感を持てた。 

○非常に見やすくて楽しめた。 

○地域に元気を与える番組であった。今後もこのような番組を放送してほしい。 

 

（事務局） 

○今後も、地域に元気を届けられるような番組の企画・制作を行う。 

 

 

・川辺町行政番組“キャッチ！かわべ” 

まちの話題「タイムカプセル発掘！」 

内容：１月１２日に行われた成人式。 

川辺町では毎年この日に、川辺町第２こども園を卒園した新成人たちが集まり、園庭

に埋めたタイムカプセルを発掘します。スーツや振袖など晴れ着姿でスコップを持

ち、自分たちの手でカプセルを掘り起こす新成人のみなさん。 

懐かしの場所で思い出を振り返るとともに、当時の園長先生や担任の先生も駆けつ

け、熱いメッセージを送った。 

 

２０２０年２月４日（火）放送 

 

○周辺の皆さんが出演しており、心がホッコリするいい番組である。 

○保育園児時の集合写真も使用しており、新成人の様々な表情が出ていて良かった。 

○成人式とタイムカプセルの組み合わせがよい。 

 

（事務局） 

〇担当者へ伝え今後の番組制作に活かしていきたい。 

 



【２０２０年度上期審議対象番組】 

 

・自主制作番組「ウィークリーみのかも」 

企画「敬老の日スペシャル」 

内容：新型コロナの影響により、各地域の敬老会が中止となったことから企画。 

市長からの敬老の日に合わせたメッセージと、市内全１２小中学校の代表生徒・児童

から地域のおじいちゃん・おばあちゃんへのメッセージを収録し放送した。 

視聴者や学校関係者、企画をするにあたり協力いただいた市役所高齢福祉課からは実

際に会って地域の高齢者に感謝を伝えられない代わりにこのような企画があってよか

った、との感想が寄せられた。 

 

２０２０年９月２１日（月）～９月２７日（日）放送 

  

（主な発言） 

○各学校で工夫して、子供たちが練習し取り組んだ様子がうかがえた。 

○様々な取組みを見ることができて楽しめた。 

○マスク着用は残念であるが、コロナウイルス対策を行って取材していることを伝える

ことも必要。 

○子供たちのありがとうの表現や手紙の文章からより視聴者に感謝の気持ちが伝わった

のでは。 

〇地域の方と一緒に番組が作られていると感じた。取材の取り組みが大変評価できる。 

 

（事務局） 

○コロナ禍においても、感染防止対策を実施の上、取材活動を行っていきたい。 

 

 

・八百津町行政番組「ＣＣＮｅｔやおつ」 

まちの話題「【体験リポート】バンジー、とんでみた？！」 

内容：今年 8 月に八百津町にオープンした日本一のバンジージャンプ施設「岐阜バンジ

ー」を取材。 

八百津町役場の担当課と広報とリポーターの 3 人で、体験リポートを収録し放送した。 

8 月 17 日（月）～19 日（水）の 3 日間にわたって、オープニングセレモニーの様子、体

験リポート、一般来場者の体験の様子を放送。放送後、取材先で多くの町民にバンジーの番

組を視聴していただけたと、多数の声が寄せられた。 

 

２０２０年８月１８日（火）放送 

 

 



（主な発言） 

○臨場感の伝わる良い番組だった。私も飛んでみたいと思った。 

○リポーターの体験は見ていて楽しさが伝わる。今後もこのような体験企画を増やしてほし

い。 

○観光に繋がるＰＲをこれからも紹介してほしい。 

〇地域の魅力を今後も発信してほしい。 

 

（事務局） 

○引き続き情報収集を行い、地域の魅力を発信していく。 

 

 

・白川町行政情報番組“めざまししらかわ” 

まちの話題「わたしの地域を紹介します！in切井」 

内容：今年度から制作を開始した、各自治協議会の紹介をする番組。キャスターと自

治協議会長によるインタビュー形式で、地域の歴史や、特産、伝統行事などを紹介し

ている。 

番組後半はドローンによる映像で、その地域を空からも紹介。 

これまで、７つの自治協議会で番組制作を行った。 

 

２０２０年７月３１日（金）放送 

 

（主な発言） 

○地域の取り組み（里山との共存）を紹介されており、地域づくりの手助けになる番組。 

○ドローンの映像は今後も有効活用していって頂きたい。 

○町内で地区の伝統を紹介されていることが良かった。 

○自分の住んでいる地域でも意外と知らないことが多いため、改めて紹介されると喜ばれる。 

今後も継続して制作をお願いしたい。 

 

（事務局） 

○引き続き情報収集を行い、地域の魅力を発信していく。 

 

 

・川辺町行政番組“キャッチ！かわべ” 

まちの話題「テレビで敬老会」 

内容：社会福祉協議会主催の「敬老会」が新型コロナ感染対策のため中止になった。 

同時に毎年敬老会で披露している芸能団体やこども園も発表の場を失った。 

テレビを通して敬老のお祝いができないかと、社会福祉協議会、こども園、役場と協

力し制作した。9 月７日(月)～9 月 11 日(金)を「テレビで敬老会ウィーク」とし、川



辺町長挨拶、社協副会長挨拶、こども園の発表などを日替わりで放送した。 

また、番組司会を既存のキャスターではなく、毎年、敬老会で司会を担当している 

福祉委員にお願いした。 

 

２０２０年９月７日（月）～１１日（金）放送 

 

○現在のコロナ禍で、町民が表現できるふさわしい番組。 

○いい意味で手作り感があって、良い。 

○役場職員が新成人にアンケートをした際、自分の知り合いが出演している行事を見ると回答

が多かったため、今後も取材をお願いしたい。 

 

（事務局） 

○担当者へ伝え今後の番組制作に活かしていきたい。 

 

以上 


