第 83 回番組審議会議事録
開催年月日：平成 28 年 5 月 31 日（火）10 時 00 分から
開催場所：アイタウンホール
出席状況
委員総数 7 名
出席委員数 6 名
出席委員の氏名
高崎忍／高本克男／荻野あゆみ／高澤弘明／四方いし江／草刈正年
欠席委員の氏名 1 名
入澤久美子
放送事業者出席者
株式会社エフエムあやべ
代表取締役社長 井関悟
総合制作課 真下 加奈子
議題
1.

開会

2.

4 月番組改編について

3.

4 月~5 月の放送内容について

4.

6 月～7 月の放送予定について

5.

ラジオ受信環境改善キャンペーン

6.

その他

7.

閉会

平成 28 年４月改編の概要
平成 19 年 5 月から放送が開始した「ここに歌ありここに幸ありしあわせの道しるべ」は、放送から丸 9 年
が経過し、番組を一新した。大きく時代が変動した昭和の時代を昭和の流行歌で振り返る歌番組「いか
る昭和歌のアルバム」を平日午前 10 時から 11 時まで放送。また、「とれたてワイド 763」は新規コメンテ
ーター田中利典さんを導入。「トワイライト・ナビゲーション 763」は新たに中村佳久パーソナリティを加え、
放送内容を一新した。
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【新番組：いかる昭和歌のアルバム】

とれたてワイド
放送内容：日本が戦後を脱し、高度経済成長期で日本が大きく変動した昭和。時代とともに、人々の

心の支えや勇気・希望につながった歌がある。この番組では、演歌・歌謡曲など、昭和歌謡の名曲だけを
トワナビ

紹介する。想い出のアルバムをめくるように、昭和歌謡の名曲とともに昭和を振り返る。
放送日：平日月曜日～金曜日 10 時～11 時

パーソナリティ：（月曜日）ちゃんちゃんコンビ 荒木隆 松本清孝、（火曜日） 米村恵美子、
（水曜日）衣川清美、（木曜日）橋本やす子

【番組：情報キャッチ！とれたてワイド 763】
お昼の情報番組「情報キャッチ！とれたてワイド 763」に、新たにコメンテーター田中利典さんが加わった。
「りてんさんの知人・友人探訪」では、田中利典さんの知友関係を生かした対談が実現。高野山伝燈大
阿闍梨の村上保寿さんや特定非営利活動法人空援隊の倉田宇山さん、本山修験宗のトップである聖
護院門跡 宮城泰年門主など著名人の対談を行った。今後のゲスト候補には、東大寺第 222 世別当
狭川普文大僧や哲学者鷲田清一氏などの名前も上がっている。また、制作スタッフとして、村上真奈が
加わった。
・田中利典さんのプロフィール…1955 年京都府綾部市生まれ。1971 年吉野金峯山寺にて得度。
1979 年龍谷大学文学部仏教学科を卒業。2001 年金峯山修験本宗総務総長と、金峯山寺執行
長を務める。
・村上真奈…学校法人コミュニケーションアート 大阪ダンス＆アクターズ専門学校卒業。綾部出身。
【番組：トワイライト・ナビゲーション 763】
これまで番組を担当していた真下と酒井が番組を卒業し、新たに新規パーソナリティとして、月曜日と火
曜日に男性パーソナリティ中村佳久さんが加わった。
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中村佳久…大学在学中から、サンミュージック アカデミー大阪で俳優、タレントをめざし研鑚を積む。
綾部出身。
【新コーナー：Leggo My Eigo（レゴマイエイゴ）】
放送日：毎週月曜日（隔週）18：10～18：30
内容：アメリカミネソタ州出身の Josh Revier（ジョシュア・リビアー）さん（ALT 市内小学校で英語
指導）、アメリカサウスカロライナ州出身の Jason Smith（ジェイソン・スミス）さん（ALT 市内中学
校・小学校で英語指導）が、使える英語のフレーズや日本文学を英語で紹介。また、月ごとにテーマを
決め、外国の文化を紹介し、多文化交流を図る。
出演者：
Josh Revier（ジョシュア・リビアー）さん…大学在学中、演劇科を専攻。
Jason Smith（ジェイソン・スミス）さん…アメリカでは、ドッグトレーナーとして勤務。
【新コーナー：図書館へおいでよ】
内容：毎月、綾部市図書館から発行されている情報誌「ほんでほんで通信」を基に、毎週、新書やベス
トセラー、図書館のイベントなどを紹介。
放送日：毎週水曜日 16：30～16：50
第 1 週 「図書館のおすすめ本」
第２週 「図書館のランキング情報」
第３週 「新刊情報（子供の児童書・絵本）」
第４週 「来月のお話会」

【新番組：ミュージック BOX】
平日９時から１０時、１１時から１２時、１４時３０分から１６時、１９時から２０時の放送は、
リスナーの生活時間に合わせた音楽をノンストップで紹介。
放送日：平日（月曜日-金曜日）
9:00-10:00 70 年代の洋楽
11:00-12:00 演歌・歌謡曲
14:30-16:00/19:00-20:00 J-POP・洋楽
【第 34 期市民パーソナリティ】
エフエムあやべは、市民の方の放送参加を放送方針のひとつにし、市民の方にパーソナリティ体験をしてい
ただく「市民パーソナリティ登場！いかる倶楽部」の第 34 期市民パーソナリティを募集。今回は 7 組の応
募があり、4 月より 28 組が放送している。
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第 1 土曜 9:30 山本静子さん/フルーツガーデン…福知山市のボランティア団体や合唱クラブで活動。
（福知山市在住）
第 1 土曜 12:00 四方幹雄さん/榊原栄作のふるさと大好き…綾部市出身で、現在は伊丹市在住。
放送日には里帰りして市民パーソナリティをする。あやべ特別市民。（伊丹市在住）
第 1 土曜 12:30 村上晴惠さん/リバイバル～あの頃のままで～…フォークソングを中心に青春時代を
思い出す音楽を放送。（福知山市在住）
第 2 土曜 11:00 平田佳宏さん/どうする？カミャータ手探り暮らし…大阪で大手広告会社勤務のサ
ラリーマンから一転、昨年綾部へ移住し、農業をスタート。（綾部市在住）
第 3 土曜 9:30 岡田寿泰さん/団塊の世代の思い…福知山市でボランティア活動に従事。環境問
題に興味あり。（福知山市在住）
第 3 土曜 12:00 松崎康さん/Tout pour la musique…長年、フランスやスペインなどヨーロッパに
在住し、現在は舞鶴市役所の国際交流に従事。（舞鶴市在住）
第 3 土曜 12:30 加藤好雄・エリック/Laboratory Café…現在、成美大学で教鞭を取っていて、4
月から福知山公立大学教員の予定。大学の紹介や研究分野の紹介。（福知山市在住）
第 4 土曜 12:30 加藤英雄さん/ぽわ～ん・ピポで癒しをあなたに…ノコギリ演奏家。市内での演奏活
動や地域イベントの紹介。（福知山市在住）

４月から５月までの放送内容について
【綾部市天文館パオ・FM いかる共同キャンペーン ディスカバーイカル】
今年で８年目になったディスカバーイカルキャンペーンは、綾部の自然を再認識することを目的とし、綾部
市の鳥であり、ステーションネームにも使われている鳥、イカルを探す共同キャンペーンを実施。今年も、電
話や来局、天文館パオに目撃情報が寄せられた。また４月５日（火）に綾部八幡宮で実施した「イカ
ル発見ツアー」は２０人ほどの参加があった。今年の発見ツアーでは、容易にイカルの姿を見ることが出来
なかったが、最終的に鳴き声もイカルの姿も聞くことが出来た。
【あやべ丹の国まつり特別番組】
特別番組用サテライトブースを制作。当日、バックパネルとカウンターを設置し、丹の国まつりのイベントと
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一体となった放送を行った。
放送日：４月２９日（金）１０：００～１５：００
出演者：（パーソナリティ）三嶋久実（リポーター）光枝明日香・村上真奈
（企画・構成・ディレクション・技術）真下加奈子
【特別番組：おかあさん】
市民の皆さんからおかあさんの作文を募集し、お母さんへありがとうの気持ちを伝える特別番組「おかあさ
ん」を５月８日に放送。これまで同様に綾部市自治会連合会、綾部市公民館連絡協議会、あやべ市
民新聞の３団体に後援をいただき、市民から広く作文を募集した。今回は、４歳から９２歳まで１１
通の作文の応募を頂き、応募いただいた作品はすべて放送した。また、今回は初めて西八田・東八田幼
稚園にご協力いただき、園児 21 人からかわいい作文も寄せられた。応募された作品は京綾部ホテル、あ
やべ温泉、綾部特産館、サンホテル、水夢に掲示。
放送日：５月８日（日）１２：００～１４：００
出演者：（パーソナリティ）三嶋久実・村上真奈 （企画・構成・ディレクション）真下加奈子
審査員：川端勇夫氏（綾部市自治会連合会会長）・森貢氏（綾部市公民館連絡協議会会
長）・細見仁史氏（あやべ市民新聞社取締役・編集委員）・井関悟（エフエムあやべ代表取締役社
長）

【特別番組：丹後天酒まつり in 若宮酒造】
5 月 28 日（土）、29 日（日）の二日間、中丹、丹後の酒蔵 9 か所で第 3 回「丹後天酒まつり」が
開催された。普段は立ち入れない蔵の見学と当日限定の特別なお酒が提供される人気のイベント。FM
いかるでは、綾部の唯一の酒蔵「若宮酒造」から生放送を行った。また、会場の PA や司会を担当した。
放送日時：5 月 28 日（土）14:00～15:00

３月～５月の主な取材・中継先
2016 年３日 26 日～５月 31 日 取材１２件

2016.５.31.現在

取材１０件
放送日時

取材日

放送内容

担当

4 月６日（火）

４月５日（火）

ディスカバーイカルツアー

三嶋

４月２１日（木）

４月１７日（日）

第 64 回四都市体育大会春季大会 結団式

真下

４月２７日（水）

４月２４日（日）

由良川クリーン作戦

光枝

４月２８日（木）

４月２７日（水）

綾部市の熊本地震対応 給水車と職員を派遣

三嶋
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５月２日（月）

５月１日（日）

第 87 回綾部市民メーデー

三嶋

5 月２０日（金）

５月１３日（金）

水無月まつりポスター原画

三嶋

５月２０日（金）

５月１３日（金）

ワークショップサクラティエ

三嶋

５月２３日（月）

５月２０日（金）

中丹支援学校小学部 模型電 乗車体験

真下

５月２７日（金）

５月２１日（土）

春のバラまつり

真下

５月３０日（月）

５月１３日（金）

協同組合日東協力会 創立６０周年記念式典

真下

中継 2 件
放送日時

放送内容

担当

4 月２６日（火）

スイーツ店オープン（シェ・ノーリ）

三嶋

５月２５日（水）

2016 いきいきわくわく綾部市チャレンジウィーク

真下

６月から７月の放送内容について
【６月定例市議会放送】
６月２１日（火）に行われる平成２８年度綾部市６月定例市議会を放送予定。
放送日：６月２５日（土）１３：００～１７：００
【第９８回全国高校野球選手権京都大会 取材中継】
京都府内の全高校の試合結果を伝える。綾部高校の試合は現地から生中継を予定。（京都府高野
連、朝日新聞と調整）
京都大会：７月９日（土）より１５日間 わかさスタジアム・太陽が丘・あやべ球場
【あやべ水無月まつり特別番組】
ＦＭいかるアマチュア無線クラブのメンバーが市内各地から交通情報を収集し、生の交通情報をリアルタ
イムで伝える。災害時の放送訓練も兼ねている。
放送日：７月２３日（土）１６：００～２２：００

ラジオ受信環境改善キャンペーン
昨年、旧村部の情報伝達網であったオフトーク通信が終了。終了に伴い、FM いかるは今年 2 か所に中
継所を建設する計画である。コミュニティ放送局の出力の上限 20W では、ラジオを受信する工夫が必要
なことから、今回、総務省の情報伝達通信月間に合わせて、ラジオの受信環境を改善するキャンペーン
6

を実施。5 月 21 日から始まった春のバラまつり会場では、ラジオ受信相談のほか、簡易アンテナの配布や
特別番組「FM いかるは聴こえますか？ラジオの受信対策 in 春のバラまつり会場」を放送した。キャンペー
ン中は、FM いかる受信アドバイザーとして FM いかるアマチュア無線クラブに協力いただき、電波の専門知
識を持った受信アドバイザーが個別に訪問する。
放送日：5 月 29 日（日）
放送時間：第 1 部 11:00～12:00 第 2 部 13:00～15：00
出演者：（パーソナリティ）下田えつ子・三嶋久実
ゲスト：FM いかるアマチュア無線クラブ・グンゼ博物苑苑長 金野勝幸さん・綾茶 café 中田義孝さん・
あやべ特産館スタッフ・綾部バラ会管理本部長今村博樹さん

その他
【第１８回近畿コミュニティ放送賞】
第 18 回 JCBA 近畿コミュニティ放送賞は、4 月 28 日（木）京都市伏見区で行われた。FM いかるか
らは、情報・教養番組部門に番組「宮崎先生！教えて快眠ライフ」、娯楽番組部門「塩見直紀の田舎
で起業！」、特別番組部門には「市民に届け！5 年目を迎えた被災地の今」、CM 部門「ハラショー」、
CM ソング部門「あやべ桜が丘団地」、放送活動部門「よみがえる 85 年前の記憶～志賀郷村歌～」を
エントリーした。

最優秀賞
・放送活動部門「よみがえる 85 年前の記憶～志賀郷村歌～」
・CM 部門「ハラショー（原田商店）」

優秀賞
・特別番組部門：「市民に届け！5 年目を迎えた被災地の今」
＜講評＞
放送活動部門
・2 年をかけた丁寧な取材に驚愕するばかりだ。
・忘れられつつある地域の歴史を掘り返す意義のあるコミュニティ放送らしい活動。
CM 部門
・落語を CM にしたのが斬新で面白い。インパクトがある。
・何度聞いても楽しい作品。桂三扇さんの声も魅力がある。落語、効果音も含め、とてもすばらしい作品
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だと思う。
特別番組部門
・震災後、時間が経つにつれ支援が希薄になっていく中、変わらず被災地のために何かしようとされている
のが素晴らしい。被災地と綾部の懸け橋となっている。
・東日本大震災の現状を発信し続けている姿勢、またその取り組みを新聞媒体などでも知らしめている
計画性が勉強になる。気仙沼市の震災追悼式の中継も評価したい。

＜第１議事＞
・外国人指導助手による番組「Leggo My Eigo」は、生の英語に触れる機会ができ貴重だと
思う。また外国人の二人が掛け合いで話すという企画がユニークだ。
・英語の番組「Leggo My Eigo」はヒアリング力を高める上で、良い機会となる。
・新人パーソナリティを採用したことにより番組の幅が広がると思う。
・新番組「昭和歌のアルバム」は昭和に流行った演歌、歌謡曲を聴くことが出来、音楽を
聴くだけでその当時を思い出す。
・奈良の金峯山寺執行長を務めた田中利典コメンテーターの出演を楽しみにしている。
・毎週地域紙に番組予定が掲載されていて、必ずそれを確認し聞くようにしている。地域
紙とコミュニティ放送局の連携がすばらしい。
・市民がパーソナリティの体験ができる番組「市民パーソナリティいかる倶楽部」の応募
について、舞鶴や福知山からの参加が多いことが目立つ。→これまでに多くの綾部市民に
応募いただいた。近隣市のコミュニティ放送局では市民にパーソナリティ体験をしてもら
う番組がないため、他市からの応募が多いのだと思う。
＜第２議事＞＜第３議事＞
・市民の関心が高い市の問題や課題を取り上げてほしい。→報道機関の使命という点では
取材する必要性は感じている。現在、報道発表された情報は扱っているが、独自取材の放
送は行っていないが、検討したい。
＜第４議事＞
・ラジオ受信環境改善キャンペーンについて、市内各地で受信アドバイザーによる説明会
を設けてほしい。
・近畿コミュニティ放送賞で最優秀賞２点、優秀賞１点と見事な受賞だ。
・報道に関連した番組はないのか。放送記者はいるか。→報道は情報の裏付けをとってか
ら放送しているが、放送記者はいない。
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審議機関の答申又は改善意見に対してとった措置及びその年月日
該当事項無し
審議機関の答申又は意見を公表した場合におけるその公表内容、方法及び年月日
公表内容
第 83 回番組審議会審議概要
公表方法年月日
・ 会社（事務所）に備え置き 平成 28 年 6 月 6 日
・ ホームページ 平成 28 年 6 月 6 日
・ 放送番組で放送 平成 28 年 6 月 6 日（番組名：月日星通信）
その他参考と事項
該当無し
平成 28 年 6 月 3 日
上記のとおり相違ないことを確認する。
第 83 回番組審議会議事録署名委員
荻野 あゆみ 印
高澤 弘明 印
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