第 98 回番組審議会議事録
開催年月日：令和元年 6 月 26 日（水）10 時 00 分から
開催場所：西町アイタウンホール
出席状況
委員総数 7 名
出席委員数 7 名
出席委員の氏名
高崎忍／四方いし江／白子あゆみ／入澤久美子／草刈正年／松井浩／朝倉正道
放送事業者出席者
株式会社エフエムあやべ
総合制作課 井関悟 真下

加奈子

議題
1.

開会

2.

４月～６月の放送内容について

3.

７月～９月の放送内容について

4.

その他

5.

閉会

平成 31 年４月改編の概要
平成 27 年の聴取率調査では、FM いかるのメインリスナーは 60 代前半だったが、現在は 60 代後半～
70 代前半に移行している。特に夕方の番組のリスナーは、想定していた 30 代、40 代ではなく、60 代、
70 代が中心となっている。市民が地域のオリジナルニュースを求めており、夕方の番組は取材を重点に置
いた番組に変更。「とれたてワイド７６３」と「イブニング・アイ７６３」は放送時間を短縮し、大幅に番組
改編を行った。
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新番組
【新番組：イブニング・アイ７６３】
放送内容：FM いかるの街角記者が取材した綾部市の情報を、西町アイタウンにある FM いかるのスタ
ジオから毎日届ける「いかる街角ニュース」。この番組では、放送時間を 17 時から 19 時までの 2 時間に
短縮し、放送内容の充実を図っている。
放送日：平日月曜日～金曜日 17 時～19 時
パーソナリティ：（月曜日・木曜日）三嶋久実（水曜日）下田えつ子
（火曜日・金曜日）村上真奈

リニューアル
【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、コメンテーター澤田正一さんと田中利典さんが
加わり、放送内容の充実を図っている。放送時間を 30 分短縮。
放送時間：平日月曜日～金曜日 12:00～14:00

【番組：いかる歌のアルバム 763】
これまで昭和の演歌、歌謡曲を中心に放送していたが、元号が平成から令和に移り、放送曲の幅を広
げ、昭和から平成までの心に残る名曲を紹介することにした。想い出のアルバムをめくるように、昭和と平
成の時代を名曲と共に振り返る。聴取率調査の結果を踏まえ、30 分放送時間を拡大した。
放送日：平日月曜日～金曜日 10 時～11 時 30 分
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

7 月番組改編
今年も環境省の平成３１年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「地域と連携した CO２
排出削減促進事業」の採択を受け、CoolChoice 関連の番組を 7 月から開始する。
また、同じく 7 月から新番組「日本文学 朗読の世界」の放送を始める。この番組は、島崎藤村や森鴎
外、夏目漱石など日本文学の名作を朗読するもの。さらに、放送番組充実のため、あやべ市民新聞の
記事と広告をニュース形式で紹介する。
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【新番組：CoolChoice と私たちの暮らし】
放送内容：朝の通勤時間帯に、身近な環境問題を紹介して、Co2 削減に取り組むことがどのように市
民の生活に影響してくるのかを紹介する。
番組では、山崎市長を始めとして、市の担当職員、関係部署の職員や綾部市環境市民会議など多く
の市内の環境団体が週替わりで出演する予定。今年度は山崎市長の放送週では、令和元年から 5 年
間の計画で施行される「第 3 次綾部市環境基本計画」の内容を紹介する。
放送時間：平日月曜日～木曜日 7:30～7:35 （再放送 16:30～）

【新番組：cocon のおはよう CoolChoice 金曜日はガソリンスタンドから生放送】
放送内容：村上商事 福知山中央セルフ SS のガソリンスタンドにサテライトスタジオを設置して、金曜
日の午前 7 時 30 分からカーラジオで聴取している通勤時間帯に生放送を行う。ガソリンスタンドから生
放送するメリットを活かして、当日のガソリン価格を紹介しエコ運転を実践。また、リスナーの方に抽選でガ
ソリンプリペイドカードをプレゼントし、そのカードを使って何キロ走向できたかという実践リポートを番組で報
告する。今年度は、地元で若者に人気のご当地アイドル cocon を起用し、エコドライブの実践方法を PR
する。
放送時間：金曜日 7:30～7:35（再放送 16:30～）

【おじいちゃん、おばあちゃん、CoolChioce 知ってる？】
放送内容：綾部市老人福祉センター清山荘に来場している高齢者に対し、CoolChoice について質
問や感想などをインタビューして放送。また、綾部市シルバー人材センターで働く利用者にもインタビューを
行う。清山荘では、綾部市環境市民会議に協力いただき、8 月と 11 月に省エネやリフォームのメリットを
紹介する環境セミナーを開催し、公開放送も行う予定。
放送時間：平日月曜日～金曜日 10:30～10:35

【新番組：cocon の CoolChoice】
放送内容：2016 年に綾部青年会議所が有志で立ち上げたプロジェクトで誕生した 4 人組 cocon は、
繭のように市民に守り育てられ、現在は市民のアイド ルとして定着している。その cocon が、土曜日の朝
に放送する番組が「cocon の CoolChoice」。自分たちの活動報告や CoolChoice のテーマに沿った話
3

題を市民に提供して、さわやかに Co2 削減を訴える。
放送日：毎月第 4 土曜日 ※中学生であることを考慮して放送曜日変更の場合があり。
その他：彼女たち自身の声で CM を 14 本制作、７月から２月までの８ヶ月間、毎日ローテーションで 3
本放送。
CM 放送時間:1 日 3 回（8:58/13:58/17:58）

【環境子ども作品コンクールインタビュー】
放送内容：毎年全小学校で実施している「環境子ども作品コンクール」で、子どもたちのインタビューを放
送。小学生が環境について考えるきっかけをつくり、また保護者にもコンクールと CoolChoice の関係を理
解してもらう番組。
放送時間：平日月～金曜日 16:35～16:45※2020 年 1 月頃の放送予定

【新番組 日本文学 朗読の世界】
放送内容：島崎藤村、森鴎外、夏目漱石、宮崎賢治などの日本文学の名作を舞鶴市在住の井野
鈴子さんが朗読。また、放送 後には、視覚障害者の方にも楽しんで頂くため、番組を綾部市へ寄贈す
る予定。
放送時間：平日月曜日～金曜日 19:30～19:40

【コーナー：あやべ市民新聞ニュース】
放送日：火曜日 木曜日 金曜日
内容：週 3 回、昼番組「情報キャッチ！とれたてワイド７６３」内で市民新聞の記事をピックアップし放
送していたが、7 月以降、週 3 回の放送に加え、火曜日、木曜日、金曜日の朝の番組「おはようマイタウ
ン７６３」と夕方の番組「イブニング・アイ７６３」内で新聞に掲載されている記事と広告を原稿化し、
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放送する。

４月から６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】
2008 年から始ま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 18 日（木）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、イカルの姿も鳴き声も聞くことが出
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。丹の国まつりのイベントと一体となった放送を行った。
放送日：４月２９日（月）１０：００～１５：００
出演者：（パーソナリティ）酒井紀子・光枝明日香（リポーター）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：丹後天酒まつり in 若宮酒造】
5 月 25 日（土）、26 日（日）の二日間、中丹、丹後の酒蔵 9 か所で第 5 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 25 日（土）13:00～14:00

【ラジオ受信環境改善キャンペーン】
5 月 25 日「丹後天酒まつり」の会場で、FM いかるアマチュア無線クラブに協力いただき、ラジオ受信相談
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のほか、簡易アンテナの配布や特別番組を放送した。
放送日：5 月 25 日（土）10:00-10:30

4 月～6 月の主な取材・中継先
別紙参照

７月から９月の放送内容について
【６月定例市議会放送】
6 月 25 日（火）に行われた令和元年度綾部市６月定例市議会を放送予定。
放送日：6 月 29 日（土）9：30～13：00
【第 101 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 6 日（土）より 18 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 27 日（土）１６：００～２２：００

【第 45 回あやべ盆おどり大会＆第 5 回あやべ夏あかり】
毎年恒例の「あやべ盆おどり大会」と「あやべ夏あかり」が昨年同様、あやべグンゼスクエアで開催されます。
FM いかるは、８月 15 日（木）のあやべ盆おどり大会会場の音響を担当。

その他
【第 21 回近畿コミュニティ放送賞】
第 21 回 JCBA 近畿コミュニティ放送賞は、4 月 26 日（金）奈良市内で行われた。FM いかるからは、
情報・教養番組部門に番組「今日も賢い選択 おはよう COOl CHOICE！金曜日は福知山中央 SS
から生放送」、娯楽番組部門「市民パーソナリティ登場！いかる倶楽部「アクアマリンカフェ」 落語「死神」
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編」、特別番組部門には「パーキンソン病患者と家族会アヤベたんぽぽの会の記録『歩き始める』」、CM
部門「PPC 綾部卓球教室時報 CM インタビュー編」、放送活動部門「西日本豪雨災害報道と災害ボラ
ンティアセンター運営委員会の活動」、をエントリーした。

最優秀賞
・放送活動部門「西日本豪雨災害報道と災害ボランティアセンター運営委員会の活動」
・特別番組部門「パーキンソン病患者と家族会アヤベたんぽぽの会の記録『歩き始める』」

＜講評＞
放送活動部門
・地元メディアとして災害時の緊急報道の責任を十二分に果たし、行政や関連断たちとの連携も素晴ら
しい。
特別番組部門
・社会的マイノリティーに視点を当て、ジャーナリスティックな観点から広く紹介する企画力が素晴らしい。
（第 1 議事）
・放送内容の充実を図るため生放送の時間を短縮し、番組改編を行った。特に中高生は生
活スタイルの変化で、ラジオに接する機会が減っている。夕方のターゲット層を考慮され
たのは賢明だ。
・FM いかるの街角記者が毎日取材、放送する「いかる街度ニュース」の中で、オリンピッ
ク開催前にテロを想定した合同訓練の模様を放送した。市民の身近な問題として、綾部で
テロが起こる実感が湧かない。なぜ綾部で行うのか、もう少し突っ込んで取材してほしい。
また、放送テーマを見ただけで、取材内容が容易に浮かぶ。市民に身近な話題や関心のあ
るテーマを見極め、もっと市民心の動きや疑問に答えてほしい。
→今年 4 月から始めたばかりのため、現在も試行錯誤しながら取材、放送をしている。今
後、より取材テーマを増やし、市民が聞きたくなるような放送にしたい。
・市民は今どのようなことに関心があるのか、番組内で募集してはどうか。
・生放送で流すだけでなく、ポッドキャストでいつでも聞けるような仕組みを検討してほ
しい。→ホームページのリニューアルを検討している。
（第２議事）
・小学校、中学校、高校生活で、ラジオに触れる機会があれば、故郷教育に役立つ。
・高齢＝演歌・歌謡曲にはならない。年代の思い込みは取っ払い、選曲してほしい。
・今、聴いているリスナーを把握できないか。それを元に、リスナーとの双方向型のラジ
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オ番組をしてはどうか。→エフエム和歌山では、だれが今ラジオを聞いているかがわかる
アプリを開発している。しかし、それはネットユーザーであり、コミュニティ放送の目的
にあうものではない。私たちの放送はあくまでも地域の住民に対して行うもの。リスナー
との双方向は必要だが、ネットには頼らないようにしたい。
・インパクトのある CM が耳に残る。特に原田商店の「ハラショー」という文言。
・綾部市民の通勤スタイルを考慮して、１０分から１５分間隔で、情報を繰り返し放送し
てほしい。
・４月から「日本文学

朗読の世界」とう朗読番組が始まった。パーソナリティとして、

綾部で朗読指導をされている方も加えてほしい。
（第３議事）
・
「いかる街角ニュース」のニュースソースを得るために、各地域で情報提供してもらうボ
ランティアを募集してはどうか。
・インタビューや取材は、聞き手がかしこまりすぎると、放送に膨らみが出ず、面白さに
欠ける。普段通りで取材対応できるように技術をあげてほしい。
・曲を流すだけでなく、曲にまつわる話を紹介してもらったら、世代関わらず楽しめ、知
らない曲については勉強になる。
・
「いかる街角ニュース」の放送構成は、ニュースのストックが必要。テーマが２０～３０
あれば、より放送内容のバリエーションに富む。
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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 98 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 令和元年 8 月 16 日
・ ホームページ 令和元年 8 月 16 日
・ 放送番組で放送 令和元年 8 月 16 日（番組名：月日星通信）
その他参考と事項
該当無し

令和元年 8 月 19 日
上記のとおり相違ないことを確認する。
第 98 回番組審議会議事録署名委員
入澤久美子 印
四方いし江 印
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