第 103 回番組審議会

第 103 回番組審議会議事録
開催年月日：令和 3 年 3 月 25 日（木）15 時 30 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／白子あゆみ／草刈正年／松井浩／岡垣美樹／山城睦子
欠席委員の氏名
朝倉正道
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
社長付総務課 真下加奈子
総合制作課 光枝明日香

議題
1. 開会
2. 秋の番組改編
3. 7 月～9 月の番組内容について
4. 10 月～12 月の番組予定について
5. 閉会

2020 年 10 月～12 月の放送内容について
◆ COOL CHOICE関連番組
COOL CHOICEは、環境省がクールビズやウォームビズなど身近なことから私たちが地球温
暖化対策に取り組むことで、賢い選択「COOL CHOICE」をして日常生活を育んでいこうと
いうものです。また、2020年10月、日本は2050年までに、温室効果ガスの排出をゼロに
する脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。
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① 番組：「館長と、星と環境について考えよう」
放送内容：月1回天文館大槻直樹館長による小学生向けの星と環境の番組。
9月「光害-ひかりがい-について」
10月「光害-ひかりがい-の対策ついて」
11月「地球という星の環境について」
12月「地球という星の歴史の中での今の状態」
1月「宇宙の中の小さな星という観点から考える地球」
放送日時：2020年9月11日-2021年1月15日・毎月第2金曜日 16:30-16:45
② 番組：「天文館パオで作って遊ぼう」
放送内容：綾部市天文館パオでは毎月、環境子ども工作教室や自然体験教室、自然観
察会を実施しています。パオの工作教室を取材し、職員と来館者にインタビュー。
9月「自由工作・お月見うさぎのフォトフレーム」
10月「おもしろ科学おもちゃ工作・からくり工作(ハロウィーン・バーション)」
11月「おもしろ科学おもちゃ工作・電磁石で魚つり」
12月「自由工作・ツタと木の葉のリース」
1月「自由工作・本格派！和凧作り」
放送日時：2020年9月25日-2021年1月29日・毎月第4金曜日 16:30-16:45
③ 番組：「COOL CHOICE A to Z」
放送日時：2020年11月23日-2021年1月15日
半農半Xを提唱し、環境問題に取り組む福知山公立大学特任准教授 塩見直紀氏をス
ーパーアドバイザーに迎え、福知山公立大学2年 成瀬花音さんと三宅祐花さん、深川春
樹さん、京都工芸繊維大学3年 丸山琴音さん、大西勇気さん、山本佳依さん、吉田将
人さん、院生 中筋沙恵さんが地域の脱炭素社会や身近な地球温暖化防止に取り組み、
イキイキと暮らす中丹地域のみなさんを、AからZまで26のキーワードで紹介しました。ポッド
キャスト、冊子、チラシ、POPなどを作成。
◆ COOL CHOICE環境出前授業
放送日時︓1月26日 16:30-17:00
1月9日(土)、里町の綾部市天文館パオで開かれたサイエンス・エコ工作の模様を特別番
組として放送。当日は風をテーマに、綾部市環境市民会議の福井圭介会長が地球温暖
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化について講演。次に天文館パオ館長・大槻直樹さんによるかんたん科学実験ショーでは、
身近な風の不思議な仕組みをドライヤーと風船を使って実演。最後に、リサイクル工作を行
いました。

◆ あやべホットライン「糖尿病予防啓発」「腎臓病予防啓発」
放送番組：情報キャッチ︕とれたてワイド763
市立病院で行われている糖尿病予防教室と腎臓病予防教室がコロナ禍で開催できない
ため、ラジオで啓発したいとの申し出があり、医師、理学療法士、作業療法士、看護師、
薬剤師、管理栄養士が各4回シリーズで出演。
◇ 糖尿病予防啓発放送テーマ
11月5日：血糖値と食事
出演者：糖尿病内分泌内科専門医・日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート・大坂貴史
医師、栄養科 管理栄養士・宮崎順子さん、栄養科 管理栄養士・大槻彩さん
11月12日：お薬との付き合い方
出演者：糖尿病内分泌内科専門医健康スポーツ医・大坂貴史医師
薬剤師・大島辰也さん、薬剤師・塩見のぞみさん
11月19日：糖尿病と運動療法
出演者：糖尿病内分泌内科専門医健康スポーツ医・大坂貴史医師
リハビリテーション科 理学療法士・岡田貴文さん、リハビリテーション科 作業療法士・四方
肇さん
11月26日：足の大切さについて
出演者：糖尿病内分泌内科専門医健康スポーツ医・大坂貴史医師
看護師 京都府糖尿病療養指導士・高橋明子さん、看護師・中口千恵さん
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◇ 腎臓病予防啓発放送テーマ
12月15日：新たな国民病 慢性腎臓病について
出演者：泌尿器科医師 泌尿器科指導医 透析専門医・田原秀一医師
看護部 慢性腎臓病療養指導看護師・相根友美さん
12月17日：慢性腎臓病の症状について
出演者：泌尿器科医師 泌尿器科指導医 透析専門医：田原秀一医師
看護部 慢性腎臓病療養指導看護師・相根友美さん
12月22日：腎臓病の治療について
出演者：泌尿器科医師 泌尿器科指導医 透析専門医・田原秀一医師
看護部 慢性腎臓病療養指導看護師・相根友美さん
薬剤部 薬剤師 腎臓病療養指導士・太田翔一さん
栄養科 管理栄養士・宮崎順子さん
12月24日：腎臓病を予防するために日々の生活習慣が大切です
出演者：泌尿器科医師 泌尿器科指導医 透析専門医・田原秀一医師
看護部 慢性腎臓病療養指導看護師・相根友美さん
薬剤部 薬剤師 腎臓病療養指導士・太田翔一さん
栄養科 管理栄養士・宮崎順子さん
◆ 特別コーナー：子どもの職業体験「あやザニアVI」
放送日時：11月3日13:30 とれたてワイド763、11月16日17:30・19日17:30 イブ
ニング・アイ763
綾部商工会議所青年部が主催する小学生対象の職業体験「あやザニアIV」が11月3日、
西町アイタウンを中心に開催されました。FMいかるでは、レポーター体験とラジオ放送の体
験プログラムを企画。それぞれに小学生3人が参加しました。11月3日は、ラジオパーソナリ
ティを体験するグループの子どもたちが情報キャッチ！とれたてワイド763に生出演し、パーソ
ナリティの質問に答え、好きな曲を紹介するなどしました。11月16日はイブニング・アイ763
にてレポーター体験を、19日は3日にラジオ体験した模様を放送。
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◆ 特別コーナー：第42回「全日本中学生水の作文コンクール」
放送番組：情報キャッチ︕とれたてワイド763
放送日時：11月5日・6日 12:40
次代を担う中学生を対象に、水について理解を深め考える機会とする趣旨のもと、内閣官
房水循環政策本部主催「第42回全日本中学生水の作文コンクール」が実施され、上林
中学校1年・柏原葵さん、井上歩乃花さんの2作品が選ばれ、ご本人の朗読で放送。
全国最優秀賞

上林中学校1年

柏原葵さん

私が使っている水

京都府優秀賞

上林中学校1年

井上歩乃花さん

自然の恵みを世界中に

◆ 時代を担う高校生議会事前学習会
放送番組︓情報キャッチ︕とれたてワイド763
放送日時︓11月11日 12:40
綾部市議会は綾部市議会設立 70 周年記念事業として、12 月に開催する「次代を担う
高校生議会」に向けて、事前学習会「アニバーサリー講座」を綾部高校四尾山キャンパスで
実施。綾部高校 2 年生が参加し、荒木敏文議長をはじめ市議会議員が地方自治体の
役割や予算、税金、市議会の役割などを説明。番組ではグループワークを行った様子を放
送。

◆特別コーナー︓第29回 世界連邦推進綾部市小・中学生ポスター・作文コンクール
入賞作品
放送番組：情報キャッチ︕とれたてワイド763
放送日時：11月23日-11月27日 12:40
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地球市民の集い実行委員会主催「第29回世界連邦推進綾部市小・中学生作文コンク
ール」が開催され、今年は作文の部に2小学校と1中学校から60点の応募があり、6作品
が入賞。受賞された6作品すべてをご本人の朗読でお送りしました。
放送日

賞

学校

氏名

テーマ

11月23日(月)

最優秀

豊里中1年

至田湊美さん

生きること

11月2日(火)

優秀

豊里中1年

村上愛唯さん

海と共存していくために

11月25日(水)

優秀

豊里小5年

塩見燈弥さん

平和のために自分にできること

11月26日(木)

佳作

豊里中1年

大島歩未さん

あなたはどうする？

11月27日(金)

佳作

西八田小6年

田中健斗さん

海の大切さ

11月27日(金)

佳作

豊里小5年

門瑚夏さん

私の生活にとっての平和

◆ 特別番組：「綾部市議会12月定例会」
放送日時：12月12日 12:00-16:15
12月9日(水)の一般質問から、民政会・酒井裕史議員、創政会・柳原秀一議員、日本
共産党議員団・吉崎久議員、民政会・藤岡康治議員、心友会・塩見麻理子議員の質
問と答弁の模様を放送しました。
◆ Aカード会歳末感謝セール抽選会
放送番組：情報キャッチ︕とれたてワイド763
放送日時：12月23日 12:15
Aカード会と共同で行っている毎年恒例の抽選会。Aカード会の歳末感謝セールに応募され
た方に豪華商品が当たる抽選をFMいかるスタジオ前の屋外で行いました。
◆ 年末特別番組：「いかるオールリクエスト拡大版」
放送日時：12月28日 9:00-15:00
緊急事態宣言中に好評であったリクエスト番組を拡大版で放送。
オールジャンルでリクエストに応えるというコンセプトのもと、午前9時から6時間生放送しまし
た。あやべ温泉・永井晃社長、あやべ特産館・荒木善吾館長をゲストに迎え、1年の振り
返りと年末年始の営業案内などをうかがいました。
綾部ゆかりのミュージシャン、波多野鶴吉翁を歌った曲を作曲した堀内圭三さん、また綾部市
出身のYasさん(綾部市出身)も電話出演していただきました。
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◆第22回JCBA近畿オンライン放送賞
当初、綾部市で4月24日(金)に第22回JCBA近畿放送賞を予定していましたが、全国に
緊急事態宣言が発出され、11月20日(金)に延期。今回初めてZOOMによるリモートで
審査を行うことになりました。
放送賞は、番組、CM、および技術の質的向上を図り、コミュニティ放送活動のより一層の
発展を図ることを目的として、情報・教養番組部門、娯楽番組部門、特別番組部門、CM
部門、放送活動部門、パーソナリティ賞の6部門を設け審査を行い、表彰するものです。
放送活動部門には、外部審査員に「欽ちゃんのドンとやってみよう」や「オレたちひょうきん族」
などの番組を手がけたテレビディレクター・三宅圭介氏と大阪市立大学大学院客員教授・
桑田政美氏を迎え、近畿コミュニティラジオ局14局がリモートによる発表をし、加盟局26局
による審査が行われました。
FMいかるは放送活動部門で最優秀賞、CM部門で優秀賞を受賞しました。
日時︓11月20日(金)13:00-17:00
最優秀賞 放送活動部門「街角記者～地域ジャーナリズムへの挑戦～」
三宅恵介氏の講評︓放送意義、目的が明確化されている。
桑田政美氏の講評︓社員全員が記者ということは、コミュニティラジオ局ならではの取り組
み。
優秀賞 CM部門「ラーメン第一旭 正午時報CM」
◆ 世界連邦PR動画「未来へつなぐ平和都市 綾部」
1950年(昭和25年)10月14日に国内初の世界連邦都市宣言が綾部で行われてから
70周年を記念して、世界連邦の取り組みを映像化した「未来へつなぐ平和都市綾部」を
綾部市が公開。エフエムあやべが撮影と編集を行いました。
この動画は、京都広報賞 映像の部で府内1位の知事賞を受賞。
◆ FMいかるラジオ号外
2013年度から毎年発行しているクーポンチラシをあやべ市民新聞の折り込みで7800部発
行。今回は、新型コロナ禍で打撃を受けた飲食店16社を無料で掲載。ラジオ放送とチラシ
を連動させて放送しました。
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例年はB4サイズ・フルカラー・4ページで作成しているが、今年度はB4サイズ・フルカラー・2ペ
ージで発行。
◆ 年末年始放送の主な特別プログラム
【12/28(月)】
9:00-15:00 年末特別番組いかるオールリクエスト拡大版
緊急事態宣言中に好評であったリクエスト番組を拡大版で放送。
オールジャンルでリクエストに応えるというコンセプトのもと、午前9時から6時間生放送しまし
た。
15:00-17:00 洋楽メドレー
オールディーズや近年のヒットチューンなどの洋楽をメドレーで放送。
【12/29(火)】
10:00-12:00 犬飼新之介ピアノコンサート(9月20日の再放送)
ベートーヴェン生誕250年を記念し福知山サンホテル内の扇ホールにて開催された国際派
ピアニスト・犬飼新之介ピアノ・サロンコンサートの模様を放送。
12:00-15:00 探偵のおひるやすみ年末特別ver.2020〜コロナに負けるな！大学
生の本音ぶっちゃけます！〜
2019年10月から、福知山公立大学の学生が番組制作・出演する番組「探偵のおひるや
すみ」を、毎月第1、第3、第5土曜の12時30分から放送。
京都府北部唯一の大学で、学生が何を学び、どのような思いで活動しているのかを発信し
ています。昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国の大学で入学式が中止、
大学生の授業が対面方式からオンライン方式に変わるなど、教育現場では大きな変化を余
儀なくされました。年末特別番組では、オンライン授業やオンライン学祭など、新しいスタイル
の大学生活について、コロナ禍における心境を語りました。また「男だらけの反省会」と「探偵
のおひるごはん」、「探偵の依頼調査」など、新規の企画などを盛り込み放送。
15:00-17:00 こんにちはシルバーさん2020年総集編
シルバー人材センターの会員や仕事内容を紹介する番組の総集編。
◇ 出演者
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1月出演：四方敏行さん/2月出演：大島節代さん/3月出演：赤井由三郎さん/4月出演：山田富子さ
ん/5月出演：森方亨さん/6月出演：宮﨑仁さん/7月出演：長澤直男さん/8月出演：佐々木伸さん・
西村歳壽さん/9月出演：山﨑賢治さん/10月出演：川北博子さん/11月出演：山下健悟さん/12月出
演：山本シヅ子さん

【12/30(水)】
10:00-12:00 昭和歌謡曲メドレー
いしだあゆみ、野口五郎、小柳ルミ子などの昭和歌謡の名曲をたっぷり放送。
12:00-14:00 洋楽メドレー(再放送)
14:00-16:00 日本文学朗読の世界スペシャル ①
平日月曜日から金曜日の朝・夕2回10分ずつ放送している「朗読の世界」で紹介している日
本文学の作品を一度で聞いて頂けるように再編成し放送。子どもたちにも親しみやすい作品
などわかりやすいものを中心に選びました。
パーソナリティ：井野鈴子
放送作品：宮沢賢治/注文の多い料理店・有島武郎/小さき者へ・新美南吉/ごんぎつね・
樋口一葉/わかれ道
16:00-16:30 全日本中学生水の作文コンクール(11/5・6に放送したものを再編成)
次代を担う中学生を対象に、水について理解を深め、考える機会とする趣旨のもと内閣官
房水循環政策本部主催「第42回全日本中学生水の作文コンクール」が実施され、上林
中学校の生徒2名の作文が選ばれました。
ご本人の朗読で放送。
【12/31(木)】
10:00-12:00 演歌メドレー
美川憲一、五木ひろし、都はるみなど演歌の名曲をたっぷり放送。
12:00-14:00 2020年アーティスト追悼番組
2020年に逝去された作曲家の筒美京平、作詞・作曲家の中村泰二、作詞家のなかにし
礼が生み出したヒット曲を放送。
14:00-16:00 日本文学朗読の世界スペシャル ②
放送作品：夏目漱石/こころ・中勘助/銀の匙・小川未明/時計のない村・芥川龍之介/杜
子春
16:00-16:30 水の作文(再放送)
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【1/1(金)】
9:00-10:00 ラジオ年賀状2021
54の企業・団体から届いた声による年賀状を放送しました。挨拶文は企業や団体代表者、
FMいかるパーソナリティが代読。
10:00-12:00 FMいかる元旦スペシャル(パーソナリティ：井関悟・酒井紀子)
FMいかるの放送事始め。山崎市長の年頭の挨拶、あやべ温泉・今川総支配人の電話出演。
この他に、あやバスの運行状況、年始の診療案内、ニュースや天気予報も放送。
12:00-14:00 昭和歌謡曲メドレー(再放送)
14:00-17:00 特別番組「次代を担う高校生議会」
綾部市議会設立70周年記念事業として、12月16日に行われた市議会の模様を放送。当
日は綾部高校2年生のうち27名が参加し、代表10人がふるさと綾部への思いや将来像につ
いて発表しました。
◇ 登壇した生徒
2年1組：田畑颯真さん・妹尾南さん・大槻陽向さん・松井一朗さん・金田拓真さん
2年2組︓松浦妃音さん・大島太陽さん・齊藤萌那さん・吉田彩来さん・木村恭輔さん

【1/2(土)】
9:00-10:00 ラジオ年賀状2021(再放送)
10:00-12:00 2020年アーティスト追悼番組(再放送)
12:00-14:00 日本文学朗読の世界スペシャル ①(再放送)
14:00-16:00 演歌メドレー(再放送)
16:00-17:00 特別番組「市民憲章研修会」
綾部市市民憲章は令和6年度に制定50年を迎えます。2020年11月22日、市民センターに
おいて、綾部市市民憲章推進協議会 会員向け研修会が開催され前会長の平野正明さんが
綾部市市民憲章推進協議会の成り立ちを講演。その模様を放送しました。
【1/3(日)】
9:00-10:00 ラジオ年賀状2021(再放送)
12:00-14:00 日本文学朗読の世界スペシャル ②(再放送)
14:00-16:00 こんにちはシルバーさん2020年総集編(再放送)
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16:00-17:00 市民憲章研修会(再放送)

2021 年 1 月～3 月の放送内容について
◆ 新番組：白井雄樹のファーストダウン
放送日時：1月20日(水)16:30より毎週水曜日放送中/再放送：毎週日曜日11:00
カット野菜、サラダの工場・ファーストダウン白井雄樹社長自らがパーソナリティを務める30分
のトーク番組。「食を通じて、綾部のみなさんと輪を広げていきたい」との思いで、綾部の経営
者を中心にゲストを迎えて対談形式で放送しています。
パーソナリティ：白井雄樹社長・下田えつ子
[ 1月から3月のゲスト ]
1月：原田商店・原田直紀さん
2月：アカツキ製作所・小寺建樹さん/PEDAL・平野孝さん/ひと粒・由良修一さん/株式会社アイ
エス・井田新一さん
3月：浅巻建設・浅巻礼さん/緑土・永井晃さん/あやべ市民新聞社・高崎健太さん・山崎善也綾
部市長/正暦寺・玉川弘信住職

白井雄樹代表取締役社長とファーストダウンについて
株式会社ファーストダウン京都綾部工場は、今年夏の操業を目指し、正社員、パートの積極
的な採用を考えておられ、綾部での雇用促進、経済の活性化が期待されます。白井社長は
現在34歳。九州で操業して4年という若手経営者。
社名の「ファーストダウン」は、アメフト経験がある白井社長により、アメフトでの1回目の攻撃、
最初の一歩の思いが込められています。
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◆ 特別コーナー︓中学生の税についての作文
放送番組︓情報キャッチ！とれたてワイド763
放送日時：1月25日-29日 12:40
国税庁と全国納税貯蓄組合連合会共催の「中学生の税についての作文」は毎年、租税
教育推進の一環として、税への関心を持ってもらうことと、税について正しい理解を深めるこ
とを目的に、全国の中学生から「税についての作文」を募集しています。令和2年度は全国
の4,877校から313,725数の応募がありました。
FMいかるでは毎年、税の作文の受賞作品を紹介しており、今年も受賞された中学生の作
文をご本人の朗読と一部パーソナリティによる代読で放送、今年は綾部中学校生徒が国
税庁長官賞を受賞。
放送日

賞

学校

氏名

テーマ

1 月 25 日(月)

国税庁長官賞

綾部市立綾部中学校

村上優さん

兄は支えられている

1 月 25 日(月)

全国納税貯蓄組合連合会会長賞

福知山高等学校附属中学校

辰巳讃良さん

納税という社会貢献

1 月 26 日(火)

京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞

福知山市立成和中学校

森川彩恵さん

税金を考える

1 月 26 日(火)

京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞

福知山高等学校附属中学校

廣瀬仁輝さん

僕が受けてきた恩恵

1 月 27 日(水)

福知山税務署長賞

福知山市立桃映中学校

大隅一那さん

税とたくさんの方々に感謝して

1 月 27 日(水)

福知山税務署長賞

福知山市立成和中学校

長岡詩音さん

大切に。大切に。

1 月 27 日(水)

京都府中丹広域振興局長賞

福知山市立成和中学校

髙見和佳奈さん

税金のありがたみ

1 月 28 日(木)

福知山市長賞

福知山高等学校附属中学校

桐村博真さん

水害と税

1 月 28 日(木)

綾部市長賞

綾部市立綾部中学校

小林穂峰さん

たばこ税の在り方

1 月 29 日(金)

近畿税理士会福知山支部支部長賞

綾部市立綾部中学校

松本杏奈さん

社会保険都税

1 月 29 日(金)

福知山納税協会長賞

福知山市立大江中学校

迫田琉蓮さん

八と十の差

綾部中学校での表彰式
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◆ すこやかタイム
放送番組：情報キャッチ！とれたてワイド763
放送日時：2月3日・2月10日 12:20
市民に関心の高い健康情報を放送する「すこやかタイム」では、「花粉症」をテーマに2週に
渡って放送。
出演：京都府立医科大学・耳鼻咽喉科頭頸部外科学教室の安田誠先生
[テーマ]
2月 3日(水) 第1回：今年の花粉飛散予測について
2月10日(水) 第2回：花粉症の予防と対策について
◆ 特別コーナー︓障害者週間 体験作文コンクール
放送番組：情報キャッチ！とれたてワイド763
放送日：2月12日 12:20
京都府は障害に関する正しい理解を深め障害者福祉の輪を広げる目的で、昨年12月3
日から9日の「障害者週間」にあわせ、啓発ポスター及び体験作文コンクールを実施しました。
体験作文の部・京都府最優秀作品に、綾部小学校6年生・小畑智啓くんが書いた「伯父
さんからのプレゼント」が選ばれ、本人の朗読で紹介しました。

◆ 特別コーナー︓あやちゃん健康ポイント抽選会
放送番組：情報キャッチ！とれたてワイド763
放送日時：2月19日 12:20
あやちゃん健康ポイント事業は、各種健康診査の受診、教室や社会参加、健康イベントに
参加した20歳以上の綾部市在住、在勤、在学の人が目標の設定と実践でポイントをため、
たまったポイントは賞品と交換や抽選に応募して賞品が当たる取り組みです。抽選会は例
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年、保健福祉センターで実施されていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、保健推進課より依頼がありラジオで初めて抽選会を行いました。
◆ 特別番組︓日曜議会
放送日時︓3 月 13 日 13:00 / 再放送︓3 月 21 日 13:00
3 月 7 日に行われた令和 3 年 3 月綾部市議会定例会の代表質問を放送しました。
日本共産党議員団・井田佳代子議員
民生会・安藤和明議員
創政会・高橋輝議員
◆ 特別番組︓３１１防災リレートーク『東日本大震災から１０年の記憶』
放送日時︓3 月 11 日 14:00
京都府にあるコミュニティFM放送局９局合同企画の防災番組。各局が東日本大震災を振
り返り、各地域での災害への備えもレポートしました。
京都府のコミュニティFM局、FMたんご、FMまいづる、FM丹波、RADIOMIX

KYOTO、京

都三条ラジオカフェ、FM845、FMうじ、FMおとくに、そしてFMいかる、７局のスタジオを
ZOOMミーティングで繋ぎ、リレー形式で放送(同時生放送はFMたんご以外の6局)
◆ 特別番組︓KIZUNA STATION
放送日時︓3 月 11 日 13:00-14:00 / 15:00-17:00
ミュージックバード制作の特別番組「KIZUNA STATION」を放送。
ミュージックバードは、2019 年まで毎年、岩手県、宮城県、福島県のコミュニティ FM 局と
協力し、現地から復興を目指す東北の状況を伝え、東日本大震災から学んだ自然災害
への教訓を伝えてきました。震災発生から 10 年となる今年は、これまで取材してきた方々を
リモートでつなぎ、この 10 年を振り返り、そして今後の 10 年を一緒に考えてきました。
13:00「自然災害の猛威はこれからどうなる?!」
15:00「これからの 10 年で日本は、世界はどう変わるべきか︖」
16:00「未来への希望を歌にこめて」SACHA KNITZ（岩沢幸矢・杉真理・鈴木雄大・
平澤成基・遠藤響子）による LIVE 演奏を放送。
◆ デジタル録音図書DAISY
「第6期綾部市障害福祉計画及び第2期綾部市障害児福祉計画」「第4期綾部市障害者計画」
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綾部市が策定する、「第6期綾部市障害福祉計画及び第2期綾部市障害児福祉計画」
と「第4期綾部市障害者計画」のデジタル音声図書を作成。
春の番組改編について
大きな変更はありません。
コーナー(リニューアル)
放送番組︓福知山情報発信館
放送時間︓毎週木曜 13:00 放送中
村上商事グループが情報発信する番組。
これまでは福知山中央セルフ(奇数週)とサンホテル(偶数週)の各スタジオから放送していま
したが、3 月より毎週サンホテルからの放送になりました。
その他
・計画停波
・防災ラジオの導入について
土砂災害警戒区域など災害リスクの高い区域に居住しており、避難情報の取得が困難な、
避難行動要支援者に対して、FM いかるの防災ラジオを綾部市が無償貸与することが決定
しました。この防災ラジオは、普段は、FM いかるや NHK、α ステーションなどを聴くことができ
ますが、緊急時には FM いかるの放送に自動的に切り替わり、緊急情報を流します。緊急
情報は自動的に録音され、聞き逃した場合でも繰り返し聴くことができます。また、ラジオの
電源が入っていなくても、緊急時には自動的に大音量でラジオのスイッチが入ります。さらに
緊急情報を受信したり停電時にはライトが点滅して知らせることができます。自動起動する
ラジオは自治会連合会単位で設定することが可能で、必要な情報を必要な地域に届けま
す。市では 600 台を整備して 4 月 15 日から受付を開始、6 月ごろに配布を計画していま
す。申し込みが多ければ、補正予算等で対応したいとのことですが、FM いかるでの販売も
行う予定です。
・福知山公立大学の学生 1 名をインターン採用して放送スタッフに加えます。若いパーソナリ
ティが加わることでイメージアップを行うとともに、インターンへの指導で現スタッフの放送技術
の向上にも役立てます。
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（第 1 議事）
・Cool Choice の番組を紹介する POP について、キャッチコピーがよく考えられていた。大
学生と共同で番組を制作することは、ラジオの未来を感じる。
・Cool Choice の番組を聴くことが出来る QR コード付冊子は活字と音声で環境の取り組み
を紹介でき、何度でも番組を聞き返すことができる。よく考えられたシステムだ。
・新番組「ファーストダウン」の白井雄樹さんは元気があって、聞いていて気持ちよい。
継続して放送してほしい。
（第 2 議事）
・インターン受け入れについて、他施設のインターン生とコラボをするなど、若い世代の
活躍に期待する。
・広域的な観点で FM いかるから大学へアプローチし、京都工芸繊維大学や公立大学などと
関わっていくことは大切だ。

（その他）
・家事や勉強をしながら聞くというラジオの特徴を生かした番組制作を検討してほしい。
・それぞれの番組時間帯を意識して放送してほしい。
・ラジコのようなシステムはあるのか。→JCBA で使用しているシステムを今後アプリとし
て活用していく。
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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 103 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 3 年 4 月 12 日
・ ホームページ 令和 3 年 4 月 12 日
・ 放送番組で放送 令和 3 年 4 月 12 日（番組名：月日星通信）
その他参考と事項
該当無し

令和 3 年 4 月 9 日
上記のとおり相違ないことを確認する。
第 103 回番組審議会議事録署名委員

松井 浩 印

白子 あゆみ 印
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