
瑞穂ケーブルテレビ株式会社 

2021年度 第 14回番組審議委員会 議事録 

 

日時：2021年 12月 8日（水）18：00～18：45 

会場：寿し長（箱根ヶ崎 2323-3） 

 

【出席者】 

番組審議委員 ４名（敬称略） 

猪俣恒明（委員長）  

細渕浩昌 

石川 智   

目黒克己 

 

放送事業者側出席者 １２名 

 荻野喜美雄（取締役会長） 

楠見 裕（代表取締役） 

奥田貴哉（取締役） 

佐藤敏光（取締役） 

田中洋子（局長） 

石井明美（監査役） 

森田一法（制作課長） 

中村 晃（営業係長） 

高橋 寿（営業課） 

利根川滉平（営業課） 

福田直美（制作課） 

鹿島美保（制作課） 

 

【次第】 

1. 社長あいさつ 

2. 会長あいさつ 

3. 委員長あいさつ 

4. 出席者紹介 

5. 審議事項 

1）番組説明及びコロナ禍でのコミュニティ番組制作対応 

2）意見交換 

6. 瑞穂ケーブルテレビサービス内容説明 



1.瑞穂ケーブルテレビ社長挨拶（楠見社長） 

想定内ではありましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け番組制作を行う

上で大変な一年となりました。特に緊急事態宣言後は全てのイベントやサークル活動

等が中止となり取材が困難となる状況が続いていました。限られた取材本数の中で工

夫を凝らし、町の皆さんに楽しんで頂ける番組作りを心掛けてきました。緊急事態宣

言が解除され、少しだけ明るい兆しが見えてきました。今後も瑞穂ケーブルテレビ社

員が一丸となり必要な情報、新しい情報を発信して参りますので、今後も皆様のご指

導ご協力をお願いします。 

 

2.瑞穂ケーブルテレビ会長挨拶（荻野喜美雄） 

コロナ禍の状況の中でも経済を活性化するためには、極力企画した事は開催する事を

推奨しています。本日は皆様の忌憚のないご意見を期待しています。 

 

3.番組審議委員長（猪俣委員長） 

昨年から今年に掛けて、コロナ禍が大きく影響してしまいました。そのような状況下

で番組作りに苦労していることが感じ取れます。しかし、この苦労は無駄にはならな

いと信じていますので、町の皆さんに親しまれる番組作りをして、加入率が上がるこ

とを期待しています。 

審議委員として公平公正な立場で、時には厳しい意見を出しつつ今後も協力していき

ます。 

 

4.出席者紹介 

審議委員及び役員、社員の紹介。 

 

5.審議事項（新型コロナウィルス影響下でのコミュニティチャンネル）森田社員 

●接続世帯数：   4,373世帯 （加入率 31％） 

加入可能世帯数：14,089世帯  10月末現在 

●年間取材本数： 1033本（12月～11 月）  （前年同期 980本） 

 

以下の番組を、一部ＤＶＤを視聴しながら事業者が紹介した。 

*テーマ：コミチャンの主役は町民、「チャンネルを合わせれば瑞穂町が分かる」 

番組名 説明 DVD視聴 

生中継放送 

「町長選挙・開票速報」 

 

 

 

本年唯一の生中継。期日前投票を含めた出口調査を実

施、番組内で提示し説得力のある内容になった。又候

補者が弊社の当確判断により「バンザイ」を行う、信

頼性を得る事ができた。放送後視聴者からの様々な意

見を頂戴し、注目度の高さを再認識した 

○ 



営業紹介番組（15分） 

「みずほテレビ情報局」 

＊フレッシュみずほ代替番組 

10月より営業課主導の番組を開始、営業課社員が出演

し、地域密着を前面に出すことで営業獲得及び解約阻

止を目指す。YouTubeでの公開で未加入者へ訴求 

〇 

特別番組 

3 月「瑞穂町のオンライン学習」 

8 月「瑞穂町ワクチン接種事業」 

3 月「ケーブルテレビの番組制作」 

3 月「東日本大震災関連特別番組」 

8 月「瑞穂中学野球部特集」 

8 月「パラリンピック採火リレ

ーコメント」 

新型コロナウイルス感染症下で、コミチャンの存在意

義を再考、コロナ禍だからこそできる町の取組を追い

かけた特別番組を制作。制作社員それぞれが担当して

制作。 

〇 

東京オリンピック関連 

「聖火トーチキス」 

放送制限のある中、当時レギュラー番組の「フレッシ

ュ！みずほ」の速報性を活かし配信。 〇 

 

＊上記番組を VTR視聴し 

ご意見を頂戴 

 

＊以下レギュラー番組の紹介は書面のみ  

ニュース番組（15分） 

「フレッシュ！みずほ」 

（週更新 月・水・金） 

＊10月より休止中 

週 3回放送、速報性重視、可能な限り放送当日収録。 

ニュース以外に曜日毎のコーナー及び番組情報の提供 

 

広報番組（15分） 

「みずほニュース」 

（隔週更新） 

隔週木曜日更新、1 日 6 回放送、瑞穂町の広報番組。 

町の情報や行政情報を解かり易く放送。 

職員の出演で町民が親近感を持てる番組。 

 

週刊ニュース（30分） 

「のめっこ！みずほ」 

年間 450～500 ネタを取材、毎週 8～10 ネタで構成放送。 

ジャンルを問わず話題性・地域性のあるものをピックアップ。 

消防・警察コーナーを放送。 

 

情報番組（15分） 

「みずたま」（週更新） 

町内外のお出掛けスポットを中心に紹介する「マリっと

ごしょうかい！」のコーナーを中心とした番組。コロナ

禍で飲食店のテイクアウト応援企画を放送し、町民に寄

り添う番組を発信。 

 

舞台発表番組（60分） 

「ENGEI!」（週更新） 

町内で開催された演芸活動を極力ノーカット放送し好

評。コロナ禍ではボランティアセンターみずほの協力で、

町内団体による無観客演芸を収録、放送。 

 

散歩番組（30分） 

「ぶらり瑞穂の裏道」 

（週更新） 

12年目を迎えた長寿番組。町民の素の部分を大切に制作。

視聴率が高く、視聴者からの反響が大きい番組。緊急事

態宣言下では外出しない企画を放送、解除後はマスク着

用で通常収録を再開。 

 



イベント紹介番組（120 分） 

「ズームアップ！みずほ」 

（週更新） 

通常は町内で行われたコンサート・イベント・スポーツ

などを放送。コロナ禍でイベントの中止が相次ぎ更新が

困難になる状況になったが、町内の卒業式・入学式を放

送、自主取材による近隣地域ウォーキング番組を制作更

新していた。10 月よりイベントが戻り、町民出演の番組

を放送している。 

 

インタビュー番組（15分） 

「この人に聞く」（月更新） 

瑞穂町のトップランナーに仕事への情熱を聞きな

がら、個人の魅力に迫る番組。  

インタビュー番組（15分） 

「町長に聞く」 

（1.4.7.10月更新） 

「この人に聞く」の放送枠で 1 月・4 月・7 月・10 月に放

送。町政施策、今後の展望をわかり易く伝える番組。一

個人としての人柄も紹介＊コロナ禍でも協力頂いている 

 

子どもサイエンス番組（30 分） 

「科学で遊ぼう！」（月更新） 

 

町内の小学生が参加しながら科学について学ぶ「子供

向け」科学番組。毎回テーマを設け、子供達が興味を

持ってもらえる工夫をし、あすなろ児童館の協力で番

組更新をしている。 

 

健康促進番組（15分） 

「みずほきらめき体操」 

 

社会福祉施設「フラワープラム」の協力により 4月

～9 月放送実施。次年度も別の施設の協力のもと同

様番組制作予定。2020年に町の協力で制作の体操番

組も再放送し、在宅での健康促進を目指した。 

 

ドライブ番組（10分） 

「瑞穂の道」（月更新） 

瑞穂町の道路を走り、四季の変化を音楽と共にお届けす

る、ドライブ感覚でご覧いただける番組。  

風景番組 

「瑞穂の彩り」（5 分） 

（月更新） 

本年 4 月開始の新番組。 

４K カメラを使用、瑞穂町の四季の風景を中心に撮影。  

「瑞穂町議会一般質問」

（120分） 

議会開催の翌週月曜から放送 

1 日 2 名～3 名の一般質問の内容を放送  

 

＊以下は不定期の放送 

 

 

生中継放送 年間４～５回、イベントを中心に実施していますが、本

年はコロナ禍にあって、「町長選挙・開票速報」のみの実

施。 

 

スポーツ収録 

「スマイルカップ」 

 

11月開催ケーブルテレビ杯少年野球大会を収録。 

年明け 1/2より放送  



コンサート収録 

＊コロナ禍でイベント減少 

・瑞穂中学校吹奏楽部定期演奏会 

・瑞穂中学校・第２中学校合唱コンクール 

・小中音楽会 

 

他社制作番組 ・東海大学「知のコスモス」 

・石心会病院「みんなの健康塾ちゃんねる」 

・中央大学「知の回廊」 

・日本ケーブルテレビ連盟「けーぶるにっぽん」 

・入間ケーブルテレビグループ制作番組 

 

 

 

6.意見交換 （議事進行／猪俣委員長） 

委 員：コロナ禍の中で、番組を制作してきたことは素晴らしいことです。 

    特別番組に対し、一年後の状況を特別番組として放送して欲しいと思います。 

事業者：新型コロナウィルス対策会議については、取材を継続しているので、調整し

て番組制作を実施したいと思います。 

委 員：特別番組は価値があるので、できる限り取り組んで欲しいと考えます。 

委 員：スタッフが苦労して制作している様子が伺えます。 

    新しい番組は、何かテーマを決めた上で制作して欲しいです。 

    過去の番組も懐かしいと感じる視聴者がいるはずなので、情報として放送し

て欲しいと思います。  

事業者：現在、深夜の時間帯に放送をしています。また。「プレイバック！みずほ」で

も放送しています。 

委 員：コロナ禍でイベント等が中止となっている中ですが、速報性のある「フレッ

シュ！みずほ」が休止となっているのは残念です。  

事業者：社内で人員の異動があり、現時点では対応が難しいとの判断で休止していま

す。しかし次年度 4月より再開の予定で準備しています。  

委 員：選挙速報（生中継）での批判についてはどのようなものでしたか？ 

事業者：対立候補に関することや、出口調査の質問内容で要らない項目があったので

はないかとの意見がありました。 

    放送終了後は、概ね「良かった」との意見を頂きました。 

事業者：選挙で当選確実を出すには難しい判断がありますが、データに基づいた数字

から自信をもって 当確を判断しました。 

委 員：コロナ禍で駅伝競走大会が中止になったことは残念に思います。他地区から

も評判の良い大会となっているため、開催が望まれます。また、瑞穂町とし

ても、町を挙げて行う「町民運動会」が開催されない現状で、大きなスポー

ツイベントとして必要な大会となっています。 

事業者：町主催の駅伝競走大会に、町外の大学チームが出場するのはいかがなものか



と感じています。 

委 員：町内からも批判があります。始めた当初は「早く有名な大会にしたい」との

思いから大学チームの参加が始まったが、現在では町主体の大会として充分

盛り上がりを見せています。 

委 員：走るコースを変えてみるのもいいかもしれません。 

事業者：イベントを中止するのは簡単ですが、楽な方向に向いてしまうことなので、

更に工夫し、瑞穂町を盛り上げることを考えて欲しいと思います。 

委 員：今後も切磋琢磨しながら、良い番組を作り放送して欲しいと願っています。  

事業者：弊社は地域貢献が大前提です。一人でも多く町民の顔を放送に乗せて番組を

制作していきたいと思っています。 

事業者：今後も、有線と無線を融合し、場所や時間を選ばず、ケーブルテレビのサー

ビスを受けていただけるような環境作りを目指していきます。  

 

7. 瑞穂ケーブルテレビ新サービスの説明（中村社員） 

・ケーブルテレビの最大サービスはテレビ放送サービスです。アンテナ無しで安定し

た視聴ができます。また、幹線のひかり化で双方向サービスも充実しています。 

・地域 BWA（無線通信サービス）を町内２ヶ所に設置し、インターネット環境を提供

しています。有線、無線の選択ができ、特に集合住宅にお住まいの方にお勧めです。    

・工場生産のレタス販売について 

 東松山市に野菜工場を持ち、栄養価が高く、安全な野菜を提供しています。 

 定期配送も行っていますので、皆さんのご利用をお薦めしています。 

以上 

 


