
 

 

 

平成 27年 6月 22日 

総 務 大 臣  殿 

埼玉県入間市高倉５-17-27 

株式会社エフエム茶笛 

代表取締役社長 荻野喜美雄 
 

番組審議会議事録の提出について 

 

 標記について、放送法施行令第７条第３号の規定により、下記の書類を添えて

提出します。 

 

記 

 

番組審議会議事録(平成 27年 6月 19日開催) 

  



 

株式会社エフエム茶笛  

平成 27年度第 1回番組審議会議事録 

 

 

 

１．開催年月日：平成 27年 6月 19日（金）10時 00分～11時 00分 

 

 

２．開催場所  ：入間ケーブルテレビ株式会社 ３階 会議室 

 

 

３．委員の出席 

委員総数  ：6名 

出席委員数：6名 

出席委員  ：大山博（番組審議委員長） 水村雅啓 佐藤智  

 黒川進 飯島静江 若月真理子 

 

放送事業者側出席者：代表取締役社長 荻野 喜美雄 

専務取締役   東 たか子 

放送局次長    宮岡 洋明 

技術制作係長  秋山 知広 

 

 

４．議    題  ：番組の放送内容について 

 

 

５．議事概要 ： 

 

新任委員の挨拶、前回の審議会での審議機関の答申又は改善意見に対して 

とった措置に関する報告に続き、議題に沿って各委員お一人お一人の放送聴取

の感想・意見・疑問点などを挙げていただき、他の委員と意見を交わす形式に

て議事を進行、必要に応じて放送事業者側出席者が説明・ 回答しながら会を

進めた。 

 

 

  



 

６．審議内容 
 

委員長： 

これより各委員からご意見をいただきます。 

 

委員： 

熊谷地方気象台と電話を繋ぐ「気象台だより」のコーナーでは、天気や気象の話題に加え、3

月には地震防災について触れていて良いと思います。「体育館情報」のコーナーでは、普段利用

する機会がなくても、身近に感じるようになりました。土曜日と日曜日の番組改編では、土曜

日の「勝手にオールスターズ」「ガレッジセールのガレッジパーリー」、日曜日の「山本リンダ

のどうにもとまら Night」がスタートしていて、若い人にも充分に聴いてもらえる番組が増え

ましたのて定着してほしいです。 

 

委員： 

4 月の統一地方選挙の開票速報や、東日本大震災から 4 年に合わせた防災キャンペーンとい

った特別番組があり、特に防災特番は午前 11：30 からと午後 8：30 からの昼夜 2 回の放送で、

幅広い年齢層の多くの人に届いたと思います。「茶の花村の玉手箱」では、70 年前の 5 月に起

こった笹井空襲を採り上げていましたが、語り部の方が「毎年この時期にはこの話をしている

でしょ」と話していました。震災を体験している私たちは、それを語り継いでいかなくてはな

らないと感じましたので、日頃の防災の話題は引き続き継続をお願い致します。 

 

委員： 

 先日の地震の際には海外にいて、インターネットでＦＭチャッピーの放送を聴きたかったの

ですが、ネット環境が悪く聴くことが出来ませんでした。狭山市との防災協定について、現在、

進展はありますか。 

 

事業者： 

 所沢市は先日、市長がご出演されたばかりで、当社を向いていただくこともありますが、狭

山市行政の皆様は当社を向いてはいません。当社の自衛隊員との婚活イベントへの参加状況を

見ると、ＦＭでの告知に対して狭山市内からも大きな反応があります。防災を始めとした市民

への情報発信のツールとして、狭山市行政の皆様には関心を持っていただきたいところです。 

 

委員： 

 質問なんですが、以前にＦＭチャッピーのホームページで、「狭山市の情報はこれで終了…」

といった文言が見受けられましたが。 

 

事業者： 

 それは違います。当社と狭山市との防災協定締結終了の告知です。緊急災害時における緊急

放送の協定に加えて経営的なご支援のお願いを以前より再三お申し入れをさせていただいてお

りましたが、ご理解を得られる見込みが薄いため、自動継続とさせていただいていた狭山市と

の防災協定を、当社からの申し入れにより解消させていただきました。 



委員： 

 私も 2011 年の震災後に、青年会議所との防災協定の締結について、狭山市の防災課へ申し

入れをしたことがありましたが、あまり乗り気にはなっていただけませんでした。 

 

委員： 

 狭山市と防災協定を結ばないリスクはないのでしょうか。 

 

事業者： 

 当社としては、防災協定の締結と併せて平時より経営的なご支援をいただいている入間市と

の区別を明確にすることを大切に考えております。 

 

委員： 

 地震の際に私は遠出をしていたのですが、自分の町がどうなっているのか気になりました。 

 

事業者： 

 先日の地震の際には、生放送で即時対応をさせていただきました。 

 

委員： 

 外国人の方々については、日本語の分からない方々への災害時の放送体制はいかがでしょう。 

 

事業者： 

 外国語を話せるパーソナリティが常駐しておりませんので、緊急災害時においては入間市様

による割込み放送で対応をお願いさせていただきたいところです。 

 

委員： 

Ｊアラートでは、国民保護に関する情報、自然災害に関する情報が対象となっています。5

月には緊急地震速報を予定して訓練が行われたわけですが、その数日前には地震による大きな

揺れが起こり、実際に防災行政無線でもＪアラートの放送が流れました。コミュニティＦＭ局

でも通常の番組編成に割り込んでくることになりますが、そういった場合の放送体制はこれか

らどのようになっていきますか。 

 

事業者： 

 近隣では毛呂山町の当社グループＣＡＴＶ局「ゆずの里ケーブルテレビ」が、町の防災行政

無線と連動して対応しています。現在、当社の緊急割り込み放送は、プッシュ電話回線で暗証

番号を打ち込んで放送に割り込む形態を採用していますが、即時の対応においては不十分です。

放送の起動制御を行う自動制御装置ほか周辺機器の設備投資を進めますが、その前にＪアラー

ト、そしてＬアラートそれぞれについて、入間市様への協定を申し入れて進めてまいりたいと

思います。 

 

委員長： 

これにて議事を終了致します。 

（以上で議事終了）  



 

７．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 

   
審議機関の答申又は改善意見の内容 事業者による対応措置 対応措置の実行年月日 

Ｊアラートを始め、今後の緊急災害

時の放送体制について。 

入間市への協定の申し入れを予定。

自動起動装置の導入を検討。 

平成 27年度内 

 

 

８．審議機関の答申又は意見の概要を公表した場合におけるその公表の内容、  

方法及び年月日 
 

本議事録を、下記の日時、方法にて公表・閲覧可能と致します。 

・6月 25日より、弊社ホームページ（URL http://www.fmchappy.jp） にて掲載。 

 

 

９．その他の参考事項 

  
 委員へ放送事項別分類の番組統計を提出し、参照いただきながら会を進めました。 

以上 

 

 

  
社 名 株式会社エフエム茶笛 



別紙資料 
放送事項別分類の番組統計 

 

放送事項別分類の番組統計を番組審議機関へ報告し、ホームページ（URL http://www.fmchappy.jp/）

にて公表致します。 

 

ア 放送番組表（下半期報告対象：11月） 

 

 ※カッコ内は、放送の目的別種類と放送時間を表します。 

※「時」欄の数字は、各時刻の時を示し、何れも毎時 00分から 59分までを意味します。  

時 月 火 水 木 金 土 日

4

5
6

ザ・架け橋（娯楽27

分）（広告3分）

石巻ｱｰｶｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ（報道30分）

朝の朗読劇（娯楽27

分）（広告3分）

新刊ﾌﾞｯｸﾅﾋﾞ （娯楽

27分）（広告3分）

真剣勝負（広告3分）

（その他27分）

朝のクラシック（娯楽

27分）（広告3分）

おやこでわいわい

（広告3分）（その他

27分）

はづき（娯楽19分）

（広告3分）（その他5

分）

9 頑張るデイ（娯楽57

分）（広告3分）

10 被災地あれから3年

（その他27分）（広告

3分）

感謝のポスト（娯楽

27分）（広告3分）

12

次郎丸のHotひとい

き （娯楽27分）（広

告3分）

ママスマイル（娯楽

27分）（広告3分）

三味線放浪記（娯楽

22分）（広告3分）（そ

の他5分）

レディオラボ（娯楽27

分）（広告3分）

15 サタデーサテライト

（広告13分）（その他

47分）

落語の時間ですよ

（娯楽57分）（広告3

分）

17 ほのぼの朗読劇場

（娯楽27分）（広告3

分）
スマイルさん（娯楽

22分）（広告3分）（そ

の他5分）

勝手にオールスター

ズ（娯楽27分）（広告

3分）

ｴｸｾﾚﾝﾄｽﾏｲﾙ（娯楽

27分）（広告3分）

ﾋﾟﾝｸｽﾀｰﾗｲﾄ （娯楽） Comfortな時間（娯

楽）

ジンケトリオ（娯楽） 歌謡なう（娯楽27

分）（広告3分）

ときめき音楽館　（娯

楽30分）

元気が出るラジオ

（娯楽27分）（広告3

分）

石巻ｱｰｶｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ（報道30分）

ﾌｧｲﾝﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾜｰ

（娯楽27分）（広告3

分）

22 ミュージック・ソムリ

エ（娯楽57分）（広告

3分）

つちやﾘｭｰｽﾞﾊﾞｰ（娯

楽）

23 ロッキンスター（娯

楽）

ゴーゴージャンブル

チャンネル（娯楽）

ミッドナイトレディオ

（娯楽）

1
2
3

小計 24時間00分 24時間00分 24時間00分 24時間00分 24時間00分 24時間00分 24時間00分
合計

8 とれたてラジオ

（報道25分）（教育25分）（教養25分）（娯楽300分）（広告90分）（その他405分）

ぐるっと360度（教養

38分）（娯楽40分）

（広告12分）（その他

30分）

ミュージックラウンド

アバウト（娯楽）

スペース

オデッセイ（娯楽）

朝のクラシック　（娯楽）

元気はつらつ歌謡曲（娯楽） ゴールデン歌謡曲　（娯楽230分）（その他

10分）モーニングコミュニティ （娯楽275分）（広告25分）（その他300分）

7

11 月刊チャッピー増刊号（広告15分）（その他135分） おでかけ気分　（報

道5分）（教養24分）

（娯楽21分）（広告

12分）（その他58分）

チャッピーサンデー

（報道5分）（娯楽54

分）（広告18分）（そ

の他103分）

リメンバー・ミュージック（広告15分）（娯楽135分）

くらっしぃ～（報道25分）（教養135分）（娯楽160分）（広告90分）（その他490分）

13 杏奈カフェ（娯楽57

分）（広告3分）

14

アフタヌーンパラダイス　（娯楽550分）（広告50分）

16 Jスマイルライフ（教

養27分）（娯楽27

分）（広告6分）

発するＦＭ情報局

（娯楽9分）（広告6

分）（その他45分）

チャッピーアフター５　（報道20分）（娯楽160分）（広告48分）（その他252分） スマイルあっとカフェ

（報道5分）（娯楽40

分）（広告12分）（そ

の他63分）

サタデースーパーレ

ジェンド（娯楽49分）

（広告6分）（その他5

分）

18 歌めぐり街めぐり

（娯楽55分）（広告5

分）

19 TOKYO　LIVE（娯

楽）

エフビーアイ（その

他）

天然キラリ堂（娯楽） 歌の直行便

（娯楽30分）（広告

27分）（その他3分）

大人のパスポート

（娯楽）ポップス・リフレイン（娯楽）

21 ワッツジャズ?　（娯

楽）

セピア色の風 （娯

楽）

ナチュラルウーマン

（娯楽）

ブラスアワー（娯楽） ハートランド

ミュージック（娯楽）

20 月刊チャッピー増刊号（広告15分）（その他135分） サウンドオブオアシ

ス　（娯楽）

ザ・ナイト　（娯楽）

24 歌謡サプリ（娯楽） おしゃれナイト（娯

楽）

キャンパスホット

ウェーブ（娯楽）

ログ・キャビン（娯

楽）

メロータッチ（娯楽） 俊ちゃんの人生応援

歌（娯楽）

スペースオデッセイ（娯楽） まほろばｽﾃｰｼｮﾝ（娯

楽）

ターンテーブルの夜　（娯楽）

168時間00分



イ 放送の目的別種類による放送時間（下半期報告対象：11月） 

     

   

放送の目的別種類 1 週間の放送時間 比   率 備   考 

報 道 2 時間 25 分 1.44%   

教 育 0 時間 38 分 0.38%   

教 養 4 時間 39 分 2.77%   

娯 楽 112 時間 11 分 66.78% 音楽の他、映画、落語を含む。 

広 告 9 時間 19 分 5.55%   

その他 38 時間 48 分 23.10% 

生活情報、行政情報、タウン情報といった地域

情報全般、又は観光情報を含む。 

合 計 168 時間 00 分 100.00%   

 

 

 

ウ 他から供給を受ける放送番組の時間帯（下半期報告対象：11月） 

 

Ａ 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係る放送番組の記載 

供給者名 1 週間の放送時間 供給に関する協定の有無 

（ニュース）   0 時間 00 分   

  計 0 時間 00 分   

（ニュース以外の番組）       

㈱ミュージックバード   64 時間 00 分 なし 

㈱ユーズミュージック   5 時間 00 分 なし 

㈱ジェイクランプ   4 時間 00 分 なし 

㈱ラジオななお   1 時間 00 分 なし 

大和ラジオ放送㈱   1 時間 00 分 なし 

㈱エフエムむつ   1 時間 00 分 なし 

石巻アーカイブスプロジェクト   1 時間 00 分 なし 

沼田エフエム放送㈱   30 分 なし 

五郎音楽事務所   30 分 なし 

  計 78 時間 00 分   

合 計 78 時間 00 分（46.43%） 

 

 

 


