
【所属名：能生事務所 有線テレビ係】 

【会議名：平成 30年度第 1回放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会】 

会 議 録 
作成日 平成 30年 11月 28日 

日 平成 30年 11月 27日（火） 時間 13：20～14：40 場所 
能生生涯学習センター 

２階第１会議室 

件 

名 

議題⑴ 番組審議（公開） 

・放送番組「糸魚川市駅伝競走大会 生中継」について 

議題⑵ 施設運営（公開） 

    ・光電変換装置更新について 

出 

席 

者 

【出席者】 ４名 

 放送番組審議会・有線テレビジョン放送施設運営委員会委員 

  吉田委員、岡田委員、齋藤委員、橋立委員  

【事務局】 ７名 

  総務部 藤田部長  総務課 仲谷係長 

能生事務所 土田事務所長、橋立係長、磯谷主査、池亀主査、加藤主査 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 － 人 

会議要旨 

１ 開会（13：20） 土田事務所長 

 

２ 部長あいさつ 藤田総務部長 

 

３ 委員及び職員紹介 

 

４ 議事⑴ 番組審議 

・放送番組「糸魚川市駅伝競走大会 生中継」について 

【事務局】資料に基づき、放送番組「糸魚川市駅伝競走大会 生中継」について説明 

【出席者】意見等 

（放送全般について） 

委 員）今回の駅伝は、序盤から白タスキがでていたこともあり、選手が中継所に到着する時間

というか間隔が、放送を見てきた中では一番長かったと思う。今まで気にするような大

幅な間隔はなかったように思うが、今回、選手が到着した後次の選手が来るまでの間隔

が、全体を見て長く感じた。最初に到着した選手一人二人しか見られず、その後は見ら

れなかったことが残念だった。 

委 員）今の意見は今回の駅伝の特徴といえる。上位チームと下位チームのタイム差が大きいこ

とから中継所間の切り替えが早まってしまい、選手が次々にタスキリレーする場面があ

まり見ることができなかった。 

委 員）競走の生中継については、私が旧能生町役場総務課に在籍していた頃に始めており、あ

る程度の中継のやり方や機材については承知している。今回放送をじっくり見させてい

ただき、基本的なやり方は変わっていないと思うが、スタッフの数が増えたりするなど、



細かく放送されているなと思った。中継体制について具体的に教えていただきたい。 

事務局）中継班４班を第１～第４中継所まで一斉に配置する。１班はスタート直後、第 5 中継所

に移動する。以前は３班体制だったが、トップの選手を撮りこぼしたことがあったため、

現在は４班体制にしている。中継スタッフは、アナウンサー1 名、カメラマン 1 名、1

名はスタジオとの連絡係の３名。連絡係は、選手が中継車輌のモニターテレビを見に来

ることがあるため、人払いも兼ねている。スタジオでは、事務所長、係長の２名が、中

継映像の切替や中継班に指示をだしている。 

委 員）中継は能生事務所職員だけで行っているのか。 

事務局）今回は能生事務所職員のほか、過去に能生事務所で中継業務に従事した職員 1 名が含ま

れている。 

（実況アナウンスについて） 

委 員）能生事務所あげてという表現があったが、糸魚川、青海の職員の中にこういった職種に

長けている人がいれば応援していただきたいと思う。そうすることで一体感も生まれる。

糸魚川市の冠がつく大会なので、中継の人員配置も総合的に考えたほうがよろしいのか

なと思う。というのは、アナウンサー実況中にスタッフ間のやりとりが混ざることがあ

り、聞いていると心配になったりする。そういった意味での配置、人選について全体の

中でもっと応援してもらえれば、もっときれいに聞けると思った。 

委 員）非常に現場感あふれるというか、リアルタイムな中での中継なので大変だと思う。一つ

思ったのは、選手コールの情報はアナウンサーに届けられないのか。次に誰が来るかモ

ニターを見ながら実況している感じなので、選手コールの情報を入れれば、実況がより

うまくできるかなと思ったがどうだろうか。 

 事務局）現地では駅伝大会スタッフがコールするが、途中で順位が入れ替わることがある。状況

に応じて臨機応変に実況できればいいが、アナウンサーはテレビ係の職員以外は他部署

の職員のため、なかなか難しい。 

事務局）スタジオからは手前の中継地点の順位を情報として伝えているが、先が見えないレース

のため、事前の情報と共にリアルタイムの情報をアナウンサーには伝えるようにしてい

る。また、現場アナウンスについては、モニターを見ながら実況するよう指示している。 

委 員）チーム名や選手名を素早く実況出来ることは大変素晴らしいと思う。ただ、アナウンサ

ーの中には選手名のイントネーションに違和感を覚える方がいたのが気になった。 

事務局）アナウンス担当の職員は事前に打ち合わせをし、選手名やチーム名を確認しているが、 

    イントネーションについては確認しなかったので今後徹底していきたい。 

委 員）海洋高校のチーム名が難しい読み方なので分からなかった。それと、実況の中で選手を

紹介する場面で「○○区を勤めている」と言っていたが、駅伝の実況としては合わない

かなと思った。 

委 員）選手が長時間来ない間のつなぎ方、あれは大変に苦労していると思う。 

委 員）ゴールでは、優勝チームにインタビューしようとしたができなかった。 

事務局）事前にお願いしておいたが、選手がゴール周辺におらずできなかった。 

（カメラワーク、映像について） 

 委 員）映像ということで、専門的なテーマで難しいと思う。希望でもいいのでご意見いただき

たい。 



 委 員 選手が来ない間の時間、フォロー撮影用の小型カメラの映像を放送することは難しいか。 

事務局）２班追加し６班体制で中継すればできないことはないが、カメラ等の機材がない。 

委 員）ピクチャーインピクチャーはやめたのか。以前はやっていたと思うが機材上の理由でや

めたのか。 

事務局）駅伝中継のピクチャーインピクチャーは、メインの中継画面の端にワイプで別の中継映

像をいれるもので、やめた理由は２つある。ひとつは駅伝ダイジェスト番組をつくると

きにメインの選手が端に寄ってしまうこと、もうひとつは、２か所の中継地点を同時に

実況しなければならないため、有線テレビ係でない職員には対応できない。 

委 員）中継所間相互のカメラ切り替えはできないか。例えば、大平寺中継所は２チームしか映

らず、29チームが映らなかった。しかも、３位チームが来るまで５～６分かかっている。

この間、手前の上小見中継所の様子を放送できないものか。上小見中継所の撮影班は大

平寺中継所に映像が切り替わった後は移動しなくていいので、対応できるのではないか。 

 事務局）駅伝中継は当日の動きを想定して臨んでいるが、なかなか想定どおりにならない。ご意

見いただいた点について出来そうな場所といえば、終盤の上小見、大平寺の中継所くら

いになろうかと思う。今春の地区対抗駅伝においても選手が長時間来ない中継所があり、

間をつなぐのに苦労した。ふたを開けてみないとわからない所も正直ある。 

 委 員）スタジオにカメラ２台分の映像を同時にはあげることはできるか。 

 事務局）スタジオには、中継カメラ４台分の映像があがっているので切り替えしようと思えばで

きる。しかし、実況アナウンスが対応できない部分があるので今後検討する。 

委 員）カメラ設置場所を調整できないか。柱道中継所は坂を上りきった場所にあり、川詰中継

所はカーブを曲がり切った場所にある。この２か所の中継は選手が見えにくかった。 

委 員）中継所周辺の風景を映してもいいのではないか。周りには海や山があるので映し方を工

夫してもらいたい。 

委 員）カメラのピントが合っていないように見える映像があった。オートフォーカスで撮影し

ていないのか。 

事務局）オートフォーカスで撮影している。オートフォーカスでは被写体によってカメラが判断

を迷うことがあり、ピントがずれてしまうことがある。 

事務局）川詰は道路反対側に渡れない。現在の場所が撮影できるギリギリの場所。柱道は、中継

ケーブルが道路を横断することになるため、ケーブル再配線が必要。 

委 員）無線で中継はできないか。 

事務局）そうなると、中継車輌が必要。 

（その他） 

委 員）チーム紹介では各チームが創意工夫を凝らしていると思う。子供が出演したチームもい

て、結束というか、みんなで応援しようという意気込みが感じられるチーム紹介だった。 

 

５ 議事⑵ 放送施設運営 

・光電変換装置更新（V-ONU）について 

【事務局】V-ONUの更新について説明 

【出席者】意見等 

委 員）今年度、V-ONU を 1,000台購入とのことだが、全部を逐次交換するのか。 



事務局）年数を分けて全て交換する。 

委 員）今年 500台、来年 500台を交換し、残りは今後計画していくのか。 

事務局）全台数を一度に交換できないので、順次計画していく。 

事務局）現在、雷や停電が発生したときに V-ONUが故障し、テレビが映らなくなることがある。 

    故障の原因としては、経年変化によるものや今ほどお話ししたような外的要因がある。

故障については逐次対応しているが、発生したときの対応ではなくて計画的に交換しな

がら更新していく。現在使用している V-ONU は、交換後、予備機として再利用し、加入

者の皆様に不自由がないように対応するということで、計画的にやりながら全世帯を交

換していくことで考えている。 

委 員）今年の交換する場所は決まっているのか。 

事務局）交換場所については、ある程度エリアを決めなければならないため、現在精査している。 

委 員）交換にかかる費用負担はあるのか。 

事務局）利用者の皆様には、費用負担はない。 

委 員）今年の交換場所は精査中とのことだが、これから冬になるが雪が支障にならないか。 

事務局）屋外ケーブルはそのままだが、宅内にある端末を交換するため、家の中に入らせていた

だいて交換する。交換エリアについてはある程度考えているが、V-ONU の入荷時期をみ

ながら設定していく。 

委 員）4K8K放送が開始されたが、8K放送は新しい V-ONUでなければ見ることができないのか。 

事務局）8K放送の場合は、新しい V-ONUでなければ受信できない。 

事務局）8Kは衛星放送。どうしても今見たい場合は、テレビのほかにパラボラアンテナとチュー

ナーが必要。 

事務局）8Kテレビを購入し、自分でパラボラアンテナを設置すれば、即見ることができる。今回

更新する V-ONU は、将来的に 8K 放送を受信することを想定し選定した。なお、8K 放送

の開始時期については、利用者に格差がないよう、交換が全て完了した後と考えている。 

委 員）自主放送番組は 4K放送化するのか。 

事務局）4K放送はしない。今後、4Kカメラを導入して撮影することはあり得るが、放送システム

が対応していないし、改修費用もかなり高額。4Kシステムを導入したケーブルテレビ局

は、全国的に見ても聞いたことがない。 

事務局）地上波放送が 4K化しないとできない。地上波放送の 4K化はいつなるか分からない。 

    地上波放送を 4K 化してもテレビが変わらなければ受信できない。今は衛星対応の 4k・

8Kテレビで地上波は 2Kだけ。今回衛星 4K･8K放送が開始されるが、地上波の 4K対応テ

レビの開発は、10年先位のテレビ更新時期に合わせて国が考えていると思う。 

委 員）新型 V-ONUとテレビの接続方法はどうなるのか。 

事務局）現在使用している V-ONU は地上波と衛星を分けて出力している。新型は地上波と衛星が

混合して出力されるので端子が減っている。テレビとの接続は分配器を使用する。 

 

５ その他 

 委 員）平成 30年度の事業計画、運営計画、番組編成計画をまだ見ていないと思う。今年初めて

の委員会なので確認したい。 

 委 員）前回の委員会で平成 30年度編成計画は確認しているが、予算等の事業計画については確



認していない。 

 事務局）今回の資料に事業計画に関するものは添付していない。 

 事務局）今年度は国の補助採択を見込み、3 億円位かけて設備を更新する予算を組んでいたが、

全く採択されなかった。しかし、V-ONU の更新だけは急いで対応しなければならないの

で単費で実施する。来年度予算は現在編成中なので、次回委員会でお示しできると思う。 

 事務局）今年度の予算に関する資料をこれから準備する。 

委 員）地域情報チャンネルについてだが、文字サイズが大きいので調整できないか。 

 事務局）文字サイズはシステム上変更できない。今の文字サイズが最も小さい。 

 事務局）前回の委員会で、ニューストピックスを審議していただいた。審議の中で現場の音やイ

ンタビューを取り入れると楽しめるんじゃないかという要望があったので、早速入れる

ように努めている。また番組を見て感じることがあったらご意見をいただきたい。 

 委 員）資料の用意ができたようなので、事務局から説明があればお願いする。 

 事務局）今年度の予算について資料に基づき説明。 

 委 員）職員が 1名減となっているが、これは予算上の理由か。 

 事務局）本年度、有線テレビ係の職員 1 名分の予算は、糸魚川・青海地域の難視聴施設も対応し

ているので一般会計でみている。また、国の補助採択を見込んだ 3 億円位の事業費は、

市全体として整備するため一般会計で計画した。結果は、先程お話ししたとおり採択さ

れなかった。今回の能生地域 V-ONU購入については、一般会計で対応している。 

 委 員）糸魚川山間部の難視聴を解消するため、NTT 光ケーブルを使って施設を整備する計画が

あったと思うが、計画は進んでいるのか。 

 事務局）施設を整備し、平成 23年度に開局している。糸魚川・青海合わせて 2,800世帯が加入し

ている。 

 委 員）それ以外に難視聴地域はあるのか。 

 事務局）その後あったのは新幹線難視聴。これで市内全域の難視聴は解消した。 

 

６ 閉会（14：40） 

 

 


