
飯山市放送番組審議会次第 

 

日 時 平成 24 年 9 月 26 日 ＡM10:00～ 

場 所 飯山市情報センター 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ  

 

 

３ 協議事項 

(1) 自主放送番組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他 

 

 

 

 

４ その他 

(1) インターネットの高速化について 

 

 

 

(2) 開局 10 周年キャンペーンについて 

 

 

 

 

５ 閉 会 



市民チャンネル放送内容 
飯山市広報番組 

■iネット情報局 「いいやま情報便」（30分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

 （日）       7：00～、12:30～、15:30～、19:30～、22:30～ 

（月／火）     7：00～、12:30～、15:30～、17:30～、19:30～、22:30～ 

○市役所からの情報、日赤病院ドクターや施設の紹介、ハローワークからのお知らせ。 

○週前半に起きた行事や話題。 

○市民、ＪＡ、消防署、警察署などからのお知らせ。 

○市民からの投稿ﾋﾞﾃﾞｵ。 
 

■iネット情報局 「ほっとスタジオ」（30分番組） 

[放送日]       [放送時間] 

（水／木／金）    7：00～、12:30～、15:30～、17:30～、19:30～、22:30～、0:00～ 

（土）         7:00～、12:30～、19:30～、22:30～ 

○スタジオから週末に起きた行事や話題を伝える。 

○市民からのお知らせ、図書館のお知らせ。 

○市役所、ＪＡ、消防署、警察署などからのお知らせ。 
 

■ウィーク・エンド飯山（90分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

（土）         9：00～、15:00～、20:30～、23:00～ 

（日）         9:00～、14:00～、20:30～ 

○市民会館、公民館、学校等で行われたイベント、講演会、発表会等、コンサートなど放映しています。 
 

■リクエストウィーク・エンド飯山（90分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

（火）         23:00～ 
 

■健康チャンネル（30分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

毎日        6：30～、11：30～、13:30～、16:30～、19:00～ 

○体操で健康な身体をつくり、音読で脳の活性化を図るなど、各種団体の協力を頂いて、 

健康に関した内容を盛りだくさんで放映しています。 

 

iネット飯山番組 

■レッツゴー！まちっぷチャン（30分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

（金）        14：30～、21：30～ 

（土）        11：00～ 

（日）        11：00～、22：00～ 

○地域に根差した取材でタウン情報を全国に発信する「いいやま応援番組」です。 

■i・iネット川柳投句しよう（15分番組） 
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[放送日]        [放送時間] 

毎月第 2（日）     6：00～、12：00～、18:30～、23:00～、 

毎月第 2（月／火）  6：00～、12：00～、17:00～、18:30～、23:00～ 

○投句頂いた中から月ごとの天位、地位、人位、秀逸、佳作作品を発表します。 
 

■信越トライウォーク（30分番組） 

[放送日]      [放送時間] 

（金）        12:00～、1400～、21:00～、23:30～、 

（土）        10:30～、12:00～、14:00～、22:00～ 日曜日(10:30～) 

○北信州と新潟県上越の CATV8局(iネット飯山、上越ケーブルビジョン、佐渡テレビジョン(佐渡市)、 

能生ケーブルネット(糸魚川市)、テレビ北信、中野市豊田情報センター、テレビ菜の花、ふう太ネット木

島平)の共同制作でお送りする情報番組。各局のリポーターが地元の観光名所や食文化、おすすめス

ポットを紹介します。 
 

■iネット特別番組 

[放送日]     [放送時間] 

（月）       9：00～、14:00～、20:00～、23:30～、 

（火）       9：00～、20:00～、 

（水／木）    9：00～、14:00～、20:00～ 

（金）       9：00～ 

○地域のお祭りやイベント、スポーツ大会、講演会など iネットがおすすめするとっておきの番組！ 

(特別番組の放送がない場合随時テレ便君の放送となります) 
 

■近隣市町村 CATV 

[放送日]     [放送時間] 

（土）       17:00～ 

（日）       17:00～、23:30～、 火曜日(14:00～)  

○野沢温泉村、木島平村、中野市など近隣市町村のケーブルテレビで制作した番組の紹介番組です。 
 
■他局の番組 
ＩＮＣ：みんなのラーメン       （月／火／水／木）11：00～、14：30～、23：30～ 
品川：突撃リサーチャーズ     （月／火／水／木）11：00～、14：30～、23：30～ 
東京ケーブル：あらぶんちょ散歩 （月／火／水／木）11：00～、14：30～、23：30～ 
横浜ＹＯＵ：横浜ミストリー     （月／火／水／木）11：00～、14：30～、23：30～ 
ＬＣＶ：ア・ラ・モード         （水／木）14：00～、21：30～ 
連盟：けーぶるにっぽん      （水／木）13：30～、21：00～ 
 

■テレ便君 

[放送日]    [放送時間] 

毎日      7：30～、11:00～、13:00～ 他 

○イベント情報や番組内容などを文字情報でお知らせしています。 

ＦＡＸやメールで一般市民からの情報も受付しています。 
 

■JA市況 

テレ便君の時間に随時 

- 2 -



多チャンネル番組アンケートの意見・要望の対応について 

 

１、 自主放送番組の内容がわからない。番組表を作ってほしい。 

対応  ＥＰＧ（電子番組表）を利用してもらうようにテレビＣＭなど作ってＰＲし、合

わせて使い方も理解してもらうよう対応しました。 

２、 告知ＰＲいつまでも同じものをやっている。 

対応  ＰＲ放送期間は最長 1 週間までにしました。また、長く流すのであれば、別バー

ジョンを作るなど工夫するようにしています。 

３、 文字放送も良いが、市議会の再放送を。 

対応  現在も再放送をしていますが、さらにとなると昼間に毎日１人放送するのが限度

です。議会事務局、情報管理係と相談し、現状としました。 

４、 トライウォークはアナウンサーの遊びか 

対応  遊んでいるように見られがちですが、大切な情報はしっかりと入れることを意識

して作っています。まじめにリポートしていると固い番組になり、見てもらえな

くなります。番組にタレントを雇うお金もないことから、今のスタイルで制作し

てまいります。周辺 CATV局からは好評を得ています。 

５、 市内地域情報をもっと多く放映してほしい。近隣ケーブルテレビのほうが充実して

いる様に思われる。同じ放送を何回も放映している。 

対応  近隣ケーブルテレビと比べても、飯山の年間制作本数は多いほうです。 

    ただ、同じものを何回も放送していると新鮮味も無くなり、視聴者が離れてしま

うので、市内情報を多く取り入れる努力は今後も行っていきます。 

＜参考＞各局の放映番組数 

飯山…毎週更新 4タイトル、毎月更新 4タイトル、合計 8タイトル 

中野…毎週更新 3タイトル、隔週更新 2タイトル、合計 5タイトル 

野沢…毎日更新 1タイトル、（1本平均約 7分）   合計 7タイトル 

木島平…毎週更新 4タイトル、不定期 1タイトル、合計 5タイトル 

６、 お昼の時間帯に市内のニュースを見たい 

対策  過去放送時間について検討しましたが、お昼の 12時はＮＨＫニュースを見ており、 

    ＮＨＫが終わったら iネットを見るようにと編成を組み直した経過があります。 

    12 時半に放送が始まっていることをしっかり周知することが大事なので、ＥＰＧ

（電子番組表）の利用をＰＲしています。 

７、 ウィークエンド飯山の放映日を早めに教えてほしい。 

対応  取材に行く前に放送日程を決め、早めに編成すれば周知ができます。現在努力し、

なるべく周知するようにしています。 

８、 交通の遅れなど情報をテロップ表示してほしい 

対応  JRについては、駅が直接防災無線で放送しており、情報が市に直接入って来ない
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状況です。そのため、リアルタイムで放送するのは難しい面もありますが、企画

財政課、庶務課で検討します。 

９、 番組表を作成し配布してください。 

対応  以前、20 万円かけて毎月パンフレットを作成し広報誌に折り込み全戸配布してい

たが、全く効果がなかったのでやめた経過があります。それよりもＥＰＧ（電子

番組表）を利用するように促したほうが得策と思われます。 

１０、 地元の出来ごと、行事、活動などの実況などを多く放送してほしい。 

対応  祭りを撮影し、ウィークエンド飯山で放送するような手法であれば可能です。ま

た、投稿いただければ幸いです。 

１１、地元高校スポーツ大会の生中継をやってほしい。 

対応  大会は土曜日、日曜日なので人員不足になる可能性が大。人員確保がクリアでき

れば出来る。 

１２、ＣＳ放送は必要ありません、1週間遅れの情報いりません、今日の飯山の動きを 

提供してほしい。 

対応  毎日 30分のニュースを制作するには 10～12人程度の人員が必要になるので、 

今すぐは難しい。現在はニュースを週 2 回更新しているが４~５人ではこれ限界。 

１３、物づくりの番組を復活してください。字幕が画面から欠けている番組があります。 

対応  どの番組のことか不明です。字幕が欠けることについては、編集者が各自気をつ

けるようにしています。 

１４、情報便の放送増やしてほしい、出勤前に見られるように。 

対応  情報便の放送を早朝から放送できるように編成することは可能です。 

１５、ローカル（独自）番組の充実をお願いします。 

対応  これ以上番組の数を増やすことは難しいが、飯山以外のローカル独自番組であれ

ば充実させることは可能です。 

１６、子供の成人式の放送を見逃したもう一度放送してほしい 

対応  リクエストチャンネルを作ったので、そちらで受付しています。 

    リクエストウェークエンド飯山の番宣があるので定期的に放送し周知します。 

１７、中野、野沢、木島平ＮＳ平日８：００ごろから放送してほしい 

対応  情報が 1週遅れで古くなるため、いつまでも放送することは困難です。 

１８、小学校に訪問して子供の様子を放送するのはどうでしょうか。 

対応  検討します。 

１９、雪国大学の講演会とかシニア大学など特別な講師の演説会とか放送してほしい。 

対応  ウィークエンド飯山か特番で対応可能ですが、特別な講師は撮影の承諾が得られ

ない場合が多い。 

２０、同じ番組を何日も映さなくても良いと思いますが。 

対応  編成を変えることで連日放送することを避けることができますが、今の編成を大

幅に変えることになります。定着している時間帯にメスを入れるのをよしとする

か研究が必要。 
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キャンペーン期間中にｉネット飯山にご加入いただくと、加入金２１，０００円を半額の

１０，５００円に。（インターネット加入の場合、登録料 5,250 円が別途かかります） 

インターネット 160Mｂｐｓのコースに新規加入いただくと、「無線ルーターをプレゼント」

または「1 ヶ月間のインターネットコース料金無料」のどちらかを選択いただけます。 

※インターネットのコース変更は対象となりません。 

  飯山市大字飯山 1095-1 テレビ飯山 TEL 81-3000 

お 申 込 み ・ お 問 い 合 わ せ  

現在、３０Mbpsのコースに加入されている方は、無料で１６０Mbpsに移行します。 

※テレビ契約が 
ある場合 

※詳細は裏面を 
ご覧ください 

キャンペーン期間 Ｈ24/10/1～11/30 
受付開始は 9/18(火) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットコース 通信速度 
料金 

(月額、税込) 
加入金 

インターネット 

登録料 
インターネット

＋ 
ケーブルテレビ 

(テレビ料金は 

別途かかります) 

160Ｍｂｐｓ 下り最高160Mbps 上り最高 10Mbps 4,095円 

ｉネット飯山に新規
加入の場合(テレビ
を含む) 
通常21,000円をキャ
ンペーン期間中は
10,500円に。 

新規加入時
5,250円 

8.0Ｍｂｐｓ 下り最高8.0Mbps 上り最高1.0Mbps 3,675円 

1.5Ｍｂｐｓ 下り最高1.5Mbps 上り最高512Kbps 3,150円 

512Ｋｂｐｓ 下り最高512Kbps 上り最高128Kbps 2,625円 

インターネット 

のみ 

160Ｍｂｐｓ 下り最高160Mbps 上り最高 10Mbps 5,145円 

8.0Ｍｂｐｓ 下り最高8.0Mbps 上り最高1.0Mbps 4,725円 

1.5Ｍｂｐｓ 下り最高1.5Mbps 上り最高512Kbps 4,200円 

512Ｋｂｐｓ 下り最高512K bps 上り最高128Kbps 3,675円 

12
-1

飯山市民チャンネル 1 NHK総合 8 長野朝日放送

12
-2

飯山お天気チャンネル 2 NHK　Eテレ 9 信越放送

4 テレビ信州 10 長野放送

BS

1
NHK　BS1 1 キッズステーション 8 放送大学

BS

3
NHK　BSプレミアム 2 アニマックス 9 ショップチャンネル

BS

4
BS　日テレ 3 ホームドラマチャンネル 10 旅チャンネル

BS

5
BS　朝日 4 ＡＸＮ

BS

6
BS－TBS 5 日本映画専門チャンネル 11 歌謡ポップスチャンネル

BS
7 BS　ｼﾞｬﾊﾟﾝ 12 スペースシャワーTV

BS
8

BS　フジ 6 朝日ニュースター

BS

11
BS　１１ 7 スカイ･Ａsports+ NHK-FM

BS
12

TwellV（BS １２) FM長野

BS

９
WOWOW 226 衛星劇場 285 ｸﾞﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ

BS
１０ ｽﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ1 225 東映チャンネル 215 J sports 4

地上波放送自主放送

多チャンネル放送

有料チャンネル　（基本コースに料金がプラスされます）

ニュース・スポーツ

FM放送

音　楽

BSデジタル放送 アニメ・ドラマ・映画 趣味・実用

自主放送 ２ch ＋

地上波放送 ６ch
ハードディスク録画コースブルーレイ録画コース

基本コース 月 額

利用料 2,625円（税込）

2,100円/月

1,575円/月

1,575円/月

1,260円/月

1,365円/月

加入金3 ,150円

2 ,415円/月

月 額

利用料 5,040円（税込）

月 額

利用料 3,885円（税込）

ミニコース
月 額

利用料 1,575円（税込）

ケーブルテレビ コースのご案内 
 

２９チャンネル 
ご覧いただけます 

インターネット コースのご案内 

お 申 込 み ・ お 問 い 合 わ せ  

  飯山市大字飯山 1095-1 テレビ飯山 TEL 81-3000 



役職名 選出団体 氏　　　名 備考

会　長 教育委員 山﨑　秀美

副会長 柳原地区 阿部　功

芸術文化協会 吉越　窿師

市公民館長会 坪井　久 欠席

みゆき野青年会議所 望月　利洋

子育てセミナー代表 小泉　亜希子 欠席

飯山地区 藤沢　八代恵

公募委員 矢口　平

公募委員 庄司　弘志

放送番組審議会委員名簿（任期H23.4.1～H25.3.31）


