四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会
日時 平成３０年９月２８日（1３：３0～）
場所 窪川四万十会館（四万十町香月が丘）

１．開会
２．企画課長あいさつ
３．会長あいさつ
４．議 事
（１）報告事項
１.加入状況
２.放送実績ほか
２-１定期放送 ニュース番組（しまんと放送室）
２-２定期放送 ミニ企画番組（四万十うぉっちんぐ）
２-３特別番組
２-４生放送番組
２-５行政放送
２-６四万十町議会 定例会
２-７四万十町議会 臨時会
２-８高知県議会中継
２-９他のケーブルテレビ局への番組コンテンツ提供
２-１０その他のテレビ局での放送について
２-１１文字放送
２-１２データ放送

３.放送事故・訂正放送報告ほか
３-１訂正放送

４.出張、研修、会議等 その他の報告

（２）自主制作番組視聴
（３）質疑応答
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（１）報告事項
報告事項１
■加入状況について（平成３０年９月１日現在）

２０１８/９/１

時点

サービス内容

今月

全加入数

7,454

+１

268

0

128K

542

-5

30M

2,461

+22

100M

301

1

合計

3,304

22

1,207

-4

139

0

このうち
休止数

前月との差

インターネット

有料番組
ＩＰ電話
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■加入状況について（平成２９年２月１日現在） ＜参考資料＞
前回の番組審議会で報告した資料

２０１８/２/１

時点

サービス内容

今月

全加入数

7,445

-20

272

-4

128K

572

-1

30M

2368

+3

100M

283

1

合計

3223

3

1207

-6

147

-1

このうち
休止数

前月との差

インターネット

有料番組
ＩＰ電話
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報告事項２
■自主放送番組の内容及び番組制作に関連する報告事項
２-１定期放送 ニュース番組（四万十放送室） ※月・木曜日更新
町内での出来事や四万十町に関する事を取り上げて放送。
原則 月曜更新版の後半に催し物の案内・木曜更新版の後半に視聴者投稿コーナー
第４４７回【2018 年 3 月 19 日(月)～3 月 22 日(木)】
催し物だより～高知の作家 18 人展～

窪川

今年も松葉川地域で国際交流運動会

窪川

昭和小学校で６年生を送る会

十和

札所でスイーツなどを楽しむ催し「甘味寺」

窪川

町内高校１・２年生が合同企業説明会に参加

窪川

大正地域の保育園などに絵本贈呈

大正

★催し物情報
・日曜朝のロビーコンサート
・四万十川桜マラソン交通規制のお知らせ
・四万十川桜マラソン生放送のお知らせ
第４４８回【2018 年 3 月 22 日(木)～3 月 26 日(月)】
十和トレイルランニング 131 人が激走

十和

四万十高校生が清掃活動

大正

2000 人超が参加「四万十川一斉清掃」

町内各地

四万十町社会ふくし大会で各団体が活動報告

窪川

●モバイルムービー
・ローバの休日（うっかり九兵衛）
・春を見つけてきました（中脇美香）
・南楽園の梅まつり（竹内修一）
・ロービーコンサート告知（宗崎成美）
第４４９回【2018 年 3 月 26 日(月)～3 月 29 日(木)】
～催し物だより～子育て支援センターでスプリングコンサート

窪川

道の駅四万十とおわ 大感謝祭

十和

四万十町子ども会新人ソフトボール大会

窪川

大正生涯学習大会

大正

海洋堂かっぱ館リニューアルオープン

大正

海洋堂ホビー館四万十「美以と江戸展」

大正

★催し物情報
・四万十川桜マラソン大会交通規制について
・四万十川桜マラソン大会生放送について
・下津井菜の花バイキング
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第４５０回【2018 年 3 月 29 日(木)～4 月 2 日(月)】
奥四万十の里山で親子らが植樹

大正

谷干城ミュージカル イオン高知で公演

高知市

谷干城フィギュア像が完成しお披露目

窪川

窪川高校生がくろ鉄の吊革に啓発シール

窪川

日曜朝のロビーコンサート

窪川

地元高校生も参加

●モバイルムービー
・四万十町大すき！しょうが最高！（窪川小学校 3 年生）
・大阪⇒大岐（竹中愛子さん）
・春だね。嬉しい花の季節です。（竹中愛子さん）
第４５１回【2018 年 4 月 2 日(月)～4 月 9 日(月)】
第 10 回四万十川桜マラソン大会 1353 人が力走

町内各地

窪川四万十会館でウタアカリ

窪川

健康づくり講演会

窪川

少年ソフトボール 東又ジュニアーズ四国大会へ

窪川

第４５２回【2018 年 4 月 9 日(月)～4 月 12 日(木)】
四万十町長選挙３日告示、現職の中尾博憲が再選

窪川

新年度町役場で辞令交付式

窪川

新年度新しい建物で業務 四万十町森林組合

窪川・大正

春の全国交通安全運動。児童も参加して出発式

窪川

四万十川にアユを試験放流

窪川

持ち方が学べる鉛筆が寄贈。寄贈式

窪川

家地川桜まつり

窪川

★催し物情報
・はじめての三人展
・こどもアートくらぶ
第４５３回【2018 年 4 月 12 日(木)～4 月 16 日(月)】
～季節だより～ 十川 鍋谷のツツジ

十和

～季節だより～ 金上野フジの花ライトアップ

窪川

6 年ぶり 3 学年揃った興津中学校

窪川

北ノ川小学校新入生 1 人の入学式

大正

松葉川温泉まつり

窪川

窪川小学校 1 年生交通安全教室

窪川

児童ら一文字看板で啓発

窪川

●モバイルムービー
・昭和のうたコンサート
第４５４回【2018 年 4 月 16 日(月)～4 月 19 日(木)】
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～季節だより～ 大正 轟公園ツツジ

大正

こいのぼりの川渡し

十和

北ノ川小学校 交通安全教室

大正

信長現る！？天下統一プロジェクト

窪川

★催し物情報
・四万夢多踊り子募集（佐竹俊亮さん、窪田将人さん 出演）
・しまんとワイワイ広場
・わくわくどうぶつてん
第４５５回【2018 年 4 月 19 日(木)～4 月 23 日(月)】
～季節だより～ ツツジ山

大正

～季節だより～ 大正吾川地域のツツジ

大正

土佐弁ミュージカル

窪川

町営塾 じゆうく 探求学習

窪川

チャレンジショップ 脊椎セラピー

窪川

●モバイルムービー
・サンデーマーケット（竹中愛子さん）
・海の宝石（竹内修一さん）
・日曜アオゾラコンサート（窪川四万十会館）
・昭和のうたコンサート（窪川四万十会館）
第４５６回【2018 年 4 月 23 日(月)～4 月 30 日(月)】
四万十リバーフェスタ２０１８

十和

奥大道地区で大師祭り

十和

大正浪漫で町おこし

大正

道の駅あぐり窪川創業祭

窪川

親子 3 世代の作品並ぶ ゆうふ展

窪川

町内小・中学校教職員合同研修会

窪川

★催し物情報
・四万夢多踊り子募集
・道の駅四万十大正ふるさと市
・よってこい四万十
第４５７回【2018 年 4 月 30 日(月)～5 月 7 日(月)】
町長２期目の初登庁

窪川

米奥の四万十川に丸太ゴイ

窪川

しまんとワイワイ広場・WaKuWaKu どうぶつてん

窪川

興津で高校生と園児が合同避難訓練

窪川

★催し物情報
・植樹・自然体験イベント（4/28～5/6）
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・大正ふるさと市（5/3）
・よってこい四万十（5/3）
・手仕事市（5/5）
第４５８回【2018 年 5 月 7 日(月)～5 月 10 日(木)】
～季節だより～ 民家にセグロセキレイの巣

大正

十和でよってこい四万十

十和

大正でふるさと市

大正

堂ケ森地蔵祭

十和

グラウンドゴルフ愛好会が他市町から参加募り交流大会

窪川

日曜朝のアオゾラコンサート

窪川

★催し物情報
・アンパンマン交通安全キャラバン（5/27）
・ジャズライブ（5/12）
・四万夢多踊り子募集
第４５９回【2018 年 5 月 10 日(木)～5 月 14 日(月)】
十川にワーゲンが集結

十和

四万十手仕事市

窪川

松葉川山でシャクナゲトレッキング

窪川

町立美術館で収蔵作品おひろめ展

窪川

●モバイルムービー
・こいのぼりの前で歌をうたったよ（やぎ りくさん）
・列車で瀬戸大橋を通過（Y.M さん）
・アニソン告知（窪川四万十会館）
第４６０回【2018 年 5 月 14 日(月)～5 月 17 日(木)】
十川小学校で今年最後の代掻き

十和

天ノ川で農業青年が田植え作業

窪川

十川小学校で交通安全教室

十和

奥四万十トレイルレース２０１８

窪川

四万夢多説明会

窪川

第４６１回【2018 年 5 月 17 日(木)～5 月 21 日(月)】
窪川高校茶畑でふれあい茶摘み

窪川

ホテル松葉川温泉 宿泊客２０万人突破

窪川

窪川高校 OB がサッカーボール寄贈

窪川

下津井地区にホタル看板設置

大正

●モバイルムービー
・しめ縄講習会（速渡さん）
・丸太鯉の川流し（武内修一さん）

6

四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会資料

第４６２回【2018 年 5 月 21 日(月)～5 月 24 日(木)】
あぐりスクール開校

窪川

コッコ・サン筆育授業

窪川

川口小学校ひと足早く運動会

窪川

昭和小学校・十川小学校５年生が CATV 見学

窪川

★催し物情報
・アンパンマン交通安全キャラバン（5/27）
第４６３回【2018 年 5 月 24 日(木)～5 月 28 日(月)】
季節だより ～オオヤマレンゲ～

窪川

JA みどり市 リニューアルから４年で来店者数１００万人突破

窪川

「よさこいケーブルネットから 3 本」

中土佐町

①かつお祭り ②うるめ祭り ③しんじょう君アニメ化

須崎市

●モバイルムービー
・風にゆられて（長谷部さん）
・僕らのオリンピック（山本さん）
・Let’s Touring R56（橋田さん）
・アニソン告知（窪川四万十会館）
第４６４回【2018 年 5 月 28 日(月)～6 月 4 日(月)】
季節だより ～黄金色の麦畑～

大正

上本町商店街で流しそうめん

窪川

観光ガイドブック

十和

大正でヒマワリの種まき

大正

JA 共済アンパンマン交通安全キャラバン

窪川

四万十町子ども会ソフトボール大会

窪川

★催し物情報
・小林明道展（6/9～24）
・中西繁絵画講座（6/9）
・こどもアートくらぶ（6/10）
・出張住宅相談会（6/10）
第４６５回【2018 年 6 月 4 日(月)～6 月 7 日(木)】
下津井でホタル遊覧船運航中

大正

十川小学校で最後の田植え

窪川

町立美術館でアンデパンダン展

窪川

谷渕祐仁くん、シドニーでのソフトボール親善大会を終えて

窪川

★催し物情報
・小林明道展（6/9～24）
・中西繁絵画講座（6/9）
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・こどもアートくらぶ（6/10）
・出張住宅相談会（6/10）
・日曜朝のうたごえひろば（6/1７）
第４６６回【2018 年 6 月 7 日(木)～6 月 11 日(月)】
季節だより～中神ノ川地区のサボテンの花～

窪川

興津で親子釣り大会

窪川

下道・下津井で野鳥探鳥ツアー

大正

家地川ダムで炭の窯入れ

窪川

国際交流運動会 間もなく開催

窪川

●モバイルムービー
・バスフィッシング（スズキさん）
・安並の水車（竹内さん）
・安並水車の里 あじさい祭り（中平さん）
・ヤギを探しています（生態系トラスト協会）
・四万十～いのちの仕舞い～（窪川四万十会館）
第４６７回【2018 年 6 月 11 日(月)～6 月 18 日(月)】
世界の料理教室

窪川

国際交流ミニ運動会

窪川

こどもアートくらぶ

窪川

田野々小学校が水生生物調査

大正

小林明道展

窪川

住宅相談会に設計士が訪れる

大正

★催し物情報
・四万十町山岳部富士登山の案内（7/29～31）
・日曜朝のうたごえひろば（6/17）
第４６８回【2018 年 6 月 18 日(月)～6 月 21 日(木)】
季節だより～山中に咲くカキラン～

窪川

東又小学校の落成プールで元五輪選手による水の授業

窪川

窪川小学校で森の授業

窪川

田野々小学校で魚料理教室

大正

ご成婚の森を整備

十和

商工会青年部が町内清掃

窪川

ナショナル・トラスト全国交流大会を前にヤイロチョウパネル展

窪川

★催し物情報
・マリンフェスタ興津（7/1）
・大正中津川どろんこ運動会（7/22）
第４６９回【2018 年 6 月 21 日(木)～6 月 25 日(月)】
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じゆうく。がドローン教室を開催

窪川

昭和小学校で伝統野菜の出前授業

十和

地域の人が先生となり授業を行う土曜日学校

窪川

婦人会が特定健診の呼びかけ

窪川

●モバイルムービー
・ジャガイモにトマト？！（中平さん）
・柏島 ウミノフォトフェス（竹内さん）
・レコ発ライブ（narumi さん）
・四万十～いのちの仕舞い～（窪川四万十会館）
第４７０回【2018 年 6 月 25 日(月)～7 月 2 日(月)】
季節だより～ナツツバキ～

大正

東又小学校で地域の人が先生になる１日先生

窪川

カナダ研修に向け高校生が新聞バッグづくり

窪川

谷干城についての講演会

窪川

アユの冷水病について考える講演会

窪川

日曜朝のうたごえひろば

窪川

★催し物情報
・マリンフェスタ興津（7/1）
・大正中津川どろんこ運動会（7/22）
・緊急地震速報訓練（7/5）
第４７１回【2018 年 7 月 2 日(月)～7 月 5 日(木)】
マリンフェスタ興津

窪川

興津小学校児童がウミガメの卵を保護

窪川

興津小学校児童が避難訓練・非常用袋を避難先に保管

窪川

道の駅四万十とおわ創業祭

十和

昭和小学校児童が家地川ダムで炭出し

窪川

社会を明るくする運動の出発式

窪川

★催し物情報
・のぼりん販売活動（7/8）
・神 JAZZ（7/31）
・大正中津川どろんこ運動会（7/22）
・緊急地震速報訓練（7/5）
第４７２回【2018 年 7 月 5 日(木)～7 月 9 日(月)】
大正で園児が七夕飾り

窪川

吉見川に七夕飾り

窪川

かもめーるで窃盗被害防止啓発

窪川

四万十高校生が野菜を販売

大正
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奥野勝利さんがコンサート

窪川

アニソン BIG3 スーパーライブ

窪川

移動サービス考える後援会

十和

●モバイルムービー
・野地敬老会（加瀬さん）
・ジャズライブ告知（山地さん）
・口で言えない（山本さん）
第４７３回【2018 年 7 月 9 日(月)～7 月 12 日(木)】
季節だより～子育て支援センターでたなばた会～

窪川

元プロ野球選手が七里小学校で講演

窪川

★催し物情報
・金太郎夜市（7/13～8/3）
・窪川まつり花火大会（8/11）
・四万十風の音ガラスの風鈴展（7/14～8/19）
・日曜朝のロビーコンサート（7/15）
・三熊野神社夏祭り（7/25）
・神 JAZZ（7/31）
・大正中津川どろんこ運動会（7/22）
第４７４回【2018 年 7 月 12 日(木)～7 月 16 日(月)】
よさこい四万夢多６年目の夏

窪川

十和で園児がブルーベリー狩り

十和

窪川四万十会館で技術講習会

窪川

窪川高校生が CATV で職場体験学習

窪川

●モバイルムービー
・ロビーコンサートのお知らせ（narumi さん）
第４７５回【2018 年 7 月 16 日(月)～7 月 23 日(月)】
季節だより～ブッポウソウが子育て中～

大正

季節だより～トンボの脱皮を住民が撮影～

窪川

六反地で宵祭り 絵馬灯籠づくりが復活

窪川

金太郎夜市が開幕

窪川

東京オフィスの女子部がツアー 四万十町を満喫

窪川

あぐりでひんやり夏フェア

窪川

★催し物情報
・金太郎夜市（7/20～8/3）
・窪川まつり花火大会（8/11）
・四万十風の音ガラスの風鈴展（7/14～8/19）
・米奥沈下橋夏祭り（7/28）
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・熊野神社夏祭り（7/25）
・神 JAZZ（7/31）
第４７６回【2018 年 7 月 23 日(月)～7 月 30 日(月)】
窪川ワイルドボーイズが全国大会へ

窪川

東又ジュニアーズが西日本大会へ

窪川

食育の日 四万十町のアユが給食に登場

窪川

七里小学校の児童が大正でカヌー体験

窪川

金太郎夜市 子ども夜市

窪川

窪川高校生が金魚すくい出店 収益豪雨被災地に

窪川

窪川高校・四万十高校再編

大正

★催し物情報
米奥沈下橋夏祭り（7/28）
第４７７回【2018 年 7 月 30 日(月)～8 月 2 日(木)】
季節だより～アユの火振り漁～

窪川

JA 四万十うまいもん体験団

窪川

三熊野神社で奉納子ども相撲

窪川

任期が終了した ALT と CIR に町から感謝状が贈呈

窪川

金太郎夜市で流しそうめん

窪川

どろんこ運動会

大正

催し物だより～あぐりでアメゴの掴み取り～

窪川

★催し物情報
・米ノ川文化祭（8/12～16）
・四万十弦楽フェスタ（8/5）
・大正駅前にぎわい拠点から定休日のお知らせ
第４７８回【2018 年 8 月 2 日(木)～8 月 6 日(月)】
四万十町のコメ「汢ノ川１号」が新品種登録

窪川

米奥沈下橋夏祭り

窪川

児童がパンバイキング

十和

町立図書館大正分館でうちわ作り教室

大正

佐賀取水堰で児童がカヌー体験

窪川

●モバイルムービー
・カイコ観察（山﨑さん）
・海の宝石（竹内さん）
・映画～君の笑顔に会いたくて～告知映像～（高幡保護区保護司会さん）
第４７９回【2018 年 8 月 6 日(月)～8 月 9 日(木)】
おもしろピーマン

窪川

季節だより～大正のひまわり畑～

大正
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小学生ソフトボール県代表チームに町内から６人選出

窪川

大正の熊野神社で神 JAZZ 開催

窪川

よさこい四万夢多 本番までわずか

窪川

JA 葬祭ルミエール四万十で人形供養祭

窪川

★催し物情報
・興津ふるさと子ども祭り（8/15）
・米ノ川文化祭（8/12～16）
・大正駅前にぎわい拠点から定休日のお知らせ
・窪川まつり花火大会（8/11）
・志和花火大会（8/13）
・四万十川まつり（8/14）
・四万十大正あゆまつり（8/19）
第４８０回【2018 年 8 月 9 日(木)～8 月 16 日(木)】 ★総集編
今城希怜くん走り幅跳びで全国へ

窪川

２０１８年上期総集編
１月放送分
２月放送分
３月放送分
４月放送分
５月放送分
６月放送分
７月放送分
８月放送分

・岩本寺で年越し
・興津峠から初日の出
・B＆G にボルダリング完成
・一斗俵沈下橋の雪景色
・文本酒造が特別純米酒の搾り作業
・志和の伝統行事「夜潮」
・ヤイロチョウの森で親子らが植樹
・谷干城フィギュア像 古民家カフェ半平に設置
・四万十リバーフェスタ
・大正の休耕田にヒマワリ１５００本
・興津で親子釣り大会
・小鳩保育所の園児がブルーベリー摘み取り
・ブッポウソウの子育ての様子
・伝統のアユ火振り漁
・５月に植えた大正のヒマワリ見頃

第４８１回【2018 年 8 月 6 日(月)～8 月 9 日(木)】
おもしろ映像 ～鶏の卵の中から卵！？～

十和

よさこい四万夢多 本祭の様子

窪川

しまんトロッコ運行再開

窪川

四万十ドラマの直営店がオープン

十和

窪川まつり花火大会

窪川

仁井田倶楽部が流しそうめん

窪川

東又小学校ビオトープリニューアル

窪川

●モバイルムービー
・佐用町のひまわり畑（前田さん）
・大樽の滝（竹内さん）
・あしずりまつり花火大会（Y.M さん）
第４８２回【2018 年 8 月 20 日(月)～8 月 23 日(木)】
季節だより～数神地区でお盆の迎え火～
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三山ひろしさんがチャリティーコンサート

窪川

海洋堂２４年振り アートプラ大賞

大正

町立美術館で郷土作家７人を偲ぶ展

窪川

下道のワンダーランドの森にブランコ設置

大正

元プロ野球選手 高橋善正さんが講演

窪川

四万十川まつり

十和

人権七夕飾り（よさこいケーブルネット）

須崎市

★催し物情報
・夏休み親子ネイチャーツアー（8/24～26）
・CATV から回線強化作業に伴う
インターネットサービス停止のお知らせ（9/10・9/18）
第４８３回【2018 年 8 月 23 日(木)～8 月 27 日(月)】
催し物だより～親子体操～

窪川

興津小学校児童がアカウミガメを放流

窪川

窪川高校で町内の小学生がワクワク科学実験教室

窪川

十和地域の民生委員が町長と意見交換

十和

米ノ川文化祭

窪川

四万十大正あゆまつり

大正

●モバイルムービー
・ヤマガラが遊びに来た？！（中平さん）
・柏島で見つけた海の生き物たち（竹内さん）
・須崎まつり海上花火大会（糖質制限中断さん）
第４８４回【2018 年 8 月 27 日(月)～8 月 30 日(木)】
幡多神楽の夜公演

十和

夏休み木工教室

窪川

TODOROKI ROCK FES 2018

大正

就農移住者促進 四万十町モニターツアー

十和

２４時間テレビ 町内でもチャリティ活動

大正

★催し物情報
・JA 四万十年金・共済友の会合同感謝祭（9/6）
・遠山で貴重植物花盛り（9/11）
第４８５回【2018 年 8 月 30 日(木)～9 月 3 日(月)】
びっくり映像～巨大キノコ～

---

オール高知が町長訪問

窪川

海外メディアが来町

大正

協力隊が精力的に取材 フリーペーパーで人物紹介

十和

●モバイルムービー
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・よねっこ楽童 志和遠足（松葉川健一さん）
・竜串水中映像（竹内さん）
・しまなみ海道をドライブ（中平さん）
・ロビーコンサート（narumi さん）
第４８６回【2018 年 9 月 3 日(月)～9 月 6 日(木)】
高岡神社周辺で写生会

窪川

興津地域・志和地域で防災訓練

窪川

十和近未来カフェ

十和

第２１回新子まつり（よさこいケーブルネット）

須崎市

大綱祭り（よさこいケーブルネット）

土佐市

★催し物情報
・珈琲館どなあで JAZZ（9/8）
・遠山で貴重植物花盛り（9/11）
・興津花火のお知らせ（9/15）
第４８７回【2018 年 9 月 6 日(木)～9 月 10 日(月)】
影野小学校の始業式

窪川

ギャラリー５５６で幕末維新博展

窪川

須崎市にオープンしたゲストハウス （よさこいケーブルネット） 須崎市
須崎市浦ノ内の志那禰祭 （よさこいケーブルネット）

須崎市

●モバイルムービー
・遠くにいるミュージシャン（山本さん）
・機窓からの景色（YM さん）
第４８８回【2018 年 9 月 10 日(月)～9 月 17 日(月)】
昭和小学校で伝統野菜の種まき

十和

JICA 研修員が七里小学校の児童と交流

窪川

あぐりスクールでハーバリウム作り

窪川

昭和保育所でわらべうた

十和

JA の年金・共済友の会で劇団おまわりが寸劇

窪川

★催し物情報
・興津花火のお知らせ（9/15）
第４８９回【2018 年 9 月 17 日(月)～9 月 20 日(木)】
敬老の日 町長らが１００歳以上の方を訪問

窪川・十和

志和地域で敬老会

窪川

十和地域で敬老会

十和

町内遺跡巡りツアー

町内各地

季節だより～興津で秋に花火打ち上げ～

窪川

★催し物情報
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・日曜朝のロビーコンサート（9/30）
・介護予防講演会（10/6）
・のぼりん販売活動（10/7）
・ともしび歌声コンサート（10/14）
第４９０回【2018 年 9 月 20 日(木)～9 月 24 日(月)】
ヤイロチョウがマムシ撃退 ヒナを守る

大正

郷土資料館で園児が月見団子作り

大正

谷干城の掛け軸が四万十町に寄贈される

窪川

保育所の保護者がスカッシュバレー大会

窪川

●モバイルムービー
・ニュージーランド留学の報告（中脇さん）
・ともしびコンサート告知（窪川四万十会館）
・８月の柏島（竹内さん）
第４９１回【2018 年 9 月 24 日(木)～10 月 1 日(月)】
秋の全国交通安全運動

窪川

中高生が文化施設について考える

窪川

東京の企業が町内にサテライトオフィス

窪川

希少植物の観察会

窪川

★催し物情報
・日曜朝のロビーコンサート（9/30）
・介護予防講演会（10/6）
・のぼりん販売活動（10/7）
・ともしび歌声コンサート（10/14）
・ぽんぴんずふれ愛コンサート（10/21）

２-２定期放送 ミニ企画番組（四万十うぉっちんぐ）
テーマを決めて取材する「ミニ特集枠」や「風景映像(４K 撮影)」などで構成
昨年の８月から月に１度 初回放送を生放送でお伝えしている
⇒職員の中継技術の向上・災害放送等への備え強化
★簡易中継システムを使って映像を伝送 スタッフ６名体制で実施
第５３０回【2018 年 3 月 8 日(木)～3 月 15 日(木)】
2018 年度の開通を目指す国道 56 号片坂バイパス
第５３１回【2018 年 3 月 15 日(木)～3 月 22 日(木)】
しまんとの風景 冬のアスパラガス
第５３２回【2018 年 3 月 22 日(木)～3 月 29 日(木)】
第１０回四万十川桜マラソン大会について
第５３３回【2018 年 3 月 29 日(木)～4 月 5 日(木)】
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しまんとの風景 町内の桜を撮影
第５３４回【2018 年 4 月 5 日(木)～4 月 12 日(木)】
「総集編」 2017 年度にあった出来事をダイジェストで放送
第５３５回【2018 年 4 月 12 日(木)～4 月 19 日(木)】
天気が良いので「五在所ノ峯」に行ってきた
第５３６回【2018 年 4 月 19 日(木)～4 月 26 日(木)】
ゲストハウス開業に向けて奮闘する小野雄介（おのゆうすけ）さんを紹介
第５３７回【2018 年 4 月 26 日(木)～5 月 3 日(木)】
総集編 生放送うぉっちんぐ（中継先：古民家カフェ半平）
第５３８回【2018 年 5 月 3 日(木)～5 月 10 日(木)】
しまんとの風景 広瀬地域のお茶の摘み取り
第５３９回【2018 年 5 月 10 日(木)～5 月 17 日(木)】
町かど check GW を楽しむ観光客にどうして四万十町へ来たかを聞いた
第５４０回【2018 年 5 月 17 日(木)～5 月 24 日(木)】
四万十ふれあい動物村ブレーメンの活動をする野村一将さんの紹介
第５４１回【2018 年 5 月 24 日(木)～5 月 31 日(木)】
しまんとの風景 志和の滝を紹介・ガンゼキランの紹介
第５４２回【2018 年 5 月 31 日(木)～6 月 7 日(木)】
総集編 生放送うぉっちんぐ（中継先：四万十町郷土資料館）
第５４３回【2018 年 6 月 7 日(木)～6 月 14 日(木)】
しまんとの風景 竹内夫婦のインゲンマメの収穫を取材（十川）
第５４４回【2018 年 6 月 14 日(木)～6 月 21 日(木)】
四万十町にオープンした創作中華と和食の「桜華」を取材！
第５４５回【2018 年 6 月 21 日(木)～6 月 28 日(木)】
ケーブル４K 配信用 松鶴堂を取材
第５４６回【2018 年 6 月 28 日(木)～7 月 5 日(木)】
総集編 生放送うぉっちんぐ（中継先：大正にぎわい拠点）
第５４７回【2018 年 7 月 5 日(木)～7 月 12 日(木)】
興津の年間行事を特集
第５４８回【2018 年 7 月 12 日(木)～7 月 19 日(木)】
劇団しまんとを取材
第５４９回【2018 年 7 月 19 日(木)～7 月 26 日(木)】
旧大奈路小学校で４７年前のタイムカプセルを取り出そう！
第５５０回【2018 年 7 月 26 日(木)～8 月 2 日(木)】
総集編 生放送うぉっちんぐ（中継先：ふるさと交流センター）
第５５１回【2018 年 8 月 2 日(木)～8 月 9 日(木)】
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海洋堂ホビー館で開催中のアートプラ大賞の紹介
第５５２回【2018 年 8 月 16 日(木)～8 月 23 日(木)】
夏祭り特集
第５５３回【2018 年 8 月 23 日(木)～8 月 30 日(木)】
しまんとの風景 興津のマヒマヒ漁の様子を取材
第５５４回【2018 年 8 月 30 日(木)～9 月 6 日(木)】
総集編 ３年前の９月の四万十町の様子
第５５５回【２018 年 9 月 6 日(木)～9 月 13 日(木)】
金婚式特集
第５５６回【2018 年 9 月 13 日(木)～9 月 20 日(木)】
しまんとの風景 しまんトロッコからの風景を撮影
第５５７回【2018 年 9 月 20 日(木)～9 月 27 日(木)】
吟剣詩舞の教室を取材

２-３特別番組（日曜日・平日の２０時以降の特別放送枠にて複数回放送） 自局制作
４月
■健康講演会
５月
■第 10 回四万十川桜マラソン大会（尺２H） ※生放送を再編集し放送
■谷干城ミュージカル イオン高知公演（３月１８日実施）
６月
■川口小学校運動会
８月
■第４４回四万十川まつり（昭和ふるさと交流センター）
■第１６回四万十大正あゆまつり（大正新橋下の河原）
９月
■第４４回四万十川まつり（昭和ふるさと交流センター）
■第１６回四万十大正あゆまつり（大正新橋下の河原）

他局番組（日曜日・平日の２０時以降の特別放送枠ほか複数回放送）
■えほんで遊ぼう いちにのどっか～ン！ (KCB)
■おらんくの文化（アマチュア作品）
※このほか週１回の更新で高知ケーブルテレビの情報番組を放送中
■Kochi on TV 毎日 16 時～（初回は月曜日）

17

四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会資料

２-４生放送番組（議会放送・四万十うぉっちんぐ生中継を除く）
４月
＜自局＞
１日（日） 四万十川桜マラソン大会
＜他局＞
１４日（土）・１５日（日） 高校野球チャレンジ戦
５月
＜他局＞
４日（金）・５日（土） 春季四国地区高校野球大会
７月
＜他局＞
１４日（土）・１５日（日）・２１日（土）～２３日（月）
２５日（水）・２６日（木） 高校野球秋季県大会
８月
＜自局＞
１４日（火）四万十川まつり ※簡易中継
１９日（日）四万十大正あゆまつり
＜他局＞
１０日（金）・１１日（土）よさこい祭り（高知市）
１８日（土）大綱まつり（土佐市）

２-５行政放送
2018 年 3 月 26 日(月)～４月２日(月)
四万十川対策室 汚濁予防について
2018 年４月２日(月)～４月９日(月)
３０年度の人事の概要・地産地消まちづくりについて 副町長
2018 年４月９日(月)～４月 16 日(月)
新規採用職員の紹介
2018 年４月 16 日(月)～４月 23 日(月)
各課紹介(企画課・人材育成センター・総務課・危機管理課)
2018 年４月 23 日(月)～４月 30 日(月)
各課紹介(農林水産課・農業委員会・総務課・危機管理課)
2018 年４月 30 日(月)～5 月 7 日(月)
各課紹介（にぎわい創出課・建設課）
2018 年 5 月 7 日(月)～5 月 14 日(月)
各課紹介（町民課・税務課・議会事務局・会計管理室）
2018 年 5 月 14 日(月)～５月２１日(月)
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各課紹介（学校教育課・生涯学習課・健康福祉課）
2018 年５月２１日(月)～５月２８日(月)
各課紹介（大正地域振興局・国保大正診療所）
2018 年５月２８日(月)～６月４日(月)
各課紹介（十和地域振興局・国保十和診療所）
2018 年６月４日(月)～６月１１日(月)
学びの時間（学校教育課が所管）
2018 年６月１１日(月)～６月１８日(月)
４００１０たから 窪川地域子育て支援センター・昭和保育所
2018 年６月１８日(月)～６月２５日(月)
【再】４００１０たから 窪川地域子育て支援センター・昭和保育所
2018 年６月２５日(月)～７月２日(月)
地域おこし協力隊着任あいさつ・図書館からのお知らせ
2018 年７月２日(月)～７月９日(月)
学びの時間（学校教育課が所管）
2018 年７月９日(月)～７月１６日(月)
高校魅力化応援隊の紹介・図書館からのお知らせ
2018 年７月１６日(月)～７月２３日(月)
４００１０たから くぼかわ保育所（園の様子）
2018 年７月２３日(月)～７月３０日(月)
４００１０たから くぼかわ保育所（年長さんコーナー）
2018 年７月３０日(月)～８月６日(月)
学びの時間（学校教育課が所管）
2018 年８月６日(月)～８月１３日(月)
四万十川まつり告知・四万十大正あゆまつり告知・ビジコン募集・図書館
2018 年８月１３日(月)～８月２０日(月)
４００１０たから 見付保育所
2018 年８月２０日(月)～８月２７日(月)
とおわ近未来カフェ告知・ローラースライダーについて・高額医療制度について
2018 年８月２７日(月)～９月３日(月)
退任する ALT/CIR 挨拶・着任した ALT/CIR 挨拶・土地統計調査について
2018 年９月３日(月)～９月１０日(月)
学びの時間（学校教育課が所管）
2018 年９月１０日(月)～９月１７日(月)
４００１０たから 東又保育所・ひかり保育所
2018 年９月１７日(月)～９月２４日(月)
敬老の挨拶・高校生海外研修の報告・図書館
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2018 年９月２４日(月)～１０月１日(月)
【再】４００１０たから 東又保育所・ひかり保育所
お達者体操（毎日放送）
毎日 ６：３０

７：３０

８：３０

１３：３０

四万十お達者体操 ～窪川音頭編～（月・木）
四万十お達者体操 ～上山小唄編～（火・金）
四万十お達者体操 ～十和音頭編～（水・土）

２-６四万十町議会 定例会
平成３０年第２回四万十町議会定例会

生放送および再放送２回

６月６日（水）
６月１２日（火）
６月１３日（水）
６月１４日（木）
平成３０年第３回四万十町議会定例会

生放送および再放送２回

９月５日（水）
９月１１日（火）
９月１２日（水）
９月１３日（木）
３月１４日（金）

２-７四万十町議会 臨時会
平成３０年第２回四万十町議会臨時会

生放送および再放送２回

５月９日（水）

２-８高知県議会中継
高知県議会 平成３０年６月定例会
６月２２日（金）・２８日（木）・２９日（金）
７月６日（金）
高知県議会 平成３０年９月定例会
９月２０日（木）・２７日（木）・２８日（金）
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２-９他局への番組コンテンツ提供
提供コンテンツ毎週木曜日更新「四万十うぉっちんぐ」
毎週土・日曜日放送
チャンネル 700 （ジャパンケーブルキャスト）

２-１０ その他のテレビ局での放送
CATV 直送便（NHK）
３週間に１回のペースで四万十ケーブルテレビが取材したニュースを NHK が選んで放
送中（毎週木曜日、午後６時１０分放送の「高知情報いちばん」内にて）
ケーブル４K
全国 CATV の専門チャンネル（４K 放送）にて放送
期間：２０１８年６月
番組：①松鶴堂の紹介（テーマ：銘菓）
２-１１文字放送
■各公共的団体より入力放送
（概ね、毎日１０枚から２０程度のお知らせを放送）
※昨年４月に新システムに移行→データ放送・町のスマホアプリとも連携
２-１２データ放送
■ＣＡＴＶ局からのお知らせ
※文字放送と連携
報告事項３
３-１訂正放送・放送事故
＜取材先名（施設名）の誤り＞
５月３日初回放送の四万十うぉっちんぐ（お茶の収穫）にて
「広井茶生産組合」と紹介した場所が正しくは「JA 高知はた十和支所茶工場」でした
視聴者から間違いを指摘する電話が５月７日にあり直ちに修正し訂正放送を行った
報告事項４
出張、研修、会議等 その他の報告
５月１１日 県内 CATV 制作有志会(土佐市)

出席者
大崎・吉川

７月６日 県内 CATV 制作有志会(高知市)

大崎

８月５日 ドラゴンカヌー収録応援（須崎市）

山下・近森

８月１０日・１１日 よさこい祭り中継 合同制作（高知市） 大崎
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８月１１日 よさこい祭り 四万夢多ロケ（高知市）

近森・吉川

８月１８日 大綱まつり生中継応援

大崎・吉川

９月１日 金婚式ロケ（土佐市）

大崎・近森

９月２日 予土線トロッコ列車ロケ（四万十市）

山下・近森

（２）自主制作番組視聴
①行政放送
②コミュニティ放送

（３）質疑応答

＜メモ＞
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