
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ケーブルネットワーク株式会社 

2021 年放送番組審議委員会議事録 

 

 

 

 

 

2021 年 11 月開催※ 

※本年度の放送番組審議委員会については新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、 

書面による開催とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放送番組審議委員 

 

委 員 … （文京区）渡辺泰男、野堀勝明 

      （千代田区）中村建夫、齋藤光治 

（荒川区）木村光範 

（委員総数：5 人） 

 

【事務局からのご報告】 

本年、小泉定弘委員長が退任され、新たに木村光範委員が就任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★配布資料 

 

資料 1 

2020年放送番組審議委員会 番組編成・制作に関するご報告 

 

資料 2 

2020年度てれらじ あらぶんちょ！取材実績一覧表 

 

資料 3 

過去に放送した番組をまとめたダイジェスト版 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年放送番組審議委員会 番組編成・制作に関するご報告 

 

コミュニティ事業部 メディアグループ 

 

＜2020年度ご報告＞ 

① レギュラー番組「てれらじ あらぶんちょ！」 

昨年 10月に開始したラジオスタイルでの地域情報番組です。弊社会議室から Web会議システム

（ZOOM）を使った簡易なリモート中継を実施いたしました。緊急事態宣言発出を受け 1 月から

は MCもリモート出演となりました。 

② レギュラー番組「あらぶんちょ！」 

11月より新コーナー放送開始＜サイクリングルメ＞ 

新しい生活様式にふさわしく、いま改めて注目されている自転車。そんな自転車で近場をサイ

クリングしながら立ち寄れそうなお店のテイクアウトメニューなどをご紹介しています。（10

分番組 毎回 3店舗紹介／原則スタッフ 1名） 

その他のコーナーにつきましては昨年より継続しておりますので、後述いたします。 

（防災情報の発信強化） 

③ 荒川河川ライブカメラ 

荒川下流河川事務所が保有する河川カメラのうち 2 地点のライブ映像を 1 月より放送開始いた

しました。近年多発している大規模災害への対応として、国・行政と連携を図り、コミチャン

を活用して地域の安心安全に貢献することを目指しております。 

  
＜カメラ場所＞ 荒川 岩淵水門      荒川 西新井橋上流 

④ 荒川区 防災行政無線テロップ放送 

従来の『防災行政無線の音声をテレビで聞く』サービスに加え、文字情報についてもテレビ画

面でご覧いただけるようになりました。（放送は 4月開始） 

⑤ 弊社主催の TCN杯少年野球大会は感染拡大防止のため、開会式等を行わないなど、規 

模を縮小して実施。その代わり、初の試みとして現地にて実況・解説を付け、放送と YouTube

配信を行いました。後日の放送では、準決勝までの全試合ダイジェストを制作、全チームから

紹介映像をいただき、決勝戦の模様とあわせて放送いたしました。 

1月からは障がい者スポーツの中継番組等、注目度の高い番組を放送いたしました。 

＜2021年度ご報告＞ 

番組制作に関しては、社会情勢等を鑑み、社内の制作ガイドラインに沿った感染対策のもと、

スタッフ・出演者は最少人数とし、11月までは出演者 1名で対応しておりました。 



① 「てれらじ あらぶんちょ！」 

4月より、放送枠、内容をリニューアルいたしました。 

リニューアル前 リニューアル後 

15 分番組 

土曜日 地デジ 11ch／11：30～生放送 

MC：牧野太祐（ぐりんぴーす）  

アシスタント（週替わり）：小池美由・亀井理那 

20分番組 

月曜日 地デジ 10ch／19：30～生放送 

MC（週替わり）：亀井理那・守永真彩 

グルメリポーター： 大野泰広 

その他今年度のレギュラー番組につきましては映像をご用意しておりますので、最後に DVD の

内容とあわせて紹介させていただきます。 

② データ放送リニューアル 

地デジ 11chのデータ放送を 9月にリニューアルいたしました。操作性が向上し、今までよりも

リモコンのボタンを押す回数が少なくなりました。「地域情報」内にありました各メニューをト

ップページに表示することにより、お探しの情報が探しやすくなりました。また、コミチャン

の最新情報を「お知らせ」からご覧いただけるようになりました。 

＜リニューアル前＞          ＜リニューアル後＞ 

  
③ 定点カメラ放送開始 

ライブカメラ＠あらぶんちょ 

5月、エリア内の 2か所に設置した定点カメラ映像の放送を開始いたしました。 

お出かけの前の混雑状況の確認や、毎日のお天気チェックなどにご活用いただけます。 

＜カメラ場所＞ 

・水道橋交差点 

・神田明神 

 

 

 

④ 「東京ユナイテッド FC」は 2021年シーズンより、日本フットボールリーグ（JFL）で 

活動する「東京武蔵野シティフット FC」と提携し、新たに「東京武蔵野ユナイテッド FC」とし

て生まれ変わりました。今シーズンのホーム試合 15試合全てを生中継いたしました。リーグが

変わったことにより注目度も高く、同時配信した動画サイト（YouTube）でも多くの方にご視聴

いただきました。【番組紹介 DVD参照】 

 

（特別番組） 

 



・第 73回春季関東地区高等学校野球大会 生中継（5月／初中継） 

・高校球児の夏 2021（“あらぶんちょ地区”で東東京大会に出場する野球部を紹介） 

 ※自主制作番組 各チームから動画、画像をお送りいただき編集（今年初） 

・夏の高校野球 東東京大会 生中継（7月） 

・夏の高校野球 東・西東京大会 ダイジェスト・準決勝・決勝 生中継（7～8月） 

・みんな生きている 聞かせて 戦争のこと（8月／提供：NHK） 

・NHKスペシャル 東京大空襲 583枚の未公開写真（8月／提供：NHK） 

・秋の高校野球 東京大会 準決勝・決勝戦 生中継（11月） 

・第 23回日本フットボールリーグ 東京武蔵野ユナイテッド ホームゲーム生中継 

4/24（土）第 6節 VS MIOびわこ滋賀 武蔵野陸上競技場 

5/5（水）第 8節 VS 松江シティ FC 味の素フィールド西が丘【無観客】 

5/26（水）第 4節 VS いわき FC 味の素フィールド西が丘 

6/12（土）第 12節 VS 奈良クラブ 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 

6/27（日）第 14節 VS ヴィアティン三重 味の素フィールド西が丘 

9/4（土）・9/26（日）第 21節 VS ヴェルスパ大分 味の素フィールド西が丘他 

9/18（土）第 23節 VS ソニー仙台 FC 味の素フィールド西が丘 

10/9（土）第 25節 VS FCティアモ枚方 AGFフィールド 

10/16（土）第 26節 VS ホンダロック SC 武蔵野陸上競技場 

10/30（土）第 28節 VS FCマルヤス岡崎 武蔵野陸上競技場 

11/7（日）第 30節 VS 鈴鹿ポイントゲッターズ武蔵野陸上競技場 

11/13（土）第 31節 VS 高知ユナイテッド SC 武蔵野陸上競技場 

11/20（土）第 32節 VS FC刈谷 武蔵野陸上競技場【番組紹介 DVD参照】 

11/27（土）第 33節 VS Honda FC 武蔵野陸上競技場 

 

以  上 

 

 

 



各委員からのご意見・ご要望 

            (アンケートご回答より作成) 

 

（文京区）渡辺泰男委員 

 

 (1)2020年の実績について（取材実績含む） 

地域の極上ラーメン編より喫茶店探訪でその店の永く繁昌する秘訣を紹介する事が良か

った。 

 

 (2)2021年の実績について（取材実績含む） 

  てれらじあらぶんちょ！「青森編」はあまり知られていない青森県のグルメで青森料理 

 の美味しさが感じ取れました。 

 

(3)スポーツ中継および関連番組への取り組みについて 

 武蔵野ユナイテッド FC が更に強くなり昇格すれば人気が増すでしょう。サッカー中継技

術が素晴らしい。 

 

(4)データ放送について 

 大災害発生時、地域住民が先ず知りたい地域避難所開設情報はケーブルテレビで知る事が

多いと思いますので期待している。 

 

(5)ライブカメラ（定点カメラ）について 

毎日の天気予報は朝出掛ける時間に見るので参考に成る。 

■TCNからの補足：ライブカメラでは空の様子や混雑具合などがご確認いただけます。 

お出かけ前にお役立てください。 

  

(6)制作番組について 

神田のひば工房の紹介で「ひば」という木が香りと消臭機能が有り、特にひば油は自宅の

風呂に 2～3滴入れると良いと勧めていました。風呂好きの人には大変興味深いと思う。 

 

(7)今後取り上げて欲しい内容  

 音楽番組(クラシック etc)を増やした方が良い。作曲家、作品の紹介も取り上げて欲しい。 

 

 (8)その他ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください 

 （令和 4年度、文京花の五大祭り開催についてのご意見がありました。） 

 

 

 



（文京区）野堀勝明委員 

 

(1)2020年の実績について（取材実績含む） 

河川カメラは重要な映像と思います。 

 

(2)2021年の実績について（取材実績含む） 

コロナの中、工夫がみられて素晴らしい作りと思います。特にてれらじは少人数でも十分に 

作れることを証明した良い番組です。 

 

(3)スポーツ中継および関連番組への取り組みについて 

サッカー、野球とメジャーなスポーツで反響も多いと思います。 

 

(4)データ放送について 

画面遷移が短くなって良くなりました。 

 

(5)ライブカメラ（定点カメラ）について 

ポイントを絞りながら増やして下さい。また、道路管理者の映像を頂くことも検討して 

下さい。 

 

(6)制作番組について 

神保町昭和歌謡倶楽部はセンスが良くてよく観ます。丁寧な作りが感じられる構成ですね。 

 

(7)今後取り上げて欲しい内容 

回答無し 

 

(8)その他ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください 

番組表との連動は大変ですが是非続けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（千代田区）中村建夫委員 

 

(1)2020年の実績について（取材実績含む） 

神保町昭和歌謡倶楽部、てれらじあらぶんちょ！は画面が三つになりうっとうしくて観な 

くなる。 

体育は好きだったがサッカーは、小、中、高、大学と一度も体験がなく東京武蔵野ユナイ 

テット FCの試合を観ても退屈でつまらない。 

 

(2)2021年の実績について（取材実績含む） 

あらぶんちょ散歩は楽しみに観ています。ビルが多くなり残念。 

少年野球は次男がモンキーズにいたので観ています。 

 

(3)スポーツ中継および関連番組への取り組みについて 

高校野球の都の予選はよく観ております。倅が国学院久我山高出のこともあり、また二松 

學舍高校は都立九段高校（私の母校）の近くだったこともあり当時は無名校だったので。 

 

(4)データ放送について 

データ放送の意味が解らず息子に聞き「リモコンの dボタンを押すこと」を教えられる。 

天気予報しか観られない。 

 

(5)ライブカメラ（定点カメラ）について 

神田明神は明神下で長く生活しておりますので良く観ております。水道橋交差点はバスケ 

の試合で工芸高校には何度か行ったことがあり、私の子供の頃通った昔の講道館は工芸高 

校の前の交差点の角にありました。 

 

(6)制作番組について 

田中律子の旅する SUP、うらうらとゆくは時々観ております。 

■TCNからの補足：他局制作番組となりますが、視聴者様の趣味・関心の高い番組を編成す 

るよう心がけて参ります。 

 

(7)今後取り上げて欲しい内容 

回答無し 

 

(8)その他ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください 

回答無し 

 

 

 



（千代田区）齋藤光治委員 

 

(1)2020年の実績について（取材実績含む） 

Zoomを使ったリモート中継は残念。 

レギュラー「あらぶんちょ！」はいつも YouTube配信で見ています。散歩、サイクリング等 

楽しみです。 

荒川ライブカメラは Webで見られないですか？ 

■TCNからの回答：荒川ライブカメラは国土交通省の荒川下流河川事務所の Webサイトでご 

覧いただけます。（TCNでは国土交通省が設置したカメラからの映像をお届けしておりま 

す。）静止画像ですが、約 1分間隔で更新されております。 

 

(2)2021年の実績について（取材実績含む） 

「てれらじあらぶんちょ！」はいつも見ません。DVDは見ました。 

データ放送は見たことがありません。TCNの HPで見られると良いですね。 

定点カメラ放送は神田明神 HPで見ています。水道橋交差点はどこで見られますか？ 

■TCNからの回答：現在 Webサイトではご覧いただけません。ライブカメラの放送内のみと 

なります。データ放送で随時ご覧いただけるよう検討しております。 

 

(3)スポーツ中継および関連番組への取り組みについて 

回答無し 

 

(4)データ放送について 

地デジ 11チャンネルだけで限られた放送時間だけ見られるのですか？TCNの HPで見られる 

と良いと思います。 

■TCNからの回答：データ放送は 24時間常時ご覧いただけます。 

番組情報やメンテナンス情報は、一部 TCNホームページと連動しております。 

町会案内所も HPでご覧いただけます。（後日トップページにバナー作成予定） 

 

(5)ライブカメラ（定点カメラ）について 

TCNの HPで見られると良いと思います。 

 

(6)制作番組について 

「あらぶんちょ散歩」等楽しみに YouTubeで見ています。 

 

(7)今後取り上げて欲しい内容 

回答無し 

 

(8)その他ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください 



私が TVを見る時間はいつもジュエリーを放送しているので見ません。 

TCNの HPや YouTubeでもっと見られるようにして下さい。 

（DVDの送付は不要です） 

 

 

（荒川区）木村光範委員 

 

(1)2020年の実績について（取材実績含む） 

急なコロナ禍により新しい生活様式が求められる中ある程度は対応した番組編成が行われ 

たと感じます。障がい者スポーツ中継など、時代に即した内容は良いかと思います。 

 

(2)2021年の実績について（取材実績含む） 

感染対策については充分考慮されていると感じます。コロナ禍に対応した地域情報・ 

生活情報などをさらに充実させるため、より気軽な番組制作を受け入れる社会情勢を 

うまく活かせばさらに良くなると思います。 

 

(3)スポーツ中継および関連番組への取り組みについて 

地域放送の意義のひとつとしてのスポーツ中継は重要です。地域スポーツ大会など 

時間に限りがあるかと思いますが、ダイジェストで紹介する取り組みなどがあれば 

生涯スポーツの推進に、よりつながるかと思います。 

 

(4)データ放送について 

データ放送はリニューアルして使いやすくなりました。行政と連携して、Webサイトにアク 

セスできない層が使いやすいものということで、Webサイトのアクセスが多い情報から載せ 

るようにしていくのが望ましいと思います。 

 

(5)ライブカメラ（定点カメラ）について 

定点カメラ自体は良いですが放送回数が少ないと思います。1回の放送時間が長い必要が 

無いと思いますので、1分などの放送を増やしていけるような編成が望ましいのではないで 

しょうか？ 

■TCNからの補足：放送回数は来年度編成で見直しいたします。 

 

(6)制作番組について 

コロナ禍に対応した企画については評価できます。サイクリングルメも良い企画と思いま 

すが、自転車の事故や放置自転車問題が問題視されている中、自転車のマナーについても 

紹介できればより良いのではないでしょうか。 

3区の隠れた名所の紹介ができているところが価値あるところだと思います。より進めて 

いただければと思います。 



■TCNからの補足：サイクリングルメ 番組内でも可能な限り、注意喚起（テロップ表記） 

を心がけております。 

 

(7)今後取り上げて欲しい内容 

あらぶんちょ地区を横断した地域の名所のコンテストや意外に近い 3区を探訪する散歩 

ルートの開発などの企画はぜひ見てみたいと思います。 

 

(8)その他ご意見・ご要望がございましたらお聞かせください 

地域の生活に根差した地域ケーブルテレビの良さを活かしていくことが強みであり意義 

であるかと感じます。3区の独自番組とも、うまく連携を図っていきつつ、より地域の 

活きた情報を発信できることを期待しています。 

 

 

【事務局：コミュニティ事業部 メディアグループより】 

貴重なご意見、ありがとうございました。皆様のご意見は今後の番組に反映させていただき 

ます。 

 

以上 


