
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ケーブルネットワーク株式会社 

2020 年放送番組審議委員会議事録 

 

 

 

 

 

2020 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 

 

委員長 … （荒川区）小泉定弘 

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 

（委員総数：5 人） 
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2020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 

 

＜2019年度ご報告＞ 

昨年開催以降の放送実績についてご報告いたします。 

地域情報番組「あらぶんちょ！ぷらす」につきましては別紙 2019 年度取材実績一覧をご参

照ください。 

土曜日の生中継を中心に地域のトピックスを取材、放送いたしました。 

レギュラー番組「あらぶんちょ！」につきましては 2020 年度継続しておりますので後述い

たします。その他特別番組の放送についてご報告いたします。 

 

（特別番組） 

・高校球児の夏 2019 

・夏の高校野球 東東京大会 生中継／東・西東京大会ダイジェスト 

・真夏の祭典 第 90回都市対抗野球大会 全試合生中継 

・第 23回全日本障害者・高齢者フライングディスク競技大会 生中継 

・関東サッカーリーグ 1部 TOKYO UNITED FC  vs 流通経済大学 FC 生中継（初） 

・2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム 生中継 

・千代田×五城目 街を結ぶ想い（秋田ケーブルテレビ コラボ番組） 

・2019日本ゴールボール選手権大会 生中継 

・秋の高校野球 東京大会 準決勝・決勝戦 生中継 

・第 7回 TCN杯 三区親善少年野球大会 生中継（初）【📹映像有り】 

・第 5回日本障がい者バドミントン選手権大会 生中継 

・第 21回車いすラグビー日本選手権大会 生中継 

・パラテコンドー サンマリエ カップ 生中継 

・第 20回全日本パラ・パワーリフティング 国際招待選手権 生中継 

・第 11回中学生「東京駅伝」大会 生中継 

・第 9回日本アンプティサッカー選手権大会 2019 

・令和元年度文京区少年サッカー大会 

 

高校野球地区予選大会、東京都ケーブルテレビ協議会共同制作による障がい者スポーツの中

継番組等、注目度の高い番組を地デジ 10チャンネルで放送いたしました。 

新たな試みとして、文京区を本拠地とするサッカーチーム「東京ユナイテッド FC」の 

試合を 9月に生中継。第 7回となる TCN杯も 12月初めて生中継いたしました。 

当初は実況・解説無しでスタートしておりますが、今年はより視聴者にお楽しみいただける

よう実況・解説入りの中継に取り組んでおります。 

 



＜2020年度ご報告＞ 

■組織変更および「コミチャン基本計画 2020」について 

6月組織変更によりコミュニティ事業部メディアグループが発足し、これまで 2部門に分か

れていた番組編成、制作がひとつのグループとなりました。また、プロモーション部門も加

わり、新たにコミュニティチャンネルの方針、取り組みについて「コミチャン基本計画 2020」

を作成いたしました。 

 

3月中旬より 6月中旬まで、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、取材活動・撮影を全

て休止いたしました。休止中は、過去に放送した番組や CS チャンネルからの提供番組を中

心に、コロナ禍でもお役に立てる番組を放送いたしました。 

 

（休止中に放送した番組 ※抜粋） 

・第 43回わんぱく相撲 荒川区大会／文京区大会 

・THE MAKING（サイエンスチャンネル提供） 

・かんたん健康ストレッチ（AXN提供） 

・あらぶんちょ！傑作選 

・神保町昭和歌謡倶楽部セレクション 

6 月、番組制作＜外ロケ＞に関するガイドラインを作成し、番組収録を再開いたしました。

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、9月まで出演者

1名と制限しておりました。 

・コロナに負けない！～テイクアウト実施店舗を紹介～（6月／1名で取材） 

・テイクアウトやってます！（8月／1名で取材） 

・あらぶんちょ散歩（8月／コンビで 1名ずつ出演） 

 

関東サッカーリーグ、東京ユナイテッド FCのホーム試合 5試合全てを生中継いたしました。

コロナの影響で無観客試合となったことから注目度も高く、動画サイト（YouTube）でも同

時配信し、反響がありました。関連番組の「東京ユナイテッド FC コミュニティ」も 4 月か

らリニューアルし、毎週放送しております。 

 

＜10月番組改編について＞ 

■新番組「てれらじ あらぶんちょ！」（10/10放送開始） 

ラジオスタイルでの「区民参加・区民発信」地域情報番組です。番組パーソナリティをおき、

毎週土曜日 11時 30分より弊社会議室から生放送しております。 

コロナの影響でイベントの中止も多く、また感染拡大防止のため複数人のスタッフが必要な

出先からのテレビ中継は困難であるため、当面は電話や 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す。 

 

※3月より休止しておりました「あらぶんちょ！ぷらす」は番組終了いたしました。 



■夜間に自主制作番組の放送枠を追加 

お仕事終わりのリラックスタイムや寝られない夜のおともに、ゆったりと楽しめる放送枠を

設けました。10月から、あらぶんちょ 10チャンネル【地デジ 102ch】23時～26時の「よる

コミ」タイムで選りすぐり番組をお届けいたします。 

 

■防災情報の発信強化 

河川カメラ映像の放送準備を進めており、年内試験放送スタートを予定しております。（毎

日定時放送、緊急時には本放送番組より河川カメラに切り替え） 

荒川区防災行政無線との連携を 2021 年 2 月頃に予定しております。現在の『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

予定です。 

また、防災意識向上に寄与する番組の制作にも力を入れてまいります。 

 

（今後の放送予定） 

・秋の高校野球 東京大会 準決勝・決勝戦 生中継（11月） 

・第 8回 TCN杯 三区親善少年野球大会 決勝戦生中継（実況・解説付／動画配信予定） 

その他、障がい者スポーツ中継を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各委員からのご意見・ご要望 

 

<小泉委員長> 

昨年度の番組を振り返り毎週興味深いテーマを放送していると思う。 

荒川区、文京区、千代田区、3区の地域特性やバラエティがあり、そのコントラストが面白

い。コミチャン基本計画 2020について、・地域住民に寄り添う良い番組作り・親近感がもて

る・知名度をあげることは経営戦略上必要だと思われます。 

2020 年度について、コロナ禍の状況においての取材活動休止中には、過去の番組やコロナ

禍でもお役に立てる番組などの再放送は有効だった。テイクアウトに関連する番組はいかに

も令和 2 年の夏を象徴している。スポーツ中継については、東京ユナイテット FC のホーム

試合全ての生中継は好感。地元チームを応援し、見守り育てる対象には特別の楽しみがある

だろう。選手も励みになるだろうし、私たちは元気をもらえる。また観客試合の来る日を願

います。 

10 月改編の番組については、新型コロナウイルスの出現に対応、リモート中継を取り入れ

るなど企画に工夫している。生活が夜型になった為、夜間番組も増えていくことでしょう。

河川カメラの導入に一層の臨場感が期待できる。 

「てれらじ あらぶんちょ！」について、これはコロナ禍を反映した好番組。出演者は元気

いっぱい好感が持てる。新企画を盛り立てる熱量は相当なものです。 

期待していますので頑張って欲しいです。 

DVD収録の、その他の番組では、野球とサッカーで、一生懸命プレーする若者たちの掛け声

や躍動する姿が印象的でした。観客のいる生中継ができますように。 

今後の番組への取り組みとして、恒例の年中行事の取材をお願いします。TCN30年余りの資

料から定点観測的比較、街並み、風俗、風景、行事なども。私の自慢の特物、ペット、趣味

などのテーマを資料とトークでつづる番組や、地元地域で活躍する大人、子供、チームなど

のインタビューを交えた番組も良いと思う。 

最後に、3区の頭文字を重ねた“あらぶんちょ”の呼称は語呂も良く私は当初から好きだっ

た。新番組の「てれらじ あらぶんちょ！」も好きです。いつも TCN と地元地域住民が緊密

につながっていることが大事です。 

 

<渡辺委員> 

2019年度の番組については、例年通り地域行事が多く取り上げられている。 

コミチャン基本計画 2020は、大方針の 3本柱を元に「生放送」「防災情報」の充実。 

今年度の番組について、コロナ禍で自宅にてケーブルテレビを見る機会が増え、地域との繋

がりを大事にしていきたいと思うので、特に商店街情報があると良い。スポーツ中継につい

て、少年野球、サッカー中継は現場の熱気が伝わってきます。 

10 月の番組改編、「てれらじ あらぶんちょ！」で放送された根津の「居酒屋駅馬車」のテ

イクアウト弁当が届けられた企画は一石二鳥で大変良いと思います。 

番組ではありませんがあらぶんちょ通信 10 月号に掲載されている記事はとても美味しそう



でした。 

その他 DVD収録の番組について、渡辺委員のお店（高崎屋）を「歩けマツケン」の取材で伺

った際、松平健さんの人柄がとても良かった。 

今後について、地域の大学生による音楽番組等も欲しいです。 

 

<野堀委員> 

2019年度の番組、限られた人員と予算の中で、うまく行っていると思います。 

取材実績などの多い、少ないは、過去数年との比較でしか語れないので、そのような情報が

あれば頑張り具合がわかるかもしれません。 

コミチャン基本計画 2020 について、防災情報の取り組みは、とても期待します。システム

の部分で、できるだけ自動化して手間が少ない提供がよいと思います。 

2020 年度はコロナ禍でイベント中継ができなかった中、できることを工夫して実行してお

り、素晴らしい取り組みと思います。また、スポーツ中継では、無観客ゆえに、意味ある放

送と思います。地元贔屓のワンサイド解説もよいかと思います。 

10月改番組、「てれらじ あらぶんちょ！」、ｚｏｏｍ等でのリアルタイム出演映像もあると

なお良くなるのではと思いました。 

その他の番組について、「ゆっくり坂セレクション」は、文京区ならではの番組です。スマ

ホのアプリもありますね。「神保町昭和歌謡倶楽部」はとてもよい番組です。長く続けるこ

とに意味がありそうです。 

 

<中村委員> 

毎年恒例のわんぱく相撲、楽しみにしています。40 年ぐらい前になるが、次男が小学 6 年

生の時に文京区大会に出場し、優勝しました。しかし、まわしを締めるのが嫌で都大会への

出場を辞退した思い出もあります。 

コミチャン基本計画 2020については、どんどん進めて下さい。 

2020 年度の実績では、新型コロナでほとんどの行事が中止の中、よくいろいろ放映してい

ると思います。スポーツ中継では、当初東京ドームでの巨人戦はすべて放映すると記憶にあ

るが、今はどうなっているのでしょうか。 

「てれらじ あらぶんちょ！」、男一人、女二人の会話は自分のような世代にはしっくりこな

いが、今はこのような会話なのか。 

DVD の中のその他の番組の、「ゆっくり坂」はいつも楽しみに見ています。70 年も前になり

ますが、子どもの頃、淡路坂は人通りも少なく車もほとんど通らなくて遊び場となっていま

した。幽霊坂とも呼んでいました。 

今後の要望としては、神社の祭りは地域の大事な行事なのでこれからも放映をお願いいたし

ます。 

TCN杯に参加していた「白山リトルモンキーズ」。倅が 40年前に捕手でやっていたのでまだ

チームが残っているのかと懐かしく見ておりました。 

 



<齋藤委員> 

昨年度の番組は「梅の湯ドローンレース」「文京まちたいわフェス 2020」を You Tube で見

ました。 

コミチャン基本計画 2020について、大方針、具体的な取り組みに賛成です。 

大いに期待しています。 

2020年の番組は、コロナ禍の中で良く工夫されていました。 

スポーツ中継では、サッカーの無観客試合でも生中継、良かったです。 

10 月改編での、あらぶんちょ 10 チャンネル 23 時～（地デジ 102ch）、防災情報発信強化は

良いと思います。期待しています。 

新番組「てれらじ あらぶんちょ！」では音声ボリュームに差がある。 

牧野>アシスタント>先方 

その他の番組では、「あらぶんちょ散歩」のターリーターキー2 人のコンビもいいが 1 人ず

つの出演も良いのでは？ 

いつもだいたい番組を見るのは You Tubeになります。 

 

補足説明（メディグループ大野） 

・野堀委員からのご意見について 

「てれらじ あらぶんちょ！」、Zoom 等でのリアルタイム出演について、第 1 回目は電話で

の出演でしたが、2回目以降は極力 Zoomにてご出演いただいております。 

 

・中村委員からのご質問について 

東京ドームでの巨人戦放映について、東京ケーブルネットワークが提供する多チャンネルサ

ービス（CS チャンネル）の「日テレジータス」にて試合開始から終了まで生中継でお届け

しております。 

 

・齋藤委員からのご意見について 

「てれらじ あらぶんちょ！」音声ボリュームの差について、初回を含めスタート時は中継

時に音声不具合が発生し、ご迷惑をおかけいたしました。現在は設備等を見直し、改善して

おります。 

 

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 

 


