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第２回 伊賀市行政情報番組検討委員会 議事概要 

 

日 時：平成２８年２月２３日（火） 

    午後３時～４時３０分 

場 所：上野ふれあいプラザ２階第４会議室 

 

 

出席者 

委   員：山菅委員長・竹森副委員長・梅嶋委員・廣島委員・川口委員・上田委員・

小坂委員・上田委員 

 

事 務 局：企画振興部部長 藤岡 淳次 

広聴情報課課長 松本 浩典 

広聴情報課主幹兼広報広聴係長 川部 千佳  

広聴情報課主任 出山 幹・広聴情報課主任 赤木 修 

 

《資 料》 

  １）ウィークリー伊賀市 

 ・現在までの番組について・・・・・・・・・・・・・・・ 資料１ 

 ・平成２８年度の番組構成・・・・・・・・・・・・・ 資料２－１～２ 

 ・伊賀・甲賀・亀山３市連携おしらせ（いこか）・・・  資料３ 

  ３）文字放送 

・現在までの番組について・・・・・・・・・・・・・・ 資料４ 

 

１．あいさつ 

藤岡企画振興部部長 

 

２．議題 

１）ウィークリー伊賀市 

 ・現在までの番組 

【事務局】資料１を説明 

   できごと：なるべく市民の人に出てもらえるイベントを放送 

   特集：特に市民の皆さんにお知らせするもの 

   おしらせ：各課からお知らせしたい事項 
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・平成 28年度の番組構成 

【事務局】資料２－１～２説明 

〇顔出し（５分程度） 

〇できごと（３分程度を２～３本） 

〇特集（８～１０分） 

〇その他（各１回／月）それぞれ４～５分程度  

議会だより、警察署からのお知らせ、こども広場、みんなで忍にん！ 

重要なおしらせ（担当課の出演）、伊賀・甲賀・亀山３市連携おしらせ 

※重要なおしらせは不定期 

 

２７年度はおしらせが多く市民の方がテレビに映る「できごと」の本数が少なく 

時間も短くなりました。このため職員が出演して読む重要なお知らせについてはウ 

ィークリー伊賀市に残しますが、テロップにあわせて市民スタッフが原稿を読む通 

常のおしらせは文字放送に移行する予定です。 

 現在広報紙では伊賀市、甲賀市、亀山市の３市で連携をしていますが、番組でも 

それぞれが製作したイベントなどのおしらせと特集について番組を交換し、ウィー 

クリー伊賀市の中で放送していく予定です。 

市民なっ得コーナーは意見が集まらないということで一旦リセットし、もし意 

見が寄せられた場合は、特集や、重要なおしらせなどの枠で放送させていただきた 

いと思います。 

 

【委員長】 

ただいま事務局から説明があった件について、委員の皆様方からご意見などをお 

願いします。 

  

 【委 員】 

  いこかについて、他市のおしらせ情報などをどの枠で放送するのですか。 

 

【事務局】 

 おしらせはウィークリー伊賀市のその他の枠で、特集は長いので文字放送枠を削る 

などして放送予定です。 

 

【委 員】 

  おしらせの扱いをもう一度詳しく説明してもらえますか。これまでのおしらせはも

うウィークリーではしないということですか。 
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 【事務局】 

  現在、通常のおしらせは１～２分程度のもので、市民スタッフさんに原稿を読んで 

もらっていますが、少し長めのおしらせなどは担当課の職員が出演しています。 

  ２８年度は市民スタッフが原稿を読む通常のおしらせは文字放送に移行し、職員が 

出演するものについてはこれまでどおりウィークリー伊賀市内で放送します。 

  

【委 員】 

 放送の順番としては、できごと、特集があって、職員が出演するお知らせがある場合

はその次に入るということですね。 

 

【事務局】 

 そのとおりです。 

 

【委 員】 

 それぞれのコーナーについて時間の割合はきちんと決まっているのですか。それとも

その都度番組によって変更していくのですか。 

 

【事務局】 

 基本的にできごとは３分ぐらいのものが３本で１０分程度、特集１０分、その他１０

分で、場合によっては特集が延びる場合などもありますので、３０分の番組の中で調整

していきます。 

 いこかのおしらせについては１本２分程度のものを考えていますので、１０分間他市

のおしらせが流れているということではありません。 

 

【委 員】 

 おしらせを文字放送でするということですが、従来の文字放送をなくすということで

すか。 

 

【事務局】 

 おしらせを文字放送でのみ放送するということです。 

 ウィークリー伊賀市も文字放送も全面テロップで市民スタッフが読むか機械音声が

流れるかということになりますが、おしらせは全て機械音声で流すということになりま

す。 
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【委 員】 

 担当課の職員が出演する重要なおしらせとは、どこが重要であるか決めるのですか。 

 このおしらせは出演して伝えていただかないと、伝わりませんよ。などこちらから働

きかけをしていくこともあるのですか。 

 

【事務局】 

 これまでも３分を超える長いおしらせは担当課に出演してくださいと依頼をかける

こともありますし、今後も、長さと内容から判断して、市民に直接おしらせした方がよ

いと思われるものについては広聴情報課から働きかけていきたいと思います。 

 

【委 員】 

 その他の項目が増えボリュームがあると思うのですが３０分を超えて、放送すること

はできないのでしょうか。 

 

【事務局】 

 ３０分の番組制作で伊賀上野ケーブルテレビに委託しているため、超える分の料金が

発生してくるものと思われます。 

 

【委員長】 

 それでは次に資料３の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

以前から広報紙で記事を交換していましたが、番組においてもできないかということ

で協議を進め２８年度からおしらせと特集の交換を実施。 

 〇おしらせ 

 ・４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月の年４回交換 

・イベントやその時期の風景（桜・紅葉）など、近隣の各市からの集客を見込んだも

のとする。 

 ・約２分間の出来上がっている番組を交換 

①４月～６月 

・伊賀線まつり（５月はじめ） 放送時期：４月中旬 

②７月～９月 

・伊賀焼陶器まつり（９月２３～２５日） 放送時期：９月上旬 

③１０月～１２月 

・上野天神祭（１０月２３～２５日） 放送時期：１０月上旬 

④１月～３月 

・伊賀上野・城下町のおひなさん（２月下旬～３月上旬） 
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〇特集 

特集を作る時期など各市で状況が違うため、交換できそうな VTRが出来たら、他の２

市に自由に送付する。放送するかしないか、いつ放送するかは各市にお任せ。 

・伊賀上野 NINJAフェスタ（４月） ・市民夏のにぎわいフェスタ（８月） 

・伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」（１０月） ・上野天神祭（１０月） 

・指定登録文化財（新規に登録されたものなどあれば） ・伊賀市史紹介（未定）など 

 

【委員長】 

 それでは事務局からの説明に対してご意見、ご質問をお願いします。 

 

【委 員】 

 おしらせコーナーということは文字放送枠でするのですか。 

 

【事務局】 

 ウィークリー伊賀市の中で、各市のスタッフが出るなどして既に出来上がっている番

組を放送していくものです。 

 

【委 員】 

 伊賀市の映像は提供するだけで、伊賀市では見ることができないのですか。 

 

【事務局】 

 基本的に伊賀市で放送した映像を甲賀市、亀山市に提供します。 

 

【委 員】 

 他市の映像と伊賀市の映像を合わせると、合計６分になるということでかなりボリュ

ームがあるように思うのですが。 

 

【事務局】 

 必ずしも同じ週で放送するのではなくて、４～６月の間などそれぞれの期間の内イベ

ント開催前の１週間ということで、各市に負担のないようにしていきます。 

 

【委 員】 

 亀山や甲賀の映像を見てどうですか・・あまり興味がないところではないですか。 

 

【委 員】 

 これはイベントだけですか。そのほかのおしらせも流すのですか。 
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【事務局】 

 特に市外からお客さんが来てもらえるようなイベントを選んでいます。 

効果としては最近都市間交流でさまざまな人に伊賀市に来てもらうことが大切で、欲

を言えば伊賀市の情報だけを他市で流せればよいですが、そういうわけにもいきません

ので、市民の皆さんも甲賀市や亀山市に出かけていただいて、色んなものを見ていただ

く中で、伊賀市に持ち帰って生かしていくことにもつながると思います。 

この３市の中では特に伊賀市には多くの人が来ていただいているので、伊賀市にはメ

リットがあると思います。 

 

【委 員】 

 広報紙に掲載する情報と行政情報番組で放送する情報はは違ったものになるのです

か。 

 

【事務局】 

 広報紙のほうは別に担当が集まってテーマを決めています。周知した情報ということ

で重なることもあるかもしれませんが、全く同じ情報ということではありません。 

  

【委 員】 

 いこかの中でお話しすることではないかもしれませんが、１番近い名張市の情報は近

隣の情報を知る上で大切だと思います。 

 また、名張市へのアピールを番組でなくともしていくべきだと思うのですがいかがで

しょうか。 

 

【事務局】 

 おっしゃるとおりだと思います。 

 現在は名張市民への発信のツールがないため、フェイスブックや、ホームページで発

信していますが、大切なことと思いますので、模索していきます。 

 

【委 員】 

 伊賀上野ケーブルテレビ㈱と㈱アドバンスコープで、番組交換をしています。行政番

組ではしていませんが・・。 

 

【事務局】 

 いがぶらをはじめ名張市から多くの人が来ていただいていますので、考えていきます。 

 

【委 員】 

 ２市に提供する２分間のおしらせ番組はどのように制作するのですか。 
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【事務局】 

 ウィークリー伊賀市で通常放送するおしらせをそのまま提供します。 

 

【事務局】 

 ３市の連携について関連しますので少しお話しをさせていただきますが、３年前から

防災、交通、農林、観光、スポーツなどで連携していこうと３市の取り組みを進めてい

ます。 

 交通では草津線と関西線の連携、スポーツでは３市連携のサッカー大会、防災では総

合的な防災訓練などしていこうとなりました。広報の分野ではこれらの連携より以前か

ら何かできないかということで始まりました。その市だけではなく広域的な連携をする

ことで、より多くの市民の人に取り組みを知ってもらう、そしてそれぞれの市から伊賀

市へ来ていただく、また、伊賀市からもそれぞれの市へ行っていただくことが大切です

ので、その中の１つの取り組みとしてこの番組交換も意義があるのではないかと考えて

います。 

 

【委 員】 

 地域によっては亀山、甲賀は身近なところにあって取り上げてもらえるとうれしいと

思うのですが、一方で、交通網のない離れた地域の人たちからすると観光客が来てくれ

たり、そういったメリットとしては薄れてくるのではないでしょうか。 

 

【事務局】 

 ３市の交通は関西線、草津線でつながっており、それぞれの地域には行政バスも走っ

ています。それらも含めて、市外から多くの人を呼び込むためにはどのように連携して

いったらよいかを議論していますので、直接つながった地域だけではありませんし、そ

れぞれの市を通した交通などのあり方を考えています。 

 

【委 員】 

 番組の頻度について、伊賀市では１週間ですが、他市ではどれだけの期間それぞれの

市民の目に触れる期間があるのですか。 

 

【事務局】 

 基本的には同じ期間ですが、亀山か甲賀かどちらか忘れましたが、週の途中で番組が

変わるのだったと思います。 

 

【委員長】 

 それでは次に文字放送についての事項に移ります。 

 事務局から説明をお願いします。 



 8 

 

【事務局】 

 来年度からウィークリー伊賀市のおしらせを文字放送に移行するので、おしらせの量

が増加してくることが予想されています。 

 文字放送は１本、１～３分ぐらいの放送ですが、現在は大体１０分間で１巡していま

す。来年度おしらせが増えたとしても、３０分で１巡しないということはないと思われ

ます。 

 

【委員長】 

 文字放送について委員の皆様からご意見、ご質問等はありますか。 

 

【委 員】 

 おしらせは、集約されていると思うのですが、漏れなどがないよう、どういった流れ

で受け付けているのですか。 

 

【事務局】 

 毎年１月に次の年度の広報計画を作成します。 

 どの時期でどういった特集、おしらせがしたいかを各課に照会し、年間の番組スケジ

ュールを決めています。また、急にお知らせしたいことなどは文字放送で随時受け付け

ています。 

 

【委員長】 

 その他、ウィークリー伊賀市を含め、全体的なことで何かありますか。 

 

【委 員】 

 合併して１０年経つので、地域間格差をなくすためにもしっかりと情報提供をしてい

ってほしいと思います。 

 

【委 員】 

 広報コンクールには出しているのですか。 

 

【事務局】 

 ２年前に地元の高校生に出演してもらって、公共交通の特集をしたものが県で優秀賞

をとりました。それ以降は出してはいますがなかなか選ばれない状況が続きます。 
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【事務局】 

 そういった前例もあることから、もし可能であればインターンシップで受け入れた生

徒さんに市民スタッフとして出ていただけないかなど、検討したいと思います。 

 

【委 員】 

 観光や地域のできごとなどの放送はありますが、伊賀市は製造業が盛んな地であると

も思います。こういった産業を取り上げた情報が少ないように思います。 

 民間企業の紹介はなかなか難しいと思いますが、移住の問題も今後取り組む中で、働

く場所というのは基本的な部分だと思いますので、産業部分を取り上げてみてはどうで

すか。 

 

【事務局】 

 おっしゃることはごもっともですが、行政は公平性を保ちながらしていく必要がある

ので、どういった方法で放送できるのか勉強させていただきます。 

 

【委 員】 

 働き方、例えば消防など１人の住民としてこういった働き方をしているという目線で

番組を作ってみてはどうですか。 

 

【委 員】 

 ７チャンネルで企業の紹介をしていますよね。 

 

【事務局】 

 行政だと CSR（社会貢献）に取り組んでいる事業所を CSR認定して取り上げていると

ころもあるようです。今回も伊賀ブランドに認定された事業所を優先的に紹介できる

ようになりましたが、企業さんもこういった制度により紹介できる制度を検討してい

かなければならないと思います。 

 

【委 員】 

 まち・ひと・しごと創生の関係の特集などはしましたか。周知など今後はどのよう

にしていくのですか。 

 

【事務局】 

 計画ができましたという概要を紹介する特集はしましたが、今の時点では具体的に

動き出していないので、動き出してきてから、全体的なことではなく、分野ごとに紹

介していければと思います。 
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【委 員】 

 計画が絵に描いた餅にならないように広報と連携しながら周知を進めてほしいと思

います。 

 

【事務局】 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略は４つの基本目標を掲げ、その中に複数の施策や

事務事業があります。事務事業の中には市が行うもの、地域が行うものなどさまざま

なものがありますが、こういった具体的な取り組みを市民だけではなく市外にも発信

して行く必要があると考えています。例えば、移住交流などでは、伊賀の魅力を発信

することで、伊賀市に１度どんなところか見に行ってみようかということになるかも

しれません。こういった発信も重要ですのでこれから取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 

【委員長】そのほか、何かありますか。なければこれで終了したいと思います。あり

がとうございました。 

 

 


