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地域メディア・地域コンテンツビジネス展開の経緯

SVS
㈱山陰ビデオシステム

CCO
㈱中海テレビ放送

SCN
㈱ｻﾃﾗｲﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞﾈｯﾄﾜｰｸ

CATV
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

衛星通信

ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

ｺﾝﾃﾝﾂ流通

■平成5年 設立 （活動エリア：全国）

・地域からの情報発信の推進と全国のケーブルテレビネットワークの実現

・通信衛星を利用し、全国約１４０局のＣＡＴＶへ番組配信

・地域コンテンツのシンジケーターを目指す

・ＣＡＴＶのコミュニティチャンネルを支援

・全国のＣＡＴＶとの共同番組制作等を実施

・2005年春～インターネットを利用した地域情報、緊急情報表示サービス開始

http://www.sc-net.ne.jp/

■昭和55年 設立 （活動エリア：山陰両県中心～全国）

・地元民放３社の出資により設立した山陰初の本格的プロダクション

・地上波民放、CS、BS、CATV等の番組の企画制作

・ＶＰ、ＣＭ、展示映像、ハイビジョン番組等も制作

・山陰で２５年、地域映像をアーカイブ

・地域映像コンテンツ制作の中心的役割を担う

http://www.s-video.co.jp/

■昭和59年 設立 （活動エリア：鳥取県西部）

・地元企業１７０社が株主となり設立、平成元年11月1日開局

・放送エリア：米子市･日吉津村･境港市･伯耆町･日南町（加入世帯約3万世帯）

南部町・大山町（今後の予定）

・コミュニティチャンネル６ch体制で徹底した地域情報番組の放送を実施

・地域において住民へメディアリテラシー啓発

・市民と共に様々なプロジェクトを行う

http://gozura101.chukai.ne.jp/



■社 名：株式会社中海テレビ放送

■所 在 地：鳥取県米子市河崎610

■資 本 金：4億9千3百万円

■設 立：昭和59年11月20日 ■開 局：平成元年11月1日

■社 員 数：４３名

■ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ：米子市､日吉津村､境港市､日南町、伯耆町(旧岸本町)

米子市(旧淀江町/H18～)、南部町(H18～）、大山町(H18～)

中海テレビ放送の概要

ＴＶ加入状況 _ (H18年5月末現在）

市町村名 総世帯 多ｃｈ 再送信 接続世帯 多加入率 接続率
米子市 55,260 17,328 6,809 24,137 31.4% 43.7%
境港市 14,211 3,435 424 3,859 24.2% 27.2%
日吉津村 880 578 39 617 65.7% 70.1%
日南町 2,352 1,315 887 2,202 55.9% 93.6%
伯耆町（旧岸本町） 2,092 1,576 25 1,601 75.3% 76.5%

合計 74,795 24,232 8,184 32,416 32.4% 43.3%

新規エリア営業状況 (H18年5月末現在)

市町村名 総世帯数 加入世帯 加入率
南部町 3,401 3,015 88.7% １７年８月～１７年１２月

旧淀江町 2,340 1,481 63.3% １８年１月～１８年４月

大山町 5,519 3,863 70.0% １７年１１月～１８年６月

引込時期

■H17年度広告収入 ： 約70,000千円



安心・安全な

地域

安心・安全な

地域

中海テレビ放送の基本理念

■地域コミュニティーの育成

■政治・経済など自分の街に関心を持ってもらう

■住民の自主的な問題提起から解決を応援

■子どもや若者に夢を与える

■がんばる人を応援

■市民の情報発信意欲を向上 …etc

誇りのもてる

地域

誇りのもてる

地域
豊かな地域豊かな地域個性ある地域個性ある地域

■地域・住民と協働による番組づくり■



中海テレビ放送のコミュニティチャンネル

【イベントチャンネル】

中海４チャンネル

４ch

【ニュース専門チャンネル】

コムコムスタジオ

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｱｸｾｽ
･ﾁｬﾝﾈﾙ 生活情報チャンネル

県民チャンネル

各地域専門チャンネル

４４chch ５ch５５chch

14ch14ch14ch 15ch15ch15ch

地域の様々な情報を提供するチャンネル。

情報バラエティ番組からお祭りやイベント中継、
地域の経済や文化などを取り上げたシリーズ
番組など、地元情報満載。

毎日３０分・１日平均８項目のニュースを生放
送で提供。リピート放送を行い、いつでも最新
の地域ニュースが入手可能。
正午には「今日のニュース」として最新の
ニュースを挿入。

まるごと市民のチャンネル！
地元の文化団体や青年団体など
37団体のP・A・C番組運営協議
会を中心として、公民館や学校、
個人の投稿作品を放送。

行政からのお知らせやイベント情
報を文字で提供。また、西部広域
消防局と連動した消防情報や、災
害情報として注意報警報、地震情
報なども即時に提供。

各地域ごとに行政・学校・公民館・ボラ
ンティア団体などからお寄せいただい
たきめ細かな地域情報を発信

３ch３３chch

鳥取県議会の生中継の他、鳥取県全
体に関わる情報や県内ＣＡＴＶ制作の
番組などを放送。

34ch34ch34ch



ニュース専門チャンネル「コムコムスタジオ」５ch５５chch

■毎日３０分の生放送のニュース番組

■１日平均８項目の地域ニュースを徹底取材

■有事の際の緊急対応

・台風情報、地震情報等の速報や特番への切替

■ビデオジャーナリスト方式の取材体制

・一人取材→編集→ナレーション→完パケ迄

■ニュースから特集、特集から特番へ、

地域のニュースを徹底取材！



イベントチャンネル「中海４チャンネル」

■年間制作タイトル・・・７２タイトル（制作本数=約270本/年）
（H16年度実績） 生放送（中継含）・・・１８本 シリーズ番組・・・１３タイトル

４ch４４chch

【イベント中継】 『中海版「ゆく年くる年」『米子がいな祭』『全日本トライアスロン皆生大
会』

【 政治・経済 】

【 地 域 紹 介】

【ス ポ ー ツ 】

【子どもの育成】

【 文化・芸術 】

【医療・福祉・環
境】

『がんばれ地域経済』『脱出なるか！鳥取県の経済危機』

『米子市議会』『境港市議会』『日吉津村議会』 『野坂市長囲んでまちづくり』

『県知事､県議､市長､市議等選挙 開票速報完全生中継』 『選挙へ行こうよ！』

『米子市政討論会』『県議熱中討論』

『chukai情報広場 パルディア』『街、そぞろ歩き』『若者たちの挑戦』

『まちづくりのリーダー達～地域のボランティア・NPOネットワーク』

『鳥取発！エコアジア2004』『あなたの保健・医学講座』

『中海物語2006～郷土の誇り 世界に向けて』『羽ばたけあかりの仲間たち』

『高校野球鳥取地区予選 全試合完全生中継』『日南おろちマラソン』

『JFLサッカー･SC鳥取ホームゲーム 生中継』『中海テレビ放送杯野球大会』

『みんなで歌おう子どものうた』『中学生作文コンテスト』

『小６・３０秒メッセージ「１０年後の私の夢」』

『MUSIC on the STAGE』『朝日座復活新作演劇「天の鼓・地の叫び」』

『ピアノが奏でる夢、そして挑戦』『とっとり童謡フェスティバル』



平成１８年米子市議選開票速報視聴率
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資料：米子市議選視聴率



生活情報チャンネルについて

火災や地震発生時には緊急情報を２４時間表示

■鳥取県西部広域行政管理組合・・・火災情報等

■米子市（「安心安全ネットワーク」）

・・・米子市が防災無線で放送した緊急情報

（行方不明者情報）など

■国土交通省(倉吉河川国道事務所)・・・交通規制情報

■緊急情報・・・注意報・警報、震度速報など

■その他

・・・行政からのお知らせ、イベントや講演会情報など

15ch15ch15ch



パブリック・アクセス・チャンネル14ch14ch14ch

地域の文化・経済・スポーツ団体、学校あるいは個人一人一人が、各活動、その他
何でも自由に発表・PRする場。

市民のつくる番組を通して、地域コミュニケーションの輪を広げ、生活の向上、また
地域社会の経済・文化・教育発展を目指していく。

（作品例）

○「大好き大宮」…日南町立大宮小学校
○「合併」…岸本町ビデオクラブ
○「にちなんおろちマラソン全国大会」…個人
○「にちなん環境林 月－ボランティア」…個人
○「本屋さんで逢いましょう」…本の学校
○「国語の時間にニュースを作りました」…米子市立伯仙小学校
○「J-CABLE」…（社）米子青年会議所
○「2002ベンチャーズファンカーニバル」…港ベンチャーズ企画
○「みんなで子育て」…わくわくこめっ子ネットワーク
○「田んぼの学校」…田植唄保存会
○「K-CAR ６時間耐久レース」…Team DDR
○「四季彩音学館～秋のステージ 雅楽舞楽」…境港文化福祉財団
○「志と美学」…鳥取県西部中小企業青年中央会
○「日野川源流の碑」､「日野川の源流と流域を守る会ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｼﾘｰｽﾞ」…個人
○「カンボジア・ベトナムの旅」…個人
○「三地直装 イワシマン」…アトラクションサークル HI☆JAC

理念は「メディアを市民の手に！」

・年間放送本数・・・約１８０本

・運営協議会参加団体・・・３７



■県内のニュースや出来事

■鳥取県議会の生中継

■鳥取県の最新観光、イベント情報の提供

■県政情報や公共情報

■県内イベントの中継

■各市町村からの情報

■鳥取県ケーブルテレビ協議会連携番組

■鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会推奨番組

県民チャンネル34ch34ch34ch

広域連携で県域情報を充実



資料：県域ネットワーク

鳥取情報ハイウェイとの接続により
県内６局のケーブルテレビネットワークが実現

鳥取県西部ネットワーク鳥取県西部ネットワーク

○生活圏情報提供
○行政情報提供
○医療・福祉情報
○防災情報

○鳥取県や各市町村からの行政情報提供
○県議会中継
○県内CATV局との連携番組
○広域防災情報

鳥取全県ネットワーク鳥取全県ネットワーク

鳥取県庁

市町村役
場

市町村役場

SCNSCN
学校

学校CCOCCO TCBTCB HCVHCV

NCNNCN
倉吉倉吉

NCNNCN

HCTHCT

IPNIPN

中海テレビ放送

鳥取県民チャンネル



各地域専用チャンネル

中海テレビのサービスエリアは鳥取県西部、
米子市を中心に２市２町１村に拡大。
今後、南部町、大山町、米子市淀江地区へ
もエリア拡張予定。

サービス中

平成１７・１８年度実施予定

業務提携

協議・提案中

※伯耆町は、旧岸本町地区のみサービス中。
旧溝口町とは、チャンネルリースや通信事業で
業務提携中。

日南町

米子市

境港市

日吉津村

伯耆町

南部町

江府町

大山町

日野町

淀江地区

南部町

鳥取県

各地域の情報は

各地域専用チャンネルでカバー

３ch３３chch

各地域の情報に特化したチャンネル。
各地域ごとに行政・学校・公民館・ボランティア
団体などのきめ細かな地域情報を提供。



市民の意見を反映した番組制作体制

■番組審議会

■パルディア番組モニター

■ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｱｸｾｽ･ﾁｬﾝﾈﾙ番組運営協議会

■コムコム・カンファレンス評議員

■地区ＣＡＴＶ懇談会



地域メディアの役割

市民市民市民
中海テレビ中海テレビ中海テレビ

『地域連携ネットワーク』から
様々な情報をギャザリング

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯ

行政行政行政

団体団体団体

企業企業企業

医療
機関

医療医療
機関機関

福祉
施設

福祉福祉
施設施設

学校学校学校

中海テレビは“仲介テレビ”

様々な番組やプロジェクトへ 豊かなまちづくりの実現

公民館公民館公民館



【防 災】 ■平成１７年度防犯システム調査研究事業

・ＩＰ-Webカメラ活用による住宅地防犯システムの調査研究
■米子市安心安全情報ネットワーク

【環 境】 ■中海再生プロジェクト

・中海アダプトプログラム

【経 済】 ■ビジネス評価委員会（米子信用金庫）

・地域活性化ファンド「チャレンジ２１」

・喜八プロジェクト

【情報化】 ■地域情報化プロジェクト（テレトピア・日南町CATV活用会議 他）

■メディアリテラシー支援

・ＰＡＣ地域映像創り手育成研修

・全国市民メディア交流大会

■鳥取県民チャンネル創設プロジェクト

■市民テレビドラマ制作支援

【その他】 ■がいなネット

■ＳＣ鳥取支援

■障害者自立支援、生涯学習支援、若者支援等各種支援

地域プロジェクトとの連携や支援活動



プロジェクト事例

中海再生プロジェクト～１０年で泳げる中海に～中海再生プロジェクト～１０年で泳げる中海に～

【目的】 「１０年間で１９５５年以前の中海の姿に戻す」とともに「中海を利用した活性化」を行う。
【発足】 平成１４年２月２７日
【構成メンバー】 環境に関する市民団体・行政・米子市議会議員・民間企業

「中海物語」「中海物語２００３」「中海物語」「中海物語２００３」
【内容】平成１３年から１年間、「後世に誇れる中海にしようと取り組んだ番組。全１２回
の放送の中で、市民やボランティアグループ、行政担当者らがゲスト出演。また、中海物
語２００３では、参加団体の中海再生に向けた活動を紹介。

「中海体験クルージング」「中海体験クルージング」
【内容】平成１４年より毎年１回、市民の皆様に中海について理解と関心を深めてもらおうとす
るイベントです。４回目の今年は参加者とボランティアスタッフが合わせて４００人に上り、活動
が定着していることがわかりました。参加者は改めて中海の自然の豊かさや水質などの環境
改善の必要性を実感していました。また、１２団体が中海の生息魚介類や浄化実験などの展示
紹介する環境フェアでは、参加者が中海への関心や理解を深めました。

「中海再生プロジェクトＮＥＷＳ」「中海再生プロジェクトＮＥＷＳ」
【内容】次回の中海物語案内、プロジェクトメンバー開催の中海関連イベント告知等を
掲載し、月１回発行。現在の発行数は、協賛企業、中海物語出演者、イベントに協力し
て頂いた方、米子市議会議員など約１００部。

「中海再生プロジェクト総会」「中海再生プロジェクト総会」
【内容】毎年１回、その年の活動を振り返り、反省を来年度へ活かす目的で開催。

「中海アダプトプログラム」「中海アダプトプログラム」 HH１８１８..４～開始４～開始
【内容】第１期の活動に登録した団体５５団体、参加者約４５０名が中海の再生を目指し、
中海周辺の各担当区域を定めた定期的な清掃活動の取り組みをスタートしました。

６月１１日（日）には「ラムサール条約登録湿地 中海・宍道湖一斉清掃」が実施され
参加団体はもちろん鳥取・島根両県知事はじめ行政、市民も多数参加しました。
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*PAC協議会=パブリックアクセスチャンネル番組運営協議会

●鳥取情報ハイウェイを活
用した県域情報専門チャン
ネルの創設
●地域情報の充実で県民
の生活を豊かに！
●地域情報発信、アーカイ
ブの促進
●市民の情報発信支援
●地域映像制作者の育
成 ・派遣

●制作番組の活用（発表）
●番組制作ノウハウ指導

●コンテンツ制作
●コンテンツ活用、発信
●鳥取県民チャンネルの
放送

PAC協議会
参加協力

●全国配信の支援
（全国CATVへ衛星配信）

●制作等バックアップ
●制作指導

●広報
●地域での放送

●事例発表
●番組放送
●全国発信

●事例発表
●衛星生中継

●番組制作

鳥取情報
ﾊｲｳｪｲ

中
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再

生
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ロ
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ク

ト

中
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ア
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ト
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●参加･協力

●参加･協力

●番組制作
●イベント開催
●プロジェクト
推進



地域メディアのまとめ

身近なコミュニティ（個人・家族・職場・サークルなど）の

コミュニケーション不足＝コミュニティの情報不足

地域コミュニティが強化

ＣＡＴＶが地域

情報を補う

地域に活力が生まれる

地域の自立 ＣＡＴＶの発展

「21世紀情報社会における
メディア・エコロジーの基礎研究」より

（H15.5発表）

■中海テレビ放送の加入者のうち加入を
推薦した事がある人の推薦理由



ＳＣＮの概要

■会社理念

「地域メディアコンテンツ」の新しいネットワークの基に、「地域

情報発信」や「地域コンテンツ流通」を促進し、地域主体のコミュニ

ケーション社会を目指します。
■会社概要
・社 名 ：（株）サテライトコミュニケーションズネットワーク

（略称：ＳＣＮ）
・資本金 ： 2億3,600万円
・設 立 ： 平成５年２月

■事業内容
○ＣＡＴＶ向け番組配信事業

○衛星通信事業

○メディアプランニング事業

○番組販売事業

○番組企画・制作事業

○地域情報・緊急情報自動表示サービス



全国ＣＡＴＶコンテンツ流通ネットワーク

■通信衛星を利用した全国１２０局の

ＣＡＴＶネットワーク構築

■ケーブルテレビの全国発信ニーズに対応

■コミュニティチャンネル用のコンテンツを流通

■業界情報の提供によりＣＡＴＶ支援

■コミュｃｈへ地域情報や災害情報を２４時間提供

【ＳＣＮの取り組み】



○1993.12 「ＧＯ ＷＥＳＴ！」
○1994.11 「ときめきTOTTORI’94～ふるさとの食と自然をお届けします～」
○1996.08 「世界・梨ドリーム博’96～梨・東伯町から世界へ～」
○1997.07 山陰・夢みなと博発！「本と読書の未来」
○1997.08 「とびっきり鳥取夢発信！ー山陰・夢みなと博覧会ー」
○1997.09 ４県知事衛星フォーラム「２１世紀の地域づくりと情報化」

○2001.01～2005.01「さっぽろ雪まつり」衛星生中継－J-COM札幌制作

○2002.07 衛星知事対談「21世紀の日本を地方から考える」

－衛星知事対談実行委員会制作

○2002.09 「岸和田発！だんじり祭」－テレビ岸和田制作

○2002.10 「はんだ山車まつり」衛星生中継－CATV愛知制作

○1993.07～2005.07 「全日本トライアスロン皆生大会」－中海テレビ放送制作

○2004.06 「地域コンテンツ時代に向かって～ケーブルテレビ2004～」－NGF･SCN

○2005.05 Sky PerfecTV!「すきすきキスゴン」－ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ･NGF･SCN

全国ケーブルテレビのコンテンツ制作・発信事例



NGF(Next Generation Forum)の全国共同番組制作の取り組み

「地域コンテンツ時代に向かって

～ケーブルテレビ2004～」



地域情報・緊急情報 自動表示サービス「コミネット」

地域情報や緊急情報を２４時間自動表示



コミネット 導入事例

ｻﾃﾗｲﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞﾈｯﾄﾜｰｸ

・地震速報・津波警報

・火山情報・地元火災情報

・ＣＡＴＶニュース

・道路工事情報

・イベントお知らせ

中海テレビ放送様(鳥取県) 近江八幡ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ様(滋賀県)
・地震速報・津波警報・火山情報

知多ﾒﾃﾞｨｱｽﾈｯﾄﾜｰｸ様(愛知県)
・地震速報・津波警報

・火山情報・注意報・警報

・各行政からの緊急情報

・道路交通情報

横浜ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ様(神奈川県)
・地震速報・津波警報

・火山情報・気象注意報・警報

・天気予報

・保土ヶ谷区からのお知らせ

・道路交通情報



ＳＣＮの情報ネットワーク

放送・通信の様々なネットワークで地域の情報発信をお手伝い

全国情報発信県域連携生活圏連携

県西部ネットワーク

鳥取全県ネットワーク

中海テレビ放送との
連携により生活圏域
の情報発信をお手伝
い。

中海テレビ放送との
連携により生活圏域
の情報発信をお手伝
い。

通信衛星、ＩＰ伝送網
等のネットワークを介
し全国ＣＡＴＶ局の情
報発信をお手伝い。

通信衛星、ＩＰ伝送網
等のネットワークを介
し全国ＣＡＴＶ局の情
報発信をお手伝い。

鳥取県情報ハイウェイ
を介し県内ＣＡＴＶエリ
ア間の情報交流をお手
伝い。

鳥取県情報ハイウェイ
を介し県内ＣＡＴＶエリ
ア間の情報交流をお手
伝い。

SCN
全国CATV視聴者へ

全国CATVネットワーク

中海テレビ放送



資料：コンテンツ例－イベント中継

米子がいな祭米子がいな祭

【内容】
猛暑を吹き飛ばす万灯！
パレード！花火大会！
夏を彩る米子がいな祭生
中継は、市民が燃えます。

【放送月】毎年
２００５年８月

生中継生中継

とっとり童謡フェスティバルとっとり童謡フェスティバル

【内容】
たくさんの童謡・唱歌の
音楽家を輩出した「童
謡・唱歌のふるさと鳥取」。
童謡・唱歌の魅力いっぱ
いのフェスティバルです。

【放送月】
２００５年４月

【内容】
過酷なレース展開に挑戦す
るアスリートとこれを支えるボ
ランティアの感動的な人間ド
ラマが、中継を通して観る人
の共感を呼び、たくましく生き
る事に繋がっていきます。

【放送月】
２００５年７月

全日本トライアスロン皆生大会全日本トライアスロン皆生大会 生中継生中継

みなと祭みなと祭

【内容】
今年もマグロフィーバ－に
湧く境港市の目抜き通りの
市民パレード、夏を彩る花
火大会など、熱気に包まれ
た市民の様子を紹介しまし
た。

【放送月】毎年
２００５年８月



資料：コンテンツ例－選挙関連

【内容】
今回の衆院選は選挙区の鳥
取２区から４人の候補者が立
候補。公示を前にした予定者
の考えや意見を有権者に生
放送で紹介しました。

【放送月】
２００５年８月

２００５総選挙！あなたに訴えたい２００５総選挙！あなたに訴えたい 生放送生放送 新米子市長に聞く新米子市長に聞く

【内容】
淀江町と合併して１５万
人の新市長に決まった
野坂市長が健康充実都
市づくりを熱っぽく語り
ました。

【放送月】
２００５年５月

【内容】
国政選挙から地方選挙まで
開票速報しながら、地域へ
の影響などを考えるチャン
スにする生中継です。

【放送月】随時
２００５年９月

選挙開票速報選挙開票速報 生中継生中継

【内容】
選挙の投票率低下が問題に
なって久しく、特に若者におい
てはその傾向は顕著に見られ
ます。そこで、選挙に行くと何
がかわるのかを、若者どうしで
ディスカッションしてもらいます。

【放送月】
２００３年３月

選挙へ行こうよ！選挙へ行こうよ！



資料：コンテンツ例－行政／環日本海交流

【内容】
議会中継は、安心で安全、豊
かな暮らしを形成するため行
政が取り組む施策をチェック
する議員の声をそのままお
茶の間に伝える仕組みです。

【放送月】随時
２００５年９月

米子市・境港市・日吉津村議会米子市・境港市・日吉津村議会 生中継生中継

米子市政討論会／県議熱中討論米子市政討論会／県議熱中討論 生放送生放送

【内容】
県西部選出の県議が活
力策を探って討論し、市
民が市議と語って地域を
良くする毎月１回の生放
送です。

【放送月】毎月１回
２００５年８月

【内容】
鳥取県と姉妹友好提携して１
０年の歴史を刻んだ韓国江
原道。竹島問題で行政の交
流が中断している中で日韓
両国の民間交流に努力する
人たちを紹介しました。

【放送月】
２００５年５月

江原道交流の行方江原道交流の行方

【内容】
鳥取県と韓国江原道の民間団
体が交流を求め江原道を訪れ
ました。柔道大会やホームス
テイなどを通して、民間交流を
続けていく事を再確認しました。
その模様を取材しました。

【放送月】
２００５年７月

深めよう友情の絆～日韓親善の仲間たち～深めよう友情の絆～日韓親善の仲間たち～



資料：コンテンツ例－地域紹介

【内容】
地域の文化や歴史を再発
見し、その地に住む人々と
ふれあうほのぼのとした出
会いの番組で、毎回温もり
を紹介します。

【放送月】毎月
２００５年９月

出会い、ふれあい、そぞろ歩き出会い、ふれあい、そぞろ歩き

【内容】
慌しい１年を想い新年に期
待する顔、顔、顔・・・
恒例の生中継です。

【放送月】 毎年
大晦日12/31～新年1/1

中海版「ゆく年くる年」中海版「ゆく年くる年」 生中継生中継

【内容】
おいしいお店、話題のスポット
など地元の情報や、タメになる
社会科見学など、内容もりだく
さんの情報バラエティです。
これを見れば、アナタも情報
通！！

【放送月】毎週金曜日
２００５年９月

Ｃｈｕｋａｉ情報広場パルディアＣｈｕｋａｉ情報広場パルディア 生放送生放送

地産地消の食と健康地産地消の食と健康

【内容】
飽食時代の子どもを如
何に育てるべきか。地
産地消の食と健康を
フォーラムから探ります。

【放送月】
２００５年２月



資料：コンテンツ例－地域経済関連

がんばれ地域経済がんばれ地域経済

【内容】
元気な企業のトップが
語る成長過程や理念を
紹介し、地域経済への
提言や貢献策から活力
を探ります。

【放送月】毎月
２００５年８月

経済人経済人 正月に語る正月に語る

【内容】
今年の地域経済の展望
と課題を語り明日の戦
略を構築するクロストー
ク番組です。

【放送月】
２００５年１月

脱出なるか脱出なるか!!鳥取県の経済危機鳥取県の経済危機

【内容】
全国一低い経済成長率
の鳥取県。勢いのある地
元経営者を囲んで問わ
れる課題や脱出策を情
報提供しました。

【放送月】
２００５年９月

中海圏の経済と観光開発中海圏の経済と観光開発

【内容】
経済専門家による基調講
演や、共同見解・提言で、
鳥取・島根経済同友会が
県境を超えて中海圏観光
の推進を決めました。

【放送月】
２００５年４月



資料：コンテンツ例－スポーツ関連

アミノバリューゴルフマッチアミノバリューゴルフマッチ

【内容】
鳥取県西部にある４ゴル
フ場で繰り広げたプロア
マ対決。この珍しい取り
組みのシリーズ番組は好
評でした。

【放送月】
２００５年８月

高校野球鳥取地区大会高校野球鳥取地区大会

【内容】
甲子園を目指して球児が熱
闘を繰り広げる夏の高校野
球西部地区予選は、全試
合を完全生中継して野球
ファンの要望に応えます。

【放送月】 ３年毎（西部開催時）

２００４年７月

生中継生中継

中海テレビ放送杯野球大会中海テレビ放送杯野球大会

【内容】
企業で働く人たちが競う草
野球大会。毎年２０チーム
以上が熱戦を繰り広げます。
番組では準決勝・決勝の模
様をお送りします。

【放送月】毎年
２００５年１２月

ＪＦＬサッカーＪＦＬサッカー ＳＣ鳥取ホームゲームＳＣ鳥取ホームゲーム 生中継生中継

【内容】
地元の支援で生まれた
JFLのSC鳥取のホームで
のゲームを紹介し、サッ
カーを通してスポーツ振
興に貢献する中継です。

【放送月】随時
２００５年７月



資料：コンテンツ例－子どもの育成関連

【内容】
～ぼく、わたしの将来像～
次世代を担う鳥取県西部
の中学生が、夢と志を熱い
思いで語るメッセージ番組
です。

【放送月】毎年
２００５年２月

中学生作文コンテスト中学生作文コンテスト

小６・３０秒メッセージ「１０年後の私の夢」小６・３０秒メッセージ「１０年後の私の夢」

【内容】
ぼくの夢・わたしの夢･･･。
希望に胸ふくらませそれぞれの
夢を語るこどもたち。
１０年後にタイムカプセルをあけ
るように再び中海テレビで放送
します。

【放送月】毎年
２００５年１月

【内容】
今年２０周年を迎えた中海地区
中学校親善野球大会の全試合
を収録し、県境を越えた中学生
のスポーツ交流を、境港ロータ
リークラブ１００周年記念事業と
して放送しました。

【放送月】
２００５年６月

中海地区中学校親善野球大会中海地区中学校親善野球大会

烏天狗伝説活かして～大山西小の制作ダンス～烏天狗伝説活かして～大山西小の制作ダンス～

【内容】
地域の「烏天狗伝説」を創
作ダンスなどで表現し、ふ
るさとや自然を守る重要さ
を大山西小の児童が訴えま
した。

【放送月】
２００５年７月・８月



資料：コンテンツ例－文化・芸術関連

【内容】
フランクフルト国立管弦米子
公演出演の山城裕子さん（米
子出身ピアニスト）に密着し、
彼女の音楽、地元、そしてこの
コンサートへ込めた想いを伝
えます。

【放送月】
２００５年７月

ピアノが奏でる夢、そして挑戦ピアノが奏でる夢、そして挑戦ＭＵＳＩＣＭＵＳＩＣ ＯＮＯＮ ＴＨＥＴＨＥ ＳＴＡＧＥＳＴＡＧＥ

【内容】
地域や全国、世界で活躍
する音楽家を招き、スタジ
オから心に響く演奏や人生
観を伝えます。

【放送月】毎月
２００５年９月

朝日座復活新作演劇「天の鼓・地の叫び」朝日座復活新作演劇「天の鼓・地の叫び」

【内容】
明治の米子にあった大衆
娯楽の拠点、朝日座を復
活させ、一般募集の出演者
が織りなす芝居を紹介し地
域の文化度アップにつなげ
ました。

【放送月】
２００５年１月

みんなで歌おうこどものうたみんなで歌おうこどものうた 生中継生中継

【内容】
童謡・唱歌は、ふるさと鳥取の
心をとらえ豊かな自然と恵み
を次世代に継承するよりどこ
ろです。子どもたちの楽しく元
気いっぱいの歌声がカメラを
通して伝わってきます。

【放送月】毎年
２００５年１月



資料：コンテンツ例－医療・福祉・環境

細川佳代子さんと春のファッションショー細川佳代子さんと春のファッションショー

【内容】
細川佳代子さんによる、知
的障害者の祭典「長野スペ
シャルオリンピックス」の報
告や、市民に感動を与えた
春の手作りファッション
ショーを紹介します。

【放送月】
２００５年５月

羽羽ばばたけあかりの仲間たちたけあかりの仲間たち

【内容】
リサイクルショップの「あかり」
は知的障害者の寄り所です。
地域との共生や自立を目指
す仲間たちの物語です。

【放送月】
２００３年２月

鳥取発！エコアジア２００４鳥取発！エコアジア２００４ 生中継生中継

【内容】
家庭ゴミから地球規模の
温暖化まで私たちが行
動しなければならない環
境改善について考えまし
た。

【放送月】
２００４年６月

【内容】
健康増進はみんなの願い
です。生活習慣病への備
えなど、医療知識を高める
シリーズ番組です。

【放送月】毎月
２００５年８月

あなたの保健・医学講座あなたの保健・医学講座
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