
能登町有線テレビ放送

ｅ-のとネットＴＶの概要（石川県能登町）

石川県鳳珠郡能登町
面 積：２７３．４平方キロメートル
人 口：２３，０３１人（平成１８年７月１日現在）

世帯数：８，１６９世帯（平成１８年７月１日現在）



整備の実施背景

平成１７年３月に旧能都町、旧柳田村、旧内浦町の３町村
が合併してできた能登町は、石川県の北東部、能登半島の中
央部に位置し、北は珠洲市と輪島市、南西は穴水町に隣接し、
東と南は富山湾に面しています。 自治体営では全国で５番
目、石川県では初のケーブルテレビ施設として、昭和５９年
に開局した柳田村有線テレビ放送や、平成９年に開局した能
都町有線テレビ放送は、難視聴を解消するだけでなく、自主
放送番組による情報発信により活力ある農村社会の形成や地
域産業の振興、近代化に大きく貢献してきました。
高度情報化社会に対処するため、情報交流が可能となるよ

うにマルチメディアによって高度化をし、農林漁業の振興、
生活の改善、都市農村交流などの推進を図るため、平成１７
年度から２カ年計画で旧内浦町にも事業を実施して、地域情
報化を支える情報インフラの構築を行っています。



概要

会計区分 ：有線放送事業特別会計

事業費総額 ：４０４，６７１千円（Ｈ１７年）
（うち一般会計から繰入金；２５，０３５千円）
一般管理費； ４３，１４９千円
施設管理費； ８０，９１４千円
放送事業費；２７７，６０８千円
公債費 ； １，０００千円
予備費 ； ２，０００千円

加入者数 ：一般加入者 ；４，６３５世帯
事業所 ； ２０２事業所
公共機関 ； １５０施設



情報基盤の整備状況
伝送路
今後のデジタル化に伴う放送と通信の融合に対処するよう、 幹線は光ケーブ

ルの光・同軸ハイブリッド方式で完全双方向伝送路。

防災行政告知・域内電話システム
区域別告知放送と域内無料電話によりコミュニケーションの活性化

情報検索システム
農業振興等のため、センターに蓄積された行政・生活・農業情報等をリアルタ

イムにＴＶでリクエスト視聴でき、情報活用できる。

健康支援システム
福祉の向上のため、虚弱な一人暮らし高齢者宅と在宅介護支援センターを結び、

血圧等バイタルデータの送信蓄積等によりアドバイスを行う。

ふれあいネットワーク
インターネット接続が可能なグループウエアによって町民情報・農業情報の活

用ができる。

自主放送
スタジオ設備や放送機材で農業情報等の収録や放送を行う。
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伝送路

光ケーブル化

伝送路幹線に光ケーブルを使用した光・ 同
軸ハイブリット方式を採用しています。

完全双方向化

伝送路を完全双方向化することにより、高度
情報通信サービスが可能です。

広帯域化

今後の放送デジタル化に備え、伝送帯域に広
帯域の７７０ＭＨｚを採用しています。

ループ化

障害発生時に、影響範囲を最小限にすること
ができるよう、幹線を複数のループで構成し
ています。

ケーブル延長

・光ケーブル（８～２００芯）
１３８，３６７ｍ

・同軸ケーブル１２Ｃ（幹線）

１８７，９１３ｍ

・同軸ケーブル１２Ｃ（分配線）

１１１，６２４ｍ

・同軸８Ｃ(分配線）
６２，６４０ｍ

・同軸ケーブル５Ｃ（引込線）
１９３，２０６ｍ



防災行政告知・域内電話

定時放送
毎朝６時３０分に、町で行われる行事
等を音声で家庭にお知らせしています。
また、朝昼夕の時報チャイムを流してい
ます。
緊急放送
火災発生時やその他災害発生時には、
消防署から緊急放送を行い、防災に役立
てています。
区域内放送
区長宅から地区の家庭に連絡事項等を

放送し、生活改善を図っています。
域内電話
農村生活で発生する様々な連絡に使用
し、生活改善やコミュニケーションの活
性化に役立っています。



家庭の電話機を端末装置として使用し、センターの装置に蓄積されている画
像を検索することによって、行政・生活・農業情報等をリアルタイムにテレ
ビでリクエスト視聴できます。

情報検索

コンテンツ
・お悔やみ情報
・おめでた情報
・番組案内
・行事案内
・講座案内
・農林情報
・商工情報

・バス・鉄道時刻表
・町内ニュース番組
・ブルーベリー栽培情報
・稲作情報
・各種イベント番組
・行政情報番組
・公立病院診療案内

収容番組数：８７番組（平成１８年８月現在）
検索件数 ： ３３８件/月（平成１７年度分）



健康支援

一人暮らし高齢者や循環器系疾患の要指導
者宅に設置したバイタルセンサー等健康管
理端末と健康管理機関にある端末を結んで
在宅健康管理を行っています。

公共施設にバイタルセンサー等健康管理端
末を設置して、ひまわり健康カードを所持
した一般の町民（対象は４０歳以上）の血
圧等のデータの送信・蓄積をおこなってい
ます。送信されたデータは、毎月結果が本
人に郵送され、必要に応じて保健師が訪問
して保健指導を行っています。

健康管理端末設置場所
・一人暮らし高齢者宅１０世帯
・循環器系疾患者１０世帯
・公共機関１０カ所



ふれあいＮｅｔ（グループウエア）

町民が使えるグループウエアで、バーチャ
ルな情報公園を構築

掲示板機能によって各施設から発信した、
農業技術情報、行政情報、公共機関情報な
どを見ることができます。「フリーマー
ケット」や「何でも伝言板」では、町民か
ら情報発信ができます。

電子メール送受信機能によって、イン
ターネットを介してＥメールを送ることが
できます。柳田エリアでは、３０％以上の
世帯がインターネットを利用しています。
ホームページでは、特産のブルーベリー

商品などの販売を行っています。

柳田ふれあいＮｅｔ加入数：６２９箇所
（平成１７年１０月現在）



自主放送

のとほっとらいん

町の出来事を月曜から金曜まで日替わり
で毎日制作し放送しています。

企画番組

町で行われるイベントやタイムリーな話
題を特集した番組を月に２～３回制作し放
送しています。

文字放送

おめでた、お悔やみをはじめ行政情報、
各種団体からのお知らせなど様々な文字情
報を放送してます。



放送サービス

テレビ放送（柳田エリア)
・地上波再送信 ７波（ＮＨＫ２、民放５）

・ＢＳ再送信 ９波（ＮＨＫ３、民放６）

・ＣＳ再送信 １７波

・自主放送 ８波（コミュニティ、リクエスト）

ＦＭラジオ放送(柳田エリア)
・地上波再送信 ４波（ＮＨＫ１、民放３）

・ＣＳ再送信 １波（放送大学）



自主放送番組実績

デイリーニュース ５８５本

企画番組

○公共の広報に関するもの １５本

○町内外の話題に関するもの ４４本

○講演 ２本

○教養番組等 ３８本

○町議会に関するもの １６本

合 計 １１５本

スポット放送

○依頼スポット放送（赤い羽根共同募金）７本

合 計 ７本

（平成１７年度制作実績 ）



自主番組放送時間

のとほっとらいん（再）２３：３０ＪＡ番組１２：００

のとほっとらいん（再）１２：３０

企画番組（再）２２：００のとほっとらいん（再）１１：００

日曜リクエスト放送：
８：００／１０：００／１２：００／１６：００／１８：３０／２０：００／２１：３０

のとほっとらいん（再）２１：３０企画番組１０：００

企画番組（再）２０：００体操９：００

のとほっとらいん１９：３０農政番組８：００

のとほっとらいん１８：３０まちむらＮＯＷ７：３０

園芸番組１８：００のとほっとらいん（再）６：３５

企画番組１６：００告知お知らせ６：３０

体操１５：００体操６：００

内容時間内容時間

農林水産省
グリーンチャンネルから

自主番組



能登町の現実水田とパソコン仮想水田で稲栽培

ネットで繋がる
楽しいグリーン・ツーリズム

現実水田を耕作し、能登町のおいしいお米６０キロをゲット！
仮想水田で、害虫、雑草などアクシデントを体験しながら稲作を理解！
農業を中心とした生活を疑似体験！

画期的なグリーン・ツーリズム
http://xoops.wave.co.jp/html/

町にケーブルテレビネットワークがあるからできる

電脳百姓稲作ツアー
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