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ジェイコム湘南の概要 

ジェイコム湘南 

厚木伊勢原ケーブル
ネットワーク 

湘南ケーブル 
ネットワーク 

iTSCOM 

YOUテレビ 

横浜ケーブルビジョン 

J:COM 秦野・伊勢原 

J:COM 小田原 

J:COM 南横浜 

J:COM かながわ 
セントラル 

J:COM 相模原・大和 

J:COM 町田・川崎 

横須賀市 

三浦市 

葉山町 

逗子市 

鎌倉市 

藤沢市 

茅ヶ崎市 

寒川町 

 サービスエリア 神奈川県 湘南エリアから三浦半島をカバー 

   寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市 

 総接続世帯数 44万9千世帯（接続率75％） 

 総加入世帯数 25万7千世帯 

 資本金  57億7,200万円 

 社員数 227名 

 サービス内容 

• 多チャンネルテレビ放送 

• 高速インターネット 

• プライマリー電話 

• MVNO 

• コミュニティチャンネル 

• アフターサポート部隊に 
 よる直接対応 

 

 
（数値データは2015年9月末現在） 
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ジェイコム湘南における取り組み 

 地元メディアとしての取り組み 
• 地元のイベントや取組みを取材、告知、放送 

• 地域イベントへの企画参加、後援、協賛 

• 自治体、観光協会と連携したシティプロモーション 

 地域住民や企業を繋ぐ機会創出 

 特徴的な取り組み 

• PC／タブレット教室、健康講座などの定期開催 

• 大小様々なイベントの積極実施 

‣エルダー層向けウォーキングイベント 
‣若年層向け大規模音楽ライブ 

• 地元プロスポーツの公開収録・イベント実施 

• 防犯協力 
‣防犯パトロール・安心見守り隊 
‣一日警察署長に当社社員が就任 

• 防災協力 
‣災害特番 
‣防災・交通定点カメラ 

• 献血への積極協力で県知事から表彰 

[ 鎌倉の夏祭りをすべて告知] [ 茅ヶ崎のシティプロモーション] 

[ 藤沢警察署 一日警察署長] [ 献血協力を県知事から表彰] 

[周辺地域でウォーキングイベント] [ショップ、局舎でPC/タブレット教室] 
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コミュニティチャンネルの概要 

※関東圏のリモコンID 

1 NHK 総合 7 テレビ東京 

2 NHK Eテレ 8 フジテレビジョン 

3 テレビ神奈川等 9 東京MX 

4 日本テレビ 10 J:COMテレビ 

5 テレビ朝日 11 J:COMチャンネル 

6 TBSテレビ 12 放送大学 

 地デジ帯にありJ:COMネットワークに            
接続済みの世帯は無料で視聴可能 

 
 

 ２つのオリジナルチャンネルで地域情報 
   を発信 
 

① 「J:COMチャンネル」 11ch 
 ・地域を4エリアに分け、地域情報をきめ細かく発信 

 

  
 

② 「J:COMテレビ」 10ch 
 ・J:COMエリア各地の魅力的な地域コンテンツを 

  全エリアへ放送（ex.浜降祭の生中継等） 
 

 ・J:COM以外のケーブルテレビ局の番組も連盟プラット 

  フォームAJC-CMSを活用し放送 

 
 

 

 

 

三浦市 

横須賀市 

茅ヶ崎市 

葉山町 

藤沢市 寒川町 

鎌倉市 

ジェイコム湘南 
コミュニティチャンネル 

配信エリア 
44万9千世帯 

逗子市 逗子市 
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ジェイコム湘南での地域番組への取り組み  

 地元情報の発信  

 県域での情報発信 

 

 地域発全エリアへの発信 

[ デイリー地域番組 ] 

[ 高校野球地区大会 ] 

[ 茅ヶ崎・寒川 浜降祭  ] 

• 「行政」「議会中継」「防災」「地域イベント」等、 

地域情報をデイリーで発信、地域の受け皿に 

• 「少年野球大会」「わんぱく相撲」「地元花火大会」 

  「市町会議員選挙速報」等 

• 「高校野球神奈川大会」「湘南国際マラソン」等、 

    地域スポーツ、「校歌祭」「ハイスクール議会」等、 

• 地域大型イベントを県域で共同制作、共同放送 

• 地域の魅力あるコンテンツを地域から全エリアへ 

  特番化し、発信。 

‣「浜降祭生中継」、「藤沢遊行の盆生中継」 

‣「神奈川県と共催の高校生全国ストリートダンス大会」等 

• シティプロモーションメディアとして 
[ 高校生全国ストリートダンス 
 大会  ] 

[少年野球大会 ] 

[ 湘南国際マラソン] 

地域番組.wmv
地域番組.wmv
地域番組.wmv
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防災への取り組み 

■  防災協定をエリア内7自治体と締結。 
   自治体からの要請に24時間体制 
   で対応。 
   ・自治体からの情報をメール・FAX・電話で受け入れ、 

   防災速報システムにてJ:COMチャンネルに 

   文字ロールテロップ表示を行う 

  ・地震・津波情報は自動的に画面上部に表示 

  ※災害放送について（参考）3.11東日本大震災 

     発災直後から駅前や、避難所にカメラを出し 

   被害状況や避難状況を伝える 

   以降、計画停電情報・各市長からメッセージを放送した 

  

■ 近隣ケーブル局と連携した 
   防災・交通情報ライブカメラアプリ 
 ・津波監視カメラ5台を神奈川県内の海岸に設置  

   相模湾沿岸に到達する津波を映像で確認し、  

   避難および被害状況をいち早く提供 

 ・交通情報カメラ11台による渋滞情報の提供 

 ・神奈川県の近隣ケーブルテレビ局5社で構築 

  ・今後、J:COM全エリア、他局も含めた新たな 

  プラットフォームとして開発し展開する予定 

[※3.11 緊急特番 ] 
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「地域発の情報発信」への取り組み 

「週刊シティプロモーション ご当地サタデー♪」 
 自治体の首長・関係者と地域の著名人をゲストに招き全エリアに 
 向け地域の魅力を発信する番組。 
 東京スカイツリー「J:COM Wonder Studio」から公開生放送。 

■毎週土曜日 14：00～15：00 生放送  再放送 19：00、 27：00  日曜日同時刻再放送 

10/3 黒岩神奈川県知事 
 番組  榊原郁恵さん 

 イベント 酒井中野区広報参事 
           メトロポリちゃんV 

第1回 神奈川県（伊勢原市） 第2回 東京都 中野区 

10/10 酒井中野区広報副参事 
 番組    花田虎上さん 

イベント 伊勢原市 
         商工観光課 清田さん 

日程 局名 自治体名 出演者 

10月 3日 秦野・伊勢原局  神奈川県  知事 

10月10日 中野局  中野区  区長・広報課長 

10月17日 さいたま南局  さいたま市  市長 

10月24日 さいたま南局  さいたま市  市長・ｼﾃｨｾｰﾙｽ部長 

10月31日 世田谷局  世田谷区  副区長 

11月 7日 秦野・伊勢原局  秦野市  市長 

11月14日 杉並局  杉並区  区民生活部長 

11月21日 多摩局  国立市  市長 

11月28日 鎌倉・横須賀局  逗子市  市長 

12月 5日 千葉ｾﾝﾄﾗﾙ局  千葉市  市長 

12月12日 小田原局  小田原市  市長 

12月19日 相模原・大和局  相模原市  市長 

1月16日 西東京局  西東京市  市長 

1月23日 熊本局  熊本市  市長 

1月30日 木更津局  木更津市  市長 

2月 6日 浦安局  浦安市  市長 

2月13日 草加局  三郷市  市長 

2月20日 東上局  ふじみ野市  市長 

2月27日 多摩局  立川市  市長 

3月 5日 東京東ｴﾘｱ局  練馬区  区長 

3月12日 町田・川崎局  町田市  市長 

3月19日 東京西ｴﾘｱ局  府中市  市長 

3月26日 すみだ・台東局  墨田区  区長 
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Appendix 
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■防災速報詳細 9/10（木） 
    

  ・避難勧告、避難指示、避難所、避難状況をテロップで発信 
   床下浸水、道路冠水、車両水没、 
   はん濫危険水位（レベル４/土浦市桜川）、はん濫発生レベル５/鬼怒川） 
   市内バス運行状況、鉄道運行状況、交通規制状況、断水情報、避難勧告解除、避難所開設・閉鎖 
 

  ・つくば市・つくばみらい市・守谷市等の避難所情報等をＬ字で随時提供 
 

   取材方法： 土浦事務所にて各市町村への電話取材やメール等による情報収集 
   発信作業： 浦安事務所にて応援体制をとり情報入力作業を実施 
 

■災害関連情報の対応 9/11（金）～30（水） 
  ９月１１日        土浦市内（利根川水系「桜川」）       取材   

                  つくばみらい市の避難所である市役所の様子 取材 

  ９月１４日        常総市役所の周辺の様子            取材 

  ９月２０日～２５日  「特別番組」災害復旧関連情報 

  ９月１６日～３０日  被災地域の復旧に関連する生活情報を防災速報で提供 

関東・東北豪雨におけるコミチャンの防災対応 
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被災者が必要とする情報を発信 2015/9/25放送内容より 

関東東北豪雨における災害復旧情報番組 

[気象情報 ] [市長記者会見 ] 

[市長からのメッセージ ] [課題について ] [J:COMオンデマンドでの募金告知 ] 

[常総市からのお知らせ ] [警察からのお知らせ ] [災害ボランティアの募集告知 ] 
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ジェイコム湘南における取り組み① 

 地元情報番組「夕なび」 年末特番 

2014年の年末特番では、黒岩祐治神奈川県知事をゲストに招き                                   
特別版として放送。神奈川県が推進するマグネットカルチャー（マグカル）を                             
知事とそれに参加する若者たちとの対話という形式で紹介した。 

 2015湘南藤沢市民マラソン 

生中継に加え、マラソンメインステージでの                       
イベント全体演出と、 J:COMブースでの                        
マラソン記念カレンダー作成イベントを開催。 

スターターや実況を、「夕なび」MCである                          
宮内恒雄・山崎まさやで盛り上げた。 

明日の舞台芸術家を目指すマグカルパフォーミングアーツアカデミーの若者と 
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・東京スカイツリーにあるJ:COM Wonder Studioでシティプロモーションイベントを 
実施。地域発の情報をコミュニティチャンネルだけでなく、イベントでも展開。 

 シティプロモーションイベント「湘南・茅ヶ崎スペシャルデー」 

ジェイコム湘南における取り組み② 

http://www.myjcom.jp/user/report.html
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ジェイコム湘南における取り組み③ 

 ・藤沢で毎年開催される盆踊り大会を特番として生中継 

 ・会場付近となるJR藤沢駅のペデストリアンデッキでパブリックビューイング 

 ・ジェイコム湘南として遊行ばやしコンテストに参加 

 藤沢宿 遊行の盆 

リポーターが当日の模様を紹介 ジェイコム湘南も遊行ばやしコンテストに参加 会場内に特設スタジオを設営し生中継 

 寒川みんなの花火まつり～神奈川のどまんなか祭り 

寒川商店街が推進する地元のお祭りに
特別協賛として参加。妖怪ウォッチや   
スターダストプロモーションのアイドルユニッ
トによるステージイベントを開催 

ジバニャンキャラクターショー S☆スパイシーライブ 
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■応援番組「みんなのベルマーレ」公開収録  
 

ジェイコム湘南の公開スペースでサッカーチーム応援番組の 
公開収録を実施。番組放送に加え、 
地元ファンとクラブの交流の場として活用いただく。 

 湘南ベルマーレとのホームタウン活動 

■湘南ベルマーレＪ２優勝＆ 
Ｊ１昇格報告会の開催  
 

イベントには藤沢市長もお招きして 
湘南ベルマーレのホームタウンの一つ、 
藤沢市との橋渡しを弊社が担う。 

 

■湘南ベルマーレ応援の 
パブリックビューイング開催 
 
会場となった地元商業施設、湘南モールフィルとの 
間に入ってイベント実施を取り持ち、湘南ベルマーレ
ファンの囲い込み強化に貢献。 

ジェイコム湘南における取り組み④ 
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ジェイコム湘南における取り組み⑤ 

・音楽ライブ： 逗子を拠点に活動する音楽事務所と夏のライブイベント「OTODAMA ONEDAY  

         SPECIAL」を開催。岡本真夜、キマグレンら著名アーティストが会場を盛り上げた。 

 地元商業施設「Terrace Mall 湘南」イベント 

プロ選手によるデモンストレーション トークショー 

・スポーツフェスタ：バスケットゴール、本物のビーチの砂を敷き詰めたビーチバレーコートを設置した 

           「スポーツフェスティバル」を開催。ビーチバレーの朝日健太郎さん、バスケの石田剛規
     さん、湘南ベルマーレの坂本紘司さんらによるスポーツ教室、トークショーなどを開催。 

サッカー教室 

岡本真夜 キマグレン 満員の会場 
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ジェイコム湘南における取り組み⑥ 

・地元企業「湘南ライセンス」と共同で出店。LGエレクトロニクスの協力により、         
スマートフォンの夏の新機種を店内で体験できるコーナーを設置。 

・大型モニターでは、「J:COMテレビ」で独占生中継したプロ野球「広島東洋        
カープvs読売ジャイアンツ」の試合のパブリックビューイングも開催。 

・地元情報番組「夕なび」の生放送を海カフェで行い、鈴木藤沢市長らがゲスト出演。 

・店舗屋根には、ケーブルインターネットZAQのキャラクター「ざっくぅ」の巨大バルーンを設置。 

 海カフェ 「J:COM×LG BEACH WALK CAFÉ」 

屋根に巨大「ざっくぅ」バルーンを設置 大型モニターでコミュニティチャンネルを放映 8/26「夕なび」鈴木市長のゲスト出演 




