
アンケート用紙に自由に記入していただきました。

以下、ご意見に対する回答です。（なお、文章は原文を基本としています。）

Q7.その他（有線テレビで取り上げてもらいたい内容、鏡野町のテレビへのご意見などご記入ください。）

平成27年4月～平成27年9月

視聴者からのご意見 鏡野町有線テレビからの回答

1 自分は高齢者なので週に一度、放送があれば助かります。 告知放送は放送依頼があったものは、随時放送させていただいております。

2 番組表の様なものがあるのですか？ 番組表は各公民館で配布しております。また鏡野町有線テレビホームページよりダウンロード可能で

す。

3 お天気情報の坂の下の絵、など温度は水道破裂のため大きな字でお願いした

い。

危機管理室にご意見をお伝えいたします。

4 故障の時に休日（祭日）の連絡体制・修理等の方法 急を要する場合は、鏡野町有線テレビにお電話ください。音声ガイダンスで流れている電話番号に電

話をお掛けいただくと、担当者へ電話がつながります。

5 新しく変わるごみの分け方を放送してほしい。できればある程度の期間は再放送

することが望ましい。

番組名「広報かがみの見てみよう」で取り上げました。

また、番組名「テレビ○○教室」でも取り上げる予定です。

6 野菜の栽培方法 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

7 興味なし アンケート等を参考にし、住民のみなさんに興味を持っていただき楽しんでいただける番組作りを目指

しますので、今後ともよろしくお願いいたします。

8 農業栽培の方法等は為になると思う 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

9 ごみの区分、出し方等有線テレビで繰り返し予告した方が良い 番組名「広報かがみの見てみよう」で取り上げました。

また、番組名「テレビ○○教室」でも取り上げる予定です。

10 最近のことを放送してほしい（5～10年前のものが非常に多い） ご意見を受け、現在、番組名「思い出BOX」は放送しておりません。

11 NHK Eテレで日曜日の朝家庭菜園の放送があったが似たことをしてほしい。 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

12 週別（1週目は○○、2週目はxx等）の放送内容が徹底（しているのかもしれませ

ん）してくれれば見る機会を増やすと思いますが

平日は日替わりで番組を放送しています。また、週末は平日の番組をまとめて放送しています。

テレビリモコンの「番組表」ボタンを押していただきますと、詳しい番組表をご覧いただけます。

なお、「番組表」ボタンの使用方法は、有線テレビの放送の中でくりかえし説明しておりますので、ご覧く

ださい。

13 山陽ホームズの野菜、花つくりの育成に出演依頼をして栽培方法の講習を 現在、美作広域農業普及指導センターの職員の方に出演して頂いて農業番組「楽農経営」を放送して

います。

ぜひご覧ください。

14 議会放送をもっと長く放送してほしい 平成27年12月議会より、放送回数を増やしております。

従来：土、日曜 放送。

現在：金、土、日曜 放送。

15 数年前の映像はいりません。 ご意見を受け、現在、番組名「思い出BOX」は放送しておりません。

16 ・中川さんに続けて欲しい

・３０分位新しいことをしてほしい。（情報局の時間が短い）

鏡野町有線テレビは平成27年度から鏡野光サービス（株）が維持・運営を行っています。

したがって、26年度とはスタッフが入れ替わっております。26年度までのスタッフ同様、住民の皆様に愛

されるテレビ局として努力いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

平成27年度から新番組（町が大きな博物館、消防だより、広報かがみの見てみよう、おおきゅ～なぁれ

♪元気でおってつかぁさいよ!!、テレビ○○教室、緑のふるさと応援隊）を放送しています。新しい番組を

ぜひご覧ください。

17 意見を書くに値しない番組。 定期的に研修会を受講し、技能向上に努めています。

アンケート等を参考にし、住民のみなさんに楽しんでいただける番組作りを目指しますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。

18 気象の地域放送をしているが、アメダス情報では予報がわからない。この地域の

予報がわかる放送をすべし。

危機管理室にご意見をお伝えいたします。

19 議会の放送をもっと長く。 平成27年12月議会より、放送回数を増やしております。

従来：土、日曜 放送。

現在：金、土、日曜 放送。

20 こんな簡単なアンケートを取らず各地区の区長会等に出向き意見・要望を聞いて

参考にしたら。

ご意見ありがとうございます。

現在、取材先で番組のご意見・ご要望をお聞きし、番組づくりの参考にさせていただいております。

21 町議会の放送について、土・日のみならず平日も放送していただき、回数の増を

望みます。番組の視聴率の調査はできませんか？

平成27年12月議会より、放送回数を増やしております。

従来：土、日曜 放送。

現在：金、土、日曜 放送。

現在の放送機器で視聴率を取得することはできません。

機械的に視聴率を調査する事は難しいですので、アンケート等を活用し、住民のみなさんのご意見を

反映していきたいと思います。

22 女子アナの育成に力を入れてください。 現役アナウンサーによるアナウンス研修や放送局OBを講師とする研修会を受講し、技能向上に努め

ています。

23 議会及び各委員会の様子 平成27年12月議会より、放送回数を増やしております。

従来：土、日曜 放送。

現在：金、土、日曜 放送。

なお、委員会は放送しておりません。ご了承ください。

24 野菜の栽培、種まきの時期等 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

25 古い番組が流れている。新しい内容を積極的にとりいれてほしい（古い放送の中

には既に亡くなっている人も出てきているので好ましくない）

ご意見を受け、現在、番組名「思い出BOX」は放送しておりません。

26 町内の歴史を取り上げてほしい 番組名「町が大きな博物館」をぜひご覧ください。

27 園芸（花）の作り方。なす、きゅうり、トウモロコシ等野菜の作り方 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

28 夕方の時報5時が良い。 屋外拡声器の時報は、区長様とご協議のうえ、決められた時間に流れております。

29 旧鏡野町の放送が少ない 旧鏡野町が新しく放送エリアに加わった事にともない、旧鏡野町からの取材依頼が増えております。

以前に比べて旧鏡野町のニュースも増えておりますので、今後とも引き続きご覧いただきますようお願

いいたします。

30 情報のストック（住民から提供されたもの）状況のわかる方法がほしい。（情報を

提供する準備。すくなければ提出したい。多ければ後にする等）

ご意見ありがとうございます。みなさまからの情報提供はいつでも受け付けておりますので、遠慮なくご

投稿いただきますようお願いいたします。



視聴者からのご意見 鏡野町有線テレビからの回答

31 野菜・果樹の作り方 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

32 町の天気予報。細かいことを長時間流すのではなく温度、注意報、警報等が早く

目に入るように作成してください。（いつ温度、注意報が出るのか長い間テレビを

見ていないとだめの為）

危機管理室にご意見をお伝えいたします。

33 行政の取り組み、各課ごと。

未来希望基金の各地区の取り組みの様子

番組名「広報かがみの見てみよう」で各課からのお知らせや行政情報を放送していますので、ぜひご

覧ください。また、未来希望基金の取り組みの様子は、番組名「かがみの情報局」で取り上げました。

今後も取材依頼がございましたら、積極的に取材させていただきます。

34 野菜の栽培方法 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

35 地域の課題、町民のさまざまな活動をぜひ取り上げてほしい。また地域の抱える

課題、問題それを克服しようとする取り組みをぜひ取り上げてください。（鏡野町

未来希望基金、中学校統合のその後の動き地域の祭りと集い、健康イベント、町

内への移動者とその後の動き（地域のどのように取り組んでいるか）など

ご意見ありがとうございます。

未来希望基金、中学校統合、健康イベントにつきましては、番組名「かがみの情報局」で取り上げまし

た。

今後も、地域情報を積極的に放送させていただきます。

36 芸術的分野の特集”撮影者の服装のきちんとした”失礼のないもの。 ご意見ありがとうございます。撮影の際には、場所や状況に応じて失礼のない服装を心がけておりま

す。

37 住民が興味を持てる番組作りを。その1週間の内容PR番組を。 くわしい放送内容につきましては、番組表やテレビの番組表ボタンでご確認頂けます。

また、特番の際は、住民の皆様に興味を持っていただくことを目的に、番組宣伝のCM を放送していま

す。

38 サンコーポラスなので設置されていない。国に準する団地ですが町費で設置して

ほしい。

事業開始前に、雇用促進住宅の管理委託先団体とご協議をさせていただいた結果、全国一律のサー

ビス提供をしたいということで、雇用促進住宅には音声告知器の設置はできません。ご了承をお願いし

ます。

39 野菜・バラの栽培など 番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

40 音声告知放送が流れているのを知らなかった使用方法がわからない。

41 音声告知器の使用方法がわからない

42 定時放送していますか？ 屋内の告知放送受信機は決められた時間に、放送依頼があったものを放送しています。

また、屋外拡声器にて、各地区で決められた時間に時報を放送しています。

43 放送をわかりやすくしてください。 ご意見ありがとうございます。一つの取り組みとしてお子さんやお年寄りにも読みやすいようテロップを

大きくしています。また、ナレーションの表現も分かりやすい表現に変えて放送しています。

44 地区内のニュース等が流れればよい。 番組名「かがみの情報局」で、地域情報を放送しています。ぜひご覧ください。

45 町議会の様子は流れているのでしょうか？ はい、放送しています。

特別番組「鏡野町議会」は開催週若しくは次週の金曜日午後7時から放送。

再放送は、土曜日と日曜日の午後７時から放送します。

46 趣味の案内とか！！ 取材依頼書をご提出いただきますと、趣味や各種団体の活動を取材させていただきます。

47 IP電話は使用しないので解約をかんたんにしてほしい。 運営会社にご意見をお伝えいたします。

48 小さい子供を対象とした育児の番組を少し放送してほしいです。自分が子育てし

ている身なので、いろいろなイベント等を知らせてくれると助かります。

番組名「かがみの情報局」にて随時イベントをご案内しています。

49 告知放送に定時放送があることを知らなかった。 番組名「テレビ○○教室」で告知放送受信機を取り上げ、詳しい操作方法を放送いたしました。

リクエストをいただきますと、再放送させていただきます。

50 野菜作り一年生などを企画してほしい（ほとんど素人なので） 現在、美作広域農業普及指導センターの職員の方に出演して頂いて農業番組「楽農経営」を放送して

います。

ぜひご覧ください。初心者の方にも分かりやすい内容になっています。

51 公民館活動の紹介、新婚さんいらっしゃい風の番組もっと若い人（20代30代）が

やっている活動を紹介してみてはどうでしょうか？

公民館での取り組みや各種団体の活動は、随時、番組名「かがみの情報局」にて取り上げておりま

す。

ぜひ、ご覧ください。

52 生活習慣予防レシピ ご意見ありがとうございます。

今後、番組名「テレビ○○教室」で取り上げたいと思います。

53 ボランティアで行っていることの呼びかけ又はお知らせを流してもらうのにお金が

いると聞きましたが、本当ですか。もしそうならちょっと変じゃないですか。

文字放送、音声告知放送につきましては、「鏡野町地域情報通信施設の設置及び管理に関する規則」

別表2に定められた金額が必要です。

54 家に一日中いるが放送が流れたことがない何のために取り付けたのかわからな

い

音声告知放送は決められた時間に、放送依頼があったものを放送しています。

その他には災害時、J-Alertの情報を放送します。

55 ・鏡野の名産や名所の紹介（地方の友人などが来たら連れて行ってあげたいの

で）

・町外へ鏡野町の良さをPRしている様子

番組名「ぶらっとかがみの」で名所等を紹介しています。

また、番組名「かがみの情報局」で名産や旬の野菜を取り上げています。ぜひ、ご覧ください。

56 天気予報の予報が前回グラフで出ていた方が良くわかるのでそのようにできない

でしょうか。

危機管理室にご意見をお伝えいたします。

57 有線テレビをつける際の工事費が高いから、つけたくても付けれない。実家には

つけたけど（無料の時に）今の賃貸はつけてくれないので、めっちゃ困っていま

す。見たくても見れない。

せっかくご加入希望にも関わらず、工事費の事でご不便をおかけしております。

さて、お問い合せの工事費についてですが、事業の工事完成後は、引込工事負担金が必要になりま

す。

告知放送サービスとセットで有線テレビをつける場合は、鏡野町が工事費実費の半額を負担しますの

で、引込工事負担金は半額となります。ご加入をご検討ください。

58 地域用のいろいろな行事や出来事など 番組名「がかみの情報局」にて随時地域のニュースを放送していますので、ぜひご覧ください。

59 告知放送は災害の時だけ放送があると思っています。

そのとき音の放送を注意で言われたことがあるが、もし決まった時間で放送があ

るなら知りたい。77歳の1人ぐらし

番組名「テレビ○○教室」で告知放送受信機を取り上げ、詳しい操作方法を放送いたしました。

リクエストをいただきますと、再放送させていただきます。

60 放送時間と見る時間の差があるので 平日は1時間あるいは2時間の繰り返し放送を行っています。いつでもご都合の良い時間にご覧くださ

い。

61 見えないし聞かないから何もない アンケート等を参考にし、住民のみなさんに楽しんでいただける番組作りを目指しますので、ご加入を

ご検討ください。

62 鏡野は津山より全てすぐれているうらやましい ご意見ありがとうございます。

63 また有線テレビのスタッフさんまた取材してください。 ありがとうございます。

64 天気予報。メロンの育て方 天気予報は122ch および データ放送にて放送しています。

番組名「楽農経営」で野菜について取り上げていますので、ぜひご覧ください。

65 鏡野町の人じゃないのでしらない －

番組名「テレビ○○教室」で告知放送受信機を取り上げ、詳しい操作方法を放送いたしました。

リクエストをいただきますと、再放送させていただきます。

また、操作方法のチラシも準備しておりますので、お気軽にお問合せください。



視聴者からのご意見 鏡野町有線テレビからの回答

66 鏡野町だけではなく、近隣のイベント情報を教えてほしい。イベントの事前予告を

もっとしてほしい

鏡野町のイベントについては、番組名「かがみの情報局」で取り上げています。

町外のイベントについては、番組名「月刊みまさか自慢」で取り上げています。

67 防災・減災についての情報や町としての取り組み。

過去にあった災害の情報等。

ご意見ありがとうございます。

今後、番組名「広報かがみの見てみよう」などで取り上げるよう、くらし安全課と検討いたします。

68 ※8/1(土)奥津湖花火大会の放送技術は最低　中学生クラス　技術教育が必要 厳しいご意見ですが真摯に受け止め、今後の番組づくりに活かしていきます。

技術力を向上するべく技術教育を実施していきますので、引き続き有線テレビをご覧いただきますよう

お願いいたします。

69 今日のたのしみ ご意見ありがとうございます。

70 テレビの放送いらない アンケート等を参考にし、住民のみなさんに楽しんでいただける番組作りを目指しますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。

71 9/15の放送について

・18時からの番組なのに、出だしが変？放送事故？

・今日って週間かがみの情報局？19時からのものは直っていたので、あまり気に

していないけど...。

・9/14に議会３日目（一般質問）があったのに、今日はニュース放送なし。基本は

今日放送なのに、なぜ？何か放送に適さない質問があった？

議会のニュースについては、なるべく早く放送するという方針ですが、議会の閉会時間が延びた場合や

週末開催の場合は翌週初めのニュースで取り扱います。

必ず当日放送ではありません。

特別番組「鏡野町議会」は開催週若しくは次週の金曜日午後7時から放送。

再放送は、土曜日と日曜日の午後７時から放送します。

72 いつも拝見させてもらっています。とてもローカルな内容で私は好きなのですが、

やっぱりもっと若い人にも見てもらいたいので若い人が見れる内容、お店の紹介

や、ごらく情報など...をもっと放送してほしいです。

若い方にも楽しんでいただけるように

スポーツ番組「フレ！フレ！岡山湯郷Belle」を放送中です。ぜひ、ご覧ください。

73 大阪在住のため見ることができませんが是非拝見したいです。大変興味がありま

す。頑張ってください。

ありがとうございます。


