
放送番組審議会議事録 

 

１ 開催年月日 平成 21 年 11 月 19 日（火）19:30〜20:30 

２ 開催場所  奄美市名瀬金久町 4 番 3 号 特定非営利活動法人ディ会議室 

３ 出席委員   委員総数 7 名    出席委員数 5 名 

出席委員の氏名 

師玉 俊朗／世門 美恵子／義岡 りきの／水間 忠秀／重田 美咲 

欠席委員の氏名 

大山 俊輔／五味大介 

放送事業者側出席者名 

麓憲吾／丸田泰史／中原優子／小野健太郎／坂本晃 

 

４ 議題 

(1) 「わぁく work talk」についての審議 

(2) 奄美市防災訓練への参加報告 

(3) その他（番組案内・改善点など） 

 

５ 審議番組の概要 

「わぁく work talk」 

放送日時 (本放送)毎週木曜日  9：00～（30分）(再放送)毎週金曜日 17：00～（30 分） 

 

あまみエフエムのサポーターA会員を 30分前後で紹介していく番組です。企業の選択はこちらの営業側

で行います。当初ビジネスニュースとして放送していた番組ですが、世門委員の指摘（どういった番組な

のか分かりにくい。企業名や業種説明を詳しくなど）から、番組名や構成を春くらいに変更しました。番組

名の意味は島口で仕事のことを「わぁく」といいます。これと英語をかけて「わぁく work talk」としています。

今回はサンプルとして旅行会社の｢エーストラベル｣さん、居酒屋の『優歩』さんの回を聞いて頂いていま

す。 

 

６ 審議内容 

（1） 「わぁく work talk」についての審議 

師玉委員長 

   それでは、各委員の感想・意見をお願いします。 

水間委員 

ひとつ気になったことがあります。企業の方に自分たちの仕事内容をしゃべって頂くという趣旨は分かる

のですが、企業の全体像をつかむまで時間がかかるなという印象です。もう少し、局サイドからこの企業

はこの場所にありこういった業務内容です。ということを事前に説明してくれると分かりやすいかもしれな

いと思いました。 

世門委員 

とくに飲食業の企業の場合、すごく行きたいと思わせるし実際に自分は行きました。 
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義岡委員 

番組の趣旨はとてもいいし、会員にとってもメリットがあるとおもいました。時間も 30 分とたっぷりあるの

でたくさんのことを聴き出せて良いと思いました。 

重田委員 

番組放送時間帯が、就業中なのでなかなか放送自体は聴く機会が無いです。エーストラベルさんは旅

行の会社ということは分かっていたが、そのほかにこういった相談ができるという知らない情報が聞けて

よかった。優歩さんも話を聴いていたら、実際に行きたくなるような内容だったのでとても良いと思った。 

局の立ち上げ、運営には会員の力があってこそだし、大事にしていかなければならないので、こういう番

組はこれからも放送していくべきだと思いました。 

師玉委員長 

最初のインパクトが弱い感じがしました。構成をもう少しかちっとしたものにしたら良いと思う。ちょっと気

になるのは賛助会員という言葉。聞きなれないし、何のことだとろうかと思ってしまう。内容的にはとても

良いものだと思うし、局と会員の連帯感も生まれていい番組だと思う。 

重田委員 

企業の会員は今どのくらいの数いるのですか？ 

—放送局 丸田 

300 ちょっとといったところです、 

—放送局 中原 

   今出ました「賛助会員」といった呼び方ですが、サポートメンバーという呼び方に変えて定着させていこう

と思っています。いろんなものを統一させるよう努力いたします。 

   もうひとつ補足ですが「わぁく」は島の言葉で仕事という意味です。 

重田委員 

   それは知らなかった。もっと番組で言った方が良いかも。あと番組のジングルがとても良いと思う。 

 

（2）奄美市防災訓練への参加報告 

—放送局 丸田 

11 月 15 日に長浜みなと公園において行われた奄美市防災訓練に緊急時の放送機関としてあまみ

エフエムも参加しました。各団体（1000名弱）の方々と共に様々な緊急時を想定した訓練を行い

ました。反省点は多々ありましたが、とても有意義なものでした。 

—放送局 麓 

この訓練の打ち合わせ段階では、訓練自体が目的になっていてラジオでは訓練の周知だけでよいという

ものでした。それでは意味がないと思いわたしたちは市に働きかけて、防災放送をすることになりました。

有事には緊急対策本部が立ち上がるのですが、そこに集めた情報をリアルタイムに市民に伝える手段と

してはラジオが唯一のものなのではないかと感じました。まだまだですが、市にもっと働きかけて本当に

有意義な放送としていきたいと思います。 

水間委員 

次回はもっとリスナーに呼びかけて、災害訓練放送のモニターを募ったら良いと思う。そうしたほうがもっ

とリアルな意見が聞けると思います。 
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—放送局 麓 

そうですね。市が用意した文言は専門用語が多く伝わりにくい場合が多く感じました。またこの規模の訓

練が 5 年に一度ということにも問題があります。せめて 2 年に 1 回をという提案をしていきます。 

師玉委員長 

本当に有事の際には現場はパニックになってしまっていると思うので、もっと近い間隔で訓練を行って、

放送すべきことをマニュアル化しないといけない。 

-放送局 麓 

私たちも何をもって市が良しとしているかがわからず、すごく不安です。 

師玉委員長 

重田さん（龍郷町役場勤務）、役場にはそういった防災無線などのマニュアルは存在していますか？ 

重田委員 

一応あります。しかしうまく機能していないというか、例えば停電しテレビがつかなくなって何が原因だろ

うと思っていたとします。そういう場合、携帯電話が使えたとしても大して有益な情報が得られなかったり

して、そうなると防災無線やラジオの存在は大きくなると思います。あまみエフエムはもっと今の活動を進

めて市民に安心が得られるようにしていくべきだと思います。 

-放送局 中原 

現在、火災や台風の放送を状況に応じて整理しています。 

重田委員 

本当にラジオの存在が大切になってきますね。 

 

 

（3）その他（番組案内・改善点など） 

-放送局 丸田 

その他意見があればお願いします。 

義岡委員 

パーソナリティに対して、何か意見とかが来たりするのですか？わたしが最近気になったことなんです

が・・。朝、毎日放送している島口の格言「きゅうぬゆしぐとぅ」があります。大先輩の山田薫うじが解説を

していらっしゃるのですが、そのなかで「兄弟は多いほうが良い」といった類の格言がありました。その解

説で「一人っ子が悪い」という風にとれるような発言がありました。兄弟が多いメリットをのべた後、一人っ

子ではそれが出来ないという言い方だったので、実際に一人っ子の家庭には差別と感じるかもしれない。

もうひとつ、沖永良部で重い病で先日亡くなった女の子の話をしていたときにとても明るくしゃべっていて、

最後に「しめっぽくなりましたね」と言われたのでそれはどうかと思った。生放送の時にはコントロールが

難しいのかもしれないが、収録しているものであれば少しチェックなど行って欲しいなと思いました。 

 

世門委員 

最近、周りの方から再放送が多いといわれる。自分は全然問題ないと思うが大丈夫なのか？といわれ

た。特に公開討論会の再放送などは本当に聞けないひとには良かったと思う。でもそういう意見もあると

いうことで。また、自分が連絡したある渋滞の件、そのままラジオで放送しており、できれば少し確認をと

って欲しかった。 
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義岡委員 

再放送が増えたことで、番組が減っているということはないですよね？ 

-放送局 麓 

それはないです。しかしそういう風に感じることは割合としてあると思います。 

重田委員 

私は逆に ON TIME で聴けることが少ないので本当にありがたいです。夕方フレンドの再放送はとても良

いと思います。 

-放送局 中原 

最近、その「夕方フレンド」と「英会話の OVA」の再放送が始まりました。それでも多くなったと感じている

部分もあると思います。やはりどの番組も手間と時間をかけていますので、より多くの人に聞いてほしい

という気持ちもありますね。 

-放送局 丸田 

「夕方フレンド」に関しては前から再放送の要望が多かったものです。 

水間委員 

最近「島口ニュース」が始まりましたよね。あれはすごくいいコーナーなので出来れば週 2 回放送とかに

して欲しいです。無理であればもっと再放送をして欲しい。あのコーナーのいいところは島口でしゃべった

後一切解説をしないところ。だからなんども聴いてみたいと思う。本当であれば毎日聞いてもいい。島口

が身近でないのは生活に密着していないからで、新聞に載っている出来事を島口でしゃべっているとい

うのはとても密着していて良いと思う。だから分かるまで聴きたいと思う。再放送を 2～3 回して欲しい。 

-放送局 麓 

ありがとうございます。あのコーナーはとてもいい内容だと自負しています。洋楽のように島口を聞く。雰

囲気が伝わると思います。 

水間委員 

それに付随して、できればこの島口ニュースを Web に Upload してほしい。Web Radio のほうがほとんど動

いていない気がする。著作権の関係で難しいのかも知れないだけれど、もっと充実していってほしい。 

そして、英会話の OVA の音源を携帯の着ボイスにしてホームページで公開した件ですが自分は探せま

せんでした。人に聞いたところ、携帯のほうのホームページにだけあることが分かった。今の携帯は PC

のホームページをそのまま見られるものが多いので携帯用と PC 用にわけるのもそろそろ考えたほうが

良いのかなと思う。 

あともうひとつ、開局当初他のコミュニティ FM と連携をするという話があったが今はどうなっているのでし

ょうか？ 

-放送局 麓 

NPO 法人のコミュニティ FM だけのグループで、制作物を共有しようという構想はありますがまだまとまっ

ていないですね。 

水間委員 

せっかくこちらに島のことを紹介する番組があるので、鹿児島の中の FM や沖縄の FM と連携していける

と面白いですよね。 

 

師玉委員長 

公開討論番組の放送はとても良いと思いました。そのまま会場音をそのまま放送していたのですが、もう
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少し会場の状況を伝えることが出来ればよかったと思います。たとえば、「現在壇上には○○候補が・・と

か、」あれば討論している状況が分かりやすかったかも知れません。雰囲気が伝わらない感じでした。 

 

-放送局 麓 

たしかに今回は、どうなるのか分からなかったこともありすべての演出を排除しました。もう少しそういう

状況説明はあったほうが分かりやすいでしょうね。 

 

-放送局 中原 

こちらの音声が放送上、かぶってしまうのではいう心配もあり討論会中はなにも出来ませんでした。次回

はなんとかがんばりたいと思います。 

-放送局 麓 

開票当日も生放送いたしますので、ご期待下さい。 

水間委員 

選挙のときだけじゃなくて、普通に行政番組があってもいいと思うんですよね。市議会の方にお話いただ

くとか。 

-放送局 麓 

そうですね。市長の部屋のような番組や議会中継なども考えて行きたいと思っています。 

 

-放送局 中原 

さて、次回の議題ですが、「なぜなぜエコちゃん」という番組になります。ドラマ形式の教育番組ですが、

主役は義岡委員のお子さんです。次回詳しくお話しますが、この番組はありがたいことに「奄美ゴミ問題

温暖化防止協議会（代表：鍵和田敏子）」からの提案で国へラジオ放送の助成を申請したところ、許可が

下りたということで始まりました。8 回の放送で終了しますので、お時間があれば是非オンエアも聞いて

みてください。 

 

７ 審議機関の答申又は改善意見に対してとった措置及びその年月日  

次回審議会までに改善に努める 

８ 審議機関の答申又は意見の概要を公表した場合におけるその公表の内容、方法及び年月日 

① 自社放送：平成 21 年 12 月 1 日(火曜日)17:30〜「ゆぶぃニング・アワー」番組内で放送 

② 書面の備置き：平成 21 年 12 月 1 日(火曜日)から、当該事項を記載した書面（議事録）を当法人事務

局へ備置き、聴取者の閲覧希望に対応 

③ インターネット：平成 21 年 12 月 1 日(火曜日)より当法人インターネットのホームページに転載 

９ その他の参考事項 なし 
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