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【事業計画の方針：参考資料】データ放送の現状と今後の対応 

 

１）現在の仕様 

 

（１）メニュー構成 

 

①新着情報 

②イベント 

③タウン情報 

④ケーブルテレビからのお知らせ 

⑤冠婚葬祭（お誕生・お悔やみ） 

⑥監視カメラ 

⑦防災情報 

 

①②⑦：役場から入力（web コンテンツのなかから選択する方式） 

 

③：公社および文字放送利用団体から入力（JA3 ヶ所、観光協会、商工会、地域雇用創造協

会） 

 

④：公社から入力 

 

⑤：葬儀事業者から入力（調整難航中） 

 

⑥：自動制御（利用者による操作） 

 

（２）表示できる内容 

 

各メニュー →→ 一覧（１画面に５項目） →→→→→→→ 項目内容表示 
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２）今後の対応 

 

（１）④「ケーブルテレビからのお知らせ」の入力頻度向上 

 

・年末年始特別編成のお知らせなど、番組内で告知する内容を投入 

・ケーブルテレビｗｅｂサイトの更新内容と連動させて、ネット非加入者へも情報提供 

 

（２）③「タウン情報」を充実させる 

 

・常時表示項目をつくる（夜間当番医など） 

・いつでも見ることができるとありがたい項目（ゴミの日など生活便利帳の役割） 

・毎月広報に掲載される人口数や世帯数などのリアルタイムの統計情報 

 

（３）⑤「お誕生」を稼働させる 

 

・まずは、町広報誌掲載情報の転載から 

 

（４）⑤「お悔やみ」を稼働させる 

 

・ＦＡＸで情報をもらって公社で入力する運用方法を提案 
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【事業計画の方針：参考資料】地域情報センターでの制作物凡例 

 

１）地域情報センターの基本的な考え方 

◯地域にある情報を地道に集め、編纂し、価値を高めて町民へお返しすること 

【歴史や暮らしの記憶としての情報】 

◯あらゆる情報を安全・簡単・効果的に利用できるような人材を育成すること 

【情報化社会で生きるために必要な情報】 

 

この 2つの循環をうながすことで「地域情報化」を目指します。 

 

・情報を上手に利用する町民や団体みずからが、情報を収集、保存し、利活用に供するような

四万十町を目指します。 

・地域情報センターの活動は情報の集約と提供に特化し、原則として物品の収集は行わない。

また、情報基盤の整備においては可能な限り民間サービスを活用します。 

・情報の発信においては、放送（テレビ番組）と通信（ホームページ）の双方を有機的に連携させ、

活用します。 

 

２）必要な取り組み 

（１）「地域情報」を収集、編纂、公開する 

◯賞味期限の短い情報が溢れるなかで、きちんと残すべき有益な情報を残す 

◯地域情報を収集、分類、保存し、検索可能なデジタル・アーカイブを構築する 

◯「使える情報」、「役に立つ情報」に編纂して公開する 

◯地味な作業を繰り返しながら、残すべき地域情報の良さを知ってもらう 

◯自分たちの歴史を残して利用し、公開して更に利用される循環へつなげる 

 

（２）まず情報を上手に利用する、次に情報の発信へ 

◯既存の通信環境を上手に利用するメリットとデメリットを理解してもらう 

◯訴求力（関心）が維持できるような内容を提供する 

◯「得体の知れないサービス」を「よく知ったうえでメリットを享受」へ変える 

◯こどもたちを教育するには、まず大人が理解していることが前提 

◯情報格差を是正し、より多くの機会を提供する 

◯一般的なサービスを利用することで、情報の「発信」「外部化」「共有化」を図る 
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３）具体的な方法 

 

（１）地域情報データベース及び公開システムを構築し、情報を登録する 

●収集されたあらゆる情報の入れ物としてのデータベース 

●町民があらゆる情報を検索し利活用できる webサイト 

●システム開発と並行してデータの作成に着手中（平成 25年 9月〜） 

●平成 25年度第 4四半期公開（予定） 

 

【どのような情報を登録するのか】 

図書等：頒布を目的に複数作成された発行物，販売物 

文書：組織文書，個人文書，「図書等」以外の紙媒体 

映像：自主制作番組，音声も含む 

写真：プリント・スリーブ・コマ・アルバム等の単位で 

物品：主に収蔵情報（地域情報センターでは原則として収集しない） 

その他：ボーンデジタル（電子データだけで公開されているもの），外部 web コンテンツ・

内製 web コンテンツなど 

 

（２）収集され、登録された情報を編纂する 

●収集し、データベースに登録された情報を材料に、新たな情報として編纂する 

●まとまりをもった情報や時事性のある情報を自主制作番組で提供する 

●将来的には町民参加型へ移行する 

 

【町内トピック】 

・番組の内容及び平成 25年 5月以降入手した資料から着手中 

・各トッピックの内容から別トピックへ派生して増殖（関連項目の充実） 

・写真内容など不明な点について、情報提供を求める（町民参加への足がかり） 

 

【個人へのアプローチ】 

・各トピックに登場する人物へ個別にアプローチ 

・インタビューの記録（歴史、技術、暮らし、文化），番組取材との連携 

 

【団体へのアプローチ】 

・手つかずの地域情報整理の「お手伝い」 

・公開情報の編纂と情報化（各種インデックス（索引）作成） 
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（３）情報化社会で生きるために必要な情報の提供 

●放送と通信を通じての情報提供 

●地域に出向いて「情報のよろず屋」としてサポート活動を行う 

 

【提供する内容】 

・インターネットでしか閲覧できない情報を放送で提供 

・一般的なサービスの利用方法，情報検索のコツ 

・トラブル防止策や対処方法 

・ITを活用した事例の紹介（個人向け，事業者向け） 

 

【放送と通信の活用】 

・自主制作番組を入り口として、補足や詳細をインターネットから提供 

・特別番組をインターネットから提供 

・ネット加入者限定のサービスを提供 

 

【サポート活動の事業化】 

・インターネット安全教室，出前講座，セミナー（児童生徒，保護者，教師） 

・インターネット利用講習（一般向け，高齢者向け） 

・インターネット販売の実践講習（高校生向け、一般向け） 

・利用に必要な機器や操作に対するサポート（電話，訪問） 

 →ニーズ調査や実証実験などを経て、別途事業化（予定） 
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■■■■■データベース登録内容凡例（図書等）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

窪川町史（2005年版） 

--------------------------------------------------------------------------------- 

カテゴリ：図書類 

書名：窪川町史 

書名よみ：くぼかわちょうし 

著作者等：窪川町 

著作者等よみ：くぼかわちょう 

出版元：窪川町史編集委員会 

刊行年月日：2005.3  

ページ数：14, 1114p, 図版[26]p 

大きさ：22cm×31cm 

ISBN：978-4334037543 

タグ：窪川町;市町村史 

所蔵：四万十町立図書館ほか 

収蔵：原本（電子媒体以外）;複製（電子媒体） 

 

窪川町・東又村・仁井田村・松葉川村・興津村が合併（1955年（昭和 30年）1月）し、新窪川町が誕

生して 50周年を機に制作された町史。1970年（昭和 45年）に前版が発行されている。 

※この資料は全文を pdf ファイルで公開しています pdf ファイルへのリンク 

 

【目次】 

口絵 

発刊のことば 

町史編集に当たって 

凡例 

第一編 自然 

 第一章 窪川の自然 

  第一節 地勢 

   １ 位置・面積 

   ２ 地形 

   ３ 地質 

   ４ 海洋 

  第二節 気候 

   １ 気候 



8 

   ２ 気候特性とくらし 

   ３ 気象災害 

 第二章 窪川の生物 

  第一節 窪川の動物 

  第二節 窪川の植物 

   １ 窪川の植物群 

   ２ 鎮守の森の植生 

   ３ 窪川の注目種と保全 

第二編 考古・古代・中世 

 第一章 考古 

  第一節 概説 

  第二節 旧石器時代 

  第三節 縄文時代 

   １ 草創期 

   ２ 早期 

   ３ 前期 

   ４ 中期 

   ５ 後期 

   ６ 晩期 

   ７ その他の縄文時代の遺跡 

   ８ まとめ 

  第四節 弥生時代 

   １ 土器・石器が出土した遺跡 

   ２ 青銅器が出土・伝世している遺跡等 

   ３ まとめ 

  第五節 古墳時代 

   １ 遺跡の概要 

   ２ まとめ 

  第六節 古代〜中近世の考古学 

 第二章 古代＝＝＝＝＝以下の目次略＝＝＝＝＝ 

 

【関連項目】 

窪川町史（1970年版） 
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■■■■■データベース登録内容凡例（自主制作番組）■■■■■■■■■■■■■■■■ 

四万十放送室（第 68回） 

--------------------------------------------------------------------------------- 

カテゴリ：その他 

タイトル：四万十放送室（第 68回） 

タイトルよみ：しまんとほうそうしつ 

制作：四万十町ケーブルネットワーク 

著作者等よみ：しまんとちょうけーぶるねっとわーく 

放送年月日：2011.11.11 

時間：15分 

タグ：四万十ケーブルテレビ 

所蔵：四万十公社 

収蔵：複製（電子媒体） 

 

四万十ケーブルテレビ自主制作番組（放送日：2010/11/11 ～ 2010/11/18） 

※この番組はインターネットでも視聴可能です（四万十ケーブルテレビのネット加入者のみ） 

 

【放送内容】 

 

「美術館主催写生会の結果決まる」 

4 月 20 日：道の駅四万十とおわで、四万十川のほとりを舞台にした写生会が行われた。これ

は、四万十町立美術館が初めて開いたもの。画家の高垣惠一さんや長谷部正さんなどが、

参加者にアドバイスを行った。また、6月 22日には町立美術館で表彰式が行われた。作品展

は町立美術館で 7 月 4 日まで。その後入賞作品は、7月 18日～8 月 20日まで道の駅四万

十とおわで展示される。 

 

参加者インタビュー  

表彰式挨拶：四万十町立美術館 伊原滿 館長 

インタビュー：大人の部で 1位に選ばれた 武田円霞さん 

インタビュー：子どもの部で 1位に選ばれた 吉川大夢さん 

 

「防災教育の取り組みを講演」 

5 月 27 日：土砂災害防止功労者に贈られる、国土交通省の大臣表彰を受けた、十川小学校

の松岡雅士校長が、四万十町青少年町民育成会議の総会で講演を行った。四万十町農村

環境改善センターで行われた講演では、十川小学校で 2年間取り組んできた、土砂災害に関
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する防災教育の取り組みを発表した。 

 

「緑林公園で毎月イベントを」 

6月16日：親子連れが、定期的に交流出来る場を作ろうと企画された「緑林サンデーマーケッ

ト」が、初めて開催された。このサンデーマーケットは、四万十手仕事市のメンバーが企画し

たもの。毎月第 3日曜日。現在、出展者も募集している。 

 

「量販店で古紙回収サービス」 

6 月 23 日：琴平町にあるスーパーマーケット「サンシャイン四万十」で、古紙回収サービス「し

まんとエコステーション」が始まった。店舗東側の駐車場横に設置された回収ボックスには、

紐で束ねた古紙が投入できるようになっており、重さに応じてポイントカードにポイントを溜め

られるようになっている。６月７日から運用を開始した。 

 

インタビュー：サンシャイン四万十 弘瀬哲男 副店長 

 

「四万十消防団総合演習大会」 

6 月 23 日：「四万十消防団消防総合演習大会」が四万十緑林公園の駐車場で行われた。台

風シーズンを控え、各団の装備の確認や団員の士気向上を目的に毎年この時期に行われて

いる。午前 9時から午後 4時頃まで行われた。 結果・・・１位：松葉川分団  ２位：十川分団  

３位：昭和分団 

ポンプ操法、自動車の部１位の十川分団と、小型ポンプの部１位の松葉川分団は、１０月に

行われる予定の、県の消防総合大会へ出場する。 

 

【関連項目】 

道の駅四万十とおわ 

四万十町立美術館 

十川小学校 

緑林サンデーマーケット 

サンシャイン四万十 

四万十消防団 
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■■■■■町内トピック（着手中）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・四万十町統計書（平成 25年 12月完成予定） 

・高知新聞社データベースインデックス（約 5,000件） 

・四万十町関係 webサイトリンク集（現在 114件） 

・四万十町関連番組インデックス（全チャンネル録画機の運用，6月より実施） 

・自主放送過去番組等のネット配信（8月より実施） 

・自主放送番組インデックス（番組内容の書き起こし） 

・高知こども詩集インデックス（やまもも） 

・郷土史誌インデックス（土佐民俗，土佐史談） 

・ニュース映画インデックス（県民ニュース，97件） など 

 

 

■■■■■町内トピック（企画段階）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・道の記録（町内道路の車載映像，定点観測） 

・未使用シンクライアントシステムの活用（旧大正町） 

・南海地震の記録 

・町内の祭り、神社、仏閣のインデックス（地域へのアプローチの手がかり） 

・グラフ誌インデックス（『県民グラフこうち』など） 

・廃校になった学校の記録 

・四万十町及び旧町村広報誌インデックス 

・団体機関紙等の pdf化 
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■■■■■自主制作番組の例（ニュース映画 16 ミリフィルムの利用）■■■■■■■■■ 

 るるぶら番外編として、予土線の歴史（建設風景）紹介。今の映像を入れられるところがあれば、

オーバーラップさせて現在のものと比較。当時祝賀パレードなどに小中学生で参加していた人、建

設に携わった人のインタビューを入れながら。存続の危機などもあったが、現在はトロッコ列車（発

祥の地）やホビートレインなど特色ある列車が走って、話題の路線になっているというストーリー。

15分、前後編で構成（2013年 10月 28日〜11月 4日放送）。 

 

◯使用した映像 

「高知県視聴覚ライブラリー」に所蔵されている 16mm フィルム「県民ニュース」。昭和 30～40年代

の、高知県全域の話題を取り上げており、旧窪川町・大正町・十和村に関する映像が含まれる。 
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■■■■■自主制作番組の例（インターネットの便利な使い方：上手に検索）■■■■■■ 

 インターネットが普及することで、テレビや雑誌などもインターネットと連携したサービスも増えて

きました。テレビ番組で紹介されたお店の情報やレシピの確認、プレゼントの応募や投書もハガキ

に加えて e メールや専用ページから行うことができるようになりました。普段は電話で済むところも、

休日だと電話にでる人がいないときには、インターネットで知りたい情報を得ることもできます。日

常生活で困ったことがあって、身の回りに解決方法が分かる人がいなかったときには、同じような

トラブルを経験した人の解決方法を知ることもできるでしょう。 

 どうしたら知りたい情報にうまく辿り着けるか。今回は「検索」について解説します。 

 

◯インターネットで公開されている情報はすべて、文字、写真（静止画）、映像（動画）、音声などの

組み合わせ。検索は基本的に「文字」で検索するので、どんなキーワードで検索するかがポイン

ト。 

◯こんな情報があるはずなんだが・・・サイト内検索 

◯１ページにたくさん情報がありすぎて・・・ページ内検索 

◯キーワードの選び方で、検索結果がこれだけ違う！ 

◯画像検索を使うともっと便利に！ 
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■■■■■自主制作番組の例（ヤイロチョウ）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 四万十町大正の轟公園に「（仮）四万十ヤイロチョウの森・ネイチャーセンター」がオープンする

（2014年 7月）のに合わせ、県の鳥にヤイロチョウが決定した当時の様子などを紹介する。およそ

半世紀も昔から、ヤイロチョウが高知県民にとって特別な鳥であったことを改めて認識し、環境や

生態系保護の啓発に深みを出すことが狙い。 

 

◯使用する映像 

 県民ニュース No.48（1964 年）。1964 年に高知県の県鳥がヤイロチョウに決定した。それを受け

て、旧窪川町で生息状況などの調査が行われた様子が撮影されている。 
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■■■■■自主制作番組の例（インターネットを安全に利用するには？）■■■■■■ 

 先ごろ利用者数が 3億人を突破した携帯電話・パソコン向けサービスの LINE（ライン）をはじめ、

Facebook や Twitter などの利用者は若い世代を中心に広がっています。一方で、個人情報の流

出や詐欺事件が発生するなど、インターネットを利用したサービスは必ずしも安全なものであると

はいえません。便利に、そして安全にインターネットを利用するには、どんなことに気をつければよ

いでしょうか。 

 

◯無料サービスである以上、なんらかの情報が提供されている。そこを見極めると「上手な利用」

が可能。一般的なサービスが無料である理由について解説。 

◯必ず確認しなければならないのが「設定」。今自分がどういう設定内容で利用しているかを理解

することがポイント。主だったサービスの設定内容と、どういう設定をするとどういうことが起こりう

るかについて解説。 

◯世界中の誰もが見ることの出来る状態なのか、それとも自分と相手や仲間内しか見ることがで

きない状態なのか。この判断がきちんとできていないことが、事件や事故の原因の一つ。自分が

ちょっとした情報を出してしまうことで、普段やりとりしている仲間にも迷惑をかけてしまうケース

も。 
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■■■■■自主制作番組の例（献穀田の田植え）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 昭和 40年（1965年）に、志和地区で、新嘗祭に献上するお米を育てる献穀田の田植えが行われ

た。その当時の映像を元に、志和地区を取材し、もし当時の関係者などがいらしたら、映像を見て

もらってコメントなど貰う。また、2005 年に四万十町で献穀者に選ばれた人がいるので取材したい。

最終的に、米どころ四万十町の米作りの歴史を追うストーリーにする。 

 

◯使用する映像 

 県民ニュース No.47 トピックス 田植え。県民ニュース No.56 献穀田の田植。どちらも、志和の

ワタナベアキラさんという方の田んぼを取材している。 
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■■■■■自主制作番組の例（通信費の無駄遣いしていませんか？）■■■■■■■■■■ 

 家庭で「通信費」といえば、電話とインターネットを利用するために毎月支払っているもの。電話

は固定電話と携帯電話やスマートフォン、インターネットもケーブルテレビや電話会社などの回線

以外に、携帯電話会社への支払いもあるでしょう。 

 総務省統計局が公表している「家計消費状況調査」によると、この 10 年間、家庭の収入は横ば

いもしくは減少傾向である一方で、通信費は年々増え続けています。平成 24 年度の調査結果で

は、二人以上の勤労世帯が毎月支払う通信費の平均が月額約 2万円。うち携帯電話がその 6割

以上を占めています。 

 今や、インターネットや携帯電話は生活に無くてはならないものになってきていますが、もしかし

たら通信費の無駄遣い、していませんか？ 

 

◯携帯電話やスマートフォンのインターネット接続料金について、町内で利用できる三社（docomo，

au，softbank）の利用明細を使って説明。利用料金が高額になる要因は、パケット定額料金と通話

料の 2つ。利用傾向別の節約方法を紹介。 

◯自宅や会社でパソコンを使ってインターネットに接続する場合、固定回線を利用して室内では無

線 LAN で接続するのが便利。スマートフォンやゲー

ム機も接続可能。スマートフォン利用者で、外出時

にインターネット接続をする機会が少ないのであれ

ば、パケット定額を解除して自宅では無線 LAN から

無料でインターネット接続すると、通信費が大きく節

約可能。 

◯webサイトでは、統計内容の詳細から各携帯電話

会社の利用明細についての解説ページ、通信費節

約術を紹介した各種サイトのリンクなどを紹介する。 
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学校給食センター調理業務委託について（経過概要等） 

 

 四万十町地域振興公社（現在の四万十公社）に委託予定で進めていたこの業務について

は、平成２４年９月に受託できないという申し出（正式な連絡）があったことから、委託先

等を白紙に戻して、新たに検討を行いました。 

 検討にあたりましては、委託先は、「町内の公共的団体であることを基本とする。」という

町の方針に従い、ＪＡ四万十、商工会、児童福祉協会などに打診いたしましたが、受託いた

だくことにはなりませんでした。 

その後、町の方針を崩さないことを最優先し、再検討を行いました。再検討にあたりまし

ては、商工会に積極的なご協力をいただきまして、給食センターの食材を取り扱う青果市場

の給食部会（主に商工会の会員）を中心とした民間業者により事業協同組合（法人）を設立

し、受託いただく方向となりました。   

 法人の設立の時期は来年１月、法人名は四万十食材管理協同組合とする予定で準備が進ん

でおります。現在は、高知県中小企業団体中央会の支援の下、申請書類を作成中であり、法

人の設立総会を１２月１７日（予定）に開催し、その後、高知県に認可申請を行い、早期に

認可をいただく予定です。 

認可が確定し次第、四万十公社から派遣いただいている調理員に対し、全員を四万十食材

管理協同組合に雇用していただく予定であること、また、待遇についても現状と大きな差が

生じないように調整する予定であることなどの今後の見通しについて、説明を行いたいと考

えております。 

 本年度末までの予定といたしましては、窪川給食センターの事務室内の一部に四万十食材

管理協同組合の事務所スペースを確保するとともに、町単独財源による補助金を交付し調理

業務を受託するうえで必要な事務環境等を整備する予定としております。また、四万十食材

管理協同組合におきましては、調理員の雇用のほか、調理員等を管理する事務局長と調理現

場の指揮監督をする栄養士の２名の雇用が発生することとなります。 

その他、平成２６年度当初より、四万十町学校給食センター調理業務を委託により実施す

ることについて、保護者等への周知を行い、理解を求めることとしております。 

 現在までの経過概要等については、以上です。 

 

 

平成２５年１２月１１日 

 

   四万十町教育委員会 

 


