
情報発信力向上のためのコミュニティ放送の活用 

松本地方事務所  

 

１ 提案の趣旨 

県の現行の広報媒体に加えて、地域密着型の放送メディアである「コミュニティ放送

（コミュニティＦＭ）」を活用し、県政情報又は地域情報を継続的かつきめ細かに発信す

ることにより、県民への情報伝達経路（チャネル）の拡充を図り、県民が一層親しみを

感じる県政の推進及び県の情報発信力の向上を図る。 

 

２ 現状・問題点等 

(1) 現行の県広報事業について 

ラジオ広報番組及びラジオスポットは、県域メディアであるＳＢＣ及びＦＭ長野の

２局を対象としている。 

 

(2) コミュニティ放送の現状と特徴について 

○平成 24 年以降、中信地域に２局が開設し、県内８局となっている。（【参考１】参照） 

○コミュニティ放送は、地域に密着した情報の提供が特徴。現地機関が地域の状況を

加味しながら県政情報を発信するのに適している。 

   

 

 

○番組出演も簡単な打合せのみで行えるという簡便性、迅速性があり、かつ、本格的

な番組制作（取材、編集等）にも対応可能であるため、現地機関職員が日常業務の

中で手軽に活用することができる。 

 
⇒⇒⇒⇒    県内のコミュニティ放送は、県内のコミュニティ放送は、県内のコミュニティ放送は、県内のコミュニティ放送は、県民に県政情報を伝える経路を増やし、県域メディ県民に県政情報を伝える経路を増やし、県域メディ県民に県政情報を伝える経路を増やし、県域メディ県民に県政情報を伝える経路を増やし、県域メディ

アとあわせて、アとあわせて、アとあわせて、アとあわせて、県政への理解や関心を高めるため県政への理解や関心を高めるため県政への理解や関心を高めるため県政への理解や関心を高めるためのののの新たな広報媒体の一つとして新たな広報媒体の一つとして新たな広報媒体の一つとして新たな広報媒体の一つとして

活用できる活用できる活用できる活用できる。。。。    

 
(3) 経費について 

当所では平成 25 年度から、以下の形態により、コミュ

ニティ放送を活用した情報発信の取組を行っている。

（【参考２】参照） 

① 日常的な情報提供を、２局の協力により無償で放送 

② 地域情報を発信する番組を、有償で制作・放送 

所長総合調整推進費を活用した（252 千円）が、  

当該事業費は基本的には臨時的・緊急的な事業が対象であるため、今後も継続的、

経常的に実施していくことは困難である。 

 

平成25年度に当所が独自に「しあわせ信州創造プラン」の紹介をコミュニティ放送で行っ

た際、放送局から「地域に密着したコミュニティ放送で県政の情報を発信することは、  

県の仕事をより身近に感じてもらえるいい機会ではないか。」という感想をいただいた。 



３ 事業内容及び事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

コミュニティ放送を活用して地域・県政情報をきめ細かに発信し、県政をより身近な

ものとするとともに、現場での取材を通じて職員の情報発信力の向上に寄与する。 

 

 

＜その１＞ 地域版ラジオスポット 

   地方事務所が行うコミュニティ放送局への情報提供に、広報県民課が県域ラジオ局で

実施しているラジオスポット（SBC：週 4 回、FM 長野：週２回）の情報を取り入れる。 

 方 法  ① 広報県民課がスポットの原稿等を地方事務所に送付 

② 関係現地機関が地域の状況を踏まえてアレンジ 

③ 放送局に情報提供（放送依頼） 

 経費概算 無償（随時、情報提供を行う形で実施） 

 

＜その２＞ 地域版ラジオ県政情報番組 

地域振興・地域づくりに関する情報や県施策・事業の紹介等県政への理解・関心を高

める情報を内容とする県政情報番組を毎月放送する。 

 方 法 ① 1 回 10 分程度の県政情報コーナー（生放送番組）に月 2 回現地機関の職員

が出演 

② ①のほか年 4 回は、1 回 15 分程度の特集番組を現地取材をもとに制作する。  

同時に、制作した番組の音源を地方事務所ホームページに登録し、いつでも

聴取できるようにする。 

番組内容 ● 地域情報（観光・イベント、元気づくり支援金の優良事例、集落〝再熱〟実施モ

デル地区の取組状況、地域おこし協力隊員レポートなど） 

● 県政の話題、県施策・事業の PR（信州 山の日、信州 F・POWER プロジェクト、

信州まつもと空港・JR 篠ノ井線等利用促進、特殊詐欺被害防止、災害への備

え、新年度予算など） 

経費概算 ● 県内 8 局 

{(①25,000 円×12 月)＋(②65,000 円×４回)}×1.08×8 局 ≒ 4,839 千円 

● 松本地域でモデル的に実施（他地域へは各地域の意向を踏まえて拡充検討） 

{(①25,000 円×12 月)＋(②65,000 円×４回)}×1.08×2 局 ≒ 1,210 千円 

 

（参考）H26 当初予算の広報事業費（広報県民課） 

＊ラジオ広報番組制作放送委託料：46,180 千円（民放２局で各局週１回放送） 

＊ラジオスポット：3,189 千円（ＡＭ放送週４回、ＦＭ放送週２回） 



【参考１】 コミュニティ放送について 

(1) コミュニティ放送（コミュニティＦＭ）とは･･･ 

○市町村の一部の区域（隣接市町村を含む。）において、地域に密着した情報を提供する超短波

（ＦＭ）放送局として、平成４年１月に制度化された。（H26.7現在、全国で284局開設） 

○地域の特色を生かした番組や緊急を要する情報等きめ細かな情報の発信により、地域の振興そ

の他公共の福祉の増進に寄与することを目的とするもの。 

○放送エリアが従来の広域又は県域放送より狭く、「地域密着」、「市民参加」、「防災・災害

時の放送」が特徴と言われている。 

(2) 県内のコミュニティ放送の状況 

○県内８局のコミュニティ放送では、独自の番組編成の中で、地元市町村の行政情報を含め、  

地域に密着した情報を放送している。 

○最近では、ＦＭ波のほか、インターネットで放送を配信し、パソコンやスマートフォンで聴取

できるサービスもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村王滝村王滝村王滝村 

木島平村木島平村木島平村木島平村 

山ノ内町山ノ内町山ノ内町山ノ内町 

野沢温泉村野沢温泉村野沢温泉村野沢温泉村 

  

栄村栄村栄村栄村 

小川村小川村小川村小川村 

小谷村小谷村小谷村小谷村 

立科町立科町立科町立科町 

原村原村原村原村 

富士見町富士見町富士見町富士見町 

川上村川上村川上村川上村 

小海町小海町小海町小海町 

南相木村南相木村南相木村南相木村 

南牧村南牧村南牧村南牧村 

北相木村北相木村北相木村北相木村 

佐久穂町佐久穂町佐久穂町佐久穂町 

南箕輪村南箕輪村南箕輪村南箕輪村 

高森町高森町高森町高森町 

飯島町飯島町飯島町飯島町 

中川村中川村中川村中川村 

箕輪町箕輪町箕輪町箕輪町 

辰野町辰野町辰野町辰野町 

宮田村宮田村宮田村宮田村 

大桑村大桑村大桑村大桑村 

上松町上松町上松町上松町 

南木曽町南木曽町南木曽町南木曽町 

大鹿村大鹿村大鹿村大鹿村 

下條村下條村下條村下條村 

天龍村天龍村天龍村天龍村 

喬木村喬木村喬木村喬木村 

平谷村平谷村平谷村平谷村 阿南町阿南町阿南町阿南町 

豊丘村豊丘村豊丘村豊丘村 

松川町松川町松川町松川町 

  

飯山市飯山市飯山市飯山市 

伊那市伊那市伊那市伊那市 

大町市大町市大町市大町市 

駒ヶ根市駒ヶ根市駒ヶ根市駒ヶ根市 

坂城町坂城町坂城町坂城町 

    

 

白馬村白馬村白馬村白馬村 

信濃町信濃町信濃町信濃町 

御代田町御代田町御代田町御代田町 

軽井沢町軽井沢町軽井沢町軽井沢町 

木祖村木祖村木祖村木祖村 

根羽村根羽村根羽村根羽村 

売木村売木村売木村売木村 

茅野市茅野市茅野市茅野市 

諏訪市諏訪市諏訪市諏訪市 

岡谷市岡谷市岡谷市岡谷市 

下諏訪町下諏訪町下諏訪町下諏訪町 

阿智村阿智村阿智村阿智村 

泰阜村泰阜村泰阜村泰阜村 

生坂村生坂村生坂村生坂村 

池田町池田町池田町池田町 

 

麻績村麻績村麻績村麻績村 

上田市上田市上田市上田市 
青木村青木村青木村青木村 

 

中野市中野市中野市中野市 

小布施町小布施町小布施町小布施町 

飯田市飯田市飯田市飯田市 

長和町長和町長和町長和町    

飯綱町飯綱町飯綱町飯綱町 

筑北村筑北村筑北村筑北村 

木曽町木曽町木曽町木曽町 

小諸市小諸市小諸市小諸市 

松川村松川村松川村松川村 

安曇野市安曇野市安曇野市安曇野市    

山形村山形村山形村山形村 

塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市 
朝日村朝日村朝日村朝日村 

長野市長野市長野市長野市 

須坂市須坂市須坂市須坂市 

高山村高山村高山村高山村 

千曲市千曲市千曲市千曲市 

松本市松本市松本市松本市 佐久市佐久市佐久市佐久市 

 

 

 

 

 

 

 

東御市東御市東御市東御市 

 

■ 県内コミュニティ放送の聴取可能エリアのイメージ 

（平成 26 年９月現在、局名は愛称） 

※各社への聞き取りによる。 

FMFMFMFM ぜんこうじぜんこうじぜんこうじぜんこうじ    

76.5MH76.5MH76.5MH76.5MHｚｚｚｚ    

H7.7H7.7H7.7H7.7～～～～    

ｉステーションｉステーションｉステーションｉステーション    

76.3MHz76.3MHz76.3MHz76.3MHz    

H13.10H13.10H13.10H13.10～～～～    

FMFMFMFM 軽井沢軽井沢軽井沢軽井沢    

77.5MHz77.5MHz77.5MHz77.5MHz    

H13.8H13.8H13.8H13.8～～～～    

FMFMFMFM さくだいらさくだいらさくだいらさくだいら    

76.5MHz76.5MHz76.5MHz76.5MHz    

H10.6H10.6H10.6H10.6～～～～    

ｴﾙｼｰﾌﾞｲｴﾙｼｰﾌﾞｲｴﾙｼｰﾌﾞｲｴﾙｼｰﾌﾞｲ FM769FM769FM769FM769    

76.9MHz76.9MHz76.9MHz76.9MHz    

H19.1H19.1H19.1H19.1～～～～    

あづみ野あづみ野あづみ野あづみ野エフエムエフエムエフエムエフエム    

76.1MHz76.1MHz76.1MHz76.1MHz    

H24.11H24.11H24.11H24.11～～～～    

FMFMFMFM とうみとうみとうみとうみ    

78.5MHz78.5MHz78.5MHz78.5MHz    

H22.10H22.10H22.10H22.10～～～～    

FMFMFMFM まつもとまつもとまつもとまつもと    

79.1MHz79.1MHz79.1MHz79.1MHz    

H25.12H25.12H25.12H25.12～～～～    



【参考２】 松本地方事務所における最近の取組について 

松本地方事務所では、平成 25 年度から、管内の「あづみ野エフエム放送」（H24.11 開局）、    

「エフエムまつもと」（H25.12 開局）を活用した情報発信の取組を実施している。 

 

■■■■    松本地方事務所におけるコミュニティ放送を活用した放送実績（平成 25 年度～26 年度） 

時 期 テーマ 放送局 形 態 （内 容） 経 費 

H25.7 参院選啓発 あづみ野ＦＭ スポットＣＭ（27 回） 選挙啓発費 

H25.12 

（あづみ野） 

 

H26.2 

（まつもと） 

しあわせ信州創造

プランの紹介（３回

シリーズ） 

あづみ野ＦＭ 

 

ＦＭまつもと 

職員が生放送番組に出演 無償 

 

H26.3 

北 部 ３ 村 の 魅 力 

発信番組 

あづみ野ＦＭ 

ＦＭまつもと 

番組制作・放送 

※麻績村､生坂村､筑北村対象 

所長総合 

調整推進費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

H26.3 山火事防止 ＦＭまつもと 生放送番組への情報提供 無償 

H26.7 信州 山の日ＰＲ あづみ野ＦＭ 生放送番組への情報提供 

森林づくり 

推進事業費 

H26.7～8 県知事選啓発 

あづみ野ＦＭ 

ＦＭまつもと 

スポットＣＭ（２局計 79 回） 選挙啓発費 

H26.8 県知事選啓発 

あづみ野ＦＭ 

ＦＭまつもと 

職員が生放送番組に出演 無償 

H26.8 

・信州山の日行事 

・台風に備えて 

あづみ野ＦＭ 職員が生放送番組に出演 無償 

H26.10 

（予定） 

南 部 ２ 村 の 魅 力 

発信番組 

あづみ野ＦＭ 

ＦＭまつもと 

検討中 

※山形村､朝日村対象 

検討中 

H26.10､11 

（予定） 

森林税のＰＲ あづみ野ＦＭ 番組制作・放送 

森林づくり 

推進事業費 

（注）上記のほか、管内現地機関へも呼びかけ、活用を促している。 

＜活用事例＞ 松本保健福祉事務所（迷い犬情報等）、松本消費生活センター（特殊詐欺・ 

悪質商法等）、松本建設事務所（道路工事情報）など 

題 名  『遊びに来て良し! 住んで良し! 暮らして最高!  
住みたいふるさと発⾒リポート!! 』 

趣 旨  共通の課題を抱える松本地域北部３村（⿇績村、⽣坂村、筑北村）の  
地域の魅⼒を、地元コミュニティ放送を活⽤して、周辺の市部地域に向けて  
発信する試みを⾏った。 

内 容  １回 15 分の番組を管内 2 局で放送した。 
◇村のおすすめスポットの紹介           ◇移住者インタビュー 
◇村の施策（⼦育て⽀援・住宅等）の紹介  ◇村⻑から⼀⾔ＰＲ 

      ※この音源を地方事務所ホームページにも登録し、随時聴取できるようにした。 
回 数  3 村合計 12 回放送 
経 費  252 千円 
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