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福井テレビジョン放送㈱代表取締役会長

光  野　稔　様
「テレビを読み解く」 「中間選挙と来年の米国」

バーステーション

田  中　良  幸　様 岩 尾   顕 治   会員
㈱岩尾石油店代表取締役

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

会　長　挨　拶

酒井　芳則　会長
　全国の小中学校など
が2017年度に認知し
た「いじめ」の件数が、
前年度比9万1235件

増の41万4378件だったことが25日、文部科
学省の「問題行動・不登校調査」で分かり過去
最多を更新しました。特に、小学校の低学年
での増加傾向が顕著でした。
 　文科省は17年、いじめ防止の基本的方針

牧野　友美　幹事
①尼崎東RC来訪事業に
ご協力ありがとうござい
ました。②11月3日丸岡
RC40周年に、会長が招

かれております。③11月4日家族旅行④11月
9日に次々年度の会長選考の告示がなされ
ます。⑤11月10日I.M.敦賀RCですので、出
席のほどよろしくお願いします。⑥地区大会
の記念誌が届いていますので、お持ち帰りく
ださい。

委　員　会　報　告

岡本　圭子
　　　ソング委員

を改定しました。けんかやふざけ合いでも調査
し、被害性に着目していじめか否かを判断する
よう通知しました。同省は、件数増について「初
期段階も積極的に認知し、解消に向けた取り組
みのスタートラインに立っている」と肯定的に
評価していますが、社会の本質を見ていないの
ではないでしょうか。
 　認知件数は、小学校が7万9865件増の31
万7121件、中学校が9115件増の8万424件、
高校は1915件増の1万4789件。小学校1～4
年で各1万4000件以上増えました。
 　いじめの内容では「冷やかしやからかい、悪
口」が62．3％を占め、最も高かった「軽くぶつ
かられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴ら
れたりする」が21．0％。インターネット交流サイ
ト（SNS）を含む「パソコンや携帯電話などでの
誹謗（ひぼう）、中傷」は3．0％の1万2632件で
過去最多となり、高校ではいじめの内容で2番
目に多かったとされています。（小中高校から報
告があった児童生徒の自殺は250人で、前年度
から5人増。このうち、いじめの問題が要因とさ
れたのは10人。 30日以上欠席した不登校は、
小学校が4584人増の3万5032人、中学校が
5764人増の10万8999人、高校は1078人増
の4万9643人。暴力行為の発生件数は、小学
校が5474件増の2万8315件）物資の豊かな個
人主義社会で子供達の共同や共に思いやる連
帯感意識が薄れてきているのではないでしょう
か？私達ＲＣは地域の一員として子供達の健

やかな成長を願う活動もしています。思いやり
のある育成活動を今後も続けていきたいと思
います。

小部  隆充　親睦委員長
　来週は親睦の日となっ
ております。8時に商工会
議所前にバスが来ますの
で、お乗りください。その
後はスケジュール通り行
いますので、早目のご集
合にご協力ください。
佐野  直美 　出席委員長
　本日の出席は25名で、
59.5％でした。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年11月のレートは、1ドル＝112円です
（11月レート適用は、11月１日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

福井テレビジョン放送㈱代表取締役会長

光  野　稔　様 「テレビを読み解く」

編集：会報・ホームページ委員会

卓話

講師紹介
　　吉田　俊博　プログラム委員長
　福井テレビジョン放送㈱代表取締役会長「
光野稔様」のご紹介をいたします。光野さんは
昭和２２年生まれで、敦賀のご出身だそうで
す。昭和４５年に大学を卒業後、福井テレビ

にご入社されました。昭和５５年に大阪支社営業部副部長をされ
まして、敦賀の支局長、報道部長、事業局長、営業事業局長等歴任さ
れ、平成１１年に取締役総務局長をされました。その後、デジタル
化の計画推進本部長、総合経営局長をえて、平成１５年には常務
取締役、平成１７年代表取締役社長、平成２９年には代表取締役
会長となられ現在にいたっております。
　本日は、「テレビを読み解く」という事で、報道制作の裏側でどん
な事をやっているか等楽しんで聞かせていただきます。

福井テレビジョン放送㈱代表取締役会長　　
　光野　稔　様
　本日は、みなさん方になじみのある「テレ
ビ」の裏側というか実態についてお話をさせ
ていただきます。
　本日の内容ですが、まず、①福井テレビの概

要として、「福井テレビの歴史」と「テレビ局の実態」について、時間
があれば、②放送（電波）と通信（インターネット）の違いについてお
話させていただきます。
　福井テレビは、１９６９年（昭和４４年）１月に会社が設立され
ました。会長が熊谷太三郎熊谷組会長、社長に吉田弥前福井新聞
社長が就任。そして、１０月１日に開局しました。来年で開局５０周
年を迎えさせていただきます。
　創業時の本社は、当時の福井新聞社（今のさくら通りビル）の５階
フロアに事務所やマスター、スタジオなどを構えました。そして、１
９７７年（昭和５２年）４月に福井市問屋町に本社新社屋を建設、
引っ越しました。また、１９８９年（平成元年）１０月に社屋を増築
しました。
　２００６年（平成１８年）５月１日には、アナログ放送からデジ
タル放送に切り替えました。

　さて、「テレビ局の実態」についてお話をいたします。
　地方のテレビ局のほとんどは、東京のキー局、福井テレビはフジ
テレビ、福井放送は日本テレビというようにキー局の系列局として
ニュース協定や業務協定を結んでいます。福井テレビのニュースは
FNN（フジニュースネットワーク）ですし、業務協定は、FNSの一員で
す。FNNというのは、全国ニュースをフジテレビから配信されますし、
福井のニュースがフジテレビをはじめ、全国に発信されることもあり
ます。FNＳでは、協定に基づいて、広告付きの番組をそのまま放送
し、フジテレビから配分金を受け取るという仕組みです。

　放送局の収入構造はどうなっているのかについてお話します。
　収入は①放送事業収入と②その他事業収入の二つに大きく分け
られます。
①放送事業収入について
・タイム収入
・スポット収入
・番組販売収入
などに分けられます。タイム収入やスポット収
入は、いわゆる広告収入のことです。
②その他事業収入
主なものは、イベント収入です。福井テレビでは、福井西武屋上のビ
アガーデンや産業会館のラーメンパークなどの売り上げ、わんぱく
フェアやぺんたワイワイ夏祭りなどの協賛スポンサーからの協賛金
などがその他事業収入となります。

　福井テレビの放送番組について
・キー局のフジテレビの番組６０．２％
・関西テレビなどフジテレビ系列が６．８％
・TBSやテレビ朝日、テレビ東京などが１０．９％
・自社制作が１１．８％
などとなっています。

　放送と通信の違いについて
＊放送・・　・電波法と放送法に縛られている
　　　　　・法務省に申請⇒免許をもらう（5年に1度申請しなおす）
　　　　　・電波を使用（周波数）
　　　　　・プッシュ型メディア（スイッチさえ入れれば情報が勝手
　　　　　　に飛び込んでくる）
　　　　　・リアルタイム性が重視（ニュース速報、スポーツ中継な
　　　　　　どが得意）
＊通信・・　・特に法的な制約はない
　　　　　・個人でもインターネット放送ができる
　　　　　・インターネット回線を使用
　　　　　・プル型メディア（引き出した情報を手に入れることがで
　　　　　　きる）
　　　　　・世界に同時配信・双方向性

　テレビは情報量には制限がありますが、情報を内部考査し、信頼
性を重視して情報発信しています。一方、通信（インターネット）は情
報をすべて掲載でき、また、SNSなど個人への情報伝達度に優れて
いますが、出典源や真偽が明らかでない情報も含まれているという
側面もあります。
　私の立場としては、テレビも通信を無視できないと思っています。
テレビも通信の良い面を活用し、融合していければと考えています。

　
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
吉田　俊博　会員
齋藤多久馬　会員
窪田　健一　会員
佐野　直美　会員

テーマ

先週の尼崎東RC来訪に際しご参加いただきありがとうございました。福井TV代表取締役会長　光野稔様の卓話を楽しみに

尼崎東RC来訪の際はありがとうございました。

光野会長の卓話を楽しみに

　〃

　〃

　〃

梅田　吉臣　会員
岩尾　顕治　会員
岡本　圭子　会員

楽しいゴルフコンペありがとうございました

ゴルフ同好会コンペで優勝しましたので

早退します


