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山陰ケーブルビジョン株式会社 概要 
• サービスエリア 
               島根県松江市（マーブル局）、安来市（やすぎどじょっこテレビ局）の２市 
 
• 本社                  島根県松江市学園一丁目２－２７  ０８５２ －２３－２５２２ 

• 安来事務所          島根県安来市汐手が丘１６－２８    ０８５４ －２２－５０５０ 

 
• 開局              昭和６１年１２月（マーブル局）今年３０周年を迎える 
                     平成２３年１０月（やすぎどじょっこテレビ局） 
  
• 放送契約者数             53,792（H28.9現在） 
• インターネット契約者数        12,562 （H28.9現在） 
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メディアミックスによる情報発信事例 
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事例① ＣＡＴＶ番組交換（県内協議会、全国連盟） 

事例② ＮＨＫ松江放送局 ＣＡＴＶ共同制作 「さんいんＴｏｄａｙ」 

事例③ オッサン委員会 共同番組制作「ひとおし」 

事例④ ＴＳＫコラボ 地域の祭り、スポーツを盛り上げる放送。 

事例⑤ データ放送 ＦＭラジオ放送、島根県ＨＰ連携（防災情報、道路カメラ映像）等 

事例⑥ 屋内告知放送の設置放送（屋内告知端末） 

事例⑦ 松江警察署との協定 特殊詐欺防止活動の実施 

地上波 

地上波 

ＣＡＴＶ 

地上波 

行政 

社員の訪問 

ＦＭ 行政 



事例① ＣＡＴＶ番組交換（県内協議会、全国連盟） 
• 日本ＣＡＴＶ連盟 ＡＪＣ-ＣＭＳ（全国コンテンツ流通システム）の利用により 全国のケーブル 
    テレビが制作したコンテンツをサーバから選択ダウンロードして放送。松江、安来の情報を 
        アップロードして全国に発信。 
 

• 島根県ケーブルテレビ協議会ネットワークを構築（共有サーバ無）会員加盟各局のサーバからダウンロード 
         して自主制作番組の交換放送。ネットワーク生中継の実施。ｅｘ島根県高校野球秋季大会生中継実施。 
 
    
     ※海士コミュニティーチャンネル（隠岐郡海士町）キンニャモニャ祭り島内生中継を   
      県内ケーブル各社が協力し実現。 
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事例② ＮＨＫ松江放送局 島根県ＣＡＴＶ各社共同制作 
「さんいんＴｏｄａｙ」           

• ＮＨＫ松江放送局と島根県ＣＡＴＶ５局（安来、松江、平田、出雲、石見）が月間
で、あらかじめ決めておいた統一テーマに沿った話題を伝える共同 制作番組。 

• ＮＨＫ松江放送局、ＣＡＴＶ各社でそれぞれ放送 

     松江市、安来市の話題を県内に発信。 
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事例③ オッサン委員会 共同番組制作「ひとおし」 
サンテレビ オッサン委員会会員 
ＣＡＴＶ各社による共同番組制作、放送 
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事例④ ＴＳＫコラボ 地域の祭り、スポーツを盛り上げる放送 
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・月の輪祭り番組宣伝 
 （１１ｃｈでＴＳＫ月の輪まつり番組 
  を番宣） 
・ＴＳＫ どじょっこテレビ 
  それぞれが月の輪祭りの特別 
  番組を制作、放送  
 チャンネル遷移１１ｃｈから８ｃｈへ。
【祭りをとおして地域を盛り上げる】 

番組リレー  
まつえレディースハーフマラソン 

ＴＳＫの春高バレー収録を弊
社制作マンが見学・研修。 
決勝戦の後日再放送（安来
高校が決勝戦に進出）。 
安来を盛り上げることが目的 

９：３０～マーブル生中継 
（スタート前の状況） 
 
１０：００～ＴＳＫ生中継 
（マーブルではマラソンに関係のな
い通常番組放送） 
 
１１：２０～マーブル生中継 
（一般の部のゴール付近を放送） 
 

２０：００～マーブルにて収録
したちびっこマラソンを 
録画放送 

春高バレー 

やすぎ月の輪まつり 



まつえレディースハーフマラソン前半 動画紹介 
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レディースマラソン後半 
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まつえレディースハーフマラソン後半 動画紹介 
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ちびっこマラソン 動画紹介 



事例⑤ データ放送でのＦＭラジオ放送 

データ放送の送出システムにより 
ＮＨＫ-ＦＭ（８４.５ＭＨｚ） 
エフエム山陰（７７．４ＭＨｚ）を放送 
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ラジオ端末が無い家
でも、テレビでＦＭラ
ジオを楽しめる。 

テレビ画面ではお天気
情報確認。 
消防車両が出動すれば
スクロール文字と音声
で情報チェック。 



事例⑤ データ放送 ＣＭＳ連携  
島根県ホームページ 
しまね防災ポータル 
県警みこぴーメール 
松江市防災メール 
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ＣＭＳ連携により自動
化。省力化と即時対
応が可能になる 

５分毎に更新 ５分毎に更新 

マーブル局 



事例⑤ データ放送 ＣＭＳ連携 
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やすぎ
どじっこ
テレビで
はＪＡの
情報を
掲載し
ている 

お悔み情報
は、新聞掲
載より早く、
１週間分さ
かのぼれる 

スーパーの
お買い得情
報は主婦に
見られてい
る 

マーブル局 どじょっこテレビ局 



松江市屋内告知端末 
「お知らせ君」 
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緊急地震速報や避難
指示・防災・防犯情報
を含む生活密着情報
が音声で流れます。
（利用料はマーブル基本

利用料に含む） 

安来市行政告知端末 

事例⑥ 屋内告知端末の設置放送 

安来市では、各家庭に設
置の行政告知端末を使っ
て、防災情報をはじめとし
た行政情報や、各種イベ
ントなどのお知らせを放
送しています。また、消防
署・安来警察署や、お住
まいの地区の交流セン
ターからのお知らせも放
送している（利用料無料）。 

２市で同型端末使用 



事例⑦ 松江警察署との協定  
番組【松江署だより】を制作放送、社員が日々の
訪問業務等で市民に向けて特殊詐欺被害撲滅等
のチラシ配布 
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実際に今年、番組やお知らせ君で特殊詐欺の事例を
見聞きした市内の主婦がＡＴＭの前で振り込め詐欺の
防止に貢献した 



加入者アンケート結果 
平成28年加入者アンケートによると緊急情報を

入手する手段としては、「テレビ」が一番高く、そ
の他の手段が横並びという結果になった。 
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緊急情報の収集手段としては、 
「テレビ」は全世代、「インターネット」は
50歳未満、「防災メール」は40代と50代、
「ラジオ」は60歳以上が情報収集の手

段として考えている人が比較的多く。
「おしらせ君」は、幅広い世代の人が比
較的偏りなく緊急時の手段として考え
ている結果となった。 

16 



加入者アンケート結果 
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データ放送でどの項目を利用しているか 
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データ放送の利用率が年々上がっている 



山陰ケーブルビジョンの今後の取組みと役割 

今後 

３０年ご加入いただいたお客様がいることに感謝。 

ご当地の祭り、スポーツそのものを盛り上げる。マーブルとＴＳＫで同じイベントを取材放送するなら相互に盛り 
上げるほうがより一層地域が盛り上がる。テレビが面白いことをやっている。「マーブルは面白いことをやっている
ね！」と言われること。第一に市民の目と心を引くことから始める。 

加入者、市民の利益になること（市民が必要な情報を得ることで便利に豊かになる）を放送と放送以外でも行う 

市民から愛される企業となっているか自問自答。（マーブルさん）絶対的な信頼を得る。 

ＩＰ放送の普及動向注視 

今までの加入者（高齢者）の求めていた情報と、これからの若い世代の求める情報が変化するのか？普遍的な
生活支援情報、サービスは何か？ 

全エリアＦＴＴＨ化工事着工中 

ＴＳＫコラボを通して見えた今後の展開 




