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NPO法人 放送批評懇談会
題字・清水英夫
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月理事会報告︱
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本のＣＭを視聴した。ジョージア
エメラルドマウンテンブレンド
「おつかれ、俺たち。篇」
、キリン
氷結「あたらしくいこう 中居正
広篇」
、ユニクロ ワイヤレスブ
ラ「 ぷ る ん と 美 胸 篇 」
、湖池屋

KOIKEYA PRIDE POTATO
「 100% SONG
」
、大分県 おんせ
ん県Ｕターン促進ムービー「ゆけ、
ント 「お笑い芸人 原発事故
マコ＆ケンの原発取材２０００
シンフロ部！」が好評だった。
日」
（日本テレビ）
、
「大ちゃんと為
・３月 日に定例会を開催し、
さん～あるまちの風景～」
（三重テ
本 の Ｃ Ｍ を 視 聴 し た。 東 京 ガ ス
レビ）
、ＥＴＶ特集「人知れず 表
エネファーム「同時ってすばらし
現し続ける者たち」
（ＮＨＫ）のド
い篇」
、焼肉キング「魚篇」
、ユニ
」
、
キュメンタリー作品４本を選んだ。 クロ ジーンズ「 17SS Japanese
保険のビュッフェ「プロポーズ篇」
〈ラジオ部門〉 橋本委員長
・２月 日に定例会を開催した。
などが好評だった。
大分放送と宮崎放送の朝の番組を
〈報道活動部門〉 丹羽委員長
・報告は特になし。
聴取し、議論を交わした。
・報道活動部門の認知度を広める
・３月 日に定例会を開催した。
ための活動を随時行う。
北郷委員のコミュニティ放送推薦
◇企画事業委員会 川喜田委員長
番組を聴取し、議論を交わした。
・セミナー「放送はネット配信と
・両月とも「ローカル色があまり
どう向き合うか～最先端スポーツ
感じられなかったので、地域に密
中継から放送とネットの近未来を
着した部分がほしい」などの意見
考える～」を３月 日ジェイ・ス
があった。
ポーツで開催した。一般参加者
〈ＣＭ部門〉 稗田委員長
・２月 日に定例会を開催し、
名、ジェイ・スポーツ社員も含め
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放懇セミナー盛況終了！

２０１７年３月 日、３月理事
会が開催された。
１．委員会活動報告
◇出版編集委員会 水島委員長
・３月 日に出版編集委員会を行
い、ＧＡＬＡＣ６月号について検
討した。
・６月号は長時間労働問題特集。
電通事件から放送局の労働問題を
考える。各局アンケートを行った
が、返答は芳しくなかった。その
他覆面座談会を企画。
・７月号特集はギャラクシー賞。
表紙は高橋一生さん。
◇選奨事業委員会
〈テレビ部門〉 岩根副委員長
・２月 日に月評会を開催した。
月間賞には、映像 「沖縄 さま
よう木霊～基地反対運動の素顔
～」
（毎日放送）
、ＮＮＮドキュメ
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約 名がセミナーに参加した。
・収支は黒字となった。
・アンケートは 名から回答があり、
９割が満足と答えた。新しい放送技
術、ネット配信、著作権問題などの
テーマを扱ってほしいという声があ
り、今後検討していく。
・理事会では、
「平場になってしま
い講演者の表情が見えづらかった」
「次のセミナーテーマは、ＳＮＳ時
代においてテレビ局の著作権や肖像
権に関心が集まっているので、著作
権問題が良いと思う」などの意見が
あった。
・ＧＡＬＡＣ６月号に抄録を掲載。
◇マイベストＴＶ賞プロジェクト
滝野プロジェクトリーダー
・３月 日にマイベストＴＶ賞プロ
ジェクト会議を開催した。
・Ｇメンバーサイトには１５００ポ
イントで翌年度会費が半額になるポ
イント制度があるが、告知不足だっ
たとし、サイト内の各所に告知を掲
載。また、掲示板のコメント掲載の
ポイントをアップするなど、ポイン
ト面の改善を行った。
・５月に更新を迎えるＧメンバーが
多いため、
「１周年感謝キャンペー
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31

ン」としてＧメンバーに５００ポイ
ント付与する企画を４月上旬に行う。
・新規会員獲得のため、会費半額キ
ャンペーンを５月頃実施予定。
・４月 日～５月 日頃にグランプ
リ投票を実施する。正会員からの投
票をより多く得るため、ＧＡＬＡＣ
に投票用紙を同封するほか、理事会
や各委員会の際に投票してもらう。
・広報のためフェイスブックを４月
を目途に開設予定。
・来年度のマイベストＴＶ賞投票シ
ステムを、３本まで投票制から５本
まで投票制にする。
・ギャラクシー賞贈賞式のマイベス
トＴＶ賞プレゼンターをＧメンバー
から選出する。
．賃金支払規定の件
・職員賃金表の作成および運用を承
認。
・賃金支払規定を承認。
・ただし規定の第 条「年功」につ
いては再度検討を専務理事に一任す
る。
．その他
①入退会の件
入会 ＮＨＫエデュケーショナル
退会 池内恵吾さん、石原信和さん、
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鎌内啓子さん、奈美木映里さん、吉
江一男さん
②総会日程
６月 日（土）に開催決定。
③その他
・第 回ギャラクシー賞の記者会見
日程を調整。

次回の理事会
４月 日（水） ５月 日（水）
【出席】音好宏、橋本隆、藤田真文、
藤久ミネ、川喜田尚、丹羽美之、水
島宏明、稗田政憲、滝野俊一、市村
元、入江たのし、岩根彰子、上滝徹
也、坂本衛、桜井聖子、鈴木健司、
鈴木嘉一、桧山珠美、山田健太、中
島好登

（選奨）ＣＭ定例部会

会議記録
［ 月］

日 
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（選奨）テレビ月評会

日 マイベストＴＶ賞プロジェクト会議

出版編集委員会
日

日
（選奨）ラジオ定例部会

理事会

日 
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