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 はじめに

2006年12月20日，福島県本宮町（1月1日
から市町村合併で本宮市）で，全国で200番
目となるコミュニティ FM「FM Mot.Com」が
開局した。コミュニティ FM（以下CFMと
記述）とは，市区町村を対象エリアとする，
出力20W以下の小さなFMラジオ局で，正
式には「コミュニティ放送局」という。NHK
や県域免許の放送局がカバーしきれない，地
域密着の生活情報などを扱っている。   
「FM Mot.Com」を設立したのは商店主な

どで作るまちづくり会社。郊外に大規模店舗
が増える中，街に住民の愛着をとり戻そうと，
ラジオでの情報発信を考えた。局名には「もっ
と混む」町への思いが込められている。

CFMは総務大臣の免許を受け開局する民
間放送局。目的は「地域振興」に寄与すること
と定められている 1）。今年は制度化され15年
になるが，開局への動きは勢いを増している。

長野県諏訪市では1月12日，地元のケーブ
ルテレビ局が「エルシーブイエフエム769」を
開局。災害時，有線よりもより確実に人々に
緊急情報を送り届けられるラジオの長所に着
目した。また埼玉県朝霞市では商工会青年部

メンバーが，奄美大島や仙台市ではNPOが主
体となって開局を準備中だ。1月末現在，こ
の他4事業者が予備免許を取得している。今
年に入ってからの動きをみるだけでも，様々
な事業者が「地域振興」のツールとして，放送
局の設置を求めていることが窺える。

開局を模索する事業者の多様さと同様，運
営実態も千差万別だ。行政情報番組をメイン
に据える局，市民討論番組を通し議会と対峙
する局，制作から出演までボランティアとい
う局もあれば，プロDJによる県域ラジオ局顔
負けの広告収入を誇る番組を持つ局もある。

なぜこれほど多様な放送局が存在するに
至ったのか。200局あまりの局はどんな「地域
振興」に取り組んでいるのか。そして，15年
目の今なお開局が増え続けるのはなぜなのか。

NHKラジオセンターと放送文化研究所は，
去年11月から12月に全国のCFMに対し全社
調査を行い，192社（去年11月現在開局数）の
うち150社から回答を得た。20数社に対して
はヒアリングも行い，去年末，ラジオ第1放
送で特集番組も制作した。

本稿では，全社調査とヒアリングを軸に，
多様なCFMの実態，制作する地域番組，そ
して今後の可能性について考察する。

「地域社会」と「メディア」の実験 
～15年目を迎えたコミュニティFM～

        村上圭子（ラジオセンター）

        鈴木祐司
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<本稿の項目>
第一章　コミュニティ FMの実態
① 200局と 201 局～典型的な 2つの役割～
② 1Wから 20Wへ～紆余曲折の 15年～
③最大局と最小局～多様性とその背景～

第二章　コミュニティ FMの地域番組
第三章　コミュニティ FMの今後は ?
①経営安定と地域貢献～切り札は連携 ?～

②なぜコミュニティFMは増え続けるのか

第一章 コミュニティFMの実態

① 200局と 201局 ～典型的な 2つの役割～
CFMの開局を考え，最寄りの総務省総合

通信局を訪ねると，まず手渡されるのがA4
見開き2ページのパンフレットだ 2）。それに
よると，CFMは「地域の特色を活かした番組，
地域の方の参加した番組，緊急を要する情報
等を提供することにより，地域情報の発信拠
点として，豊かで安全な街づくりに貢献でき
る放送局」と，その役割が定義されている。

調査ではまず，それぞれの局に対し，
CFMとして，地域の中でどのような役割を
果たしていくべきかを尋ねた。
 「災害報道」と「住民情報発信」

重要だと考える役割を3つ選択してもらっ
た回答が図1の左側である。最も多かったの
が「災害時の情報提供」，その後「地域の人た
ちの情報発信のサポート」「地域住民の交流
拠点」「地域文化の継承・育成」と続いた。

そのうち最も重要だと思う役割を1つだけ
聞いた回答が右側だ。回答は上位の2つに分
かれ，既存のCFM局は，その役割認識から，

「災害報道」重視型と「住民情報発信」重視型
に分かれることが分かった。

たまたま偶然にも，直近に開局した200局
目は「住民情報発信」重視型，201局目は「災
害報道」重視型であったので，典型的なこの
2局を通し，CFMの全体像を概観したい。ま
ず「住民でつくるみんなのCFM」を設立趣旨
に掲げる，200局目「FM Mot.Com」（福島県
本宮市）をみていこう。
 「住民情報発信」重視型

「FM Mot.Com」のある福島県本宮市は，郡
山市の北隣，人口3万人あまりの県で最も小
さな市だ。この地域は古くから人々の結束が
固く，日本でも早くから露天商に頼らない，
地元手作りのお祭りを行ってきたことが，お
年寄り達の自慢話となっている。町の中心は，
JR本宮駅に通じる1本の商店街。「FM Mot.
Com」のスタジオはこの一角に作られた。

図 1　コミュニティ FMの役割

「FM Mot.Com」外観

0

20

40

60

80

100

地
域
の
多
様
な

価
値
観
の
尊
重

災
害
時
の

き
め
細
か
い
情
報
提
供

き
め
細
か
い

行
政
情
報
の
伝
達

地
域
住
民
の

交
流
の
拠
点

地
域
の
人
達
の

情
報
発
信
の
サ
ポ
ー
ト

地
域
で
抱
え
る

課
題
の
解
決

地
域
文
化
の

継
承
・
育
成

%

35.3

5.3
17.3
4.7

72.7

34.7

48.0

8.7

31.3

2.0

78.0

38.0

10.0
4.0

■今後の重要な役割　   ■最も重要な役割



4 　MARCH 2007

開局のきっかけは全くの偶然からだった。
「FM Mot.Com」社長で電器店を営む佐々木嘉
宏さんは，2年前，旅先のCFMの番組に飛
び入り出演をさせられた。そしてその放送後，
佐々木さんはCFMが地域の活性化にいかに
有効かを耳にすることになる。

出演したのは，北海道富良野市のCFM「ラ
ジオふらの」。開局して1年たらずだったが，
これまで街では顔も見たこともなかった若者
から反響が寄せられたり，自宅に閉じこもり
がちの中年男性がスタジオにきて，それをきっ
かけにパーソナリティになるなどの出来事が
起きているという。スタジオはいつしか，コ
ンサートや結婚式が開かれる地域の人達の交
流の場となっていた。これまで観光地として
一方的にマスコミにとりあげられたことは数
知れなかったが，こんな現象は初めてだとい
う。CFMは綻びかけた地域の絆を結び直せる
かもしれない，富良野で起きている出来事は，
佐々木さんにそんな予感を感じさせた。

地域の結束が自慢の本宮ではあったが，周
辺に立ち並ぶ大規模店舗に，商店街は苦戦を
強いられ始めていた。商店主達はまちづくり
会社を作り，イベントなどを企画していたが，
持続性に欠け，決定打とはなっていなかった。
旅から戻った佐々木さんは仲間に富良野での
話を伝え，ほどなく開局への準備が始まった。

放送局の運営には「ラジオふらの」方式を取
り入れた。制作から出演までほぼ全てをボラ
ンティアで担う方式だ。街の活気を取り戻す
ため，本宮の魅力をみんなで情報発信しあい
たいという，局の目的にぴったりの方法だっ
た。住民からボランティアを募り，県域テレ
ビ経験者などから番組の制作や話し方など，
3 ヶ月間みっちり学びながら開局に備えた。

去年末，無事開局を迎えた「FM Mot.Com」。
現在35ほどの番組が放送されている。番組
の企画は全てボランティアから寄せてもら
い，100以上の提案から選りすぐられ，今の
番組編成が決まったという。「3万人の市民
全員がパーソナリティ」を合言葉に，一日10
人を超えるボランティアが活躍している。
 局を支える「市民パーソナリティ」

この「ラジオふらの」や「FM Mot.Com」のよ
うな，市民ボランティアが主体となって局を
支えている放送局は全国にどの位あるのか。
局のパーソナリティがどのような人か，その
属性を聞いた回答が，図2である。

パーソナリティの多くが「市民ボランティア」
と答えた局は29局。全体のおよそ5分の1をし
め，多くが「アナウンサー経験者」という局に匹
敵する勢いであった。この29局の大半は，局の
最も重要な役割を「住民の情報発信サポート」と
選択した，「地域情報発信」重視型放送局だった。

ラジオのパーソナリティとは，単にニュー
スやお知らせを伝えたり，ゲストにインタ
ビューすることだけが仕事ではない。自分が
日頃感じていることや関心があるテーマ，自
分が注目している人や場所を紹介するなど，
マイクに向かって「パーソナル」な情報を語
るのが醍醐味であり，またそれが，身近なメ

図 2　最も多いパーソナリティ
その他 局役職員
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ディア，ラジオのパーソナリティの大きな
役割でもある。いわば「ラジオ局の顔」的存
在であるパーソナリティに市民ボランティア
を起用する方針そのものが，「住民情報発信」
重視型CFMの最大の特徴といえるだろう。
 「災害報道」重視型

「災害といえばCFM」と言われ，その役割
が重要視され始めたのは，1995年に起きた阪
神・淡路大震災以降のことである。それ以前
から，災害にはラジオが大きな力を発揮する
ということは言われていた。しかし，ラジオ
の中でもCFMの地位が不動のものとなった
のは，大震災以降も災害が起こる度，各地の
CFMがマスコミの目では捉えきれない地域の
きめ細かな情報を住民に届ける努力をし続け
たことに他ならない。調査で最も重要な役割
を「災害時の情報提供」とした局が多かったの
も，「災害といえばCFM」という社会のニー
ズを反映したものといえよう。

開局201局目にあたる「エルシーブイエフエ
ム769」（長野県諏訪市）は，災害時の情報提
供を設立の趣旨に掲げるCFMだ。30年以上
諏訪市でケーブルテレビ（以下CATVと記述）
を運営してきた会社が開局した。なぜCATV
が，それもこの時期に，と尋ねると，きっか
けは，去年この地域を襲った豪雨災害だっ
たという。地域メディアであるにもかかわら
ず，停電で暗闇におかれた地域の被災者達に
十分情報を届けることができなかった，その
忸怩たる思いが，災害により強い，ラジオ局・
CFMを持つ決断へと向かわせたという。

諏訪市を豪雨が襲ったちょうど2年前，2004
年は，CATVにとって受難の年だった。日本列
島を襲った10個の台風は各地で土砂崩れを引き
起こし，全国でCATVの有線が切断されたのだ。

地域メディアとして50年以上の歴史を持つ
CATV。エルシーブイのようにテレビ・ラジオ
共に運営する局は数社しかないが，今年すで
に兵庫県加古川市の「BAN―BANテレビ」が
CFMの予備免許を取得しており，今後こうし
たケースが増える可能性は大いに考えられる。
 「行政との信頼関係」が局を育む

今回の調査では各放送局の具体的な災害報
道への取り組みについても聞いている。全体
のおよそ30%，43局からは「緊急対応が必要
な災害にまだ直面していない」という答えが
返ってきた。残りの107社は，なんらかの災
害報道を経験，うち半数以上の局は，行政情
報を流すだけでなく独自取材も行っていた。

更に調査では，どのような災害に取り組ん
だか，その内容についても聞いている。

図3の結果では，台風などの水害が最も多く
約90%をしめていた。以下，地震，火災，防犯・
事故と続く。中でも興味深かったのは，そこに
は入ってこない「その他」の項目だった。例を
挙げると，山岳遭難，工場爆発，断水，停電，
道路通行止めなど。「その他」は多岐に渡って
おり，災害と括りきれない様々な地域の緊急の
事態にCFMが活躍していることが窺えた。

災害時には行政との連携は欠かせない。調

図 3　取り組んだ災害の種類
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査では，8割以上のCFMが自治体との防災
協定の締結や情報提供システムの構築を行っ
ていることが明らかとなった。こうした日頃
からの行政との信頼関係の積み重ねが，「そ
の他」で挙げたきめ細かな緊急報道につな
がっていると思われる。「災害報道」と大上
段に構えず，地域の様々な事態に臨機応変
に対応することが，結果的に地域における
CFMの存在意義を高め，いざという時，よ
り頼りにされる存在に育っていく，と感じら
れる結果だった。
 まずは行政と市民のニーズに応えること

まず，開局まもない200局・201局目をみ
てきた。放送局側が重要な役割と捉えている

「災害情報」と「住民情報発信」。この2つは，
実はいずれも，地域の側がCFMに対して期
待している最大のニーズであるともいえる。

ひとたび開局すると，放送は日々の営みと
なる。その営みを支えるのは住民である。そ
して災害等が発生した時，共に緊急報道に取
り組むのは行政である。「住民」「行政」のニー
ズに応えて初めて，地域でCFMが存在する
基盤が生まれるのだと，改めて確認した。

② 1Wから20Wへ ～紆余曲折の 15年～
ここで，CFMがどのように生まれ，今に至っ

ているのか，15年の歴史を概観しておこう。
特にCFMの「出力W数」の変化から見ていく。
 出力はNHKの 1万 5千分の 1

現在のCFMの出力は20W以下と決められ
ている。では20Wとは，実際どれほどのエ
リアをカバーできるものなのか。単純比較は
できないが，NHKラジオ第1放送の出力が
300キロWであることと比べると，およそ1
万5千分の1，「ゾウとアリ」と例えてもおか

しくない規模の差である。可聴エリアは数キ
ロからせいぜい3～40キロ。車で移動しなが
ら聞くと，1時間足らずで聞こえなくなる。
しかし，この20Wになったのも今から8年
前のこと。制度化された15年前は1W以下，
NHKラジオの30万分の1，可聴エリアは数
キロにも及ばない程度だった。
 3,300 全ての市町村にメディアを

ではなぜ制度化された当時，出力がわずか
1Wと設定されたのか。それを知るためには，
当時の時代状況を認識しなければならない。

CFMが制度化される前年の1991年，第三
次行革審では，グローバル化が進む中で全国
の地方をどう活性化させていくかが大きな課
題としてもちあがっていた。その方策の一つ
として郵政省が打ち出したのが，この「コミュ
ニティ放送制度」だった。

それまで，「地域メディア」としての存在
感を誇っていたのは，1950年に制度化された
CATVだった。しかし時代は多メディア多
チャンネル時代に突入し，役割は大きく変わ
ろうとしていた。また1991年時点で，3,300
の市町村のうち，CATVが普及していたの
は100あまりの市町村に過ぎなかった。テレ
ビ局開局にはコストがかかり，それなりに体
力のある自治体か財力のある地元企業がなけ
れば開局できないのが現実だった。

一方，ラジオ局のCFMであれば，初期の
設備投資も運営も，テレビ局に比べ格段に安
い。ちなみに当時のCATVの平均的な初期
の設備投資費は23億円程度3）。CFMは1億
円前後だった。運営費も格段に安く，そして
何よりテレビより誰でも手軽に番組が作れる
ラジオは，CATVに代わる地方の活性化の
鍵を握るメディアだと考えられた。
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CFMなら3,300全ての市町村に普及させら
れるのではないか。郵政省がCFMの出力を
1W以下と決めたのは，たとえ全市町村が開
局を望んだとしても，電波を割り振ることが
できるように，という判断からだった 4）。

当時の郵政省の担当者達は，制度化後は
日々自治体を訪問し，地域がメディアを持つ
必要性を訴え続けた。自治体には地元企業な
どと共同運営する「第3セクター型」の開局を
中心に薦めていたという。
 「1W放送局」の限界

しかし，郵政省の見込みははずれることに
なる。開局に名乗りを上げた地域は，郵政省
が普及させたかった財政的に脆弱な地方都市
や過疎の自治体より，比較的体力のある企業
や財界人が多い中規模都市で相次いだからだ。

また，全市町村開局を前提に設定した1W
という出力も，普及の大きな足かせとなっ
た。可聴エリアがせいぜい半径数キロ程度の

「聞けない放送局」のスポンサーになどなれな
いと，開局した局の多くが地元企業にスポン
サーになってもらえず，当初から経営難に立
たされてしまったのだ。開局した9局が「全
国コミュニティ放送協議会（旧JCBA）」を結
成し，出力アップを即座に求めはじめたのは，
ある意味必然の動きだったといえよう 5）。
 「10 倍緩和」の意味

転機が訪れたのは制度化から4年，1995年
のことだった。出力の上限が，1Wから10W
へと一気に緩和されたのだ。阪神・淡路大震
災でCFMやミニFMの活躍が広く社会に知
られはじめた3月のことだった。郵政省では
前年の1994年からJCBAの要望を受け出力
緩和を検討していたというから，大震災は政
策変更の背中を押したともいえる。

この4年目の10倍もの出力緩和は，郵政省
が目標としてきた，全市区町村へのあまね
くCFM設置から，開局した地域もしくは開
局意欲のある地域の支援という，「現実的な」
政策への大きな転換だった。
 鉱石ラジオ少年達の夢

今回のヒアリングでは，「鉱石ラジオ」6）

を作った幼い頃の思い出を，キラキラした目
で語る50～60代の社長によく出会った。自
らの放送局を作りたい，という思いは，地域
の振興や活性化という難しい理屈とは別に，
以前から温めていた夢だった，と語る社長も
多かった。

松任谷由実の軽快な音楽と共に話題となっ
た映画，『波の数だけ抱きしめて』（1991年
公開）は，そんな自分達のラジオ局を作りた
いという若者の姿を描いた映画だ。ラジオ局
といっても，ここで描かれているのはミニ
FM局。ミニFMとは，免許のいらない微弱
電波で放送する放送局で，専門知識のない個
人でも開局することができる放送局だ。映画
では，湘南に住む若者達が浜辺じゅうに好き
な音楽を流そうと，様々な工夫をする姿がさ
わやかに描かれている。

こうした自主放送局は，当時フランスなど
を中心に広がっていたものが飛び火したもの
だったが，80年代に大ブームとなり，出力
制限以上の違法電波での放送も後を絶たなく
なっていた。92年にCFMが制度化されたも
う一つの背景には，こうした違法放送局の取
締りがあった。
 かくして多様な 200局は誕生した

95年の郵政省の「現実的な」政策への転換
は，放送局を持ちたいというあらゆる人々や
事業者に，より広く門戸を開くことになった。
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それまでは，地域振興・活性化という，自治
体の意向を反映する「3セク型」が主流だった
が，出力が緩和された95年以降，CFMはビジ
ネスとしても成り立つ，と，様々な企業や個人
が参入し始めた。企業参入の典型的な例では，
大阪の吉本興業，阪急ホールディングスなど。
また民放県域局社員が自らオーナーとなる「マ
スコミ退職者・脱サラ組」の参入も増えた。
図4は，CFMの開局の推移を示したグラ

フだ。96年から3年間は毎年30局ちかい出
局ラッシュ。99年には100局を突破，その後
更に出力は20Wに緩和された。

1999年から開局は下火になるが，3年前の
中越地震，2年前の集中豪雨など，CFMの
災害報道における役割が再認識され，去年再
び開局数が伸びている。

ちなみに去年末まで開局した200局の内訳
を整理しておくと，「3セク型」はおよそ6割，
純粋な「民間会社型」3割強，そして最近で
は「NPO型」も増えており現在9社と，数だ
けでなく「成り立ち」の多様化も進んでいる。

以上，駆け足でCFM制定からの15年を概観
してきた。歴史が教えてくれたことは，「1つの市
区町村に1つの放送局を」という，当初郵政省が
イメージしていた放送局像より，現実には，はる
かに「多様で個性的な成り立ち」を持つCFMが，
全国に200局誕生したという事実だった。

③最大局と最小局 ～多様性とその背景～
今回のヒアリングでは，「同じCFMといっ

ても中身は1局1局まるで違う」という趣旨
の発言を，CFM運営者の側から実によく聞
いた。そのことは，訪ねても訪ねてもどれ一
つ同じカラーの局がないという我々の驚き，
戸惑いの印象と100%合致していた。

ラジオセンターと放送文化研究所で行った
全社調査では，こうした全国のCFMの多様
な実態をまず明らかにすることが大きなねら
いであった。以下，事業規模や設立経緯など
の結果から，その実態を明らかにしていく。
 かけ離れた事業規模

まず放送局の事業規模を示すものとして，
放送対象人口，年間売り上げ，制作スタッフ
数を聞いた。

CFMは「一つの市町村（特別区含み，指定
都市にあっては区とする）の一部の区域におけ
る需要に答えるための放送」とされている 7）。
大多数のCFMが，会社名や名称に市区町村
名を掲げていることからも，局が対象としてい
る人口は，CFMがある市区町村の人口をある
程度反映していると考えることができる。しか
し現実には，電波は市区町村の境界線を越え，
また山間部や都心部では，高い障害物に阻ま
れ，同じ市区町村内でも聞けないこともある。
ここでは，あくまで放送局がリスナーとして捉
えている人口を答えてもらった。
図5は各局がそれぞれリスナーとして捉え

ている対象人口を示したものだ。まず10万
人から50万人という局がおよそ半数をしめ
ている。人口の少ない方を見ると，対象5万
人以下という局が10局あり，そこはいずれ
も山間部や人口の少ない市町村の局だった。
中には1万人を切る局も1局あった。

図 4　コミュニティ FMの開局状況
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一方100万人以上を対象とするという局は
22局あり，多くは，政令指定都市の区部な
どにある，いわば「都市型」放送局だった。

次に年間売り上げだが，これも相当なばら
つきが見られた。図6をごらんいただきたい。

売り上げ3千万円未満という局が35局ある
一方，1億円以上が15社，中には2億円以上
という，県域ラジオ局に迫る売り上げを誇る
局もあった。

最後に放送局の基礎体力とも言える制作体
制だが，社員・アルバイト・ボランティアの
全てを含む制作スタッフの総数を聞いた。
図7によると，半数以上の局が20人未満の

スタッフで運営していた。しかし一方で，100
人以上という局が11局あることを見ると，制
作体制という点から見ても，やはり局によっ
て開きがある，ということができるだろう。

我々は，この3つの事業規模の結果を勘案
し，最小局と最大局を割り出し，その2局に対
してヒアリングを行った。最小局は「グリーン
ポケット」（熊本県小国町）。対象人口1万人
未満，年間年間売り上げ3千万円未満，スタッ
フは3～5人だった。最大局は「FREE WAVE」

（福岡市）。対象人口200万人以上，年間売り
上げ2億円以上，スタッフは100人以上だった。
 最小局 「グリーンポケット」（熊本県小国町）

熊本空港からバスでおよそ1時間半，大分
との県境に程近い熊本県小国町は，阿蘇の裾
野にある古くから林業で有名な山村だ。1980
年から取り組んできた「悠木の里づくり」と
いう木を活用したまちづくりは，全国的にも
よく知られている。

CFM「グリーンポケット」は，木の町の風
格を漂わせる役場の1階にあった。オープン
スタジオのため，外からはいつでも見学可能
だ。しかしここで生放送が行われるのは，火
曜から金曜の昼12時から15時までのわずか
3時間。土日は，このスタジオではなく，道
の駅で4時間の生放送を行っているという。
それ以外は再放送か，県域FM局の購入番組
を流しているため，実は多くの場合，スタジ
オは無人だった。近年売り上げが減少し，番
組は更に縮小傾向にあるという。

図 5　放送の対象となる地域の人口

図 6　年間の売り上げ

図 7　番組制作に携わるスタッフ数

その他  1.3

1 万人未満  0.7

1 ～ 3 万人未満  0.7
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200 万人以上
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わからない・回答不可

3～ 5千万円未満

3千万円未満

5～ 7千万円未満

7千万～ 1億円未満

1億円～ 1億 5千万円未満

2億円以上  0.7

1 億 5 千万円～ 2億円未満
1.3
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18.7
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100 人以上

15.3

15.3
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26.7

10.7
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番組表を見ると，さすが木の町，局名にだ
けでなく，唯一の生ワイド番組の名前にも「グ
リーン」がついていた。この「グリーンサラダ」
の制作スタッフは，パーソナリティを兼ね
る3人のみ。とにかく住民を総動員するコー
ナーで番組が成り立っていた（資料1）。

最も人気のあるコーナーは『今日の給食
なぁに』。毎日栄養士さんと電話で結んで献
立紹介をしてもらうのだが，孫のいないお年
寄りにも，町の子供達の雰囲気が感じられる
と好評だという。『町内ぐるぐるリレークイ

ズ』は，毎回町民が出演し，クイズを出す住
民参加型番組。出演した住民が次に出演する
住民を紹介する，いわゆる友達リレー方式が
とられている。局の目標は「町民1万人全員
出演」。まず町長からスタートし，開局から
9年の現在，のべ6,000人が出演している。

番組の話を聞いている間，「グリーンポ
ケット」はてっきり「住民情報発信」重視型だ
と思っていた。しかし局の成り立ちを聞く
と，実は全くの「災害報道」重視型であると
いうことがわかってきた。開局のきっかけは
町役場。老朽化した同報無線放送に代わる緊
急防災連絡の手段としてCFMがふさわしい
のではと，役場が町民に提案する形で開局が
模索されたという。

開局して9年経つが，「グリーンポケット」
ではこれまで，災害報道をしなかった年は
ないという。傾斜地の多いこの町は，集中
豪雨に襲われるとひとたまりもない。一昨
年は土石流にも見舞われた。災害が発生する
と，役場の職員がすぐに役場1階のスタジオに

かけつけ応援体制がとられ
る。一昨年の土石流災害の
時は，3日間，避難所の状況，
通行止めや道路復旧の情報
などを流し続け，住民から
感謝の声が寄せられた。

住民情報発信と災害報
道。2つの役割をバランス
よく担っていると思われる
「グリーンポケット」だが，
最大の悩みは財政難だ。出
資の8割以上が役場と公共
機関という典型的な「3セク
型」だが，運営費について

「グリーンポケット」外観

資料 1 　「グリーンサラダ」番組表
グリーンサラダ

12：10 ～ まちかどスケッチ
12：20 ～あれこれ小国町

12：30 ～
思い出のアルバム

（
隔
週
） 

美術の森
図書館便り ゴミマスターへの道 ドゥ・ワップハイスクール

イン 小国
12：50 ～ 今日の給食なぁに
13：00 ～ 熊日ニュース
13：10 ～ 天気予報 < 提供：教文堂・観音岩温泉 >
13：15 ～ 謎の館

13：20 ～
町内ぐるぐるリレークイズ
13：40 ～ あれこれ小国町

シネマ：ミュージック
華麗なる秘法への旅

熊日クローズアップ 
あれこれ小国町

ご近所イベント情報 
週末星☆占い☆

13：50 ～ JA 告知板 < 提供：JA 阿蘇 >
14：00 ～ 熊日ニュース < 提供：ゆめおぐに >
14：10 ～ 天気予報 < 提供：穴井印刷・河津酒造 >

14：15 ～
銀の鈴 お話の話
14：40 ～
交通安全情報
<提供：自家用自動車協会>

ご当地クイズ
あれこれ小国町

この人に会いたい
あれこれ小国町

お仕事たんけん
謎の館
メッセージダイジェスト

14：45 ～ 謎の館
14：55 ～ テレマートラジオショッピング
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も，役場が「防災情報施設費」として収入の7
割を負担している。しかし厳しい財政事情か
ら予算は年々削られ，当初の2,000万円から現
在は750万円までにカットされている。その
影響で午前中にもあった生番組は中止せざる
をえず，また，わずか3人の制作スタッフの
補充も難しい。しかし，小国町に大企業はな
く，広告収入を拡大できる見込みもないとい
う。更に今年は，開局当初からCFM活用に
積極的な姿勢で取り組んできた町長が引退を
表明している。この地域では，今後どのよう
にCFMを支えていくのか，正念場はまさにこ
れからだと感じた。
 最大局「FREE WAVE」（福岡市）

日本最大のCFMは，同じ九州，福岡県に
あった。西日本鉄道のターミナル駅周辺に広
がる，九州最大のショッピングスポット，天
神。アジア各国からの観光客も多く，明るく
開放的なムード漂うこの町が，日本最大局の
主戦場だった。

名だたる百貨店やショッピングセンターが
ひしめく一角，西鉄が誇るファッションビル
の1階に「FREE WAVE」のオープンスタジオ
はあった。スタジオ前は広大なイベントスペー
スになっており，買い物に出かける若者達の
うってつけの待ち合わせ場所ともなっていた。

放送局の設立趣旨は「福岡の都心・天神か
ら情報を発信したい」。そして番組コンセプ
トは「音楽のある毎日に」。番組表は朝7時か
ら深夜1時まで，ほぼ自局制作番組で占めら
れている（資料2）。番組タイトルの半分以上
は英語で，パーソナリティはすべてDJとなっ
ていた。ボランティアパーソナリティはゼロ。
市民制作番組もない。CFMだと前もって聞
いておかなければ，若者をターゲットにした
お洒落な県域FM局と見紛うほどだった。
「FREE WAVE」は行政からの出資金ゼロの，

純粋な「民間会社型」放送局である。10年前，
西日本鉄道の働きかけで開局。社長は西鉄の常
務取締役が兼務，本社も西鉄ビル内にある。

2億円という，CFMの中では突出した売り
上げの鍵を握っていたのは，オープンスタジ
オ前などにある西鉄のイベント会場での事業
と，放送との連動だった。会場で開かれるイ
ベントはできるだけ放送にのせ，イベント料
＋CM料を得るシステムをとっていた。また，
音楽にこだわる局として，独自の目線で天神
ストリートで活躍中のDJを発掘，局独自の
イベントなども随時展開しているという。

「県域ラジオに負けない位の影響力を持ち
たい」，そう語る一方で，「これからは天神の
まちづくりにきちんと貢献する，県域ラジ
オにないCFMのカラーを出したい」という
「FREE WAVE」。都会の若者にターゲットを
絞り，カッコよさ，洗練さを売りにしてきた
都市型コミュニティ FMが，地域メディアと
してどんなカラーを出していくのか，その試
みが本格化するのはこれからのようだ。 
 多様さは「個性」? それとも「地域性」?

2局のヒアリングを通じて実感したのは，そ
の局の「成り立ち」が，かなりの部分，局のカラー「FREE WAVE」外観
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月～金曜日 土 日
7

MORNING WAVE
SATURDAY SOUND 
STORM

SUNDAY SOUND STORM
8 JAZZ COMBO
9 Flex Air Spicy Life

10 TENJIN
SOLARIAN PARTY healing life

11
メロヒール O ！12

R.P.M R.P.M13
14

Park Side Cafe15
16 NEXT
17 TAMAYA 777
18 m.a.d.
19

SCHOOL ZONE
H.D.P

20
21

LOVE ZONE
九州インディーズバイキング HEAT UP FU !

22 Ballads
23 博多スウィンギン JAZZ COMBO
24 CLUB RADIO DICTIONARY Libera Scene

を規定している，ということだった。2局の場合，
局のカラーを形作る大きな要素であるスタジオ
の場所も，どこが設置を働きかけたかで自ずと
決まった。また，局をどう運営・発展させてい
くのかという経営方針も，設置を働きかけた「開
局者」の意向が大きく反映していた。
図8は，開局を働きかけたのは誰か，つま

り局の「成り立ち」を聞いた結果だ。CFMの
制度の歴史を考えると，「成り立ち」が多様で
あることは想像に難くなかった。やはり回答

には「その他」を選ぶ局が
33局とかなりの数を占めた
が，その回答を除くと，開
局への働きかけは自治体，
地元企業，市民からの，大
きく3つに分かれた。
　中でも「グリーンポケット」
（熊本県小国町）のような，
自治体が働きかけて開局
した34局について，調査で
は更に詳しく見てみた。する
と，そのうちの10局は収入
の50%から80%を，15局は
20%から50%を自治体に依
存していた。これは，CFM
全体の66％が自治体収入
20％未満であることを考え

ると，自治体への依存度が極めて高い一群と見
ることができる。

自治体はCFMへの支出を，主に広報予算や
補助金として予算計上している。しかし，こ
れが一般企業からの広告やイベント収入に比
べ安定的かというと，必ずしもそうでもないと
いうことは，予算を半額以下にカットされた「グ
リーンポケット」の例でも証明されている。小
国町町長の宮崎暢俊さんは「CFMを持ちこた
えられないような自治体はつぶれる」と我々に
語ったが，地方財政の厳しさが回復する見通
しが立たない現状では，たとえ自治体の丸抱
えに近い「3セク型」の局でも，自治体への依
存だけでは立ち行かない現実を見据え，経営
を考えていかざるをえないだろう。

また「FREE WAVE」（福岡市）のような，地
元企業による働きかけで開局した局について
は，それぞれの企業の体力によって大きく状

資料 2　FREE WAVE番組表（抜粋）

図 8　設立のきっかけ
わからない

地元企業からの動き

自治体からの働きかけ

市民からの動き

その他

25.3
26.7

22.0

3.3
22.7％
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況が異なるため一概に語ることはできない。
しかしこれまでに開局したCFMのうちすでに
6社が廃業しており，その理由がオーナー企業
の経営難や倒産，社長の死去などが引き金に
なっていることを考えると，日頃から出資企業
に頼り過ぎない経営努力は不可欠と思われる。

CFMは，地域で生まれ，地域で生き続ける
メディアである。「地域振興」という目的のも
と，「災害報道」と「住民情報発信」という地域
の期待に応えながら，その局は地域に育まれ
ていく。そして，その歩みの中で，それぞれ
の「地域の個性」が局のカラーとなる。だから
地域の数だけカラーが違う，「多元的」な放送
局が存在している，というのが，調査前に我々
が描いていたCFM全体のイメージであった。

しかし現実には，どこが開局を働きかけたか，
という局の「成り立ち」，いわば「開局者の個性」
が，「地域の個性」よりも，より強く局のカラー
を規定し続けている，というのが，現状のCFM
の偽らざる姿なのではないかと感じた。200局，
訪ねても訪ねてもどれ一つ同じではなかったそ
の真相は，「地域の個性」による多元性ではなく，

「開局者の個性」による多様性であった。
 「成り立ち」を乗り越えられるか ?

第一章の最後に，一つの調査結果を提示し
ておきたい。CFMはなぜ「地域の個性」を反
映した運営が難しいのか，それを解く鍵が，
この結果から見出せると感じたからだ。
図9は，昨年度の収支状態の実績である。「赤

字局」はおよそ19%，「収支がほぼとんとん」つ
まり「利益がでていない」局は34%と，この2
つをあわせただけで半数を越えてしまう。また

「1千万円未満の黒字」という局は30%近くある
が，単年度のこの数字だけで「黒字局」と呼ぶ
のは厳しいだろう。またつけ加えておくと，2

億円の売り上げを誇る，日本最大局，「FREE 
WAVE」ですら，利益は2千万円に満たない。

今回の調査で，多様なCFMの共通点を見
出せたとすれば，それは唯一，この結果が示
す，経営を安定させるまでに至らない「厳しい
財政事情」にあるといえよう。こうした状況の
中，多くの局では，経営を安定させていくこと
に運営の主眼が置かれ，「地域の個性」をどう
反映させていくかを考える余裕が十分にない，
ということはないだろうか。また，その余裕の
なさが，結果的にいつまでも「成り立ち」や「開
局者の個性」に縋って運営せざるを得ない悪循
環を生んでいるのではないだろうか。

ヒアリングでは，「民間企業なのだから開局
者の意図を貫いて何が悪い」という意見や，「ま
ずは経営の安定。その結果，地域振興につな
がればいい」という段階発展論もあった。「災
害時のため何が何でも放送局を死守する」とい
う小国町のような強気の自治体も他にもあるか
もしれない。

制度化から15年，かくも多様なCFMは今
後どのような道筋を辿っていくのか，その未
来像については第三章で考えていきたい。そ
の前に，それぞれの局がどんな番組を制作し
ているのか，次は200局の多様な番組表に目
を転じてみることにしよう。

図 9　昨年度の収支
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 第二章 コミュニティFMの地域番組

今回のCFM全社調査では，番組の内容に
ついて選択式の質問のほか，自由記述でもご
回答いただいた。そこでは，人気・話題の番
組，一押しパーソナリティについて聞いてい
る。以下，これらの調査から，CFMの番組
の全体的傾向とその意味について考えたい。
 7 割の局が「全国ニュース」を放送

それぞれの局が制作する番組内容を，複数
選択で答えてもらったのが図10である。

結果から，9割以上の局が「行政や地域の情
報番組」を，8割以上が「市民参加番組」を，6
割近くが「市民自らが制作する番組」を放送し
ていることがわかった。CFMにとって欠かせ
ない「地域・市民（住民）・行政」の3つのキーワー
ドが，番組編成の大きな柱でもあるということ
を，この結果から改めて確認することができた。

この結果の中で興味深かったのは，ニュー
スについての扱いであった。CFMは一つの
市区町村を対象とする地域メディアである。
にもかかわらず，全国ニュースを7割弱，県
域ニュースを7割以上の局が放送していた。

配信元の多くは地元新聞社で，毎正時放送し
ている局もあれば，朝の情報番組の中だけと
いう局もあった。なぜ全国もしくは県域の
ニュースを放送するのか，調査ではその理
由を聞いていないため，体系的に分析するこ
とはできない。しかしヒアリングで何局かの
担当者に聞いた所，ニュースを定期的にきち
んと伝えてほしいという要望は，むしろリス
ナーの側に多いのだという。こうした声を受
け，あわてて編成の方針を変えた局もあった。

もともとラジオはテレビに比べ，一度チャ
ンネルをあわせると同じ局を聞き続ける傾向
が強いメディアである。この調査結果は，市
民がCFMを，県域ラジオ局と同じ位置づけ
で捉えているということ，そしてCFMもま
た県域と対等に勝負していく気概があるこ
と，この2点を我々に教えてくれた。
 地域の「触媒」・「仲人」として

さて，ここからはCFMでどんな番組が制
作され，そこにどのような傾向があるのか
具体的にみていきたい。地域・市民（住民）・
行政の3つの柱のうち，特に「地域」にこだ
わった番組について紹介していく。

まずCFMの目的，「地域振興」と直接結び
つくような番組を自由記述から抜粋してみた。
■「FM791」（熊本市）『校区のチカラ』
「熊本市内 80 の小学校区における，校区情
報や防犯・防災・子育て・ボランティアな
どの取り組みを（3 時間の中継）で紹介し，
啓蒙・啓発に努める」

■「Air てっし」（北海道名寄市）

   『なよろむかしむかし』
「名寄市と風連町が合併したことによる文
化の融合を狙った番組。両市町の昔を綴っ
た短編集の本をラジオ朗読」

図 10　制作する番組の内容
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CFMが，失われた地域の絆を再構築する
「触媒」として，また合併後の新しい地域同
士の「仲人」としての役割を担うこうした番
組は，数多くみられた。特に市町村合併が進
む中での危機意識を反映したものが多く，マ
スコミでは不得意な継続した定点取材に基づ
くこうした地域番組は，今後もますます増え
ることが予想される。
 地域にとっても「子はかすがい」?

自由記述の中で，人気番組として最も多く
取り上げられていたのは，地域の子供を中心
に据えた番組だった。  
「FMげんき」（兵庫県姫路市）の『GENKI

キッズパーク』，「ラジオ石巻」（宮城県石巻
市）の『みんなの夢ぼうけん』は，保育園・幼
稚園の園児に将来の夢などをインタビューす
る番組。「ラジオこまつ」（石川県小松市）の『ラ
ジオ子供討論会』では，毎回1校ずつ，小学
校の生徒達が地域や将来のことを徹底討論す
る。この他，中・高校生による討論番組は複
数の局で行われており，首長や地元財界トッ
プなどとの大型討論も企画されていた。 

また「季節もの」の番組もあった。春と秋
のシーズン，複数の局で放送されていたのが

『修学旅行安全到着情報』。旅先のホテルと電
話をつなぎ，その日の生徒の様子や今後の予
定などを先生にリポートしてもらうのだとい
う。放送をいわば「通信」的に活用する番組で，
NHK・県域局にはなかなか存在しない発想
であった。その他『卒業式中継』もあった。

いずれにしても，「子はかすがい」という
言葉は，冷めてしまった夫婦にだけでなく，
関係が希薄になった地域社会にもあてはまる
のでは，と感じるほど，子供が登場する番組
の人気は高かった。

 「地域イベントといえばCFM」

自由記述によると，地域の娯楽番組の双璧
は「スポーツ」と「お祭り」だった。まずスポー
ツだが，最近CFMが積極的に取り組んでい
るのが，県域局などは採算性の関係から取り
くまない地元チームの『アウェイ戦中継』だ。
多くはコストを抑えた携帯電話などによる簡
易中継だが，地元ファンからは非常に喜ばれ
ており，これをきっかけに局の知名度が一気
に高まったという局も少なくないという。

また，お祭りで目立ったのは花火大会中継
だった。「FM-JAGA」（北海道帯広市）では道
路渋滞・駐車情報を交えた，なんと8時間の大
型生中継を，「Radioあいらんど」（福井市）や「ラ
ヂオななみ」（埼玉県玉村町）では，花火と共
に楽しめる音楽をかける花火音楽番組を放送
した。会場に行かなくても，恋人達などが車
中で花火を楽しめるようにという，渋滞を逆手
にとったなんとも洒落た企画である。

地域のイベントは，CFMにとって地域メ
ディアとしての真価が問われる重要な機会で
ある。また地元にスポーツチームを抱える地
域にとっては，1戦1戦が地域イベントと言っ
ても過言ではない。災害だけでなく「地域イ
ベントといえばCFM」という信頼を地域か
ら得ているという手ごたえを，それぞれの局
の記述から感じることができた。
 地域は人材の宝庫

CFMの番組の基本は生ワイド番組である。
そのためパーソナリティは，局のカラーを彩
る重要な存在だ。「地域は人材の宝庫」とい
う多くのCFM関係者の声を反映するように，
NHKや県域局ではなかなか出会えない，個性
派市民パーソナリティが多数存在していた。
その一部をご紹介しよう。
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■「FMジャングル」（兵庫県豊岡市）

平尾 宗信師（盛重寺）
幡多 哲也師（西方寺）
天尾 隆心師（妙楽寺）

■「FMわっぴ～」（北海道稚内市）

飯田イサム

■「Mandegan fm 815」（香川県高松市）

アンリ

 ニーズから生まれる「つながり」

地域のニーズに応える番組の制作も，地域
に生きるCFMにとっては大切な仕事だ。

多言語放送はその代表例といえる。草分け
的存在は，阪神大震災をきっかけに生まれた
「エフエムわぃわぃ」（兵庫県神戸市）だが，
中越地震後，地域に外国人を多く抱える各地
のCFMでは，外国人が災害弱者とならない
よう，日頃から多言語ニュースや行政情報の
提供に取り組んでいる。

また多言語での取り組みはお知らせなどの
固い情報にとどまらないという例が，「トラ
ンスアメリカ」（名古屋市）の放送する多言
語音楽エンターテイメント番組『プラネタ・
トランスアメリカ』だ。地域の自動車産業に
従事する日系ブラジル人の若者向けに，同じ
在日日系ブラジル人パーソナリティが，ポル
トガル語，英語，日本語を交えた軽快なテン
ポで番組を進めていく。

番組名『笑顔が照る照る !  幸せ照る照る ! てるてる坊主 !!』

番組名『イサムさんのヤムイワッカ』

番組名『べスパ・フラーゴラ』

「宗派の違う若手住職 3 人が笑いと温もりに
仏の御教えをこめて皆様のお心にお届けしま
す。合掌。」

「宗谷・アイヌの歴史を語って 10 年，まもな
く 500 回です。FM わっぴ～が 83 歳の私の
元気の源です。」

「10 年前‘女性’になったのをきっかけにこ
の仕事を始めました。高松ではちょっとした
有名人です。あなたもぜひ高松へ来てね。」
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こうした多言語放送を必要としているのは，
地域ではマイノリティーの存在である外国人
である。しかし，番組が定着していく中で，
外国の言葉や文化に触れたいという日本人の
リスナーも増えているという。番組を機に語
学教室が始まった例もある。番組が単なるニー
ズを越え，地域の人達をつなぐ役割を生み出
しはじめている，その萌芽を見た気がした。

放送を学びたいという子供達のニーズに応
えて作られた番組もあった。「fmいずみ」（仙
台市）の『キッズニュース』だ。放送局が小学
生達に年間30回の放送体験教室を開き，そ
こで作成したニュースやCMなどを番組で流
しているという。去年はこの取り組みを生か
し，小学校で「fmいずみ」を題材にした授業
が始まった。生徒達はスポンサーや自治体，
消防署などに出かけ，CFMの役割を勉強。
保護者アンケートも行われ，子供達から地域
全体にCFMが浸透するきっかけができたと
いう。ここでも番組が原点となり，放送局と
地域が面でつながる動きが生まれていた。

地元の刑務所からの要望で番組を始めた局
もあった。去年から府中刑務所内で，月1回
の生放送を行っている「ちょうふエフエム」

（東京都調布市）だ。『欅
けやき

の散歩道』という，受
刑者から寄せられたメッセージを紹介し，音
楽で綴るシンプルな番組だが，去年末の放送
を採録したものがあるので一部紹介したい。

──Hさんから。「温泉で正月を迎えたいと
彼女にせがまれて約束したものの，自分勝手
な行動で約束が果たせなくなり，ごめんと言
うと，彼女は出てきたら行けるよね，と涙を浮
かべながら答えてくれました。」こういう涙をも
う彼女に流させちゃいけませんよね。今度は
お互い嬉し涙で逢えるといいですね。──

──Sさんから。「年の瀬，私は出所し
ます。うれしさ半分寂しさ半分，誰が待つ
わけでもなく，荷物1つ持って社会復帰で
す。『欅の散歩道』を聴くのもこれが最後と
なりました。励ましの放送本当にありがと
うございました。」社会復帰おめでとうござ
います。戸惑いもあるかもしれませんが，
私の声を思い出してくださいね。──
残念ながら所内のみの放送であるため，「塀

の外」の「ちょうふエフエム」のリスナーは聞
くことができない。我々はたまたまこの放送
を聞く機会に恵まれたが，先入観を持たずに
罪を犯した人達の思いに触れることができる，
非常に心に響く放送だと感じた。こうした放
送は，もし実現可能であれば「ちょうふエフ
エム」のリスナーにも，そしてもし可能なら広
く社会でも聞く機会が持てればいいと思う。
CFMが制作する一つの番組が，刑務所と社会
の「塀」ならぬ「垣根」を越え，犯罪者と一般の
人たちをつなぐきっかけが作れるのではない
か，そんな可能性を感じる番組だった。
 同じ放送局の制作者として

以上，各地のCFMが地域にこだわって制作
している番組をざっくり分類し紹介してきた。
全体を通して感じたのは，局の運営が「開局者
の個性」に寄りそいがちになる中，また財政的
に厳しい中，現場ではマスコミではなかなか扱
われない「地域の個性」を反映する番組を作ろ
うと日々模索し続けている，ということだった。

ここで紹介しきれなかった番組も沢山あ
る。例えば「FM―N1」（石川県野々市町）の
ように，数々の名だたる賞を受賞する地域ド
キュメンタリーを制作し続ける局もあった。
年末のラジオ第1放送の特集番組制作の際も，
多くの放送局から番組同録を寄せていただい
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いうキーワードが一つの鍵を握ると考えられ
ていた。「連携」先は局によって様々だった。
自局だけで経営安定化が難しい大前提の中，
関係者が口々に発する「連携」というキーワー
ドに，我々は大きな関心を持った。

では，CFMは今どこと「連携」しているの
か。「連携」は地域に何をもたらしているのか，
以下，その相手先から模索を見ていこう。
 ネットとの連携 

インターネットについては，CFMと同時期
に普及しはじめたメディアとして，制度発足当
初から何らかの連携ができないか模索が続い
ていたが，ネックは著作権問題だった。去年
ようやく，著作権のハードルをクリアした3社
が共同で「サイマルラジオ」というストリーミン
グ配信を開始 8）。またポットキャスティングで
番組提供する局も増えている。ネットと連携す
ることで地域の魅力を国内外に発信，それが
結果的に地域外スポンサーの獲得につながれ
ば，という思惑だが，いずれもまだスポンサー
がつくほどの効果は上がっていないという。

最近は，ネットを「仕掛け」として使おうと
いう新しい試みも始まっている。「ならどっと
FM」（奈良市）や「Radioあいらんど」が模索す
る，地域のコミュニケーションサイトとの連携
だ 9）。仕組みはこうだ。CFMがサイトを運営
することで，放送エリアの制約を越え，更なる
コミュニティの活性化を図る。それは地域企
業のPR機能や地域互助システムの充実という

「地域貢献」につながり，長期的にはCFMの「経
営安定化」を実現させる切り札となるという。
現在近畿を中心に8地域で始動，全国での構
築も予定されている。地域とネット上の「地域
仮想コミュニティ」がどう融合し効果を上げる
か，未知数だが注目していきたい。

たにもかかわらず，ご紹介しきれなかったこ
とをここでお詫びしておきたい。

また，調査やヒアリング，番組同録を拝聴
し，同じ放送局で番組制作する者として感じ
たことを記しておきたい。まず感じたのが，
取材相手と同じ目線で制作しようとする現場
の姿勢，次に番組制作のプロでは思いつかな
いユニークなアイデア，そして番組の波及効
果がすぐに目に見える，ということだった。
これは地域に生き，また生かされている放送
局にとっては当然のことかもしれない。しか
し大メディアのマスコミで番組を制作する
我々にとっては，大いなる刺激となり，放送
の原点を学ばせていただいた気がした。

 第三章 コミュニティFMの今後は?

第一章では，CFMの多様な実態を，調査
とヒアリングを元に明らかにしてきた。そし
て「地域の個性」を局の運営に反映しきれな
いのは，各局が共通に抱える「厳しい財政事
情」にあるのでは，と指摘した。

以下第三章では，厳しい財政事情という現
実の中，「経営の安定化」と，CFM本来の目的，

「地域の振興・活性化」を両立させようと行
われている様々な模索を見ていきたい。そし
てその模索から，多様なCFMの「未来のか
たち」を探っていきたい。

①経営安定と地域貢献～切り札は連携 ?～
まずは経営安定を，と語るCFMの経営者

達も，当然ではあるが経営が安定するまで地
域を棚上げにしようと考えているわけではな
い。採算が取れ，かつ地域に貢献できる方
法を必死に探る中，彼らの中では「連携」と
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 携帯との連携

ネット以外の先端メディアとして，携帯電
話との連携も始まっていた。取り組んでいる
のは，中国四国地方の9局のCFM。携帯上
にそれぞれの地域出身のインディーズバンド
を競わせるサイトを立ち上げ，最も人気のあ
るバンドを投票で決める『バトルインディー
ズ!!』という企画だ（資料3）。投票を競うのは，
着うた®のダウンロード数。週1回，バトル
に参加するバンドをゲストに迎え，投票の途
中経過を伝える番組も共同で制作している。

この企画は，著作権上CFMと携帯でしか
曲を聞けないという「縛り」をかけ，放送局
にリスナーを囲いこむのが大きな戦略だ。発
案したのは，「Mandegan fm 815」。地域で活
躍するインディーズバンドを育てて有名にし
たい，という思いが出発点だった。ダウンロー
ドは3 ヶ月で8万8,000件を記録，企画は大
きな話題を呼び，「地域文化の育成」という
当初の目的はある程度達成した。しかし番組
に新たなスポンサーがつくなどの「経営安定
化」に直結するまでには至っていないという。

 フリーペーパーとの連携

駅やコンビニなどで目にするフリーペー
パーは，CFMが最も連携を深めるメディアだ。

現在，多くの局では自前でフリーペーパーを
発行している。当初の目的は番組表の配布だっ
たが，そこに企業の広告を掲載，会員登録した
人だけにクーポン利用やラジオで募集するプレ
ゼントの応募資格を与えるなど，次第にリスナー
の囲いこみへとその目的を発展させている。結
果，スポンサーである地域企業にも相乗効果を
もたらしているという10）。このフリーペーパー
システムの開発に取り組んだ「FMくらしき」（岡
山県倉敷市）の大久保憲作社長は，このビジネ
スモデルは一定の効果を上げたとしながらも

「掲載企業も頭打ちで新たな仕組みの開発が必
要だ」と語った。1つの連携だけでは「経営安定
化」は図れないということを窺わせた。
 コミュニティ FM同士の連携

近隣のCFM同士が番組共同制作などで連携
し，幅広いスポンサー確保につなげていこうと
いう試みも少なくない。特に北海道ではその動
きが活発だ。地域外への情報発信，相互交流
という意味での「地域活性化」につながるもの
としてこの動きは今後も加速していくだろう。

しかし局同士の連携で最も大きな試みが行
われたのは，全国のCFMが連携して選挙広告
を行った時である。選挙広告は2000年と2003
年に行われたが，CFMのネットワークそのも
のを一つの価値として売り込んだ2000年の総
選挙の際の民主党CMについて紹介したい。

音頭をとったのは「湘南ビーチエフエム」
（神奈川県葉山市）の木村太郎社長。ジャー
ナリストとして海外経験も豊富な木村さん
は，選挙で政党が地域メディアを効果的に活
用，地域メディアもそれによって利益を得る

資料 3　『バトルインディーズ !!』 チラシ
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という実例をアメリカで聞き，日本にもそれ
を応用しようと，広告代理店に案を持ち込み，
全国コミュニティ放送協議会（旧JCBA）を通
じ，全国のCFMに参加を呼びかけた。

内容は，全国の地域を9つのカテゴリーに
分け，それぞれに作り分けたCMを，各CFM
で流すというもの。地域がどのカテゴリーに
入るかで，流すCMの中身も違う。ラジオを
聴く人はもちろん，自分の地域がどのカテゴ
リーに組み込まれているのか知るよしもない。
資料4がカテゴリー表だ。分かりやすいよう

に地域は「車種」に置き換えられてある。縦軸は
「社会経済」指標，横軸は「ライフスタイル」指標
だ。例えば「湘南ビーチエフエム」のある神奈川
県葉山市は，「富民」で「社会関心型」地域であ
るからカテゴリーは「ハイブリッドカー」となる。

民主党は，知的で裕福な「ハイブリッドカー」
地域には，地球環境問題や地域文化・伝統に
訴えるCMを制作。一方保守的（「郷土愛型」）
で一次・二次産業従事者（「造民」）が多い「大
衆車」の地域には，景気回復や減税に焦点を
絞ったCMを制作した。

この取り組みには当時のCFM局132社の
9割ちかくが参加，1社あたり数万円の利益

を得たという。ちなみにその年の総選挙では
民主党は圧勝，このCMは1票200円の価値
があったと総括している 11）。これはCFMの

「ネットワークそのもの」を価値として売って
いこうという斬新な試みだった。

木村社長は，「政党だけでなく商品のマーケ
ティングなどにもこのネットワークは活用でき
る」と，可能性を語ってくれた。しかし1点気に
なることがある。この試みは放送局側には利益
をもたらすとしても，地域にどのような意味を
持つのか，その評価が極めて難しいといわざる
をえないからだ。ここで利用される「地域の価値」
は，他者からレッテル貼りされたものであり，「地
域不在」の評価である。CFMはどこを向いて仕
事をするのか，きちんと見定めなければそのス
タンスが問われかねない連携になる，と感じた。
 市民との連携 増えるNPO放送局

ここまで，CFMの経営者達が今後の切り札
になるかもしれないと考える様々な「連携」につ
いて見てきた。斬新なアイデアと視点の広さは，
さすが多様なCFMだけのことはあると感心さ
せられた。しかし現時点では，いずれも十分な

「経営安定化」に貢献しているものはない，とい
うのが率直な印象だった。いかに「経営安定化」

と「地域貢献」を両輪で局を運営し
ていくのが難しいことなのか，改め
てその現実を実感させられた。

こうした開局後の厳しい実態が
知られる中，放送局設立前にあらか
じめ「経営安定化」と「地域貢献」の
双方の両立を考えた仕組みをつく
り，それから開局へ向かおうという
動きが活発化している。現在9局（1
月末現在）になった「NPO型」放送
局である。これは，一言でいってし

社会関心型

「富民」

「活民」

「造民」

自己愛型
住民のライフスタイル

社
会
経
済
的
特
徴

郷土愛型

資料 4　9地域グループの特徴と政策ニーズ

出典：「新しい政党広告メディア」（作成　旧 JCBA・JWT）
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まうと，財政基盤を支える市民や団体との「連
携」型である。まずCFMを支えたいと思う地
域の人や団体を会員という形で募集する。その
人たちに局を支えるための費用を負担してもら
いNPOを立ち上げ，NPOはその資金を元手に
開局するのだ。つまりスポンサーは放送局と連
携する市民・団体ということになる。開局後は，
市民・団体が番組を制作，「放送利用料」として
費用を局に支払い，局を支えていくという。企
業がCMを出し，それに対して広告費を支払う
のと同じスタイルだ（資料5）。

この仕組みを発案したのは，日本で最初の
「NPO型」CFM，「京都三条ラジオカフェ」（京
都市）の発起人，大山一行さんだ。大山さんの
本業は画家。京都でギャラリーを営んでいる。
大山さんは，ギャラリーでは使用料さえ支払え
ば，「作品」を発表する場を得ることができるの
に，なぜ自分の訴えたい，伝えたい「言論」につ
いては，自由に発表する場がないのか，と常々
考えていたという。ギャラリーのような放送局
を作りたい，その思いでこの仕組みを考え出し
た。当初，自治体からの出資の話もあったが，
市民主体の運営を模索しようと断った。

大山さんの元には，民放やNHKというマス
コミに身を置きながらも，同じ思いを抱き続け
ていた人たちも集まってきた。大山さんはその
後，自分の故郷でも「NPO型」で「おおすみ半
島コミュニティネットワーク」（鹿児島県鹿屋

市）を去年立ち上げている。
最初の「NPO型」，「京都三条ラジオカフェ」

は開局して4年目を迎えている。その4年を振
り返ると，必ずしも市民・団体との連携がうま
くいっているともいいがたい。番組を作り続け
るのが大変，伝えることがなくなった，お金を
支払うのが大変などの理由で，会員をやめる人
も後を絶たない。また，よっぽどのことがない
限り，個人や団体が伝えたい「言論」に，局が
関与することはない。そのため，内容が乏しい，
時には聞くに堪えない番組が放送されることも
あるという。しかし，それも含めて，地域の人
たち全てに開かれた発信の場がある，それが

「地域貢献」だ，というのが放送局側の考え方だ。
我々は正直なところ，放送に出る人，番組

を作る人がお金を支払う，というこの仕組み
に抵抗を感じていた。また，CFMであるに
もかかわらず，地域のための放送局というよ
り，一部の意識の高い人たちや社会に訴えた
いことのあるNPOなどの団体の「言論の自
由」を保障するための場になってしまうので
はないか，との疑問もある。しかし「経営安
定化」と「地域貢献」，この両立に苦しむ様々
な局と同様，「NPO型」が今後どんな変貌を
遂げていくのか，今の段階を完成型として見
るにはまだ早いとも考えている。

多様な「連携」を模索するCFM。はたして
「連携」は各局に「経営安定化」をもたらすこ
とができるのか。そのことは地域に何をもた
らすのか，引き続き注目していきたい。

②なぜコミュニティFMは増え続けるのか
去年末，京都市と鹿児島・鹿屋市の「NPO型」

CFM発起人の画家，大山一行さんの元に，一
通のメールが届いた。奄美大島でCFMを立

●1 回のみの番組放送 ●毎週 1 回のみの番組放送
   3 分番組： 1,575 円 / 回  3 分番組： 5,250 円 / 月
 15 分番組： 7,875 円 / 回 15 分番組： 26,250 円 / 月
 30 分番組： 15,750 円 / 回 30 分番組： 52,500 円 / 月
 60 分番組： 31,500 円 / 回 60 分番組： 105,000 円 / 月
●スポット CM（20 秒）： 1,575 円 / 回
●イベント告知コーナー： 7,975 円 / 回
●ワンコインメッセージ： 500 円 / 回 ※お1人様 1日1回まで

       ●放送利用料（番組・CM）●

資料 5　「京都三条ラジオカフェ」放送利用料
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ち上げたいという青年からだった。
「奄美大島は，目先の収入で観光や開発に

身を売り，島全体が奄美というSHOPになっ
てしまい，今までの生活の営みや文化が自分
達のものでなく，客観的価値観のみ演じ振舞
うような流れになるのを危惧しています。自
分達が何者であるかを気付かせ，そのことを
踏まえたうえで情報のセレクトができるよう
になるまで，地元が地元のもの・ことに興味
関心を持つことが必要と考え始めました。」

大山さんにメールを送った麓憲吾さんは，
地元住民に呼びかけ，この春にも奄美大島で，

「NPO型」として10局目のCFMを開局する
ことになった。

なぜ15年経った今もCFMは増え続けるの
か。最後にこの疑問に向き合ってみたい。

本稿でも見てきたように，数多くの地域に
は「災害報道」や「住民情報発信」に対する潜
在的ニーズがあり，それはCFMの価値の高
まりとあいまって，開局の動きは今後もなく
なることはないだろう。

しかし麓さんの文章にもあるように，もう一
歩深く突き詰めると，「地域のメディアを持ち
たい」という思いは，地域社会で生きる我々一
人一人が，「客観的価値観」ではなく「主観的価
値観」のものさしでいま自分の立っている場所
を確かめたい，という思いの表れなのではない
だろうか。ちょうどCFMと時を同じくして普
及しはじめたインターネットは，わずか15年で，
趣味や価値観でつながることのできる，「居心
地のいい」仮想コミュニティを作ってしまった。
こうした中，地縁・血縁といった一見窮屈で「居
心地の悪い」ものに縛られる実社会のコミュニ
ティは古く色あせて見え，地域とは何なのか，
本当に人が生きていくために地域社会は必要

なのか，という根本的な疑問まで生まれている。
これは，地域とつながりにくい単身者の増大で
より拍車がかかっていると思われる。

これまで本稿では，既存のCFMは「開局者
の個性」偏重で「地域の個性」が見えない，と
指摘してきた。しかし，実は，今の社会では，

「地域の個性」を見つけることそのものが非常
に困難になっているともいえる。そのことも
また，CFMが地域のカラーになりえない一因
であるかもしれない。

「CFMはメディアではあるが，あなたたち
のように不特定多数に大量の情報を送るマスコ
ミではない。特定の人たちに限られた情報を伝
える地域メディアである。」今回のヒアリングで
我々は何度となく関係者からこう釘を刺された。
CFMの最大の特徴は，「開局者」が地域の一員
であるという点にある。「開局者」がそのことを
忘れない限り，また地域が忘れさせない限り，
形の見えにくくなった地域を見すえ続けるCFM
の役割は今後一層強くなっていくに違いない。

大山さんは，NPOにこだわり続ける理由をこ
う述べている。「あらゆるメディアの中で，地域
メディアこそ最も公共性の高いメディアである。
だからこそ経営安定化の取り組みに翻弄され
ず，地域と本気で向き合うためNPO型を発案
した。しかし本来は，国はCFMに対し公共放
送NHKを支える受信料のような財政支援シス
テムを築くべきである」と12）。CFMが制度化さ
れた1992年，3,300すべての市町村にメディア
を，という郵政省の政策には，財政的支援がなく，
結果的に「開局者の個性」の強い多様な200局の
CFMを誕生させた。制度化15年目を迎える今
年こそ，いま一度「全ての市区町村にメディア」
を，という原点に立ち帰り，財政的支援を含め
た制度の再検証をすべきではないだろうか。
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も触れておきたい。これまで見てきたように，
ラジオは，誰もがマイクの前に立てば，その
ままパーソナリティになれる非常に気楽なメ
ディアである。気取らない分本音も伝えやす
い。そして本音が伝われば，本音の声も返っ
てくる。オールドメディアといわれるラジオ
だが，だからこそ地域メディアとしての可能
性が潜んでいるのではないか。自分達の暮ら
す地域とは何なのか，「送り手」と「受け手」
が同じ立場で共に考える番組を作り続ける中
で，コミュニティ FMという実験場ならでは
の「化学反応」が起こるかもしれない，そう
期待して本稿の結びとしたい。

（むらかみ けいこ /すずき ゆうじ）

注：
1）総務省「コミュニティ放送局」パンフレット
2）同上
3）「ケーブル年鑑 1993」より
4）「日本コミュニティ放送協会 10 年史」より
5）同上
6）紅亜鉛鉱などの鉱石に金属針を当て電波を受

信する手作りのラジオ。昭和 30 年代に安価で
作れると人気を呼んだ。

7）1）に同じ
8）サイマルラジオ http://www.simulradio.jp/
9）ナビータなら http://www.navvita.jp/nara/

index.php?action_a100=true
10）「ファンカード」CFM10 局近くに広がるシステム
11）JWT 分析による
12）去年12月23日放送「ラジオのちから・コミュニティ

FM の可能性」（NHK ラジオ第 1 放送）より
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・「地域メディアの広がりと住民間ネットワークの形

成に関する研究」（研究代表者 札幌学院大学社会
情報学部　小内純子教授）

・「コミュニティFMの現状と新たな可能性」（2005 年
度ノーステック財団プロジェクト事業化支援事業「プ
ロモーションTVサービスの開発」共同調査・研究）

・『地域メディアの新展開』林茂樹編著（中央大学
出版部）

・「コミュニティFM局の現状」（1996 年 放送文化研究
所・放送研究部）

 おわりに

今回のCFMの全社調査とヒアリングを通じ，
我々が抱いた最も大きな印象は，いま日本では
200通りの「地域社会とメディア」の実験が行わ
れている，ということだった。一方，NHKはい
ま公共放送としての役割を社会から厳しく問わ
れており，その意味では「日本社会とメディア」
の実験も同時並行で行われているといってもい
い。小さな地域メディアの実験に，我々巨大な
公共メディアの実験を解くカギが隠されている
のではないか，ヒアリングで多様な「実験」に触
れるたび，その思いをより強くした。

本稿では触れられなかったが，日本最北端の
CFM「FMわっぴ～」では，CFMがどこまで地
域の課題に踏み込むのか，政治との距離をどう
考えていくのか，メディアと公共性をめぐる厳
しい「実験」が行われている。今春の統一地方
選でその一つの答えが出るかもしれない。引き
続き見守り，リポートしていきたい。

また，兵庫県神戸市の「FMわぃわぃ」では，
赤字の放送局を，放送局から生まれた複数の
NPOが支えることで，経営安定化を図り始
めている。外との「連携」ではない，新しい「連
携モデル」が生まれる可能性を秘めている。
もう少し経てば，具体的に取材し報告できる
と考えている。

今回，本稿では，主として地域メディアの「送
り手」の側に注目して，調査・ヒアリングを行っ
てきた。では，市民は，行政はCFMをどう見
てきたのか，地域はCFMによってどう変わった
のか，今後は「受け手」の側に注目した調査・ヒ
アリングも行い，「メディア」と「地域社会」の実
験を立体的に検証していければと考えている。

最後に，ラジオメディアの可能性について




