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特定非営利活動法人（NPO）コミュニティラジオ京都 

開局趣意書 

 

NPO コミュニティラジオ京都 事務局 

 

１．設立の趣旨 

京都市北部地域のコミュニティ活性化の為、京都市北部の地域特性を活かした地域情報や防災情報

等を発信するコミュニティ放送局を設立する。 

京都市北区を中心とした複数の大学と地域、放送局が連携することで、より特色があり付加価値の

高い番組を放送し、これまでにない新しいコンセプトのコミュニティラジオを目指す。放送局の運営

にも、地域住民と大学が連携して参加する新しい運営の形を目指す。 

 

２．NPO コミュニティラジオ京都の放送事業の目的 

 次の目的を達成する為にコミュニティ放送事業及び情報発信事業を行う。 

・地域経済の活性化 

・大学と地域の連携／協働による地域社会の活性化 

・学生、若者にメディア教育と実体験の場を提供 

・地域住民と地域社会を繋ぐ 

・急速に高齢化する地域社会における高齢者の支援 

・障害者などの社会的弱者の支援 

・多様な文化や宗教の理解と外国人との共生の促進 

・災害時の地域住民への情報提供 

・地域住民の防災意識の啓発 

 

３．放送局のコンセプト、キーワード、キャッチフレーズ（H26-3-31 案） 

・「大学のまち京都」「アカデミックな匂い」 

・「混ざる」 「いろいろ混ざって、地域に会話を、地域に笑顔を」 

・「ラジオ局を通じて会話し、交わり、笑顔になることを目指す。」 

・「古くて新しいラジオを作り出す。」新／旧のミックス 

・「異世代、性別、異文化、異宗教など、あらゆるものが混じり合う。」 

・「生活者、大学・学生、行政が互いに交わり・混じりながら作りだす「会話」」 

・「これまでの地域（歴史・過去）と、これからの地域（未来・若者）の交わり。」 

・「聴いてみたくなるだけではなく、話してみたくなる、行ってみたくなるラジオ局」 

・「参加ではなく、「会話（コミュニケーション）」をする。」 

 

４．主な対象リスナー（情報の受け手） 

  北区／上京区の住民、京都市の住民、京都の大学生、地方の学生 

 

５．放送する人（情報の発信者） 

  大学生／学生、地域の人、放送局スタッフ 

 

６．番組編成 

 週間番組表（素案）※別紙 

 

７．NPO コミュニティラジオ京都について 

１）サービスエリア 

北区及び上京区とその周辺地域 

サービスエリア人口： 約 100 万人 

放送区域内世帯数：約 9.7 万世帯（北区／上京区の世帯カバー率 90%以上） 

 

２）送信所及びスタジオ 

FM 放送の周波数及び出力：※総務省に放送免許申請後に決定 

送信所：京都鞍馬口医療センター屋上（予定） 

拠点スタジオ（演奏所）：北大路烏丸大垣書店ビル 4F 

サテラトスタジオ 1000KITA（千本北大路）、北大路ビブレ（予定）、大学キャンパス内 等 
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３）放送局の愛称 

   RADIO MIX KYOTO（ラジオミックス京都） 

 

４）防災関連 

京都市内では初となる京都市との連携による緊急割込放送装置を導入予定です。災害時に

夜間や休日でも遠隔で緊急割込み放送が可能となります。京都市と災害時の緊急割込放送の運

用について提携を予定しています。 

 

５）NPO 法人（平成 27 年 6 月 26 日設立／10 月 23 日京都市認証取得） 

     特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 

理事長  大垣守弘（株式会社大垣書店 代表取締役社長） 

副理事長 吉田光一（株式会社フラットエージェンシー 取締役会長） 

副理事長 太田航平（京都ラジオカフェ株式会社 代表取締役社長 太田航平） 

理事   赤澤清孝（大谷大学 文学部 講師） 

同    大島祥子（一級建築士事務所スーク創生事務所 代表 

同    小栗栖憲英（御霊神社 禰宜） 

同    坂田謙司（立命館大学 産業社会学部 教授） 

同    樋掛実喜雄（京都市北区役所地域力力推進室総務・防災課長） 

同    村井清和（NPO コミュニティラジオ京都 放送局長） 

同    野村正樹（株式会社ローバー都市建築事務所 代表取締役） 

同    吉川忠男（サンケイデザイン株式会社 代表取締役） 

監事      坂東俊矢（京都産業大学大学院 法務研究科教授） 

 

８．事業計画／事業予算  

１）初期投資額：約 3,000 万円 

  （NPO 私募債 2,000 万円、助成金 500 万円、寄付 200 万円、会費等 300 万円） 

２）年間総予算：約 2,000 万円 

   ＜収入＞ 放送協賛料（約 3～20 万円／月）、スポット CM 放送料、委託事業収入 他 

   ＜支出＞ スタッフ人件費、通信費、光熱費、減価償却費 他 

 

９．これまでの経緯 

・市民有志と北区役所が京都市北区のコミュニティ放送について検討開始（平成 25 年 4 月） 

・京都市北区でのコミュニティ開局構想を総務省に提示（平成 25 年 11 月 11 日） 

・「コミュニティラジオ開局の検討調査」（北区委託事業）を開始（平成 26 年 4 月） 

・「潜在電界強度調査」（北区委託事業）を実施(平成 26 年 5 月 9 日)   

・京都市北部コミュニティ放送（仮称）設立準備会第１回会合開催（平成 26 年 10 月 3 日） 

・京都鞍馬口医療センターへの送信所設置について内諾（平成 27 年 2 月） 

・準備会会合を NHK 京都放送局が取材、京都ローカルニュースで放送(平成 27 年 5 月 27 日) 

 ・特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 設立総会（平成 27 年 6 月 26 日） 

 ・特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 NPO 認証申請（平成 27 年 7 月 28 日） 

 ・特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 NPO 認証取得（平成 27 年 10 月 23 日） 

・特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 法人登記（平成 27 年 11 月 6 日） 

 ・総務省近畿総合通信局で無線局免許申請が受理される。（平成 27 年 11 月 9 日） 

 ・主演奏所（大垣書店スタジオ）内覧会（平成 28 年 2 月 24 日） 

 

１０．開局スケジュール 

 平成 28 年 2 月～3 月 スタジオ／送信所工事 

平成 27 年 3 月 1000KITA ラジオプロジェクト（公開収録） 

平成 27 年 3 月頃 放送免許交付 

平成 28 年 5 月頃 本放送開始予定 

 

１１．問合せ先 

コミュニティラジオ京都 開局準備事務局  

〒603-8143 京都市北区小山上総町 14 大垣書店ビル 4F 

TEL 075-432-5805 FAX 075-432-5806 
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京都市北部コミュニティ放送（仮称）設立準備会 発起人 

 

立命館大学 産業社会学部 教授 坂田謙司（代表） 

大谷大学 文学部 講師 赤澤清孝 

京都産業大学大学院 法務研究科 教授 坂東俊矢 

佛教大学職員 西誠 

京都ラジオカフェ株式会社 代表取締役社長 太田航平 

 

 

賛同者（受付順，敬称略。） ※平成２７年１２月２１日現在 

 

北区長 長谷川淳一 

  株式会社フラットエージェンシー 取締役会長 吉田光一 

        株式会社大垣書店 代表取締役社長 大垣守弘 

大谷大学長 草野顕之 

        学校法人 京都産業大学 理事長 柿野欽吾 

        立命館大学 総長 吉田美喜夫 

        佛教大学 学長 田中典彦 

大谷大学 文学部 教授 志藤修史 

立命館大学 理工学部 准教授 宗本晋作 

株式会社クリップ 島田明彦 

佛教大学 社会学部 教授 谷口浩司  

佛教大学 社会学部 教授／社会連携センター長 金澤誠一 

元町社会福祉協議会 会長 高田津也子 

中川自治振興協議会 会長 石岡廣一 

小野郷自治会長／民生児童委員会小野郷学区会長 片山輝男 

待鳳自治連合会 会長 石田儀雄 

柊野自治連合会 会長 西村淳暉 

大将軍社会福祉協議会 会長 服部秀智 

上賀茂自治連合会 柴垣廣一郎 

京都市北区社会福祉協議会（鳳徳学区） 黒田清太郎 

衣笠社会福祉協議会 会長 北村脩 

金閣社会福祉協議会 会長 立川博司  

京都産業大学 経営学部 教授 市川貢 

紫竹自治連合会 会長 高奥英路 

京都市立加茂川中学校 ＰＴＡ会長 金城夕子 

京都市立上賀茂小学校 ＰＴＡ 新智之 

一級建築士事務所 スーク創生事務所 代表 大島祥子  

紫明保健協議会 会長 柴山泰朗 

北保健協議会連合会 会長／紫竹保健協議会 会長 堺紀惠子 

京都市未来まちづくり 100 人委員会 第 5 期委員 中村アヤ 

        北区待鳳学区老人福祉員 福井榮子 

北村蓉子 

坂上光 

安井博 

岡本加代 

上賀茂自治連合会 庶務 田中巖 

糸井恵子 

谷口史弥 

篠田彰輝 

中村ふみ子 

金閣保健協議会 副会長／金閣交通対策協議会 副会長 南川忠雄 

中川自治振興協議会 評議員／中川保健協議会 会長 岡本正勝 

（次頁へ続く） 
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賛同者（受付順，敬称略。） ※平成２７年１２月２１日現在 

 

 賀茂別雷神社（上賀茂神社） 宮司 田中安比呂 

華道家元池坊 次期家元 池坊由紀 

大宮社会福祉協議会 西田輝雄 

鷹峯自治連合会 副会長 森田清 

京都おやじの会連絡会 幹事 谷口みゆき 

京都おやじの会連絡会 幹事 三宮信博 

北区民まち会議 公募委員 加畑美奈 

京都北山丸太生産協同組合 理事長 森下武洋 

株式会社淡交社 代表取締役 納屋嘉人 

株式会社京都新聞ホールディングス 代表取締役社長 白石万一 

イオンリテール株式会社 北大路ビブレ 店長 長瀬政史 

北大路商店街振興組合 理事長 福村毅之 

株式会社石田産業 統括 田中俊男 

京都信用金庫 理事長 増田寿幸 

平安女学院 理事長 山岡景一郎 

株式会社ジイケイ京都 代表取締役 榎本信之 

片岡メディアデザイン株式会社 代表取締役 片岡潤哉 

京都中小企業同友会 上京支部長 石山孝史 

京都市交通局烏丸営業所 所長 柴田礼輔 

京都市消防局北消防署 副署長 西本弘幸 

京都市建設局北部土木事務所 所長 秋山智則 

京都市立中学校校長会北上支部代表 

加茂川中学校 校長 秦和之 

京都市上下水道局きた下水道管路管理センター 所長 中村祐司 

京都市上下水道局 総務部 北部営業所 所長 菅原淳之 

京都市産業観光局 北部農業振興センター 所長 池上研二 

京都市 北図書館長 松野義明 

魔法にかかったロバ 代表 山崎達哉 

 

 

以上 


