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NPO京都コミュニティ放送 第 18回通常総会  

 
 

□ 開催日時：2019年 2月 17 日(日)14:00-15:30 （13:30受付） 

  

□ 開催場所：本能寺大寶殿 

 

□ 議案：     

第１号議案：事業報告及び決算報告について 

 

第２号議案：事業計画及び予算について 

 

第３号議案：役員の選出について 

 

第４号議案：定款変更について  

   

 

□ 同封資料（議案及び資料）： 

 

１．第１号議案：事業報告書、決算報告書、決算書、会計監査報告書 

 

２．第２号議案：事業計画書、予算書  

 

３、第３号議案：役員投票用紙、2019年度役員候補一覧 

 

４、第４号議案：定款変更について 

 

５、その他：添付書類＝定款、NPO組織概要図、正会員名簿、役員名簿、番組表 

 

 

 

 

総会には、本議案および資料をご持参ください。 

 

＜総会あとの交流会のご案内＞ 

※交流会は総会会場内にて開催いたします。 
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  ＜第１号議案＞事業報告 

 

＜NPO 組織活動＞ 

 【１】会員数（現在の会員登録数）（正会員一覧参照） 

 ●正会員 2018年度末 ： 119 人  

 【２】理事会、委員会等の開催と主な審議事項 

  ●理事会 

第 1回理事会（4月 2日） 

・理事長／副理事長の選出について 

・各委員会委員の選出について  

・カフェ店舗閉店についての報告 

第 2回理事会（9月 18日） 

・「京都三条ラジオカフェの日」事業開始について 

・一般社団法人非営利コミュニティ放送事務局移行について 

・ＮＰＯ債返済計画について 

第 3回理事会（12月 11日） 

・2018年度実績まとめおよび 2019年度計画について 

・ラジオカフェ放送基準について 

・一般社団法人非営利コミュニティ放送総会報告および今後について 

第 4回理事会（2019年 1 月 22日） 

・第 18回 NPO通常総会議案確認 

●三役会議   ：4月～2019年 1月に 4回開催   

●番組編成委員会：6月、11月に 2回開催 

●会員委員会  ：7月、11月に 2回開催  

    （毎月第 4土曜日 20：45～15分番組「正会員だより」第 38回まで放送） 

●財政委員会  ：7月～2019年 1月に 3回開催 

【３】諸活動 

・毎月３日「京都三条ラジオカフェの日」創設。 

（正会員入会、番組申し込みの方に、15分の番組放送券をプレゼント） 

・地域インフォメーションパートナーシップ継続。現在 5 団体参加 

15周年記念企画として、地域情報を発信するためにスタート。 

趣旨に賛同した店舗から正会員への特典を頂き、賛同店舗の１分間 CMを 

放送している（現在の参加団体は、古川翠香園、大西京扇堂、つえ屋新京極店、 

エバンス、京小物田中の三条名店街振興組合加盟の 5店舗） 

・一社）非営利ＮＰＯコミュニティ放送全国協議会発足により、事務局は多摩ＦＭレイク

サイドに移行。移行段階において 2017年度分の著作権費用参加局徴収及び関係団体へ

支払い業務のみ、ラジオカフェが担当。2018年 7月に引き継ぎ終了 

  ●主な地域活動／連携活動 他 

・京の三条まちづくり協議会への参加（毎月第１水曜日） 
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・中京区防災会議への参加 

・中京区災害ボランティアセンター運営委員会への参加 

・京都市市民活動センター運営委員会への参加    

 

＜放送事業の概要＞ 

【1】番組／スポット等の放送 

１）レギュラー番組：103 本放送中（内 NPO局制作番組：8本） 2018年 12月末時点 

・CRAK番組：「RADIO MIX KYOTO 京ごよみ 毎週 30分１本  

「舞鶴赤れんがラジオ」毎週 30分１本 

「海自まい日記」毎月 15分 1本（10月〜2019年 2月） 

２）主なスポット CM等の放送：  

・赤十字キャンペーン CM（継続中）※無料放送 

・月刊誌 LEAF（継続中）※紙面広告バーター放送 

・同志社女子大学 EVE 祭 CM（パンフレット広告バーター） 

・京丹波町移住促進ＣＭ※有料放送 30秒ＣＭ21本 

３）主な局制作番組の放送 

・京都医療福祉ニュース（毎日 4回） 

・週間京ことばニュース（週 4回） 

・京都防災インフォメーション（毎月 2～4回） 

・環境番組「環境市民のエコまちライフ」、「京都発!温暖化防止」 

※上記２番組ともに週 1回 15分 

・24Hホットライン公共情報／スポット（24時間ランダム放送） 

「子ども虐待 SOS」（京都市児童相談所 、「いのちの電話」（京都いのちの電話） 

「ヤングテレホン」京都府警察本部少年課少年サポートセンター 

・音楽放送：フィラー音楽をジャズやクラブミュージックなどの曲に切り替え、 

24時間プログラム放送。音楽に関する問い合わせが増加し好結果となっている。 

※音楽を通じて「世界とつながるラジオカフェ」の構想については未着手 

・祗園祭ウォーク 2018 「役行者山」を中心に放送 

・「Radiocafe Live Mix Music」1928ビル地下「Café アンデパンダン」から、生放送  

第 2・4（2019年 1月～毎週）金曜 20：00～20：54 

・「ラジオカフェ中学生放送部」毎週日曜 20：00～20：06、5月より開始 

毎週木曜 17：00-18：00に参加中学生が番組制作を行っている 

現在 5中学校から 10人が参加 

４）災害対応 （京都市内発令避難情報放送など） 

・18年 6月大阪府北部地震、7月大雨情報、9月台風情報を生放送で伝えた 

 ５）防災 

・「防災 NOW!京の自主防災会-中京区編」ワンマン電話収録 6分番組、不定期放送 

・防災訓練（毎月実施） 

中京区防災担当者や地域の防災担当者への消防署の電話インタビューを生放送、継続中 
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・12月 9日中京区総合防災訓練のブース出展、防災メッセージ収録、毎日 6：00～放送中 

 【2】放送設備の整備 

・送信所ＩＰコーデック（バックアップ）の整備 

・毎月初送信所点検（5月より検査実施） 

・ミキサー卓更新（9月よりリース契約） 

【3】インターネット放送／配信事業 

・「サイマルラジオ(Simul Radio)」からの配信（PC向け）継続 

・「ListenRadio」からの配信を開始（PC・スマートフォン向け）継続 

・番組オーナー向け番組アプリ委託制作（iOS,Android～）継続 

・ポッドキャスト配信番組の Apple iTunes Storeへの登録 継続 

・ポッドキャスト配信 50番組 

 【4】広報活動（ラジオ放送以外） 

・番組表「ラジオカフェ通信」の発行（年 4回 各 2500部） 

・ウエブサイトの運営 http://radiocafe.jp  

・ソーシャルメディア（Twitter、Facebook、Instagram）による情報発信 

【5】受託事業 

 ＜京都地域メディアネットワーク＞ 

     ●京都府広報課への提案採択番組受託継続 

・ラジオカフェ独自番組「京都・ナリワイ人（びと）」 

・ネットワーク番組「京都移住ラジオナビ」 

・京都府内コミュニティＦＭ７局連携リレーインタビュー 

「新京都府知事に聞く明日の京都」※実施は 209年 3 月 

 【6】ミキサー育成事業 

・ボランティア指導継続 

【7】諸活動／行事 

●職場体験等の受入れ 

・京都教育大付属中学校職場体験学習受入 3月（8年生 3人） 

●京都府短期研修の受入れ 

・京都府職員受入 11月（1人） 

 【8】その他 

●番組審議会：第 118 回～第 127回開催 2018年 10回開催 
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 ＜第１号議案＞決算報告 

   ※別紙資料：決算書（活動計算書、貸借対照表、財産目録）、会計監査報告書 

【本年度決算概要】 

●経常収支の部 

▲収入 

  ◎経常収入：23,454,711 円 

  ○内事業収入：21,724,955円 

   ○会費収入：1,463,000 円 

   ○寄付金収入：118,500 円 他 

▽支出 

 ◎事業費： 20,984,849 円 

   ○内人件費：12,707,299円 

     ○内スタジオ・事務所賃貸料：3,182,400 円 

         ○内通信運搬費：1,784,425円 

○内番組制作支援費：1,077,050 円 

        ◎管理費：2,348,685 円 

     ○内人件費：109,200円 

   ○内減価償却費：1,050,685 円 

◆当期収支差額：121,177 円 

 

■資産の部 

◎合計資産：7,539,041 円 

・現金預金計：1,357,764 円 

・有形固定資産計：774,241円 

・未収入金：3,383,592 円 

 

□負債の部 

  ◎合計負債額：17,031,631 円 

   ・長期借入金(NPO債) 発行総額：15,500,000 円（2018年度 5口返済/4口新規）  

    ・未払金：763,749円 

 

◇正味財産の部 

◆正味財産の部合計：△9,492,590 円 

  

【監査報告】 

  

※別紙「会計監査報告書」の通り 
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 ＜第２号議案＞事業計画および予算   

【事業計画案】 

 

１.現状と課題 

  (1)現状 

  ・会員制度の変更（入会金の廃止）により、会員数は 2年連続増加した 

  ・15周年記念事業として学校、商店街などとの地域連携事業を開始した 

  ・2017年度に新卒採用を行い、担い手として育成してきた 

  ・メインミキサー卓を入れ替えた（リース契約） 

  ・事業収入は減少したが、経費節減などにより単年度黒字となった 

  ・4月から職員体制を変更した（正職員４人→３人、嘱託職員１人→２人、非常勤職員２人→１人） 

  (2)課題 

 ・事業収入が減少している。放送利用収入の増加が必要である 

 ・マンパワーが不足している。次世代を担う人材確保が必要である 

 ・放送の安定性を図るために、今後も順次機材の更新が必要である 

 

２.当面の目標 

 A.会員数を増加させる（年間 20〜30名程度） 

 B.番組数を増加させる（年間 50時間／月 4時間／週 1時間／毎日 10分程度） 

    C.長期的な放送事業の安定と発展のため、職員増強、待遇改善を進める、 

無線従事者資格取得を奨励する 

 D.放送設備機材の更新優先度を明確に評価し、着実に改善を進める 

 E.放送局としての認知度の向上、リスナーの増加、特に若年層リスナーの開拓 

 F.ラジオカフェの個性と特徴を強調し、世界とつながるラジオ局をめざす 

 

３.2019年度の事業計画 

 

目標 事業目標 主な取り組み 

Ａ・Ｂ・

Ｅ 

 

会員増 

（150人） 

・会員、番組オーナーなどの交流会などを実施 

・ラジオカフェ中学生放送部の継続と拡大 

・地域インフォパートナーシップ提携先の拡大、増加 

・「京都三条ラジオカフェの日」の周知を強化 

Ｂ 
番組収入増 

（月額 10万円） 

・重点分野（学校連携、音楽、福祉など）で収益増を図る 

・役員、会員、番組オーナーに協力をお願いする 

Ｃ 人材育成 
・技術者職員の育成、学生ボランティアの確保、 

無線従事者資格取得 

Ｅ・Ｆ 放送の質の向上 

・誰もが放送することができるラジオカフェの良さをアピール

するため、放送体験の機会を増やす 

・交流会になどによるリスナーの顕在化 

・フィラー音楽の個性化（jazzなど）、 

・jazzの音源の数を常に更新し、質を高める 
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【事業予算案】 

 

１．予算の概要 

 

   (1)収入の増減 

 △会員 30名増加を見込む 

 △番組利用収入の増加（年間 120万円程度）を見込む 

 △寄付金の増加を見込む 

 

 ▼減収見込み項目は、特になし 

 

  (2)支出の増減 

 △職員給与の定期昇給など 

 △アルバイト活用の増加 

 △放送機材、パソコンなどの更新、購入 

 △無線従事者資格取得のための受講費    

 

 ▼番組制作支援費の最適化 

 ▼管理部門人件費の最適化 

 

 

 ２．事業予算の詳細 

 

※別紙予算書をご参照ください。 

 

 

   ■人件費 

  常勤職員 5人（内嘱託職員 2人）／非常勤職員 1人／アルバイト４人 

  ※ミキサー業務補佐のため、アルバイト２人増加予定 

    

   ■固定資産及び減価償却費 

    固定資産増加の予定無し 

 

   ■長期借入金（NPO債） （発行限度額 2,200万円） 

      借入額は現発行残高 1,550万円以内に抑える。 

   引受先の世代交替を順次進める。 

   長期的に借入額の削減（償還）を進める。 
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 ＜第４号議案＞定款の変更   

【定款変更案】 

 

１、法人事務所住所の変更。 

  

第１章 総則 

第２条（事務所） 

 

現行  

第２条（事務所） 

この法人は、事務所を京都市中京区三条通御幸町東入弁慶石町 56 番地 1928 ビルに置く。 

 

改正 

第２条（事務所） 

この法人は、事務所を京都市中中京区寺町三条下ル永楽町 224 とーべぇビル 303に置く。 

 

 

 

 

 

 

以上 
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                     NPO京都コミュニティ放送 基本組織図 

 
 

 
（年１回定例開催） 

 
 

（年 2回程度開催） 
 
 

（年 2回程度開催） 
    正・副理事長、法人事務局長、局長、NPO常勤スタッフ 

 
 

（月１回開催） 
法人事務局長、局長、NPO常勤スタッフ 

     

NPO放送局機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

改定 

2015年 2月 5日：防災・地域連携担当、企画・連携担当、総務・経理担当等を追記、変更 

2017年 1月 30日：副放送局長を追記、変更 

 

総 会 

理事会 

三役会 

財政委員会 

会員委員会 

NPO スタッフ・事務局

会議 

放送局長 

副放送局長 

番組編成委員会 

防災・地域担当

当 

企画・担当 

 

エンジニア/制作 

Gr 
総務・経理 

番組審議会 

無線従事者 

〈ボランティア部門〉 

エンジニア 


