
特定非営利活動法人エフエムわいわい 2016年度事業報告書 
 
＜全体総括＞ 

2016年3月31日をもって電波放送終了、6月の通常総会における代表理事の交代と、2016年度は「コ

ミュニティメディアFMわぃわぃ」の船出の年となった。 

インターネットストリーミングを利用した配信は、各方面の協力もあり、電波放送終了後も停止すること

なく、今日まで続いている。詳細はⅠ（1）（ア）にて述べるが、番組も年度末には 20 番組を超えた。送信

形態は変化したが、引き続き、言語、文化、国籍、性別、障害のあるなしに関わらず、発信を行う場を作る

ことに邁進している。例えば、ワンコイン番組では、担当している番組、という枠を超えた新たな交流もみ

られた。 

運営体制については、多くの人が運営に主体的に携わる方法について、わぃわぃそのものの持続可

能性も含めて、引き続き模索が続いている。2016年度は「YYCrew」という作業チームが発足し、運営会議、

番組管理、機材メンテナンスなどから、これまでは事務局が担っていた TCC の共用部の清掃まで、各側

面をできるだけフラットな関係性を作りながら進めている。一方で、本来的にはボランティアにて担われる

レベルまで軽減するはずであった事務局、特にプロデュース業務については、そもそも新体制における

業務像を明確に描ききることができないまま、年度を終えることとなった。マンパワーの不足もあり、一部

への過度な負担で進む業務や、進捗が見られない業務もあり、問題は山積している。並行して、技術、ノ

ウハウ、ネットワークの共有も「１対多」で行なっていくことが求められる。これらは活動の継続性に大きく

影響する課題であることは間違いなく、次年度も引き続き主たる検討事項として取り組んでいかなければ

ならない。 

新生わぃわぃには、番組制作者の意識や会員数の動向などから見ても、これまでと変わらない理解や

期待が寄せられている。TCC や地域との関わりについても、新生であることがうそのように続いている。

例えば長田神社前商店街では、変わらずわぃわぃが流れており、アスタくにづかコミュニティサロンでは

新しくわぃわぃを流してくださっている。地域イベントにも例年通り参加し、「1.17KOBEに灯りを inながた」

では、ミニ FMを会場内で流すなど実験的な取り組みを行った。 

今まで培ってきた関係性があったからこそ、新しく芽吹くものも多かった。1 年目は大きな変革期にあり、

少なくないつまづきも見られたが、少しずつ新しい基軸が作られている実感が持てる年となった。 

 
Ⅰ事業 
(1) 多文化共生のまちづくりに資するコミュニティメディア事業 

(ア) 発信 

① ストリーミング配信実施 

コミュニティメディアとして、特にまちにある多様性への理解を促すこと、少数者の発信の場を目的と

し、その趣旨に賛同する番組を配信した。CSRA（コミュニティ・サイマル・ラジオ・アライアンス）のご

好意もあり、引き続きサイマルラジオ配信と同じシステムを利用し、ストリーミング配信を行った。 

 番組 

4月から6月末まではトライアル期間として、週に1日昼と夜の計2回ずつワンコイン番組を実施した。 

7 月からは、毎週土曜日 12 時から 20 時までを、本放送（配信）日として、ワンコイン番組や、会員

により制作された番組を配信している。その他の曜日については、再放送、WMIBAなどわぃわぃでの配信が

許可された楽曲や過去の番組の配信が中心となっている。水曜日19時からの「ひょうごラテンコミュニテ

ィ」の番組については、すでに多くのリスナーがいることから、曜日変更は行わなかった。7月時点での番
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組数は 11（日本語ワンコイン、スペイン語ワンコイン含む）、3月末時点での番組数は 20となった。番組

で使用されている言語は日本語が一番多いものの、スペイン語、韓国朝鮮語および英語がある。また文化

的背景としては、奄美、アイヌ、（日系）ブラジルの番組が制作・配信されている。 

番組制作・配信にあたっては、今年度より制作者が費用負担をすることとなった。具体的には番組配信

と制作を、それぞれ有償とした。著作権の問題なども明確化できるよう、覚書を交わす形式を導入、必要

な書類はYYCrew（運営の項で後述）の番組管理チームが中心となって作成した。新しく番組制作に参入す

る方が、番組制作手順を一部チェックシート化するなど、新たな動きもあった。 

これらは前体制の頃から続けていた、わぃわぃの持続可能性を高めていくための取り組みの一貫である。 

 機材・メンテナンス 

本格的な配信を再開した 7月より、メインスタジオのミキサーにトラブルが頻発、予備のものに変更す

るなどの対応を続けたものの、10月には完全に停止するなど、番組制作・配信に大きな影響がでた。番組

制作の方法自体を変える、ストリーミング配信を行わずにサイト上で公開のみにするなどの可能性も検討

したが、現在のわぃわぃにおいて、番組制作が人の関わりを生み出すために大きなウエイトを占める事業

であることは間違いないため、そこを支える必須の機材であることを確認、新品を購入するに至った。こ

うしたトラブル対応から、日常的なメンテナンスなど、音響機器の管理や購入、設置について、特にYYCrew

のメンテナンスチームの力は大きい。 

 配信システム 

電波放送終了が決まった当初、著作権をクリアしたコンテンツ（特に音楽）がなかったこと、常時勤務

する職員がいないことの二つが要因となり、すぐに定期的に一定時間の配信を行うことはできないと考え

ていた。しかし、前者については、CSRA と WMIBA（ワールドミュージックインターネット放送協会）の協

力と WMIBA 所属アーティストのご好意によるわぃわぃで配信可能な音源の無償提供、後者については、ひ

ょうごんテックによるiTunesや配信システム自動スタート化や無音検知システムの改良があり、結果的に

は4月からも配信を継続させることができた。 

現在配信には、リッスンラジオ系とサイマルラジオ系の 2系統がある。スタジオにはそれら配信システ

ムを搭載した別々のパソコンを設置しており、ミキサーからの音声が、各パソコンに入力され、データ変

換された上で、各サーバに送信されている。聴取用アプリはそれぞれに必要なものが違うため、わぃわぃ

としてはある程度動作確認がとれたものを推奨アプリとして Web サイトに公開している。サイマル放送の

配信サーバーを契約している北関西情報通信株式会社より、2016年8月からリスナー数の統計を無償提供

いただき、サイマル放送のリスナー数を正確に把握できるようになっている。 

配信にかかるメンテナンスはハードウェア、ソフトウェアともに事務局が担当している。ストリーミン

グ配信に関わるハードウェアは老朽化しており、代替機または機器の交換が必要な時期に来ている。リッ

スンラジオについては、運営会社が変更となり、2017年4月から月額で費用がかかることになったとの連

絡があった。継続するか否かについて、理事会にて検討中である。また関西学院大学山中ゼミ提供の動画

配信システムも別系統にて導入し、試験的な運用を開始した。 

 

② Webサイトコンテンツ制作 

Web サイトは、わぃわぃの広報媒体という位置づけから、わぃわぃというコミュニティメディアの一部

として変容させることを目指すことを目標においているが、2016年度については、番組配信や情報更新、

SNSの再始動などに注力し、サイトの改訂については小規模な変更のみにとどまった。新しい取り組みとし

ては、一部番組音源をWebサイトのコンテンツとして、公開している。 

YYCrewからもっとわかりやすいサイトなら気軽に周知活動ができるとの声が上がっていること、埋もれ

てしまってはいるが過去のコンテンツの価値はまだまだ高いことなど、特に可読性を上げるための改訂の

必要性が高いことが確認された。 
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(イ) 場作り 

① コミュニティサロンとしての場作り 

ワンコイン番組が初年度の場づくりとしての機能しているほか、「ゆうかりに乾杯」、「ラジオママネット」

など、いくつかの番組がその役割を担っている。なお例外的にワンコイン番組でランチをしながらの配信

を実施（9月10日）した。これは野田北部地域の夏祭りにおいて米10キロが当たったことをきっかけに企

画した「おこめたべようかい」で、好評に終わった。ワンコイン番組は、メインパーソナリティ的に支え

るYYCrewも固まってきたので、次段階として、新規参加者開拓の取り組みを増やすべく広報の見直しなど

を始めている。 

 

② 発信や表現の土台としての場 

コミュニティメディアとして、コミュニティの人（特に社会的少数者とされる人たち）に発信や表現を

してもらう上で、それができうる場だと信頼を寄せてもらえるような場作りを行うことを目的にしている。

初年度は、著作権に関する勉強会を開催し、メディアとしての土台を固めるための取り組みとして、主に

番組制作者とともに知識を共有した。 

 

(2) 多文化共生のまちづくりに資するイベントの企画、制作、および運営事業 

(ア) 地域の活性化イベント企画・実施 

例年通り地域の中にある多様性や属性の違いなどわぃわぃならではの視点を、地域イベントにも魅力と

して取り入れてもらうよう提言し、実行委員などとして参画した。 

音響スタッフとしてYYCrewが参加した。音響は前年度まではFACILスタッフが大部分を担っていた部分

でもあり、今後、技術者不足が懸念される。 

 4月29日 花水木まつり 

 7月16日 新生わぃわぃ交流会 

 7月17日、18日 夏越ゆかた祭 

 8月6日、7日 大国公園夏祭り 

 11月13日 一七市拡大版 

 1月17日 1.17KOBEに灯りをinながた 

 

(3) 多文化共生のまちづくりに資する各種メディアにおける番組、作品の企画制作、および著作権の管理事業 

(ア) 自主番組の制作 

日本語や他の言語でのワンコイン番組を、自主制作番組として配信を行った。日本語が毎週土曜日の12

時、スペイン語が毎週水曜日の19時から、それぞれ配信されている。スペイン語は理事の大城氏とひょう

ごラテンコミュニティの協力で制作している。 

一方、前年度まで制作してきたような、わぃわぃの理念や立場を明確に強く打ち出した番組を制作する

ことには、注力できなかった。次年度からの課題としたい。 

 

(イ) アーカイブの発掘・活用 

テーマや著作権上問題ないと確認がとれた過去の番組を配信した。確認作業に時間を要するため多くの

番組を発掘できていないが、今後も続けていきたい。 

 

(ウ) 制作依頼・制作委託番組の制作 

依頼者の設定するテーマを基にわぃわぃで番組制作を行った。制作費用は依頼者がスポンサーとなり負

担する。今年度は、“プロジェクトM”提供の3番組を制作、配信した。 
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(4) 災害の被災者支援・防災力向上事業 

(ア) 災害発生時に臨時災害放送局等で多言語情報を発信 

神戸で大きな災害が発生した場合、神戸市役所との協定に基づいて臨時災害放送局を神戸市とともに開

設し、多言語で災害関連情報を提供する活動をTCCの他の団体とも協力して実施する。 

理事会において災害ワーキンググループを立ち上げ、協定内容や方向性の共有を行なった。今後、知識、

情報や人的ネットワークを共有することを目的に継続していく。 

また協定に関連し、神戸市危機管理室と「災害情報等に関するインターネット配信実施に関する覚書」

を締結することが決定した。神戸市が発信する防災無線をわぃわぃのインターネット配信に割り込ませ、

リスナーに届ける取り組みで、コミュニティメディアのインターネット配信を公的な情報発信に利用する

という日本初の試みとなる。 

 

(イ) 東日本大震災の被災地の臨時災害放送局の支援 

2010 年度に発生した東日本大震災の被災地に開設された臨時災害放送局の支援活動を 2016 年度も継続

した。対象は、おだいがいさまFM（福島県富岡町）、南相馬ひばりエフエム（福島県南相馬市）、気仙沼災

害エフエム（宮城県気仙沼市）等である。今年度は、南相馬ひばりエフエムのスタッフ及び最初期のスタ

ッフの方々のワンコイン番組遠隔出演や、エフエムあおぞらスタッフの来神など、小規模な交流に留まっ

た。わぃわぃのインターネット配信のみの運用というのは、きびしい運営が続く臨時災害放送局とも共有

すべきノウハウになっていくであろうことから、引き続き関係を続けていく。 

 

(ウ) 熊本地震被災地支援 

熊本地震の被災地に対し、ラジオ受信機の送付や臨時災害放送局の後方支援として、わぃわぃが所有す

るCDなどの音源を6月に送付した。 

 

(エ) 災害とジェンダー制度設計研究参加 

ジェンダーの問題は災害時に特に大きく表れる。発災直後のことから復旧復興期においてジェンダーの

問題は見えにくい所がある。また在日外国人の性別について、生物学的性差の区別・特有性問題も併せて

考える必要がある。ようやく熊本市内では、以前からネットワークのある男女参画協議会の迅速な対応に

より、救援物資やトイレでの配慮にジェンダー目線の成果が出るようになり、熊本市国際交流会館では女

性リーダーの細やかな配慮により、宗教上の配慮もなされていた。また益城郡での避難所開設においても

地域の女性の主導による避難所運営は、明らかな生活の改善が見られた。またジェンダーの観点だけでは

なく、避難行動において多様性の観点は障がい者の避難行動改善にも現れている。大分市での障がい者施

設では、社会福祉協議会の女性リーダーが障がい者特性に合わせ、以前より提案していた施設屋上への垂

直避難（建物を移るのではなく、建物内の高所へ避難する）を実施したと報告会で発表された。常日頃か

らの地道な連携と報告会などでの情報共有が成果を上げていることから引き続き研究会に参加予定。 

 

(オ) インドネシア・ジャワ島中部メラピ山のコミュニティ支援 

別紙資料を参照のこと。 

 

(カ) インドネシアにおけるコミュニティラジオを活用した防災力強化事業 

別紙資料を参照のこと。 

 

(キ) ジャパンプラットフォームのスキームを活用した災害支援事業 

別紙資料を参照のこと。 
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(5) 国内外のコミュニティメディアとの連帯強化事業 

(ア) コミュニティ放送の制度改革に係る運動 

エフエムわいわいの地上波放送終了、東北の臨時災害放送局の望まぬ閉局は、2011 年に改訂された放

送法でコミュニティ放送が基幹放送に位置づけられたことに起因する。それは局にとっては制度的プレッ

シャーとなっており、経営の厳しいコミュニティ放送局にとっては一段と厳しい状況になっている。かつ

てのコミュニティ放送局以上の責任と放送が求められている。そうした制度を見直し、市民のためのコミ

ュニティ放送を取り戻す運動のベースとなる研究調査活動を行った。その成果は、2017年 6月末に龍谷

大学政策学部教授の松浦さと子氏（会員）が主宰するコミュニティ放送研究会としての書籍「日本のコミ

ュニティ放送〜その理想と現実の間で〜」が刊行される。松浦さんの他、理事2名（橋爪氏、日比野氏）、

会員2名（金山智子氏、小川明子氏）が執筆している。また、番組スポンサーである関西学院大学総合政

策学部教授の山中速人氏が著書「娘と話す メディアって何？」の改訂版を刊行しメディアの歴史と社会

の関わり、基幹放送局だけではなく、市民自らの発信の場としてのコミュニティラジオの存在について、

またインターネット社会のメディアリテラシーについての新たな章が付け加えられた。 

 

(イ) 世界のコミュニティメディアとのネットワーク強化 

世界コミュニティラジオ放送連盟（AMARC）の会員として、世界のコミュニティラジオをはじめとしたコ

ミュニティメディアの仲間たちとの連帯を強め、グローバル化する地域の社会的課題を解決する活動を展

開している。 

① AMARCアジア太平洋地域の活動への参加 

 日比野純一理事が常務理事（財務担当）としてAMARCアジア太平洋地域の運営に従事し、2016年4月

に AMARC アジア太平洋地域事務所（ネパールのカトマンドゥ）で開催された常務理事会に出席するととも

に、現地で開催されたネパール地震から一周年のシンポジウム「防災とコミュニティラジオ」で基調報告

を行った。また、オンラインで常務理事会に3回出席、月次会計報告および年次会計報告の監査を行った。 

② アジア太平洋地域のコミュニティラジオ実践者の招聘事業 

 国際交流基金アジア市民交流事業への申請については、体制が整わず、次期へ見送りとした。 

 

(6) 多文化共生のまちづくりに資する研究、教育、啓発事業 

(ア) 大学との連携（関西学院大学・神戸常盤大学） 

・関西学院大学総合政策学部山中速人研究室との連携は、以下のイベントにわぃわぃスタッフを派遣し

た。 

  ＞沖縄でのメディフェスにゼミ旅行引率者として参加（3年生対象；2017年2月） 

  ＞メディア実践番組（2年生）、進級番組（3年生）、卒業番組制作（4年生）にゲスト講師として参

加 

・非常勤講師として、神戸常盤大学看護学科・こども教育学科において、多文化な文化背景を持つ患者

や子供達の存在を意識する看護師・教師の育成に寄与する授業を行った。 

 

(イ) 高校・中学校・小学校との連携 

・「われら学校放送部」において各高校との連携を行う。 

・兵庫高校多文化共生アドバイザーを務める。 

・中学校や小学校での授業において震災や多文化共生への理解を深めるため協力する。 
 

(ウ) NPO広報力向上委員会「伝えるコツ」 

2003年度から続けているNPOの広報力向上を目的とした活動（電通、日本NPOセンターが事務局）に参

加し、特に今年度は「伝えるコツ：ダイバーシティ編」の開発に協力した。7月15日には「伝えるコツ ダ
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イバーシティ副教材づくりミーティング」が TCCで行われ、わぃわぃスタッフも含め TCCのメンバーが参

加し、委員会メンバーとの意見交換を行なった。 

 

(エ) 自主勉強会・学習会・研究会 

コミュニティメディアは、発信の場であるとともに、コミュニティに先駆けて様々な知見を得、還元し

ていく存在でなくてはならない。また声を預かり発信するメディアとしては、その意義と信頼性を高める

努力を続けなければいけない。 

さらに重要な仕事は、20年の間、培ってきた多文化共生のまちづくりに関するノウハウやネットワーク

を、地域や次世代、多くの人につないでいくことである。 

 このような目的の元に、以下にあげるような活動を行なった。場作りのひとつとしても取り組み、スタ

ッフの研鑽や関係者の交流の場ともなるように務める。 

同時に勉強会の内容をコンテンツとして発信、広く共有する体制も整えていく。 

① 災害ワーキンググループの設置 

災害ワーキンググループを理事会に設置、プレ勉強会を実施した。 

② 著作権ワークショップの実施 

ストリーミング放送では、従来のJASRAC等が著作権を管理している音源は使用できない。そのため、CSRA

のご協力でWMIIBAより約400曲の提供を受けた。 

 番組制作者に著作権等の情報や、使用できる音源を知ってもらうために著作権ワークショップを開催、

そこから、「番組で使用する楽曲についての考え方」等の資料を作成し、現在活用している。 

 今後、使用可能な音源を広げるために、勉強会開催等、クリエイティブコモンズで作成されている音源

利用も促進していく。また、FMYYに蓄積されている音源についても適切な著作権表示を行い、広く社会で

有効活用される道を開きたい。 

③ 誰もが安心して発信・受信できるメディア研究会 

わぃわぃの運営ポリシーに反映することなどを目標に、表現の自由や表現に含まれる差別や偏見と、ど

のように向き合うか（ポリティカルコレクトネス）などを勉強する。このテーマでの研究会を設け、スタ

ッフに参加を促すということは、多文化共生を推し進めてきた「わぃわぃ」として、当事者でなくても少

数者の視点に立った発信者であるために、迷い、学び、考え続けることを目指すという証である。 

また現状の社会情勢を鑑み、YYCrewからの提案もあり、次年度は情報の読み解きについての内外への発

信を実施していくことで合意している。 

 

Ⅱ管理・運営 

(1) 団体の運営体制 

2016年度は常勤の職員が不在となり、全員がボランティアスタッフとして関わった。管理費としての事

務局運営人件費を捻出することはできなかったが、番組制作やイベント、メンテナンスなど、充当できる

収入があるものについては謝金や委託費として支出した。会計作業については、専門のスタッフが必要で

あると判断し、6月より平均月2日のペースで古寺氏に依頼した。 

当初の想定通り、番組制作だけでなく、事務・会計・広報など法人運営に係る様々な業務の人手は必要

であり、体制整備が急務と思われたが、結果的に整備に割くマンパワーもない状態に陥ってしまった。こ

れは決して運営スタッフだけが動いていたという話ではない。YYCrewの力が新生わぃわぃの初年度を支え

た。全体総括にも記したように、新体制における業務像が未知数であったこと、雨後の筍的に発生する業

務をマネジメントする余力がなかったことなど、組織的な形にはならないまま、手探りで一年を乗り切っ

たような形になった。「持続可能な体制に向けた、より多くの市民の積極的な関与」を生み出すためにも、

新しい考え方を取りいれていきたい。 
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 YYCrew（わぃわぃクルー） 

前年度の作業部会をベースに、運営を多くのメンバーで行なっていくことを目標として、立ち上げた。

メーリングリストと、月に一度の「Crewミーティング」を基本に、各担当チームごとにミーティング・作

業を進めている。メーリングリストの参加人数は65人（番組製作者も含む、2017年6月5日現在）である。

2016年度は、Crewミーティングを11回行い、平均参加人数は約10名だった。運営・配信にかかる作業の

分担だけでなく、有志の発案により、ミキサー勉強会が開催されるなど初年度にもかかわらず活発な動き

があった。YYCrewのメンバーからの年度末に寄せてのメッセージは別紙資料参照のこと。 

 

 理事会 

2016年は、理事会を4回開催した。本年理事会にて決議を行なったのは次のものになる。2016年度予算

と財政状況について、災害時対応計画策定について、放送機材の購入・配信事業について、2017年の“1/17”

について、JICA草の根事業の開始および雇用について、災害WG・神戸市との協定について、である。特に、

体制変更の一年目であることから予算と財政状況の確認と災害時の対応、機材トラブルが頻発したことか

ら機材購入などの検討に時間を割いた。 

また理事会から派生する形で災害ワーキンググループを立ち上げ、2 回実施した。神戸市との協定や覚

書の内容確認、災害発生時の行動マニュアルの作成、臨時災害放送局の立ち上げに関する知識や情報、ネ

ットワークの共有などを開始している。 

 

 総会 

2016年度は通常総会を1回開催した。2015年度事業報告案、2015年度決算案、役員の改選が承認され、

2016年度事業計画と2016年予算の報告、新生エフエムわいわいについて、が報告された。特に、多文化プ

ロキューブグループとしての運営の終了、2015年11月臨時総会にて承認された「電波放送免許の返却、コ

ミュニティ放送終了」、2016年3月臨時総会にて承認された「新生FMわぃわぃ計画」、などを含む事業報告

に比重が置かれた。 

 

(2) 会計 

(ア) 番組制作にかかる経費の明確化 

番組企画、オペレーションスタッフ（ミキサー・編集作業）、スタジオ利用など番組制作にかかる経費を

明確にし、番組制作者の負担とした。 

(イ) たかとり救援基地からの長期借入金の返済開始 （2016年12月に6ヶ月分を支払い） 

(3) ファンドレイジング 

① 会員 

わぃわぃは、その理念に共感を寄せてくださる協力者が存在する。若干の減少が見られたが、引き続き

支援の声が寄せられた一年だった。 

② 広報力 

 SNSでの発信を再始動するとともに、ニュースレターVol.1を発行した。タイムテーブルもYYCrewのデ

ザインで500枚印刷し配布した。また前年度までのメーリングリスト YYstaff-MLを非定期メールマガジ

ン「YY—News」に変更、適宜配信を行った。メールマガジンの登録者は424名（2017年6月5日現在）で

ある。 

③ 寄付 

番組制作応援システムや少額スポンサーなど寄付フローの拡充までは至らなかった。こうした取り組み

は、わぃわぃの特性から考えても必要であり、支援者からも同様の声が聞かれたため次年度の課題とする。 

以上 


