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2013年（平成25年）11月23日に開催した「私が選ぶ 須坂百景 記念シンポジウム」

　須高ケーブルテレビでは、開局25周年
を記念して、須坂市の「心に残る風景」
や「全国に誇る風景」などを広く募集し、
映像アーカイブとして後世に守り伝える

「私が選ぶ 須坂百景」を企画いたしました。
　およそ半年間に及ぶ募集の結果、全国各地
から623通・280箇所のご応募をいただき、選考委員
の皆様による厳正な審査の結果、100点が選出されました。
　そして、2013年（平成25年）11月23日、須坂市文化会館メセナホールで開催
した『私が選ぶ 須坂百景記念シンポジウム』の席上で発表いたしました。
　市民の多くが愛する自然や景勝地をはじめ、郷土芸能や貴重な文化財、
また、須坂を代表する人物や、ユニークな取り組みまで、ふるさと信州須坂
の魅力を凝縮した映像アーカイブ集です。この百景を私たちは後世にき
ちんと守り伝えていきたいと思います。
　どうぞ、この小冊子とともに、DVDをごゆっくりとお楽しみいただければ
幸いです。

企画意図
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ごあいさつ

「私が選ぶ 須坂百景」
選考委員・
コーディネーターの皆さん

　須高ケーブルテレビ株式会社は、1985年（昭和60年）、ニューメディア

による地域の活性化や新ビジネスの創出を目的に、地域経済界を代表する

方々をはじめ、須高三市町村等の出資とご支援をいただき設立されました。

その後、1989年（平成元年）8月1日、須坂市エリアが開局。2013年（平成

25年）おかげさまをもちまして開局25周年を迎えることができました。

　四半世紀の長い間、当社をご愛顧いただきました地域の皆様に深く感謝

申しあげるとともに、総務省はじめ長野県、須坂市、小布施町、高山村の行

政関係者、株主の皆様、お取引き関係者各位、ケーブルテレビ業界の皆様な

ど、ご支援をいただきました多くの方々に心より感謝申しあげます。

　さて、開局25周年を記念して、当社では『私が選ぶ 須坂百景』を企画い

たしました。須坂市の代表的な風景や後世に伝えたい景色、全国に誇る郷

土の宝などを映像とエピソードで綴る地域の映像アーカイブ集です。信州

須坂の自然美や郷土の歴史をどうぞごゆっくりとお楽しみください。

　私たち須高ケーブルテレビは、これからもICT（情報通信技術）をベース

に、人のぬくもりを大切にした「地域の町づくり企業」として積極的に活動

してまいります。これからも変わらぬご支援ご指導を賜りますよう、心よ

りお願い申しあげます。

2014年早春

代表取締役社長

須高ケーブルテレビ沿革 受賞歴

市川 美保子氏
（花王クリエーティブハウス株式会社・デザイナー）

「須坂ってこんなに素敵な場所だらけ
なんだ！」—今回の審査で気づくこ
とがたくさんありました。故郷を離
れて、東京暮らしが長くなってしまっ
た私ですが、「須坂百景」を頼りに、
帰省のたび新しい故郷の顔を探して
いける事にワクワクしています。

宮本 経祥氏
（前信濃教育会会長）

六百点余りの応募作品の中から厳選
され、まつり等の行事や須坂が生んだ
五人の偉人も登場し、ふだん目にして
いる“ふるさと須坂”を感動をもって
再発見することができると信じてお
ります。迫力ある映像をお楽しみく
ださい。

遠藤 守信氏
（信州大学特別特任教授・須坂市名誉市民）

私たちの宝、『須坂百景』— 心に染み
入る一つ一つの風景は、須坂市に関わ
りを持つ皆様方にとって、心の原風景
であり、あるいはまた人生を育んだ思
い出のシーンがそこに重なることで
しょう。須坂の素晴らしさを再認識
させてくれました。

【コーディネーター】 笹本 正治氏
（信州大学副学長）

私たちの住む須坂には宝物がいっぱい
あります。その中から風景や人物を中
心に選定した百景をお届けします。
これは始まりに過ぎません。これか
らもっとふるさとを学び、素晴らしい
須坂を作っていきましょう。

三木 正夫氏
（須坂市長）

『私が選ぶ 須坂百景』は、 激動期に
あって、失われるおそれのある貴重な
誇りと地域資源を、市民が選び、映像
として残しました。現在の須坂市づ
くりに大きく貢献するとともに、未来
の大きな資産にもなります。深く感
謝致します。

昭和63年11月 郵政省 有線テレビジョン放送施設設置許可
平成元年8月 開局 
平成8年9月 郵政省 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業 採択  
平成13年10月 総務省 第1種電気通信事業 許可  
平成14年3月 総務省 テレトピア指定地域に須高地区が指定
平成14年4月 ケーブルインターネット事業 スタート

須坂市・小布施町グレードアップ工事 スタート  
平成14年9月 総務省 新世代地域ケーブルテレビ施設整備補助事業　

須坂市・小布施町が事業採択
平成15年3月 総務省 新世代地域ケーブルテレビ施設整備補助事業 

高山村が事業採択  
平成15年8月 高山村民チャンネル 開局  
平成16年5月 総務省 情報通信月間イベント「CATVでできる100Mbps伝送実験」
平成16年6月 総務省 情報通信月間・電波の日 信越総合通信局局長表彰 受賞

IP電話（すこうIP電話）サービス スタート
平成16年7月 顧客感動度ナンバーワン企業宣言
平成17年3月 全国初のバーチャル動物園　

須坂市動物園「デジタルアニマルパーク」開園  
平成17年10月 デジタル放送サービス スタート  
平成18年4月 高山村・女子美術大学・須高ケーブルテレビ産学官連携事業 調印
平成18年6月 「デジタルアニマルパーク」と「地域情報チャンネル」が総務省

u-Japanベストプラクティス大賞事例認定
第12回全国ケーブルテレビチラシ広告大賞「審査員特別賞」受賞 

平成19年4月 全国CATV初 3Dバーチャルスタジオ 導入  
平成19年8月 須坂市・小布施町・高山村と「災害時における放送応援協定」締結  
平成19年9月 日経地域情報化大賞2007(日本経済新聞社主催)「地域活性化

センター賞」受賞(須坂市と共同プロジェクト)
平成21年2月 須坂市内小中学校15校の緊急避難箇所に「災害支援情報端末」を設置
平成21年10月 経産省「地域見守り支援実証事業」スタート
平成22年3月 小布施町・高山村の小中学校4校の緊急避難箇所に「災害支援情

報端末」を設置  
平成22年4月 開局20周年記念オリジナルワイン「女子美シャルドネ」完成
平成23年2月 小布施町における広域無線LAN（ホットエリア）実証実験開始
平成23年11月 第31回地方の時代映像祭2011において「故郷の景色～長野電鉄

屋代線」がケーブルテレビ部門入賞
平成24年10月 須坂市小中学生特別講演会「宇宙への夢を語ろう」（協力：JAXA）を開催
平成25年2月 インターネットサービス「160メガコース」スタート  
平成25年5月 信越情報通信懇談会より平成25年度表彰授与
平成25年8月 開局25周年事業として須高地区全小中学校の教室にテレビ回線提供
平成25年11月 KDDIと提携したプライマリ電話サービス「ケーブルプラス電話」開始

開局25周年記念「私が選ぶ 須坂百景」発表会とシンポジウムを開催
平成25年12月 須高三市町村の災害対策本部と無線システムで冗長化整備（総務省補助事業）
平成26年3月 開局25周年記念「私が選ぶ 須坂百景」DVDムック完成

平成7年1月 NHK全国番組コンクールで「ウィークリーニュース」が奨励賞受賞

平成9年11月 佐賀県ふるさと賛歌第5回映像コンクールで「クローズアップ須高」
が奨励賞受賞  

平成15年2月 NHK全国番組コンクールで「クローズアップ須高～凍結された体育
館計画」が優秀賞受賞

平成16年6月 総務省 情報通信月間・電波の日 信越総合通信局局長表彰 受賞

平成18年6月 「デジタルアニマルパーク」と「地域情報チャンネル」が総務省u-Japan 
ベストプラクティス大賞事例認定
第12回全国ケーブルテレビチラシ広告大賞「審査員特別賞」受賞 

平成19年6月 第13回全国ケーブルテレビチラシ広告大賞「コピー賞」受賞  

平成19年9月 日経地域情報化大賞2007（日本経済新聞社主催）「地域活性化センター賞」
受賞（須坂市と共同プロジェクト）

平成20年3月 NHK長野放送局から局長表彰授与

平成20年4月 NHKから感謝状授与（全国18局対象）

平成20年6月 ケーブルテレビショー 2008にて3部門で表彰
「デジタルアニマルパーク」が全国ベストプラクティス大賞と先進的取
組事例部門のグランプリを受賞

「高山村・女子美大産学官連携事業」がCSR部門の準グランプリを受賞
「STVホームページリニューアル」がWEB部門の準グランプリを受賞

平成21年6月 ケーブルテレビショー 2009にて2部門で表彰
日本ケーブルテレビ全国番組コンクールで「バスストップギャラリー
が高山村を変える」が企画番組部門奨励賞 受賞
全国ベストプラクティス大賞 受賞（2年連続）「ICTデジタルワークショップ」

平成22年6月 ケーブルテレビショー 2010にて2部門で表彰
日本ケーブルテレビ全国番組コンクールで「STVニュースウォーカー」
が日常番組部門奨励賞 受賞
ベストプラクティス大賞 先進事例部門で「ケーブルテレビがつなぐ
地域医療連携」が第2位入賞

平成22年12月 ケーブルマン・オブ・ザ・イヤー 2010（主催：CRI）に丸山康照社長選出

平成23年11月 第31回地方の時代映像祭2011において「故郷の景色～長野電鉄屋代
線」がケーブルテレビ部門において入賞（選奨を受賞）

平成24年6月 日本ケーブルテレビ大賞番組アワード企画番組部門において「人と地
域の物語～長野電鉄屋代線」が優秀賞受賞

平成24年7月 ケーブルテレビ・アワード2012にて2部門で表彰
「ケーブルテレビで、ひとつなぎ。」がチラシ部門第2位を受賞
「デジタル放送を楽しもう！」がユニーク部門第2位を受賞

平成25年5月 信越情報通信懇談会より平成25年度表彰授与

平成25年6月 日本ケーブルテレビ連盟より丸山康照社長が功労者表彰授与

平成25年7月 ケーブルテレビ・アワード2013にて「信州須坂プロモーション事業」
がベストプラクティス部門第2位を受賞
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選考委員・
コーディネーターの皆さん

　須高ケーブルテレビ株式会社は、1985年（昭和60年）、ニューメディア

による地域の活性化や新ビジネスの創出を目的に、地域経済界を代表する

方々をはじめ、須高三市町村等の出資とご支援をいただき設立されました。

その後、1989年（平成元年）8月1日、須坂市エリアが開局。2013年（平成

25年）おかげさまをもちまして開局25周年を迎えることができました。
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申しあげるとともに、総務省はじめ長野県、須坂市、小布施町、高山村の行

政関係者、株主の皆様、お取引き関係者各位、ケーブルテレビ業界の皆様な

ど、ご支援をいただきました多くの方々に心より感謝申しあげます。

　さて、開局25周年を記念して、当社では『私が選ぶ 須坂百景』を企画い

たしました。須坂市の代表的な風景や後世に伝えたい景色、全国に誇る郷

土の宝などを映像とエピソードで綴る地域の映像アーカイブ集です。信州
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してまいります。これからも変わらぬご支援ご指導を賜りますよう、心よ

りお願い申しあげます。

2014年早春

代表取締役社長

須高ケーブルテレビ沿革 受賞歴

市川 美保子氏
（花王クリエーティブハウス株式会社・デザイナー）

「須坂ってこんなに素敵な場所だらけ
なんだ！」—今回の審査で気づくこ
とがたくさんありました。故郷を離
れて、東京暮らしが長くなってしまっ
た私ですが、「須坂百景」を頼りに、
帰省のたび新しい故郷の顔を探して
いける事にワクワクしています。

宮本 経祥氏
（前信濃教育会会長）

六百点余りの応募作品の中から厳選
され、まつり等の行事や須坂が生んだ
五人の偉人も登場し、ふだん目にして
いる“ふるさと須坂”を感動をもって
再発見することができると信じてお
ります。迫力ある映像をお楽しみく
ださい。

遠藤 守信氏
（信州大学特別特任教授・須坂市名誉市民）

私たちの宝、『須坂百景』— 心に染み
入る一つ一つの風景は、須坂市に関わ
りを持つ皆様方にとって、心の原風景
であり、あるいはまた人生を育んだ思
い出のシーンがそこに重なることで
しょう。須坂の素晴らしさを再認識
させてくれました。

【コーディネーター】 笹本 正治氏
（信州大学副学長）

私たちの住む須坂には宝物がいっぱい
あります。その中から風景や人物を中
心に選定した百景をお届けします。
これは始まりに過ぎません。これか
らもっとふるさとを学び、素晴らしい
須坂を作っていきましょう。

三木 正夫氏
（須坂市長）

『私が選ぶ 須坂百景』は、 激動期に
あって、失われるおそれのある貴重な
誇りと地域資源を、市民が選び、映像
として残しました。現在の須坂市づ
くりに大きく貢献するとともに、未来
の大きな資産にもなります。深く感
謝致します。

昭和63年11月 郵政省 有線テレビジョン放送施設設置許可
平成元年8月 開局 
平成8年9月 郵政省 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業 採択  
平成13年10月 総務省 第1種電気通信事業 許可  
平成14年3月 総務省 テレトピア指定地域に須高地区が指定
平成14年4月 ケーブルインターネット事業 スタート

須坂市・小布施町グレードアップ工事 スタート  
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須坂市・小布施町が事業採択
平成15年3月 総務省 新世代地域ケーブルテレビ施設整備補助事業 
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平成15年8月 高山村民チャンネル 開局  
平成16年5月 総務省 情報通信月間イベント「CATVでできる100Mbps伝送実験」
平成16年6月 総務省 情報通信月間・電波の日 信越総合通信局局長表彰 受賞

IP電話（すこうIP電話）サービス スタート
平成16年7月 顧客感動度ナンバーワン企業宣言
平成17年3月 全国初のバーチャル動物園　

須坂市動物園「デジタルアニマルパーク」開園  
平成17年10月 デジタル放送サービス スタート  
平成18年4月 高山村・女子美術大学・須高ケーブルテレビ産学官連携事業 調印
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センター賞」受賞(須坂市と共同プロジェクト)
平成21年2月 須坂市内小中学校15校の緊急避難箇所に「災害支援情報端末」を設置
平成21年10月 経産省「地域見守り支援実証事業」スタート
平成22年3月 小布施町・高山村の小中学校4校の緊急避難箇所に「災害支援情

報端末」を設置  
平成22年4月 開局20周年記念オリジナルワイン「女子美シャルドネ」完成
平成23年2月 小布施町における広域無線LAN（ホットエリア）実証実験開始
平成23年11月 第31回地方の時代映像祭2011において「故郷の景色～長野電鉄

屋代線」がケーブルテレビ部門入賞
平成24年10月 須坂市小中学生特別講演会「宇宙への夢を語ろう」（協力：JAXA）を開催
平成25年2月 インターネットサービス「160メガコース」スタート  
平成25年5月 信越情報通信懇談会より平成25年度表彰授与
平成25年8月 開局25周年事業として須高地区全小中学校の教室にテレビ回線提供
平成25年11月 KDDIと提携したプライマリ電話サービス「ケーブルプラス電話」開始

開局25周年記念「私が選ぶ 須坂百景」発表会とシンポジウムを開催
平成25年12月 須高三市町村の災害対策本部と無線システムで冗長化整備（総務省補助事業）
平成26年3月 開局25周年記念「私が選ぶ 須坂百景」DVDムック完成

平成7年1月 NHK全国番組コンクールで「ウィークリーニュース」が奨励賞受賞

平成9年11月 佐賀県ふるさと賛歌第5回映像コンクールで「クローズアップ須高」
が奨励賞受賞  

平成15年2月 NHK全国番組コンクールで「クローズアップ須高～凍結された体育
館計画」が優秀賞受賞

平成16年6月 総務省 情報通信月間・電波の日 信越総合通信局局長表彰 受賞

平成18年6月 「デジタルアニマルパーク」と「地域情報チャンネル」が総務省u-Japan 
ベストプラクティス大賞事例認定
第12回全国ケーブルテレビチラシ広告大賞「審査員特別賞」受賞 

平成19年6月 第13回全国ケーブルテレビチラシ広告大賞「コピー賞」受賞  

平成19年9月 日経地域情報化大賞2007（日本経済新聞社主催）「地域活性化センター賞」
受賞（須坂市と共同プロジェクト）

平成20年3月 NHK長野放送局から局長表彰授与

平成20年4月 NHKから感謝状授与（全国18局対象）

平成20年6月 ケーブルテレビショー 2008にて3部門で表彰
「デジタルアニマルパーク」が全国ベストプラクティス大賞と先進的取
組事例部門のグランプリを受賞

「高山村・女子美大産学官連携事業」がCSR部門の準グランプリを受賞
「STVホームページリニューアル」がWEB部門の準グランプリを受賞

平成21年6月 ケーブルテレビショー 2009にて2部門で表彰
日本ケーブルテレビ全国番組コンクールで「バスストップギャラリー
が高山村を変える」が企画番組部門奨励賞 受賞
全国ベストプラクティス大賞 受賞（2年連続）「ICTデジタルワークショップ」

平成22年6月 ケーブルテレビショー 2010にて2部門で表彰
日本ケーブルテレビ全国番組コンクールで「STVニュースウォーカー」
が日常番組部門奨励賞 受賞
ベストプラクティス大賞 先進事例部門で「ケーブルテレビがつなぐ
地域医療連携」が第2位入賞

平成22年12月 ケーブルマン・オブ・ザ・イヤー 2010（主催：CRI）に丸山康照社長選出

平成23年11月 第31回地方の時代映像祭2011において「故郷の景色～長野電鉄屋代
線」がケーブルテレビ部門において入賞（選奨を受賞）

平成24年6月 日本ケーブルテレビ大賞番組アワード企画番組部門において「人と地
域の物語～長野電鉄屋代線」が優秀賞受賞

平成24年7月 ケーブルテレビ・アワード2012にて2部門で表彰
「ケーブルテレビで、ひとつなぎ。」がチラシ部門第2位を受賞
「デジタル放送を楽しもう！」がユニーク部門第2位を受賞

平成25年5月 信越情報通信懇談会より平成25年度表彰授与

平成25年6月 日本ケーブルテレビ連盟より丸山康照社長が功労者表彰授与

平成25年7月 ケーブルテレビ・アワード2013にて「信州須坂プロモーション事業」
がベストプラクティス部門第2位を受賞
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