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地域放送番組編集計画（2009年度）放送

北　海　道

原文どおり掲載するが，年表示は西暦に統一した。

≪基本方針≫
NHKは，「平成21～23（09～11）年度NHK経営計画」
を発表しました。基本方針は「いつでも，どこでも，も
っと身近にNHK」。経営目標には11年度までにNHKの
接触者率を80％にすることと，受信料の支払い率を75％
(13年度78％）にすることが掲げられています。
NHK北海道は，これまでも道内に 7 つの放送局があ

るネットワークの強みを生かして，道内各地の話題を全
道・全国に発信し，地域の視聴者の期待に応えてきまし
た。初年度である09年度は， 7つの放送局の力をより強
固に結集し，視聴者に真剣に向き合い，NHKでなけれ
ば制作できない地域の魅力や個性，課題を伝えるニュー
スや番組を放送し，接触者率の向上に努めます。
09年度は年間キャンペーンのひとつとして「まるごと
体感！北海道」を実施します。北海道の自然の豊かさや，
食や観光など北海道の魅力を全道・全国，そして世界に
発信し，地域再生や活性化に結び付けていこうというね
らいです。また，地域格差や高齢化，環境，食料など，
北海道が直面する課題に 7局一体となって真正面から向
き合い，視聴者のパートナーとして地域再生の拠点とし
ての役割を果たそうと考えています。さらに，スポーツ
や地域文化の振興など，“地域の元気”を伝えることも
公共放送の役割です。また，事件・事故などの緊急報道
にも全力であたります。
NHK北海道は，道内 7 つの放送局の地域における存

在感を高めるため，年間計画の中で道内各局月間を設定
し，公開番組や地域発全国番組の収録・放送，さらに全
道向けのニュース・情報番組のキャラバンなどを集中的
に実施します。
11年 7 月24日，テレビは完全なデジタル時代になりま
す。NHK北海道は，道内のデジタル受信機普及を着実
に進めるため，“NHK北海道だからできる”質の高いニ
ュースや番組を発信していきます。また，11年の完全デ
ジタル化へ向けて，デジタル放送ならではの魅力ある番
組の制作や編成を戦略的に実施していきます。
また，放送と通信が融合する本格的なデジタル時代に
向けて，放送を軸にパソコンや携帯端末など“3 -
Screens”でのコンテンツ展開を行い，多くの視聴者が
NHKに接触する機会を増やすよう努めます。

≪重点事項≫
1．視聴者の信頼に応える充実した地域放送
○厳しさを増す北海道経済，疲弊する自治体財政，医療
問題など，人々の暮らしを取り巻く状況は不透明感を増
しています。こうした北海道の課題にタイムリーに切り
込み，正確で信頼できる情報を伝え，公共放送としての
役割を果たします。また，道内の有識者・視聴者ととも
に課題解決に向けた道筋を考えます。

○道内各地を訪ねる公開番組，北の大地に生きる人物の
思いや雄大な自然を描くドキュメンタリーなどの多彩な
番組群で，北海道が持つ魅力を幅広く伝えます。多様な
番組を通してふるさとの良さを再発見し，地域の活性化
に尽くします。
○「北海道はひとつ」を合言葉に道内 7つの放送局のネ
ットワーク力をさらに生かし，迅速で正確，かつ厚みの
あるニュースを伝えるとともに，視聴者の日々の生活に
かかわる身近なニュースや課題を多角的に取材し，「北
海道の今」が“まるごと”わかるニュース番組を放送し
ます。また，地域の暮らしに役立つさまざまな情報をコ
ンパクトにわかりやすく伝える情報番組も放送します。

2．北海道の魅力を発信する「まるごと体感！北海道」
○「まるごと体感！北海道」をキャッチフレーズに，北
海道 7つの放送局が連携し，各放送局の地域におけるス
テーションイメージの向上を図るため，「D（どさんこ）
広域プロジェクト」を推進します。多彩な特集番組やミ
ニ番組の放送をはじめ，それぞれの放送局ごとに集中編
成月間を設けてキャラバン展開を行うなど，担当地域ご
との魅力あふれる情報を全国・全道に放送していきま
す。
○北海道の豊かな自然や，世界的に認知度の高まる食文
化など北海道の魅力を番組やニュースで全国に発信し，
北海道の地域再生・活性化に貢献します。また，北海道
洞爺湖サミットの開催で，世界的に注目が集まっている
北海道の魅力を，国際放送を通じて全世界に向けて発信
します。
○北海道の魅力をニュースや番組で伝えるほか，地元の
人だけが知る“美しい風景”や地域の活性化に取り組む
“人”，北海道の自然や文化を満喫するための“楽しみ方”
を，ホームページやデータ放送と連動し，紹介していき
ます。

3．迅速で的確な報道と防災への取り組み
○地震・津波・雪害・噴火活動などの自然災害や，事
件・事故などの緊急報道については，道内 7放送局のネ
ットワーク力を最大限に発揮し，地域のライフラインと
しての役割を果たします。また，データ放送やホームペ
ージなどでも情報を伝えます。
第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9 月10

日）にも万全を期して当たります。

4．デジタル放送ならではのサービスの充実
○11年 7 月のアナログ放送終了を告知するミニ番組を制
作・放送し，完全デジタル化へ円滑に移行できるよう視
聴者の理解促進に努めます。
○「北海道日本ハムファイターズ」や「コンサドーレ札
幌」などのスポーツ中継などでは，5.1CHサラウンドや
連動データ放送などデジタル放送ならではのサービスを
展開し，地上デジタル放送の普及促進に努めます。
また，09年度は計画的に「デジタル普及ウイーク」を
設定し，集中的に地上デジタル放送の魅力を伝えます。



資料編・NHK

5．地域に根ざしたスポーツ情報の発信
○日本一奪還を目指す「北海道日本ハムファイターズ」
やJ1再昇格を目指す「コンサドーレ札幌」，バスケット
ボールの「レラカムイ北海道」の地元チームの試合を，
中継やニュースできめ細かく伝えます。
また，10年 2 月開催の冬季オリンピック・バンクーバ
ー大会に向けて，北海道ゆかりの選手への応援の声を伝
えるほか，その選手の活躍をニュースなどで伝えます。
そのほか，視聴者の関心の高い高校野球やアイスホッケ
ー，スキージャンプ競技などのウインタースポーツの情
報も伝えていきます。

≪基本方針≫
09年度の東北地方各放送局は，地域放送の原点を真

しん

摯
し

に見つめ，暮らしを守り安全・安心を提供することに全
力で取り組み，地域の特性に沿った情報発信・サービス
の充実に努めていきます。
08年 6 月の「平成20年岩手・宮城内陸地震」，続く 7

月の岩手県沿岸北部を震源とした地震では，中山間地を
中心に大きな被害が及びました。また，近い将来に，宮
城県沖地震が高い確率で発生することも懸念されていま
す。緊急災害報道体制を引き続き強化し，視聴者の暮ら
しを守るライフラインとして大きな役割と責任を果たす
とともに「防災・減災」を力強く支援します。
東北地方が抱える諸課題，それは現代日本社会の構造
的なひずみの縮図とも言えます。「脅かされる食の安全
と農政」「広がる格差，高い自殺率」「高齢化時代の医療
と福祉」。加えて世界同時不況の奔流は，東北経済にも
深く暗い影を落としています。“激変の時代”を正面か
ら見つめ，視聴者とともに考え，ニュースや番組として
深く掘り下げて伝えます。
また，09年度は国政および東北地方各自治体の選挙が，
数多く実施される見通しです。ネットワークを生かした
迅速・的確な選挙報道で公共放送の使命に応えます。
東北地方には，豊かな自然と伝統的な農林水産業には
ぐくまれた独自の歴史と文化が息づいています。“ふる
さと”のすばらしさを再発見・再認識できる年間を通し
ての大型企画など，多彩な番組を制作・展開し，地域の
誇りとして次の世代に引き継いでいきます。
「モンテディオ山形」のJ1リーグ参入により盛り上が
る東北のプロサッカーをはじめ，地域に根ざしたプロ野
球，さらには冬季オリンピック・バンクーバー大会も見
据えた地元出身選手たちの活躍などを積極的に取り上げ
ることで，地域の活性化を応援します。
東北地方 6局は，番組・イベントはもとより，インタ
ーネットや地域向けのデータ放送，ワンセグなど，さま
ざまなメディアと回路を活用して，地域の幅広い世代の
人々の関心と期待に的確に応えていきます。

≪重点事項≫
1．迅速かつ的確な緊急報道・災害報道
08年 6 月には岩手県内陸部を震源とする震度 6 強の

[岩手・宮城内陸地震」が発生，続く 7月には岩手県沿

岸北部で震度 6弱の地震が発生し，地域住民の生活に甚
大な被害と影響をもたらしました。今なお復興への取り
組みが続く被災地住民に役立つ情報を，引き続き伝えて
いきます。
また，近い将来には，宮城県沖地震が高い確率で再び
発生するとされています。年間を通じた防災関連のニュ
ース企画や番組の放送に一段と力を入れ，「防災・減災
意識」の向上につなげていきます。また，緊急報道のた
めの機材設備の充実・整備をさらに進めるとともに，テ
レビ・ラジオに加え地域向けデータ放送，インターネッ
ト，携帯端末などさまざまなメディアを活用し，地域の
安全・安心を守ります。

2．金曜夜間の持続的な充実
“地域放送の重点ゾーン”と位置づけている金曜夜間
は，夜 7・ 8時台ともに大きな反響を得ています。09年
度も引き続きいっそうの定着・充実を図り，地域の関心
が高いテーマの掘り起こし，多彩な演出にも挑戦しなが
ら，各県ならびに東北地方の視聴者からの幅広い期待に
応えていきます。
金曜午後 7時30分からの番組では，東北が直面してい
る問題や関心事を伝える姿勢を貫きます。岩手・宮城内
陸地震で改めて課題が浮き彫りになった「災害対策」，
医師不足が深刻化する「医療問題」など，東北の暮らし
に密接につながる課題を中心に掘り下げていきます。特
に，世界同時不況の直撃を受けている「経済情勢」につ
いては，シリーズ企画として多角的に取材，再生の道筋
を探ります。
午後 8時からは，東北の自然や歴史，文化そして話題
の人々を魅力的に伝える番組枠として充実させます。ド
キュメンタリーや音楽番組，ドラマなど，さまざまな演
出手法により，東北のすばらしさを多様な視点で発信し
ます。さらに今年度は「食」をキーワードとして東北各
地を訪ね，地産地消の新たな形，農業・漁業を取り巻く
地域共同体のあり方，“ふるさとの未来”について考え
を深めていきます。
同時に公開番組など，イベントと放送を連動させる企
画についても積極的に取り組み，視聴者との結び付きの
強化を図っていきます。

3．ネットワークの真価，選挙報道
第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9 月10

日）では，正確・的確な開票速報，有権者の判断のより
どころとなる情報提供に努めます。
また，09年 4 月19日に秋田県知事，11月20日には宮

城県知事がそれぞれ任期満了を迎えます。このほか各市
町村で行われる見通しの首長選挙についても，一連の選
挙報道はもとより，選挙結果がもたらす影響にも切り込
んでいきます。
周到な準備，そしてNHK東北管内 6 局のネットワー

クの強みを最大限に生かした取材で，公共放送としての
負託に応えます。

4．“ふるさと東北”ここにあり
NHKでは，“あたたかい”人情と旅情あふれる全国の
温泉・湯治場を紹介する番組『ふだん着の温泉』を，東

東　　北
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北地方を中心に全国で展開してきました。開始から12年
目を迎える09年度も，地域色豊かに温泉に集う人々の暮
らしを描いていきます。
また，ラジオ第 1放送で08年度新設した東北発全国放
送番組について，引き続き毎月多彩なゲストとパーソナ
リティーが楽しくじっくり語り合いながら東北の魅力を
全国に発信していきます。
09年 1 月，山形県および福島県ゆかりの戦国武将・直
江兼続が主人公の大河ドラマ『天地人』が始まりました。
本部との連携を図りながら，年間を通じて魅力的な関連
番組・イベントを展開し，視聴者層の拡大に努めます。

5．地域スポーツを積極的に応援
悲願のJ1昇格を果たした「モンテディオ山形」や，今
季こそJ1復帰の期待が高まる「ベガルタ仙台」。さらに
プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」など，地域
で関心の高いプロスポーツを積極的に取り上げるほか，
高校野球や駅伝などアマチュアスポーツもきめ細かく伝
えます。
10年 2 月開幕の冬季オリンピック・バンクーバー大

会， 3月開幕のバンクーバー2010パラリンピック大会に
あたっては，冬季スポーツが盛んな東北地方からは多く
の代表選手，チームの出場が予想されます。選手の動向
や競技の結果を詳しく伝えることで，地域スポーツ振興
にも寄与します。

6．地上デジタル放送ならではのサービスを強化
11年 7 月のアナログ放送終了を控え，東北地方ではデ
ジタル放送中継局の建設・整備を急ピッチで進めていま
す。地上デジタル放送の普及促進に資する番組・イベン
トを展開するとともに，アナログ放送終了に向けた周
知・理解促進活動を強化します。
また，「いつでも，どこでも，もっと身近に～3 -

Screens」の実施のため，地域向けのデータ放送や公開
ホームページを引き続き充実させ，視聴者層拡大につな
げていきます。地域放送番組と連携したデジタル放送独
自サービスの可能性を追求することで，パソコンや携帯
端末など通して番組コンテンツを楽しむ視聴者に対して
も，NHKに接する機会を提供できるよう努めます。

≪基本方針≫
アメリカ発の金融危機が人々の暮らしや地域の産業を
直撃しました。凶悪な事件や高齢者を狙った“振り込め
詐欺”や食品偽装など，暮らしの安心・安全を揺るがす
出来事も跡を絶ちません。
首都圏放送センターと関東甲信越の 9 つの放送局は，

放送を通じて安心・安全な地域や生活を守り，地域を元
気にする拠点となります。そのために，地域の課題と真
正面から向き合い解決策を探る報道・番組作りを進めま
す。また，関東甲信越各地の豊かな自然や文化，人々の
暮らしを見つめ，関東甲信越各地の魅力を全国に発信し
ていきます。
さらに，放送に加えてパソコンや携帯端末などを通じ

て，暮らしに役立つ地域情報のサービスを充実させ「い
つでも，どこでも，もっと身近にNHK」を実現してい
きます。

≪重点事項≫
1．地域の課題解決や暮らしに役立つ報道の強化
金融危機による地域経済の落ち込み，非正規労働者を
中心にした雇用不安，年金や格差・医療など課題は山積
しています。
地域の課題に取り組み，地域とともに解決策を考える
ニュース・番組を発信します。地域や暮らしに大きな影
響を与えかねない“埋もれた問題”“見過ごされている
危険”を発掘する調査報道も強化します。災害報道など
で，地域の安心・安全を支えるとともに，暮らしに役立
つ情報を伝えます。

2．関東甲信越各地の自然や文化，人々の暮らしを見
つめ，地域の魅力を全国に発信します。

3．幅広い視聴者に親しまれる番組
首都圏は，社会の中核を担う働き盛りの人たちが集っ
ている地域です。親の介護や子どもの教育などの問題を
抱えるこの世代の役に立ち，明日の活力となる番組を提
供します。

4．多様なメディアに向けたサービスの展開
安全・安心にかかわる災害報道をはじめ，地域や暮ら
しに役立つ情報をパソコンや携帯端末などでも提供しま
す。

≪基本方針≫
中部地方の各放送局は，地域を見つめ地域とともに考
える報道の強化と，地域の特性や要望に応じた多様な放
送サービスの推進を重点課題として，全力で取り組んで
いきます。
世界金融危機による急激な景気後退は，中部地方の経
済を直撃しました。非正規労働者や外国人労働者の雇用，
自治体の財政など，好景気の陰に隠れていた問題が表面
化し，地域社会に深刻な影響を及ぼしています。これら
の地域の課題に正面から向き合い，地域の人々とともに
解決の糸口を考えていきます。
一方で，心温まる明るい話題や，地域を盛り立てよう
とする新しい息吹などを積極的に取り上げます。また，
豊かな自然や伝統の文化など，地域が持つ魅力や底力を
掘り起こします。感動を伝え，“自分も頑張ろう”と元
気が出る放送を届けます。
各放送局は，これまでも放送やイベントなどを通して，
地域の人々とのつながりを深め，ともに地域の“いま”
を考えてきました。これをさらに進めて，地域の人々と
一緒に番組やキャンペーン，イベントを作っていく「協
働」に取り組みます。
また，パソコンや携帯端末などのメディアに，それぞ
れふさわしい形で地域の情報や番組を提供し，多くの視
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聴者，とりわけ若い世代との回路を太くしていきます。
09年は「伊勢湾台風」から50年の節目の年に当たりま
す。過去に中部地方を襲った災害の教訓を生かし，「東
海地震」や「東南海地震」などの大規模災害に備えた防
災・減災に役立つ情報の提供に努めるとともに，迅速で
正確な災害報道に万全を期します。
中部地方の各放送局は，こうした取り組みを通じて地
域に徹底的に密着し，人々に役立ち親しまれる放送局を
目指します。

≪重点事項≫
1．地域の課題に向き合い，活性化に貢献します
○世界規模の景気後退により，中部地方の経済は深刻な
影響を受け，非正規労働者の雇用問題が表面化するなど，
社会のあり方が問われています。また，医師不足，少子
高齢化など，継続するさまざまな課題も抱えています。
こうした地域の課題を，平日午後 6時台や金曜午後 7・
8時台の地域放送番組などで長期的，継続的に取り上げ，
解決の糸口を視聴者とともに考えます。
○閉そく感が漂い，人と人とのつながりが薄れつつある
中で，視聴者は心が和み，明るく元気になる放送を期待
しています。小さな“グッド”ニュースにも目を配り，
困難に立ち向かって頑張っている人たちの姿を積極的に
伝えて，視聴者に元気と共感を届けます。

2．視聴者とのつながりを深める「協働」に取り組み
ます

○各放送局が築いてきた地域とのつながりや絆
きず な

をこれま
で以上に深め，地域の人々の知恵や活動を取り入れなが
ら力を合わせて番組やイベントを作り上げる「協働」を
推進していきます。
○各放送局は，地域の特性に応じた独自のキャンペーン
を多角的に展開し，地域の人々を応援します。名古屋放
送局ではとっておきの笑顔とそのエピソードを紹介して
人々の心が温かくなるキャンペーンを展開するほか，富
山放送局では人と人とのつながりの大切さを訴える「ひ
とりじゃない」キャンペーンに，岐阜放送局では子育て
する世代を支援する「子育て」キャンペーンに継続的に
取り組みます。

3．緊急報道と防災・減災に全力を尽くします
○09年，50年の節目の年を迎える「伊勢湾台風」や，い
まだ復興途上にある「能登半島地震」は，災害に対する
備えの大切さなど多くの教訓を残しました。近い将来に
発生が予測されている「東海地震」「東南海地震」など
に備え，過去の教訓を生かした防災・減災に役立つ情報
や番組を放送し，地域の防災意識の向上を図っていきま
す。
○大規模地震，津波，台風，集中豪雨，大雪などの自然
災害や原子力関連の事故など，地域住民の生命や財産に
かかわる災害や事件・事故にあたっては，迅速で正確な
報道に全力で取り組みます。また，データ放送やインタ
ーネットなどを活用したきめ細かい情報の提供にも努め
ます。

4．中部地方の魅力や底力を発掘し，全国への発信を
強化します

○豊かな自然や地域がはぐくんできた伝統の文化など，
地域が持つ魅力や底力を発掘し，全国に向けて積極的に
発信します。
○08年放送し好評だった『土曜ドラマ～刑事の現場』の
シリーズ第 2弾や，戦争と平和をテーマにした『特集ド
ラマ』の制作にも引き続き取り組みます。また，ラジオ
第 1放送では，名古屋出身のパーソナリティーが地元に
まつわる話題や文化を全国に紹介する番組を新設しま
す。

5．多様なメディアを活用し，若い世代との回路を増
やします

○地域に密着した情報や番組を，放送だけでなくパソコ
ンや携帯端末などを通してそれぞれの利用形態に適した
形で提供し，いつでも，どこでもNHKと接することが
できるように努めます。
特に，こうしたメディアに慣れ親しんだ若い世代に向
けては，ホームページでの動画の配信や視聴者からの情
報発信，意見交換の場としての双方向などの取り組みを
充実します。

6．選挙報道に万全を期します
○第45回衆議院議員選挙（任期満了日 09年 9 月10日）
をはじめ，中部地方で予定されている静岡，石川の各県
知事選挙，名古屋市長選挙にあたっては，有権者の判断
のよりどころとなる選挙放送に努めます。

7．地域に根ざしたスポーツを視聴者とともに応援し
ます

○プロ野球「中日ドラゴンズ」やサッカーJ1「名古屋グ
ランパス」「清水エスパルス」「ジュビロ磐田」など，地
域の視聴者の関心の高い地元チームの試合を積極的に中
継するほか，その活躍ぶりをきめ細かく伝え，視聴者と
ともに地域に根ざしたスポーツを応援します。
○冬季オリンピック・バンクーバー大会にあたっては，
中部地方ゆかりの選手の活躍などをたっぷり紹介し，視
聴者の期待に応えます。

≪基本方針≫
09年度，関西のNHK 6 局は「平成21～23年度 NHK経
営計画」に経営目標として掲げられた接触者率と受信料
支払率の向上を目指し，視聴者ニーズを把握しながら，
若年層・社会の中核世代に向けた放送をいっそう充実さ
せます。また，インターネットで視聴者がみずから情報
を集める時代に対応し，放送，パソコン，携帯端末それ
ぞれのメディアの特性に合わせた情報提供を推し進め，
幅広い視聴者層がNHKのコンテンツに接していただけ
るよう努めます。
いま，暮らしの安心・安全が揺らいでいます。医療や
年金，偽装が相次いだ“食”といった生活の根幹に対し
て人々の不安と不信が高まり，さらには世界的な金融危
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機が企業活動や雇用を直撃し，地域経済を窮地に追い込
んでいます。こうした地域社会の諸課題と再生に向けた
取り組みをさまざまな角度から照らしだし，確かな情報
と今後の展望をニュース・番組などで伝えます。
視聴者層を若い世代に広げる挑戦を続けます。編成上
の新しい試みに加え，若者にとって親しみやすい演出で，
心に届くメッセージを伝えます。イベントやインターネ
ットへの展開を図りながら，若い世代とNHKをつなぐ
回路を確かなものにしていきます。
また，社会の中核世代に向けて，歴史がはぐくんだ関
西ならではの豊かな伝統・文化・芸能をドキュメンタリ
ーや演芸，ドラマなどさまざまな形で描く番組を制作し，
関西の魅力を地域に，全国に発信します。西日本のNH
K各局とも連携し，より柔軟な編成で多様な地域放送を
実現します。
10年は，「阪神・淡路大震災」から15年になります。

新たに見えてきた課題を検証し，震災の教訓を次世代に
伝えていきます。また，「平城遷都1300年」の節目に，
いにしえの時代から現在・未来の関西と日本を見通す特
集番組やイベントを展開します。
関西のNHK 6 局は，それぞれが地域の課題に向き合

いながら，各府県の視聴者にとって，より身近で満足度
の高いニュース・番組を届けます。視聴者と気持ちを分
かち合い，地域との結び付きをいっそう強めることで
“放送局のちから”を発揮していきます。

≪重点事項≫
1．視聴者層の拡大とNHKへの支持を目指し，番組を
いっそう充実

○若い視聴者層の拡大を目指す関西独自の挑戦を続けま
す。10・20代と本気でコミュニケーションし，いっしょ
になって作りあげる企画として進化させていきます。平
日午後 5時台の公開生放送を中心に，特集編成やイベン
トなどを縦横に展開し，若い世代を中心に新たな視聴者
層を開拓します。
○金曜夜間は，関西を題材にした多様な地域特集番組を
編成します。地域社会の動きをタイムリーに追ったドキ
ュメンタリーや関西ならではの文化・芸能を紹介する番
組，関西 2府 4県各地の風土や歴史，人々の営みを描く
番組，視聴者の共感を呼ぶ地域ドラマ，スポーツ中継な
ど，豊かで魅力あふれる関西をさまざまな番組を通して
描きます。
○平日午前11時台に公開生放送している生活情報番組
は，関西 6局のネットワークを生かし，各地から新鮮な
“旬”の話題を届けます。また，土曜午前の公開生番組
を刷新し，週末の行楽・イベントなどの紹介を充実し，
情報性をより高めます。
○全国向けに制作してきた歴史番組を刷新します。歴史
上の有名な出来事の影に秘められた人間ドラマに分け入
り，有名無名を問わずひとりひとりの人生が織り成す歴
史の奥深さと意外さを浮き彫りにします。
○教育テレビで制作してきた福祉番組について，これま
での蓄積を生かしながら，視聴者の声に応えて内容を刷
新します。時代や制度が大きく変わっていく中，障害の
ある人とない人が“ともに生きていく”ためには何が大
切か，全国各地の人々の日々の営みの中に見ていきます。

2．地域の出来事・課題を迅速・的確に報道し，鋭く
検証

○地域のニュース・情報番組をさらに強化します。地域
の課題に向き合い，視聴者の関心に応じて関西地方向け，
あるいは各府県向けに身近なニュースや暮らしに役立つ
情報を伝えます。平日午後 6時台の各府県向けのニュー
ス番組を核に，きめ細かな情報発信を図ります。
○毎日のニュースの中から，関西の視聴者にとって関心
の高い事件や時代を象徴する出来事を機敏にとらえ，ニ
ュースの深層を多角的に掘り下げます。鋭い検証と的確
な解説を織り込み，金曜夜 7時30分の報道番組などでわ
かりやすく伝えます。
○地域経済が急速に悪化する中，独自の経営哲学と創意
あふれる工

く

夫
ふう

で成功を収めている企業の活動を紹介し，
関西経済活性化への道筋を探ります。当事者のインタビ
ューを交え，日曜朝 8時の地域経済番組などで現場の生
の情報を伝えます。

3．阪神・淡路大震災15年，防災・減災への取り組み
○10年 1 月17日，6,434人の命を奪った阪神・淡路大震
災から15年になります。未曽有の災害はいまだに人々の
心と人生に影を落としています。震災から15年を経てな
お浮かび上がる問題を検証し，震災の教訓を次世代に伝
えるニュース企画や大型番組を制作します。
○近い将来に発生が予測されている東南海・南海地震に
備えるとともに，地震・台風などの災害報道や事件・事
故発生時の緊急報道では，正確な情報を迅速に伝え，公
共放送の使命を果たします。データ放送やインターネッ
トなども活用し，安否情報・生活情報など視聴者が必要
とする情報をきめ細かく提供します。

4．関西の魅力を地域・全国に向けて発信
○10年は平城遷都1300年にあたります。奈良の歴史と文
化遺産の意義を再発見するさまざまな番組やイベントを
展開していきます。古代の遺産から現在の関西と日本を
照射し，未来を展望します。
○定番となった人気の歌謡番組や演芸番組をはじめ，若
者に関心の高い音楽と笑いを融合させた番組など，関西
らしいバラエティー色豊かな番組を全国に向けて発信し
ます。小規模な会場で実施できる演芸番組は，積極的に
全国に派遣して公開収録を行い，視聴者との触れ合いの
場を広げます。
○能や狂言，文楽や歌舞伎など，関西に根ざした質の高
い伝統文化をテレビ・ラジオで幅広く取り上げ，地域・
全国に紹介し，その継承に貢献します。
○秋から始まる大阪局制作の『連続テレビ小説』は，徳
島を舞台に，海の香りに満ちた美しいふるさとに向き合
うヒロインを明るくさわやかに描きます。
また，関西を舞台とするドラマを積極的に企画すると
ともにドラマの背景や見どころを紹介する関連番組を制
作し，視聴者の関心を喚起します。

5．信頼に応える選挙報道
○第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9 月10
日）や各地で行われる首長選挙にあたっては，政見・経
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歴放送や開票速報に万全を期し，信頼される選挙報道を
行います。
奈良市長選（ 7月30日任期満了）
兵庫県知事選（ 7月31日任期満了）
衆議院議員総選挙（ 9月10日任期満了）
堺市長選（10月 7 日任期満了）
神戸市長選（11月19日任期満了）

6．スポーツ中継を充実し，地元チーム・競技者を応
援

○プロ野球，Jリーグなど人気・実力のある地元プロス
ポーツチームの試合や情報を，ファンの期待に応えて全
国放送・地域放送で紹介します。
また，高校野球や大学サッカー・ラグビー，駅伝など
のアマチュアスポーツを積極的に取り上げ，地域スポー
ツの振興に寄与します。
○ 7月から 8月にかけて奈良県を中心に関西 2府 4県で
開催される「全国高等学校総合体育大会“2009近畿まほ
ろば総体”」は，全国放送で競技中継するとともに，関
連の情報をさまざまなメディアを通して伝え，大会を盛
り上げるとともに開催地の魅力を発信します。
○10年 2 月に行われる冬季オリンピック・バンクーバー
大会での活躍が期待される関西ゆかりの選手と，選手を
周りで支える人たちに注目し，取材を続けます。冬季オ
リンピックを前に，大会に挑む選手や関係者の姿をニュ
ース企画や特集番組で紹介し，関西の視聴者とともに応
援します。

7．「NHK on 3-Screens」展開の実現
○NHKの豊富なコンテンツを放送するだけでなく，パ
ソコン・携帯端末にも積極的に提供する「NHK on 3-
Screens」展開を実現し，より多くの人々がNHKに接触
していただけるよう努めます。ホームページは利用者と
の双方向の関係を大切にしながら魅力をより高め，多様
なコンテンツを媒介として視聴者とNHKとの結び付き
をより強めていきます。
○春・夏の高校野球や冬の高校駅伝，全国女子駅伝では，
競技中継とともに簡単な操作で詳細な情報を得られるデ
ータ放送・インターネットのコンテンツを提供するな
ど，デジタル時代にふさわしいサービスで視聴者の利便
性を高めます。
○地上デジタルの12セグおよびワンセグのデータ放送
は，インターネットとデータを共通化するなど，効率的
な制作体制のもとで各地のニュース，気象情報，番組情
報のほか，府県ごとに身近で生活に役立つ地域情報など
を提供します。
○NHKと市民，市民同士がつながる放送・通信連携の
仕組みづくりに着手します。地震・災害で被害を受けた
人々への継続的な情報提供や，経済の悪化に苦闘する関
西の中小企業の情報発信を支援するホームページを整備
し，番組と連動しながら“公共の広場”として人や地域
の連帯を応援していきます。

8．地域の放送局同士が連携し“放送局のちから”を
発揮

○関西向けに放送してきた地域経済番組は，関西の枠を

越えて，周辺地域にも放送範囲を広げます。さらにテレ
ビ国際放送による国際発信も実施し，多様な産業の集積
地としての関西を効果的にアピールすることで，地域へ
の貢献をより確かなものにします。
○関西 2府 4県の放送局が各府県向けに制作する番組を
はじめ，西日本の各放送局が制作する地域放送番組を積
極的に紹介し，より柔軟で多様な地域放送を実現します。
各地域の放送局との連携を通して地域放送局の“ちから”
をより高めていきます。

≪基本方針≫
世界同時不況が地域経済を直撃し，産業や雇用に暗い
影を落としています。人口流出や地域間格差の拡大など，
深刻な課題を抱える中国地方の生活基盤は大きく揺らい
でいます。
このような時代だからこそ，中国地方のNHKは地域

が抱える課題に正面から向き合い，未来へ向けた提言を
発信していきます。
ふるさとの暮らしを守り，活気と魅力を取り戻すため
に何ができるのか，これまで放送を通して地域再生への
具体策や解決へのヒントを探ってきました。09年度は，
その蓄積を生かし「地域再生から地域創造へ」をテーマ
に，視聴者や専門家とともに議論し，中国地方の未来像
を描き出す番組を展開します。
公共放送の重要な使命である災害・緊急報道にあたっ
ては，いわゆる小規模高齢化集落の増加が進む中国地方
の状況を踏まえ，災害弱者に十分配慮しながら，防災・
減災に役立つ情報やライフラインの情報などを迅速・的
確に伝えます。また，データ放送やインターネット，携
帯サイトなどを効果的に活用してきめ細かな情報を提供
し，視聴者の信頼に応えます。
放送と通信の融合時代に向けた新しいサービスに取り
組みます。デジタルメディアを活用し，地域に密着した
情報を多様な手段で提供します。また，若い世代に向け
た双方向番組や携帯端末向け情報の充実を図り，接触者
率の向上に努めます。
中国 5 県の各放送局は，こうした取り組みを通じて

“NHKだからできる地域放送”をさらに充実・進化させ，
地域を元気にするための拠点となります。

≪重点事項≫
1 ．“地域の未来像”を描き，地域社会に活力を与えま

す
地域が抱える課題に継続的に取り組んだ「ちゅうごく
再生プロジェクト」を発展させます。「地域再生から地
域創造」をテーマに，中国地方の 5局は，視聴者そして
専門家，有識者とともに議論し，地域の未来像を提示し
ます。

2．“瀬戸内海”の魅力や課題を発信します
豊かな恵みをもたらしてきた瀬戸内海で水産資源の減
少や環境・生態系の変化が起きています。瀬戸内海に面
したNHK各局のネットワークを生かし，この地域が抱
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える課題を掘り下げる報道番組，自然を紹介する紀行番
組，瀬戸内を舞台にしたドラマなどを放送し，ふるさと
の海の魅力や課題を年間を通して見つめます。

3．災害・緊急報道に全力で取り組みます
地震，台風などの自然災害報道や事件・事故の緊急報
道では，安全・安心情報を確実に提供します。災害時は，
刻々と変化する状況を把握し，デジタルメディアと連携
してきめ細かく伝えます。

4．衆議院議員総選挙など選挙報道を，正確，迅速に
伝えます

第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9 月10
日）では，有権者が公正な判断ができる情報を的確に伝
えるとともに迅速かつ正確な選挙報道に万全を期しま
す。

5．放送とデジタルメディアの連携を強化します
生活情報や災害情報をパソコンや携帯端末など多様な
メディアに提供し，より便利で役立つサービスを充実さ
せます。また，NHKをもっと身近に感じてもらえるよ
う，デジタルメディアを活用した双方向番組にも取り組
みます。

6．地域のスポーツや地元出身選手を応援します
15回を迎える全国都道府県対抗男子駅伝，中国地方の
サッカーや高校野球などの中継を通してスポーツファン
の期待に応えます。また2月にバンクーバーで開催され
る冬のオリンピックに挑む中国地方の選手を応援しま
す。

≪基本方針≫
先行きの見えない不安な時代，四国のNHKは信頼で

きる確かな情報を地域に向けて発信します。世界規模の
経済危機は地域経済にも暗い影を落とし，地域の人たち
の生活を脅かしています。激しい変化が地域社会に与え
る影響を番組やニュースでタイムリーに伝え，解決の糸
口を探ります。また，地域の活性化に取り組む人たちを
積極的に紹介し，地域が元気を取り戻すために何ができ
るのかをともに考えます。
09年度は四国を舞台にした大型ドラマが次々に制作さ
れます。これを契機に四国の魅力を再発見し，全国にも
伝えていきます。
“政権選択”を問う第45回衆議院議員総選挙が年内に
行われます。選挙放送は視聴者が公共放送に寄せる信頼
の根幹です。正確・迅速な選挙放送に向けて万全の体制
で臨みます。また，取材用ヘリコプターを導入するなど
災害報道・緊急報道の体制を強化し，安心・安全を守る
情報を的確に伝え，公共放送の使命を果たします。
新しい 3 か年経営計画がスタートする初年度にあた

り，私たちは「いつでも，どこでも，もっと身近にNH
K」の実現に向けて全力で取り組みます。今，放送と通
信の融合時代を迎え，放送だけでなくインターネット・

携帯端末など視聴者がみずから選んだメディアで情報が
得られる時代が来ています。地域放送局においても放送
を基軸としながら，さまざまな経路で，地域が求める情
報を送り届ける環境を整備し，地域の人たちと公共放送
との絆

きずな

をいっそう強めるよう努力していきます。

≪重点事項≫
1．地域の課題を地域の視点から見つめます
金融危機に端を発した経済の急激な変動が地域社会を
直撃し，雇用不安や医師不足，少子高齢化など，四国が
抱える多くの課題はいっそう深刻さを増しています。四
国のNHKはこれらの課題に正面から向き合い，番組や
ニュースでその核心を掘り下げ，解決に向けた方策を地
域と一緒に考えます。

2．多彩な番組を通じて地域を“元気”にします
『スペシャルドラマ～坂の上の雲』や大河ドラマ『龍
馬伝』，『連続テレビ小説～ウェルかめ』など，四国に生
まれ育った主人公が活躍するドラマに地域の視聴者の関
心が高まっています。関連番組やイベントを通して視聴
者の期待に応えます。
四国各地の多様な文化や歴史，豊かな自然などその魅
力をいっそう際立たせる多彩な番組を放送します。また，
野球やサッカー，バスケットボールなど地域のスポーツ
を多角的に伝えて盛り上げるほか，大リーグなど世界を
舞台にして活躍する四国出身の選手の動きも継続して伝
えます。

3．正確かつ迅速な選挙放送を行います
任期満了を 9月に迎える第45回衆議院議員総選挙に対
しては万全の準備を整えます。自治体の首長選挙など
日々の暮らしや地域のあり方に深くかかわる各種選挙に
ついても，有権者の判断に役立つ情報を伝え，正確で迅
速な選挙放送を行います。

4．報道体制を強化し地域の生命・財産を守ります
取材用ヘリコプターを09年度内に高松空港に配備して
災害・緊急報道への体制を強化し，大型化する台風や局
地的な集中豪雨，今世紀前半にも発生が予想される南海
地震などに備えます。また，番組やニュースを通して，
防災・減災に対する意識の啓発に努めます。災害発生時
にはテレビ・ラジオできめ細かく情報を提供するほか，
インターネットや携帯端末などでも関連情報を機動的に
伝えます。

5．多様な情報発信を展開していきます
信頼できる確かな情報をテレビ・ラジオだけでなく，

パソコンや携帯端末などさまざまなメディアで幅広い世
代の人たちが簡単に利用できるように整備します。番組
情報の動画サービスを開始するほか，防災など暮らしに
身近な安心・安全のための情報の強化，試合速報などス
ポーツ情報の充実を図り，「NHK on 3-Screens」の実現
を目指します。

6．視聴者との結び付きをさらに強化していきます
地域の人たちから電話や手紙，メールなどで寄せられ
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た意見や要望は，放送サービスにしっかり反映させると
ともに，インターネットなどを使って視聴者が直接放送
に参加する双方向番組の充実を図ります。また，子ども
や若者からお年寄りまで，それぞれの世代にふさわしい
多彩なイベントを企画し，放送でも紹介するなど，地域
の人たちとの触れ合いを深めます。

7．地上デジタル放送の普及促進に努めます
11年 7 月24日の地上デジタル放送への完全移行に向

けて，着実に準備を進めます。各地の「総務省テレビ受
信者支援センター」とも連携しながら，アナログ放送終
了の周知広報など普及促進活動を推進します。

≪基本方針≫
アメリカの金融危機に端を発した世界的な経済不況が
地域社会にも深刻な影響を及ぼしています。急速な景気
の悪化に伴う雇用問題や地域経済の冷え込みに加えて，
相次ぐ凶悪事件や揺らぐ食への信頼など，私たちの暮ら
しにかかわる事件・事象は跡を絶ちません。自然災害へ
の備えもますます重要になってきています。
このような社会状況の下で，09年度，九州・沖縄の各
放送局は，それぞれの地域の特性や視聴者の要望に応え
た地域放送の充実・強化を図り，“公共放送NHK”なら
ではの質の高いサービスを展開するとともに，地域から
全国に向けた情報発信にも積極的に取り組み，“地域を
元気にするための拠点”となることを目指します。
また，第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9

月10日）にあたっては，有権者の判断のよりどころとな
る情報の提供をはじめ，選挙放送の実施には万全を期し
ます。
放送と通信の融合が進むなか，11年 7 月24日の完全デ
ジタル化が迫っています。地上デジタル放送についての
さらなる理解促進と普及を図っていきます。また，ひと
りひとりの視聴者に対し，さまざまなメディアで必要な
情報・コンテンツを提供できるようになりました。九
州・沖縄の各放送局では放送を基軸にしながら，インタ
ーネットや携帯端末向けのサービスについても強化し，
[いつでも，どこでも，もっと身近にNHK」（“NHK on
3-Screens”）の実現に努めます。

≪重点事項≫
1．幅広い視聴者の獲得を目指した地域放送の充実・
強化

平日夕方 6時台のニュース番組や金曜夜間の 7・ 8時
台を中心に，九州・沖縄各放送局では地域向け番組を充
実・強化し，それぞれの地域の特性に応じた放送サービ
スを展開します。
夕方 6時台のニュース番組では，地域に密着し正面か
ら課題に向き合うとともに，暮らしに役立つ情報なども
交え，内容の充実を図ります。
金曜夜 7時台は，各地域の特性を生かした各県向け番
組のほか，九州・沖縄に共通する課題をタイムリーに伝
える報道番組を継続します。

8時台は，バラエティー豊かな内容で幅広い視聴者の
要望に応えていきます。九州各地を訪ねる紀行番組や地
域の魅力的な人物にスポットを当てたドキュメンタリ
ー，若手アーティストたちを発掘・応援する番組などを
放送します。また，地域が抱える緊急の課題をテーマに
した大型討論番組にも取り組みます。
さらに，日曜の朝 7・ 8時台を“地域放送の時間”と
位置づけ，金曜夜間に放送した番組をはじめ，地域で制
作したさまざまな番組を放送して，幅広い視聴者に地域
放送の内容の豊かさ・多彩さを訴えていきます。

2．地域ならではの特徴を生かした多彩な全国発信
“オヤジバンド”のコンテスト「熱血！オヤジバト

ル」については，全国各地でブロック予選を実施するな
ど全国規模の視聴者参加イベントに刷新します。
ラジオ番組では，アジアと九州・沖縄の意外な結び付
きを親しみやすい語り口で紹介する番組を新設するほ
か，沖縄の地元タレントによるトークと沖縄音楽で楽し
んでもらう番組を引き続き制作するなど，多彩な地域の
話題を全国に向けて発信します。
さらに，九州・沖縄の豊かな自然や，奥深い歴史・文
化などを紹介する番組にも積極的に取り組みます。また，
地域の課題をもとにネットワークを生かした取材で発展
させ，ニュース番組や情報番組で全国に向けて発信しま
す。

3．“いのち”と“暮らし”を守るニュース・番組
世界規模の景気の悪化が雇用問題をはじめ，地域社会
に暗い影を落としています。同時に地域社会は少子高齢
化，医療・福祉，環境などの課題を抱えています。暴力
団抗争や銃犯罪など市民生活を脅かすさまざまな事件，
大規模な事故なども相次いでいます。また，大型化する
台風や局地的な集中豪雨，発生が危ぐされている地震な
ど，大規模災害への備えも重要です。
九州・沖縄の各放送局は， 9局のネットワークと機動
力を生かして，視聴者の生命と暮らしの安全・安心を守
るため，迅速で的確な災害報道や緊急報道に総力を上げ
て取り組むとともに，暮らしに役立つ生活情報の提供に
努めます。また，災害時，緊急時にはデータ放送やワン
セグデータ放送でも伝えます。

4．選挙放送への万全な対応
第45回衆議院議員総選挙（任期満了日 09年 9 月10

日）や各種選挙については，有権者の判断のよりどころ
となる信頼できる確かな情報の提供に努めます。

5．戦争と平和への取り組み
被爆地・長崎や唯一，住民を巻き込んだ地上戦の舞台
となった沖縄をはじめ，九州・沖縄各県には今も戦争の
深い傷が残っています。体験者の証言や新たな事実の発
掘などを通して戦争の実像に迫り，その悲惨さを後世に
伝え，平和へのメッセージを広く視聴者に発信していき
ます。

6．アジアに関する情報の発信
地理的・歴史的・文化的にもアジアと深いかかわりを
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持ってきた地域として，アジア各国放送機関との連携を
生かして，九州・沖縄の視点で捉えたアジア情報を地域
や全国に向けて積極的に発信していきます。

7．地域の文化・芸能・スポーツの振興
九州・沖縄の各地には長い歴史と伝統の中ではぐくま
れてきた個性豊かな文化があります。それらを継承しよ
うとする人々や新しい文化・芸能を創造していこうとす
る人々を積極的に取り上げ，地域文化・芸能の振興，発
展に寄与します。
また，スポーツが盛んな九州・沖縄において関心の高
いプロ野球やJリーグをはじめ，高校野球，高校駅伝な
どの各種スポーツについても広く伝え，スポーツの振興
に寄与します。

8．視聴者とともに作り上げる番組・イベント
地域とのつながりを大切にしたドラマの制作に引き続
き取り組みます。また，市町村へ出向いて実施する公開
番組をはじめ，会館のスタジオやホールを活用した番
組・イベントなど幅広く視聴者と触れ合う地域イベント
を積極的に実施して，地域を元気にする取り組みを行い
ます。

9．多様なメディアに向けた地域サービス
各放送局の確かな情報や番組など身近で役に立つ多様
なコンテンツを，テレビやラジオ，データ放送，インタ
―ネット，携帯端末などそれぞれのメディアの利用形態
にふさわしい形で提供し，より幅広い人々と接する機会
を増やします。
また，視聴者とのつながりを深める双方向番組にも取
り組みます。
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