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2 節 放送番組の制作

報道・スポーツ番組

Ⅰ．取材・制作・放送システム
1．ニュース取材・制作設備

　本部ニュースセンターでは， 8つのニュース送
出卓（電子台本運用卓： 5台，マニュアルスイッ
チング卓： 3台）を配置し，送出制御装置により
ニュース項目単位で送出卓を切り替えながら送出
している。13年度からこれらの設備の老朽更新を
進め，16年の年末にすべての設備更新が完了し，
ニュース送出設備として運用している。また，映
像サーバーシステムを利用し，ニュース・緊急報
道・情報番組，ほぼすべての映像素材をこの送出
システムと連携しながらサーバーシステムから送
出している。設備更新後もワークフローの変更へ
の対応や運用性改善を行い，18年度は，電子台本
画面やニュース番組のオーダーを管理する番組・
項目管理端末の操作性改善を行った。
　ニュースセンターではA，B，C 3 つのフロア
を総合テレビで使用している。19年度の新番組に
向けて，「NHKニュース・報道」のブランディン
グをキーワードにしつつ，「各番組の特色」を明
確化したセットの更新を19年 3 月に行った。
『NHKニュース 7』では，140インチの再撮プロ
ジェクター 2式をプレゼンテーションスタイル演
出のほか，メイン席の背景として活用できる位置
に移設し，演出の幅を広げた。ラウンドLED大
型ディスプレー（15年度整備）と高精彩LED大
型ディスプレー（17年度整備）は，再撮やバーチ
ャル連動のほか，CG制作したセット画像を表示
させて，あたかも実際の空間が存在するかのよう
に見せるハイブリッドセットの運用にも効果を発
揮し，19年度の新番組である『ニュース　きょう
一日』は，このハイブリッドスタイルでのセット
更新を実施した。
　Cフロアでは，関東ローカル放送の『首都圏ネ
ットワーク』を放送している。「東京2020オリン
ピック・パラリンピック」に向けて，大規模なセ
ット更新を行い，プロジェクター式 2面再撮を撤
去した跡地に，縦2,160mm横4,800mmサイズの高
精細LED大型ディスプレーを整備し，18年度の
番組演出に沿ったバーチャルセットとして19年 3

月25日に運用を開始し， 4月 1日から本格運用と
なった。今回整備したLEDディスプレーは， 1
年前にAフロアに整備したものと同等で1.25mm
ピッチの高精細LEDで，動画・静止画をフルハ
イビジョンでより美しく映し出すことができるよ
うになった。また，先にAフロアに整備したLED
ディスプレーは，番組演出の関係から，パネル面
を湾曲させた設置を行ったが，今回は，パネル面
をフラットに設置し，赤外線方式のセンサーを導
入することで，タッチパネルのような演出が可能
となり，気象情報などで利用している。
　海外支局の設備整備では，マニラ支局，台北支
局，上海支局の 3支局で，スタジオ制作・伝送設
備更新を行い安定性・運用性の向上を図った。
　また，アジア，中国，ヨーロッパ，アメリカの
海外総支局に取材用 4 Kファイルベースカメラと
素材保管用のLTO装置の配備を行った。

2．緊急報道設備

　津波発生時の情報をより見やすく視聴者に伝
え，防災・減災につながるよう，予測および観測
津波の画面デザインを，18年10月 1 日に刷新した。
　甲信越 3局の記者泊まり集約の試行運用が19年
2 月 1 日より開始した。休日前（金曜・土曜・祝
前日）の記者が不在となる一部の時間帯で，これ
まで各局でスーパーしていた地震速報，気象警報，
ローカル速報を，関東甲信越の 1都 9県向けにニ
ュースセンターの緊急ニュースローカル卓でスー
パーする運用とした。この対応のために，管中用
の作画装置の配備とNCとTOC間での系統変更工
事を実施した。

3．報道情報システム

　報道情報システムは，ニュース原稿の作成から
制作，送出までを担うNHKの報道を支える基幹
システムである。メディア環境の激しい変化に対
応すべく，ニュース原稿を扱うメインコンピュー
ターを 9年ぶりに設備更新した。
　VPN技術を使って報道現場と制作現場をつな
ぎ素早いニュース放送を行っている。また，多数
の報道情報端末に映像素材の試写とテロップの電
子発注ができるアプリケーションを導入し，効率
的なニュース制作が行える環境を整えている。

Ⅱ．緊急報道
　18年度は，大阪北部地震，西日本豪雨，台風21
号・24号，北海道地震など，災害が相次いだ。
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　NHKは公共メディアとして国民の命と暮らし
を守る使命を果たすため，防災・減災報道に総力
を挙げて取り組んだ。災害の危険が高まり切迫し
た状況となっていることを可能な限り伝え，自分
の身を守る行動を促す報道を目指し，特設ニュー
スや逆L字型の字幕，データ放送などで伝えた。
　ロボットカメラやヘリコプター中継，インター
ネット回線を使った「IP中継」などを活用し，現
場の様子を迅速かつ機動的に伝えた。地域放送で
は被災者が必要とするきめ細かい生活情報を詳し
く伝えた。
　さらに，関連ニュースのインターネットへの同
時提供や，アプリ「NHKニュース・防災」など，
多様な媒体を通じた情報発信を展開した。

1．自然災害

（1）大阪北部地震
　18年 6 月18日午前 7時58分，大阪府北部を震源
とするマグニチュード6.1の地震が発生し，大阪
市北区や高槻市などで震度 6弱を観測した。総務
省消防庁のまとめでは，この地震による死者は 6
人，全半壊した住宅は475棟に上った。
　地震は朝の通勤・通学時間帯の大阪首都圏を直
撃し，多くの鉄道路線が運休するなど大きな混乱
をもたらした。NHKは『NHKニュース　おはよ
う日本』放送中に緊急地震速報を伝え，そのまま
特設ニュースを開始。午前中は『連続テレビ小
説』を休止し，午後も国会中継をEテレにう回し
て，『ニュース　シブ 5時』まで特設ニュースを
続けた。全国放送の特設ニュース放送時間は計 7
時間40分余りに及んだ。また，地震情報を除く全
中ニュース速報は東海道・山陽新幹線の運転見合
わせ・再開や「複数人が心肺停止の情報」など，
発生直後から当日午後まで計18回に上った。
（2）西日本豪雨
　 6月下旬から 7月上旬にかけて，前線や台風
7号の影響で，西日本を中心に暖かく非常に湿っ
た空気が流れ込み，大雨が降り続いた。 6月28日
から 7月 8 日までの雨量は四国地方で1,800ミリ，
東海地方で1,200ミリを超えるなど， 7月の平均
雨量の 2倍から 4倍に達したところもあり，中国
地方，近畿地方などの多くの地点では48時間雨量，
72時間雨量が観測史上 1位の記録的な大雨となっ
た。気象庁は11府県に特別警報を出し，最大限の
警戒を呼びかけた。
　この大雨で土砂災害や河川の氾濫が相次いだ。
国土交通省によると，広島県や愛媛県を中心に31
道府県の2,512か所で土石流などの土砂災害が発

生し，国と都道府県が管理する23河川37か所で堤
防が決壊した。また，総務省消防庁のまとめでは，
この災害で6,767棟の住宅が全壊し，237人が死亡，
8人が行方不明となった。この豪雨は平成で最も
犠牲者が多い風水害となった。
　NHKは 6月29日の滋賀県の突風被害を最初に，
西日本豪雨関連の特設ニュースを 7月 8日まで計
34回，12時間余りにわたって放送した。放送では
データを可視化できるシステムを活用し，「指定
河川洪水予報」や「洪水警報の危険度分布」など
の画面を表示して気象予報士が切迫した状況を分
かりやすく伝える「リアルタイム解説」を多くの
放送局で実施した。
（3）台風21号
　台風21号は 9月 4日に非常に強い勢力で徳島県
南部に上陸し，同日神戸市に再上陸して速度を上
げながら近畿地方を縦断した。「非常に強い」勢
力で上陸した台風は25年ぶりとなった。
　台風の接近・通過に伴って，特に四国や近畿地
方では猛烈な風が吹き，猛烈な雨が降った。最大
瞬間風速は関西空港で58.1メートル，和歌山市で
57.4メートルと観測史上最も強い最大瞬間風速を
観測した。
　台風の影響で，関西空港では滑走路が浸水して
空港施設が閉鎖され，多くの人が孤立した。また，
強風のため通行できなくなった連絡橋にタンカー
が衝突して橋にのめり込み大きく壊れる被害も出
た。空港施設が完全に復旧するまでには 2週間余
りかかった。また，総務省消防庁のまとめによる
と，この台風で14人が死亡した。NHKは台風21
号関連の特設ニュースのほか，ニュースの枠を広
げて計約11時間放送した。
（4）北海道地震
　 9月 6日，北海道胆振地方を震源とするマグニ
チュード6.7の地震が発生し，厚真町で震度 7，
安平町，むかわ町で震度 6強，札幌市東区，千歳
市，日高町，平取町で震度 6弱の揺れを観測した。
　総務省消防庁によると，この地震による死者は
42人，けが人762人，全半壊した住宅は2,032棟に
のぼった。また，北海道全域で停電となり，生活
情報をはじめとする地域向けの情報をラジオやイ
ンターネットで発信した。全国放送の特設ニュー
スは13時間余り放送した。
（5）台風24号
　台風24号は 9月30日，強い勢力で和歌山県田辺
市付近に上陸した。その後，東日本や北日本を縦
断して，各地に被害をもたらした。
　この台風の影響で，鹿児島県奄美市で40.0メー
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トル，沖縄県座間味村で38.4メートルの最大風速
を記録するなど，全国の広い範囲で非常に強い風
を観測したほか，和歌山県御坊市では2.96メート
ルの高潮を観測した。台風による暴風や大雨の影
響で，首都圏のJRや私鉄が10月 1 日朝，始発か
ら運転を見合わせる「計画運休」を初めて実施す
るなど，鉄道の運休や断水や停電，電話の不通な
どライフラインへの被害が発生した。
　総務省消防庁のまとめでは，この台風で 4人が
死亡，26人が重傷を負った。NHKは 9 月30日夜
から10月 1 日朝にかけての時間帯を中心に計16時
間余りの特設ニュースを放送した。

2．映像取材体制

（1）航空取材
　18年度は札幌・仙台・東京・新潟・静岡・名古
屋・大阪・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄の12
基地で15機のヘリコプターを運用し，災害などの
緊急報道に対応した。 7月の西日本豪雨や 9月の
北海道地震では，甚大な被害の状況を上空からい
ち早く伝えた。
　また，固定翼機の優先契約を継続。 8月の口永
良部島噴火警戒レベル引き上げ取材をはじめ，北
海道地震では取材要員の輸送も行った。
（2）IP中継・伝送体制
　インターネット回線を利用して映像伝送や生中
継が可能なIP機器は18年度にも追加の整備を進め
強化した。西日本豪雨ではこれらのIP機器を使い，
50を超えるクルーのライブ映像を発信した。各地
の放送局がライブ映像を必要なときに放送できる
仕組みを整え，地域のニーズに合わせたきめ細か
な放送を行った。
（3）デジタル展開・画像立体化システム
　ショート動画のSNS発信を大幅に増やしNHK 
NEWS WEBへの誘導を図った。また，西日本豪
雨や北海道地震では，VR（バーチャルリアリテ
ィー）で災害現場を撮影し公開した。放送番組の
理解促進のため，取材映像を活用したライブスト
リーミングを400回以上実施した。このほか，デ
ータジャーナリズムの技術を応用し，災害現場映
像の立体化も行った。
（4）東日本大震災
　震災 8年目となる18年度も，被災 3県への全国
応援を継続した。応援体制は年間およそ1,100人
日で発生からの 8年間で延べ 3万人近くとなっ
た。震災遺構の映像記録として 8 KやVRでの撮
影にも取り組んでいる。

（5） 4 Kへの取り組み
　歴史に残る瞬間を高精細な映像で伝えていくこ
とを目指し，4 Kでのニュース取材を進めている。
18年度は本部だけでなく各地の放送局へもカメラ
の配備を行った。シンガポールで行われた米朝首
脳会談の取材でも 4 Kカメラを使用。 4 K映像が
持つ豊富な情報量を基に加工を施すことで，うか
がえなかった車中のキム・ジョンウン朝鮮労働党
委員長の表情を浮かび上がらせることができた。

Ⅲ．選挙システム
　選挙システムは，本部ホストコンピューターと
全国のサーバー（EDBS）・端末などをネットワ
ークで結び，出口調査や最新の開票データなどを
集計することで，当選確実の判定や，番組・デー
タ放送・インターネットなどの開票速報画面の作
成などを行うための総合設備である。
　目下，選挙システムの刷新を行っており，これ
まで築いてきた「ホスト＋各局サーバー」システ
ムの構成から，本部サーバー単独システムへ統合
し，付帯する各システムの見直し（集約化）も実
施している。各システムの説明と，18年度の取り
組みを報告する。
①i-EDBSシステム
　選挙用集計データベースシステム。
　各局へ配備していたEDBS機能を本部へ集約
し，当確判定データから作画システムへのデータ
配信まで，すべての機能を集約した。各システム
間通信はHTTPプロトコル，扱うデータ形式は
XMLデータとなる仕組みとなっている。
②候補者データベースシステム
　選挙に関する基本的な情報（候補者名，肩書，
選挙種類，投票日などのデータ）を格納するデー
タベースシステム。
　老朽更新に伴うハード更新（18年度建設計画）
と，統合認証機能の実装を行った。
③選挙データベースシステム
　候補者データベースと連携し，各局事務局記者
が作成する各種選挙情報（取材体制，票読み等）
を格納するサーバー。このデータを基に投開票日
当日にi-EDBSサーバーで運用，管理，更新される。
　これまでの端末個々の管理からオンラインサー
バーでの編集保存を可能とすることでデータの堅
ろう性と使い勝手の向上を図った。
④タブレット出口調査システム
　期日前出口調査，当日出口調査について，これ
までの携帯電話方式からタブレット出口調査シス
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テムへ完全移行した。急な設問変更や党名変更な
どの対応が可能になり，出口調査に要する用紙の
削減，集計までの時間（かつては調査終了後に調
査員が携帯電話で入力していた）の短縮等，事務
局記者の負担軽減，調査員の作業時間の短縮など，
改善をすることができた。
⑤D-webシステム
　データ放送ゲートウエイシステムを本部集約
し，各局システム担当者の設備準備の負担軽減も
図った。インターネットコンテンツ用ゲートウエ
イ機能も実装している。
⑥FACE，KINDS
　FACEシステム（開票速報作画装置），KINDS
システム（当確当選者速報作画装置）については
新電文フォーマット対応を行った。既存の機能を
踏襲するとともに，マシンスペックの向上もあり，
作画シーンの拡充ができた。
⑦EMAPシステム
　選挙開票速報番組において，解説者による地図
イメージを用いた演出を想定した解説用作画装置。
各県の地図データ統一を図りながら，新システム
環境下で稼働する作画システムを放送技術局（開
発・CG），テレビニュース部（全中選挙班），ア
ートセンター担当者と共同で開発した。BRAIN
作画装置の後継機となり，解説者がタブレットで
システム制御することも可能である。
　i-EDBSシステムと各作画システムについては，
7月29日の和歌山市長選を手はじめに各県の知事
選，自民党総裁選，茨城県議選，沖縄県民投票ま
で新システムの安定運用をすることができた。
　統一地方選へ向けて，選挙端末ソフトの改修
（選挙区まとめ画面，手動当選機能）を行った。
FACE作画装置についてもBRAIN作画装置との
シーン継承を行い，大阪府議選でのアリンコ動画
演出など，シーンの充実を図った。また，開票速
報地図画面がインタラクティブに動く，作画装置
「EMAP」については，今後，地図を用いた演
出手法の可能性を広げる一翼としても期待でき
る。

Ⅳ．国際回線ネットワーク
　NHKでは，世界で起きた紛争や災害，国際情勢，
スポーツ中継などに24時間体制で対応するため，
海外総支局を結ぶ国際回線ネットワークを構築し
て運用している。

1．ネットワークの仕組み

　ニューヨークのアメリカ総局，パリのヨーロッ
パ総局そして東京の放送センターは，国際専用回
線（欧米日・欧日専用線）で結ばれている。欧米
の各支局は，それぞれの総局と回線で結ばれ，迅
速かつ安定的な映像収集が可能である。
　19年 3 月に「欧米日・欧日専用線」の契約が満
期を迎えネットワークの大幅な更新を行った。歴
史的な役割を終えた欧州と日本を結ぶ衛星回線
（欧日専用線）を廃止。 4 K伝送への対応，IP回
線，高速ファイル回線などで，回線の強化とリス
ク分散を実現させた。 4 K映像ファイルを実時間
より短い時間で高速転送する機能や，F-Portへ
の接続で，AIなどの最新技術活用による働き方
改革を取り入れた設計となっている。
　ファイルで番組配信する海外の放送局も出始め
ていることなどから，映像ファイルを自動的に基
幹システムに取り込むシステムも構築している。
このような最新技術は効率的なネットワーク運用
を可能にするだけでなく，より迅速な緊急報道を
可能にしている。
　このほかアジア・アフリカ・中東地域の支局も
東京まで迅速に映像を伝送できる回線を整えてい
る。

2．緊急報道と映像収集

　海外の政情不安・テロ・災害等の緊急報道では，
NHKの海外総支局や取材現場だけでなく，世界
各地の放送機関や通信社などからの映像を迅速に
入手することが重要となる。放送センターには，
海外からの映像入手を専門に扱うチームが24時間
体制で海外からの伝送路の確保と現場の記者やカ
メラマンを支援している。
　NHKでは世界19の国と地域，24の放送機関か
ら映像を受信しBS1の放送などで利用している。
緊急時にはこれらの映像の利用に加え，現地の放
送機関や通信社・映像プロダクションなどに直接
連絡をして映像入手を行っている。SNSなどに一
般の人から投稿される映像UGC（User Generated 
Contents）もニュースの重要なコンテンツとな
っている。 
　18年度は米朝首脳会談，南北首脳会談，米中間
選挙，英EU離脱関連，インドネシア地震など，
さまざまな国際ニュース映像を扱った。2018 
FIFA ワールドカップ，2018ジャカルタアジア大
会，MLB，プレミアリーグ，全豪・全英テニス
などの多岐にわたるスポーツ中継にも対応した。
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BS 4 K・BS 8 K開局スペシャルでは，南極から
4 K，イタリアから 8 K生中継の回線設計も行っ
た。18年度に世界各地から届いた映像は 3 万
3,148件，総伝送時間は， 4万2,530時間となった。

3．映像伝送から映像データ共有へ

　通信のデジタル化が進み，映像素材の収集方法
は大きな変革期を迎えている。送り手と受け手を
線で結び映像を送る，これまでの「伝送」から，
あらゆる所で自在に映像をアップロード・ダウン
ロードする「共有」に変わりつつある。技術の進
歩により，衛星・光ファイバー・インターネット
・携帯通信など多様な手法で国境を意識すること
なく映像を共有できる時代になった。
　映像ファイル共有については，海外でも
FPORTクラウドとの融合が進み，海外の外部映
像については，外部クラウドを活用したAI（人
工知能）解析・自動字起こし・簡易翻訳などの仕
組みを実現，運用を開始している。
　全世界から自在に映像を入手し付加価値の高い
サービスにつなげるためには，伝統的な技術から
AIやクラウドなどの最新技術まで幅広い知識と
ノウハウが不可欠になっている。

4．国際間の映像素材交換

　NHKは，国際回線を使って内外のニュース映
像を海外の放送機関にも提供している。
　このうち「アジアビジョン（AVN）」は，ABU
（アジア太平洋放送連合）傘下の30の国と地域，
36の放送機関（19年 4 月現在）が参加している。
15年度から衛星による素材交換をすべてインター
ネット経由に切り換え，毎日，素材ファイルを相
互に交換している。ファイル交換にしたことで回
線時間に縛られない即時性の高い交換を実現し
た。
　18年度に交換したニュースは 1万8,418項目，
このうちNHKは1,497項目のニュース映像をAVN
に提供した。アジアビジョンに提供された映像は，
ジュネーブのEBU（欧州放送連合）本部へもイ
ンターネットを経由したファイルで送られ，欧州
域内の放送機関に連日配信されている。

Ⅴ．ニュース
　国内では，18年の通常国会で「森友学園」の問
題を巡り財務省の決裁文書改ざんが明らかになり
政府・与野党で激しい論戦が展開された。行政機
関の公文書管理の在り方も問われた。加計学園獣

医学部新設を巡っては，元首相秘書官を参考人招
致し，野党側が追及した。重要法案の働き方改革
関連法などが成立した。 5月，民進党と希望の党
が合流し「国民民主党」を設立。
　 7月，オウム真理教元代表・麻原彰晃，本名・
松本智津夫死刑囚ら計13人の死刑執行。
　 9月，自民党総裁選挙で安倍首相が石破元幹事
長を破り 3選を果たす。翁長知事の死去に伴う沖
縄県知事選挙で，野党が支援し，アメリカ軍普天
間基地の名護市辺野古への移設阻止を訴えた玉城
デニー氏が当選。政府は12月に辺野古の海に土砂
投入を開始。19年 2 月の県民投票で「埋め立て反
対」が多数となり，対立が一層深刻化した。
　10月，臨時国会が召集され，外国人材の受け入
れ拡大のため新たな在留資格を設ける改正出入国
管理法が成立。
　11月，日産自動車のカルロス・ゴーン会長（当
時）が金融商品取引法違反容疑で東京地検特捜部
に逮捕され，12月，特別背任容疑で再逮捕された。
勾留は108日間におよび，19年 3 月，保釈金10億
円を納め保釈された。事件を受け企業ガバナンス
が改めて問われた。
　外交では 2度の米朝首脳会談をめぐり，安倍首
相がトランプ大統領と対応方針をすりあわせ，拉
致問題が米朝首脳会談で提起された。日ロ首脳会
談では平和条約交渉の加速が確認された。 2年半
ぶりの日中韓首脳会議で中国の李克強首相，韓国
のムン・ジェイン大統領が就任後初めて日本を訪
問した。安倍首相の中国訪問などで日中関係が改
善した一方，日韓関係は「徴用」などで悪化した。
　経済では，転換点とも言える事象が相次いだ。
政府が「戦後最長」とする景気回復は，19年 1 月
の景気動向指数で後退局面入りの可能性も示さ
れ，判断が分かれた。米中対立で自由貿易体制の
動揺も指摘される中，日米は18年 9 月の首脳会談
で 2国間交渉入りを合意。一方， 2兆円超の消費
増税対策などを盛り込んだ19年度予算は，一般会
計で初めて100兆円を超えた。コンビニの24時間
営業を巡り人手不足問題が一段と顕在化。さらに
18年10月に経団連は，企業の採用活動に関する指
針を21年入社分から策定しないことを決定。
　自然災害では，18年 6 月，大阪府北部を震源と
する最大震度 6弱を観測する地震で 6人が死亡し
た。 7月，西日本を中心に 1府10県に特別警報が
発表され河川の氾濫や土砂災害が相次いだ。死者
・行方不明者は200人を超えた。気象庁は「平成
30年 7 月豪雨」と命名した。 7月，埼玉県熊谷市
で国内観測史上最高となる気温41度 1 分を観測し
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た。 9月，台風21号が，25年ぶりに非常に強い勢
力で上陸。四国や近畿で猛烈な風が吹いたほか，
顕著な高潮が発生し，関西空港では滑走路が浸水
した。 9月，北海道厚真町で震度 7を観測する地
震が発生し，大規模な土砂災害などで42人が死亡。
気象庁は「北海道胆振東部地震」と命名した。地
震の影響で，国内では事実上，初のブラックアウ
トが発生し，電力の安定供給にも課題を残した。
　スポーツでは，レスリング，アメリカンフット
ボール，ボクシングなど競技団体の幹部や指導者
によるパワハラなどの不祥事が相次ぎ，スポーツ
庁などが再発防止への新たな仕組み作りを進め
た。大リーグでは 3月の開幕とともに大谷翔平選
手が投打の二刀流で活躍，大リーグ新人王に輝い
た。 6～ 7月には2018 FIFA ワールドカップ ロ
シアで，日本が 2大会ぶりに決勝トーナメントに
進出，ベスト 8入りはならなかった。 9月，テニ
ス全米オープンで大坂なおみ選手が優勝。四大大
会のシングルスを日本選手が制したのは初めて
で，大坂選手は全豪オープンでも優勝。大相撲の
横綱・稀勢の里が19年 1 月の初場所で引退を表明。
2月，東京五輪で活躍が期待される競泳の池江璃
花子選手が白血病と診断されたことを公表した。
3月，東京五輪の招致を巡る贈賄に関与した疑い
でフランスの司法当局から調査を受けているJOC
日本オリンピック委員会の竹田恆和会長が 6月の
任期いっぱいでの退任を表明。
　海外では，18年 6 月にアメリカのトランプ大統
領と北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長
による史上初の米朝首脳会談がシンガポールで行
われた。19年 2 月には 2回目の首脳会談も行われ
たが，非核化の在り方をめぐって双方が対立し事
実上の物別れに終わった。
　アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領が中
国からの輸入品に関税をかけ，それに中国が対抗
し制裁合戦に発展するなど，貿易摩擦が激化した。
　イギリスのEU離脱をめぐって政治的混乱が続
き，当初の離脱期限が延長されることになった。
　中東情勢ではシリア内戦でアサド政権の優位が
固まったほか，イラン核合意から一方的に離脱し
たアメリカとイランとの対立が深まった。
　アジアではマレーシアで独立以来初の政権交代
が実現したほか，タイではクーデター以降 8年ぶ
りとなる総選挙が実施された。

1．主なニュース番組

（1）総合テレビ
　毎正時のニュースのほかに早朝から深夜まで，

視聴者の生活サイクルを踏まえ，それぞれの時間
帯に即したニュース番組を放送した。
　朝の『NHKニュース　おはよう日本』や午前
の動きをまとめた『正午ニュース』，夕方には最
新ニュースや生活情報を伝える『ニュース　シブ
5時』，そして国内外のニュースを多角的に掘り
下げて伝えるメインニュース『NHKニュース
7』や『ニュースウオッチ 9』，さらに深夜11時
台には，ネット上のトレンドも盛り込みながら一
日を振り返る『ニュースチェック11』を放送し
た。
　さらに，土曜には 1週間のニュースを高精細な
4 K映像などで伝える新番組『週刊まるわかりニ
ュース』，日曜には海外ニュースを分かりやすく
伝える『これでわかった！世界のいま』を放送し
た。
　西日本豪雨や北海道地震などの災害，自民党総
裁選挙，史上初の米朝首脳会談やアメリカの中間
選挙，日産のゴーン前会長の逮捕など大きなニュ
ースの際は，放送枠の拡大や特設ニュースによっ
て分厚く速報した。
　18年度の放送枠の拡大回数は310回・約83時間，
特設ニュースは351回・約97時間に達した。また，
視聴者にいち早く情報を知らせるため画面に文字
で第一報を伝えるニュース速報は，全国向けだけ
で616回におよび，主要なニュースのほか地震情
報や交通情報など安全・安心に直結する情報を伝
えた。（数字は 3月末現在）
（2）Eテレ
　手話ニュースは，毎日伝える『NHK手話ニュ
ース』と月曜～金曜の夜の『NHK手話ニュース
845』，土曜の『週間手話ニュース』，日曜の『こ
ども手話ウイークリー』の 4番組を放送した。
（3）BS1
　『BSニュース』は，毎日朝 5時台から午後11
時台までの毎時50分から10分間を基本に国内外の
ニュースや各地の話題をコンパクトにまとめて伝
えた。
（4）R1・FM
　ラジオニュースには，災害時やそのおそれがあ
る時に“減災”に役立つ「安心ラジオ」の役割が
求められている。このため，18年度も緊急対応力
の強化を図った。
　まず，「さいたま報道別館」から毎月，訓練を
兼ねてニュースを放送し続けた。同別館は，首都
直下地震により渋谷の放送センターから放送がで
きなくなった場合に備えて整備されたもの。午後
の全中ニュースや昼前の気象情報，昼の関東ロー
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カルニュースなどさまざまな時間帯のニュースを
発信。放送回数を増やしたことで，ニュースデス
ク，アナウンサー，技術職員が経験を積む機会が
増え，習熟度の向上につながっている。
　また，11月19日には，緊急要員に指定されてい
る総務や放送，それに技術職員ら総勢約30人が参
集し，全中ニュースを送出するとともに，各種機
材の動作確認などを行った。隣県にある前橋局の
デスク等に加え，さいたま市内在住で，日ごろは
報道番組以外を担当している制作局のプロデュー
サーやディレクターも参加し，協会を挙げて災害
に備える体制を構築している。
　地震については，震度 5弱以上を観測した際に
は，通常番組を脱してR1・FM・R2の 3 波で地震
関連のニュースを伝えた。
　震度 6弱を観測した 6月18日の大阪北部地震で
は，午前 7時58分ごろの発災から午後 8時まで休
みなく，災害に特化した報道を続けた。東京に単
身赴任していて，たまたま大阪の家族の元に帰省
中だったデスクが，家族の安全を確認したうえで，
被害の大きかった現場に駆けつけ，電話リポート
を行うなど，ラジオの特色である機動性を生かし
た放送を行った。
　 9月 6日午前 3時 8分ごろに発災し，震度 6強
を記録した北海道地震では，北海道のほぼ全域が
停電する中，丸 2日間にわたって災害報道を発信
し続けた。ライフライン情報や生活情報を中心に，
エコノミークラス症候群の予防方法やスマホの電
池を長持ちさせる方法など，被災者が現に困って
いることへの対処法を伝え，「いざというときに
役立つメディア」として，ラジオの役割を果たせ
るよう努めた。
　 7月の西日本豪雨では，雨が強まる前から避難
と警戒を呼びかける放送を継続。被害が広がった
後も，その時点でどのような対応を取れば良いか
や，避難所での体調管理の注意点など，減災につ
ながる報道を行った。その後も， 1週間や 1か月
などの節目には，ラジオセンターから被災地に取
材クルーを派遣し，被災者の要望や困りごとなど
を直接，放送に反映した。さらには，この豪雨災
害をきっかけに，被災者の声を広くネットで集め，
番組で専門家が答える『災害列島　今、知りたい
こと　伝えたいこと』と題したネット双方向番組
を始めた。災害が多発する中，この枠を維持し，
被災者の声を随時番組で紹介している。
　 6月12日にシンガポールで行われた米朝首脳会
談では，両首脳の共同記者発表のもようをテレビ
の同時通訳の音声を活用しながら臨機応変に伝え

たほか，国際部デスクによる現地からのリポート
を交え，今後の見通しなどを多角的に報じた。
　アメリカのトランプ政権前半に対する国民の審
判の場として注目された中間選挙の際には，アメ
リカ政治に詳しい東大教授を招き，大勢が判明し
て間もない11月 7 日午後 2時過ぎから 1時間余り
にわたる特別番組をタイムリーに放送し，日本へ
の影響などを伝えた。
　東日本大震災 8年に際しては，東北各局の記者
が作成したリポートを午後 7時からの『NHKき
ょうのニュース』で連日放送した。さらに 3月10
日には，発災当時，小学生だった若者たちが全国
各地の小中学校を巡り，自らの体験や思いを今の
小中学生に語り伝える活動を進めている現状を特
別番組として取り上げた。
　このほか，特設ニュースや通常ニュースの時間
拡大を柔軟に編成して情報提供に努めるととも
に，インタビューの内容を文字にしてネットに配
信したり，AIスピーカーへのニュース配信を継
続したりするなど，デジタル機器に対応し，音声
の公共メディアとして一定の役割を果たした。

2．ニュースサイト「NHK�NEWS�WEB」

　NHKのデジタルサービスの基幹としてNHKの
各取材部門や各地の放送局が取材したさまざまな
ニュースをインターネットでいち早く公開してい
る。記者が深く掘り下げた「WEB特集」や，テ
レビでは伝えきれないホットな話題を取り上げる
「News Up」も連日掲載。
（1）放送同時提供，ライブストリーミング
　総合テレビの特設ニュースをサイトで配信する
放送同時提供は，「西日本豪雨」や「北海道地震」
「米朝首脳会談」など33回実施した。また，ライ
ブストリーミングは，18年度の約1.5倍に当たる
408回行い，緊急ニュースに加え「ノーベル賞」
や「各地の初日の出」といったニュースでも行っ
た。
（2）NHKニュース・防災アプリ
　16年 6 月に公開した「NHKニュース・防災ア
プリ」は，最新ニュースや災害情報，ライブ配信
などをまとめて提供するNHK公式アプリとして
定着している。
（3）特設コンテンツの展開
　注目ニュースは特設サイトを立ち上げ，情報を
まとめて提供した。「衝撃　日産ゴーン前会長　
事件の行方」「平成－次代への道標－」などのほ
か，小惑星への着陸に挑んだ「はやぶさ 2」の宇
宙空間での動きをスーパーハイビジョンのCGで
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映像化した「はやぶさ 2　生命の起源を探れ」も
提供した。
（4）リーチ拡大に向けて
　18年 3 月にはLINEのアカウントメディアに公
式アカウント「NHK NEWS」を開設。女性や若
者をターゲットに独自のオーダーを組んで展開
し，これまでNHKのコアユーザーではなかった
層へのリーチ拡大を図った。その結果，累計の購
読者登録は100万を超えソーシャルメディア活用
の 1つの事例となった。このほか「NHK NEWS 
WEB」では全国の鉄道情報を自動配信する「鉄
道運行情報」や，就職活動中の大学生向けの「就
活応援ニュースゼミ」なども展開し，リーチの拡
大を目指している。

3．支 局

〔北海道〕
　広大なエリアを抱える北海道で地域に密着した
取材を続ける支局は重要な役割を果たしている。
　札幌局・千歳支局は，北海道地震で閉鎖が続い
た新千歳空港の混乱や北広島市の住宅倒壊の惨状
を伝えた。
　札幌局・小樽支局は，市長・議会の対立で出直
し選挙となった小樽市長選挙を伝えた。外国人の
多い倶知安町で外国人に町内会参加を促す条例が
制定されたことを放送した。
　札幌局・岩見沢支局は 3月末で廃止するJR石
勝線夕張支線を惜しむ人々の声を発信した。天皇
退位関連儀式に使う馬具のメーカーを紹介した。
　旭川局・稚内支局は，ロシアの漁獲枠拡大など
による毛ガニの不漁を伝えた。また，利尻島で
106年ぶりにヒグマが目撃された際の混乱を伝え
た。
　釧路局・根室支局は，日ロ平和条約交渉で揺れ
る北方領土元島民の思いを発信した。ロシア排他
的経済水域でのサケマス流し網漁禁止の影響を伝
えた。
　室蘭局・苫小牧支局は，厚真町で震度 7を観測
した北海道地震の被害状況を伝えた。苫小牧市が
誘致を目指すカジノを含むIR＝統合型リゾート
を巡る動きを伝えた。
〔東北〕
　東北の支局は，東日本大震災，東京電力福島第
一原子力発電所の事故から 8年となる被災地の現
状と課題，復興の状況を継続して伝えたほか，人
口減少や過疎化が進む中での東北各地の暮らしや
産業などを取材，全国に発信した。
　仙台局・石巻支局は，震災が起きた「あの日の

消防通信記録」などを通して検証報道をしたほ
か，国の制度からこぼれ落ちる在宅被災者の深刻
な実態など被災地の今を全国に伝えた。
　仙台局・気仙沼支局は，震災から 7年 9か月た
って妻の遺骨が見つかった男性の思いや，復興の
実感に乏しい被災地の経済の現状，震災遺構の課
題などを全国に発信した。
　秋田局・大館支局は，国内外の秋田犬人気を年
間通じて報道。海外の五輪メダリストや元横綱に
秋田犬が贈られた話題をSNSで報じる一方，観光
客に対応する犬がストレスで「休職」したことな
どさまざまな側面をバランスよく伝えた。
　秋田局・横手支局は，人口が減る中，住民の共
助で地域社会を維持する試みを継続的に報道。共
助組織による雪下ろし活動，公共交通機関の運営
など，地域の生活に密着して課題を伝えた。
　秋田局・能代支局は， 1月に市内中心部で住宅
5棟が焼け消防隊員 2人が殉職する火災について
いち早く炎上する住宅の映像を撮影し，火災の怖
さなどを伝えた。
　山形局・鶴岡支局は，たんぱく質を原料とした
特殊な人工繊維を開発し世界に販路を求めるベン
チャー企業や，さびれた商店街を活性化しようと
模索する地方の商店の動きを取材した。
　山形局・酒田支局は，アマハゲのユネスコ無形
文化遺産登録や映画「おくりびと」のロケ地再生
の取り組み，鳥海山噴火時の避難計画策定など地
域の人に身近なテーマを詳しく伝えた。
　山形局・米沢支局は，発達障害かどうかはっき
りしない“グレーゾーン”の子を持つ親の苦悩
や，東日本大震災を契機に誕生した「臨床宗教
師」の活動など，人の心に寄り添う企画を発信し
た。
　盛岡局・大船渡・陸前高田支局は，被災地の復
興へ向けた課題などが争点となった大船渡市と陸
前高田市の市長選挙をきめ細かく取材。岐路に立
つ陸前高田の街再生や，アメリカの津波被災地に
住む若者と高校生の交流を全国に発信した。
　盛岡局・宮古支局は，沿岸の被災地を 1本のレ
ールで結ぶ三陸鉄道リアス線開通に期待を寄せる
沿線住民の思いと鉄道存続の課題を全国に発信。
震災後水揚げ量が回復しない漁業の窮状など復興
途上の被災地の状況を伝えた。
　盛岡局・釜石支局は，新たな住まいで孤立する
被災者を支える取り組みや，津波で役場職員の娘
を亡くした父親の姿を追った番組を制作。ラグビ
ーワールドカップ2019釜石開催に向けた地元の期
待を全国に伝えた。
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　福島局・郡山支局は，原発事故の避難指示が一
部で続く葛尾村の復興拠点整備や酪農再開などの
動きを伝えた。11月に小野町で起きた家族 7人が
死亡した火災や 2月に郡山市で起きた家族 4人死
亡の火災など，事件・事故も多かった。
　福島局・会津若松支局は，会津若松市に役場ご
と避難した大熊町を担当し，福島第一原発の立地
自治体では初の避難指示一部解除を継続して取
材，全国に伝えた。
　福島局・いわき支局は，廃炉の拠点になってい
たサッカーのトレーニング施設・Jヴィレッジの
再開や，東京オリンピックの聖火リレーのスター
ト地点の決定，福島第一原発や避難指示が続く双
葉町の現状を伝えた。
　福島局・南相馬支局は， 6月に天皇皇后両陛下
が出席された平成最後の植樹祭を伝えた。南相馬
市の海水浴場の 8年ぶり再開を中継で全国に報じ
たほか，浪江町の避難指示の一部解除後初めての
スーパー進出決定をいち早く伝えた。
　福島局・白河支局は，震災で崩れた白河市の小
峰城の石垣再建を全国にリポートしたほか，全国
から人々が訪れた戊辰戦争150年の節目の行事を
伝えた。地元出身の女子サッカー選手の日本代表
での活躍も取り上げた。
　青森局・八戸支局は，日本有数のサバの水揚げ
を誇る八戸港で，全国的なサバ缶ブームに期待す
る漁業者や加工会社を取材した。また，サッカー
「ヴァンラーレ八戸」が青森県初のJリーグ入り
を果たすまでの動きや地元の期待を詳しく伝え
た。
　青森局・弘前支局は，相次いだりんごの盗難事
件を取材し，被害農家の憤りや背景にある価格高
騰などを全国に報じた。また，TPP発効でりんご
の輸出増加に期待する農家の声も伝えた。
　青森局・三沢支局は，米軍機や自衛隊車両の事
故の補償交渉の動きをいち早く報じた。また，米
軍が三沢に赴任した兵士向けに実施している日本
文化を知るツアーの密着取材にも初めて成功し
た。
　青森局・むつ支局は，マグロへの新たな漁獲規
制で苦しむ大間町の漁業者の窮状を全国に発信し
た。また，春から夏が旬のウニに，スーパーで余
った野菜を与えることで，新しい冬の特産品にし
ようというユニークな取り組みも紹介した。
〔関東甲信越〕
　長野局・松本支局は，御嶽山の噴火災害後初め
ての山頂の立ち入り規制解除の節目に合わせ，遺
族の思いなどを全国に伝えたほか，サッカーJ1に

昇格した「松本山雅」の戦力や地元の期待を伝え
た。
　長野局・飯田支局は，リニア中央新幹線の工事
や新駅設置に向けた動きのほか，創意工夫で農業
の復活を目指す泰阜村の取り組みを発信した。
　長野局・佐久支局は，ラグビーワールドカップ
2019の事前合宿でイタリアチームが菅平高原を訪
れたのに合わせ，地元の盛り上がりの様子を伝え
た。
　長野局・諏訪支局は，夏場の大雨被害の状況な
どのほか，諏訪湖で個体数が減ったワカサギの生
息数回復の動きを伝えた。
　新潟局・村上支局は，地域の伝統行事や豊かな
自然を取材するとともに，村上市出身のオリンピ
ックメダリストの地元訪問のもようを伝えた。
　新潟局・佐渡支局は， 9月で10年を迎えたトキ
の野生復帰の取り組みや，地元産のおけさ柿をは
じめ農作物の台風被害について伝えた。
　新潟局・長岡支局は，東京電力柏崎刈羽原子力
発電所の火災トラブルや長岡市の官製談合事件に
ついて伝えた。また，魚沼産コシヒカリの特A復
帰までの取り組みを取材し，特集などで発信した。
　新潟局・上越支局は，糸魚川市の大規模火災か
らの復興に向けた動きを継続的に取材し，特産の
アンコウを生かした地域活性化策などを伝えた。
　甲府局・富士吉田支局は，外国人にも人気の富
士登山のにぎわいや環境保全の取り組みとともに
山頂付近で石積みが崩れ，登山道を塞ぐ被害をい
ち早く報じた。
　甲府局・大月支局は 3月に 2人の卒業生を送り
出し全校児童が 5人になった上野原市の小学校の
閉校式など山梨県東部の話題を伝えた。
　横浜局・横須賀支局は 8月，三浦海岸で横行し
ているレジャー客によるサザエなどの密漁の実態
や海上保安部による取り締まりの現場を伝えた。
　横浜局・厚木支局は戦時中に大和市などの軍需
工場で働いた台湾からの元少年工が来日し，地域
の人たちと交流した様子を伝えた。　
　前橋局・沼田支局は，みなかみ町長のセクハラ
問題で住民の声を伝えたほか，渋川市の震度 5弱
の地震で被災状況や復旧作業の様子を伝えた。
　前橋局・両毛広域支局は，記録的な暑さで知ら
れた館林市のアメダス移設のほか，外国人材の受
け入れ拡大前の医療面での体制不備を報じた。
　水戸局・つくば支局は，牛久市出身の横綱・稀
勢の里が初場所で引退した際に，恩師や同級生な
ど関係者のインタビューを取材し，全国に伝えた。
　水戸局・日立支局は， 6月に開かれた「全国高
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校生花いけバトル・関東大会」に初出場で初優勝
を果たした地元高校生チームの成長の軌跡を伝え
た。
　水戸局・かしま支局は，「鹿島アントラーズ」
のACL初優勝に合わせて地元の反応や元日本代
表，小笠原満男選手の引退会見を取材して伝えた。
　千葉局・成田支局は，開港40年を迎えた成田空
港の歴史や課題，それに施設・運用面での今後の
拡大計画についてリポートなどで伝えた。
　千葉局・銚子支局は，地元漁港が水揚げ量全国
一で，健康志向から人気が高まっているサバの魅
力などについて取材し，地域情報の発信を進めた。
　千葉局・東葛支局は，野田市の児童虐待事件に
ついて行政などの対応を取材したほか，日本画家
・平山郁夫氏の未公開作品の発見などを伝えた。
　千葉局・房総支局は，相次いで接近した台風に
関する防災情報を発信したほか，木更津市の電子
通貨を利用した地域活性化策などを取材した。
　宇都宮局・両毛広域支局は 9月，足利市内の
JRの踏切でお年寄りの男性が電車にはねられ死
亡した事故を取材し，遮断機も警報器もない踏切
の安全対策が進みづらい現状と課題を伝えた。
　宇都宮局・小山支局は，小山市内で，子育て支
援や児童虐待防止に長年取り組み，思春期の性教
育にも力を入れる保育士の活動を伝えた。
　宇都宮局・大田原支局は，国の特別天然記念物
の「ニホンライチョウ」の人工繁殖や，「オオタ
カ」が子育てをする林を守る取り組みなど，地元
で行われている環境保護活動を伝えた。
　さいたま局・秩父支局は，荒川の渓谷を利用し
てスリルを楽しんでもらおうという体験型のつり
橋のプレイベントを伝えた。
　さいたま局・所沢支局は，朝霞市にオープンし
た故・本田美奈子さんのミュージアムを取材し，
骨髄バンクをめぐる課題などを伝えた。
　さいたま局・熊谷支局は，熊谷市で41度 1 分と
いう国内観測史上最高の気温が観測されたことを
受けて，熱中症予防の取り組みなどを伝えた。
　さいたま局・春日部支局は，「クレヨンしんち
ゃん」などのゆかりの地，春日部市にオープンし
たアニメ拠点を紹介し，地元の期待を伝えた。
　首都圏放送センター・多摩支局は，在日米軍の
輸送機オスプレイの横田基地配備の実態や課題を
検証し，住民の不安など地域への波紋を伝えた。
〔中部〕
　名古屋局・豊橋支局では，南海トラフ地震につ
いて歴史文献から教訓を伝える取り組み，田原市
の津波堆積物から地震周期を読み解く研究をリポ

ートした。また，田原市で広がる豚コレラについ
ても連日伝えた。
　名古屋局・岡崎支局では，岡崎市のみそづくり
の木桶制作，香嵐渓の紅葉を保つための樹木医の
取り組みなど，日々の地域の話題を伝えた。また，
外国人が多い地域で，防災訓練などを取り上げた。
　名古屋局・中部空港支局は，台風による関西空
港閉鎖の影響で国際線の利用者が過去最高になっ
たことや， 2本目の滑走路建設につながる空港の
沖合での国の埋め立て工事の詳細を，独自に全国
にも伝えた。
　名古屋局・小牧支局は，市内の住宅に落下した
隕石について，いち早く情報を全国に発信すると
ともに，当時の状況や鑑定結果などの情報を詳し
く伝えた。
　岐阜局・高山支局は，介護老人保健施設での連
続死傷事件の取材に当たった。豪雨による土砂災
害で運行ができなくなったJR高山線については，
再開に合わせ鉄道の安全をテーマに企画を制作し
た。
　岐阜局・多治見支局は，『連続テレビ小説』「半
分、青い。」や20年に放送予定の『大河ドラマ』「麒
麟（きりん）がくる」で盛り上がる，東濃地方の
自治体などの動きを取材し，デイリーニュースや
企画で発信した。
　津局・四日市支局は四日市公害訴訟の最後の原
告が亡くなる直前まで語り部活動に執念を燃やす
姿を伝えた。また，全国のゆるキャラが競う大会
で四日市市が組織票を投じていた問題も伝えた。
　津局・尾鷲支局は人口減少で漁業従事者が減る
中，排他的だった漁協に企業が参入する動きや県
南部の 4漁協が合併する動きを取材し，今後の漁
業のあるべき姿について，伝えた。
　静岡局・浜松支局では看護師の女性が車ごと連
れ去られ山中で遺体で見つかった事件について，
発生から容疑者の逮捕，裁判まで継続して全国に
伝えた。また，自動車メーカー・スズキの中国で
の生産撤退，外国人労働者受け入れ拡大などに加
え，台風24号による大規模停電の住民生活や企業
への影響を多角的に全国に伝えた。
　静岡局・掛川支局では天皇皇后両陛下が掛川市
の障害者福祉施設「ねむの木学園」を訪問された
様子や学園の理事長で女優の宮城まり子さんの思
いなどを伝えた。
　静岡局・富士支局では世界文化遺産に登録され
て 6年目を迎えた富士山について，ユネスコから
求められている環境保全や混雑緩和に向けた対策
について継続して伝えた。また，17年にオープン
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した世界遺産センターの入館者の好調ぶりを伝え
た。
　静岡局・沼津支局では沼津市に本社を置くスル
ガ銀行の投資用不動産をめぐる不正融資問題で，
被害を受けたと訴えるサラリーマン投資家や被害
者弁護団などを取材し，全国ニュースのほか『ク
ローズアップ現代＋』で伝えた。また，急逝した
大沼前市長の後任を選ぶ沼津市長選挙や三島市長
選挙，地元を舞台にした人気アニメ『ラブライ
ブ！』の経済効果などを伝えた。
　静岡局・伊東支局では東京五輪・パラで自転車
競技の会場となっている伊豆市の準備や観光客誘
致に向けた取り組みを継続して伝えた。また，伊
東市に民間企業が計画しているメガソーラーをめ
ぐり地元住民や市が建設に反対している動きや，
前市長がホテルの跡地の売買をめぐり逮捕された
事件を伝えた。
　静岡局・下田支局では，西伊豆町の安良里港に
係留していた歌手の加山雄三さんのクルーザー
「光進丸」が全焼した火災について，発生から沈
没，引き上げまで継続して取材し全国に伝えた。
　金沢局・小松支局では，30代の 3人が白山市で
イノシシの肉や山菜など里山の資源を売り出す
「里山総合会社」を設立し，後継者不足の地域で
活性化に取り組む姿を伝えた。
　金沢局・能登支局では，能登半島沖の日本の排
他的経済水域で違法操業する北朝鮮の漁船が北海
道沖でも操業するようになったことなどからスル
メイカの水揚げが過去最低となったことを伝え
た。
　金沢局・輪島市局では，伝統行事「アマメハギ」
が秋田県の「男鹿のナマハゲ」などとともにユネ
スコの無形文化遺産に登録された際の地元の喜び
の声などを伝えた。
　富山局・魚津支局では，魚津市で建設中の全国
初の木造 3階建ての校舎について長期的に取材し
たほか，相次ぐ台風によるりんごなどの農業被害
や観測回数過去最多となったしんきろうを重点的
に取材した。
　富山局・高岡支局では，年間約40億円に上る財
源不足が明らかになり， 5年間の緊急プログラム
を始めた高岡市の取り組みを取材したほか， 4か
所に分かれていた南砺市の庁舎の統合問題につい
て伝えた。
　福井局・嶺南支局は，高速増殖炉もんじゅの本
格的な廃炉作業となる核燃料の取り出し作業につ
いて伝えた。また，関西電力が福井県外で設置の
検討を進める中間貯蔵施設について伝えた。

〔近畿〕
　近畿管内の各支局は，大阪北部の地震や西日本
豪雨，相次ぐ台風などの災害報道の拠点として，
被害の状況や復旧の状況をきめ細かく報じる一
方，豊かな自然と悠久の歴史・文化にあふれる地
域の今を伝えた。
　大阪局・関西空港支局は， 9月の台風21号の高
波による浸水や連絡橋へのタンカーの衝突によっ
て機能がストップした関西空港で，ターミナルビ
ルや取り残された利用客の様子などを伝え，その
後の復旧作業や新たな防災対策などを取材した。
また，ふるさと納税の寄付額が17年度全国トップ
の泉佐野市と過度な返礼品への規制強化を進める
国との対立を伝えた。堺市では市長の後援会の不
透明な会計処理とこれを受けた議会の動きを伝え
た。「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録
を目指す動きも取材した。
　和歌山局・南紀新宮支局は，IWC＝国際捕鯨
委員会からの脱退に関連して，捕鯨の町・太地町
の反応を取材したほか，19年 7 月の商業捕鯨再開
後の捕鯨スケジュールなどを取材した。また，過
疎地域で若者が始めたカフェなど地域の話題をき
め細かく取材，放送した。
　和歌山局・南紀田辺支局は，南海トラフの巨大
地震で津波が発生した場合，観光客をどう避難さ
せるか悩む自治体の取り組みをリポートしたほ
か，白浜町の動物公園で生まれたジャイアントパ
ンダを継続取材した。台風による高潮被害なども
取材した。
　和歌山局・橋本支局は，50年以上にわたって運
用されてきた高野山ケーブルカーの車体の更新を
継続して取材，放送したほか，県北部の地域の話
題，イベントを幅広く取材した。
　和歌山局・南紀串本支局は，台風が近畿で最も
早く接近する最前線として被害状況などの取材に
取り組んだ。また，伊勢エビ漁やアワビ漁，勇壮
な火祭り，ポンカンの収穫など，紀南の豊かな自
然や文化を幅広く取材した。
　神戸局・姫路支局は，西日本豪雨で大規模な土
砂災害が起きた宍粟市の生活再建について伝え
た。初公判から207日に及ぶ過去最長の裁判員裁
判では，殺人などの罪に問われた男に無期懲役の
判決が出るまでの過程を追い，特集した。定員を
大幅に超える園児を受け入れるなどの不正が発覚
した姫路市の認定こども園の元園長が逮捕された
事件も継続取材し，報じた。
　神戸局・豊岡支局は，西日本豪雨の被害状況や
観光への影響などを伝えた。朝来市の生野銀山の
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マネキンアイドルグループ「GINZAN BOYZ」
を継続取材したほか，国家戦略特区制度を活用し
た養父市の「ライドシェア」の取り組み，城崎温
泉の外国人向けゲストハウスのオープンなど地域
の話題を伝えた。
　神戸局・淡路支局は， 8月の台風20号で発電用
の風車が倒壊するなどの被害を伝えた。また，南
海トラフの地震などに備えた訓練を実施。阪神・
淡路大震災24年では震災の経験を伝える「語り
部」活動をしている男性の思いを伝えた。このほ
か，養殖サクラマスやトラフグの話題などをリポ
ートした。
　京都局・丹後舞鶴支局は，西日本豪雨で避難指
示が続く舞鶴市上福井地区の現状を継続的に伝え
たほか，相次ぐ台風の際には，高潮が懸念される
舞鶴湾の状況を中継で伝えた。また，引き揚げを
題材にした巨大絵画を展示した中国人画家の思い
を伝えた。さらに，健康食として注目されるアカ
モクの養殖技術開発を伝えた。
　京都局・学研都市支局は，大阪府北部の地震で
被害を受けた八幡市の状況を伝えた。また，国際
電気通信基礎技術研究所が脳科学研究を活用して
取り組んでいる運動能力や認知能力の回復につい
て番組で伝えた。南山城村への外資系高級ホテル
の進出，EUとのEPA発効で勢いづく伏見の酒蔵
や宇治茶業界についても伝えた。
　京都局・福知山支局は，西日本豪雨での福知山
市周辺の被害や復旧・復興の動きを継続的に伝え
たほか，その後の台風でも住民の早めの避難の様
子を細かく伝えた。また「漆かき」「松のこも巻
き」など，地域の風物詩も頻繁に伝えた。
　大津局・彦根支局は， 6月，近畿地方で過去最
強クラスの竜巻とみられる突風が発生した米原市
で中継を行うなど被災状況をいち早く伝え，その
後の復旧の取り組みなどを継続的に報じた。また，
国宝・彦根城の世界遺産登録を目指して，城の価
値を新たに見いだしていこうという地元の動きを
特集で伝えた。このほか，古い町並みを生かした
観光施設の再建に向けた動きを取材した。
　奈良局・奈良やまと路支局は，考古学報道の拠
点として，地元研究所や自治体の発掘調査成果を
随時取材。桜井市の纏向遺跡で見つかった大量の
桃の種が邪馬台国の女王・卑弥呼の時代と重なっ
たというニュースや，明日香村の小山田古墳が四
角い形をした方墳としては，国内最大規模と判明
したことなどを伝えた。 8月には，紀伊半島豪雨
から 7年になるのに合わせ，奈良県南部の被災地
を取材。災害時の情報収集にドローンを活用しよ

うという五條市などの試みや特産のわさび畑を復
活させようという野迫川村の男性の姿を追った。
〔中国〕
　中国地方の各支局は18年 7 月に襲った平成最悪
の大雨災害「西日本豪雨」とその後の復興に向き
合った。
　広島局では呉支局，東広島支局，尾道支局，福
山支局の担当地域などが豪雨の被災地となった。
特に呉支局の担当エリアでは山あいでの土砂崩れ
が相次ぎ呉市と竹原市で計34人が死亡した（災害
関連死含む）。呉市への交通網は寸断され支局も
孤立した。
　広島局・尾道支局も支局の入る建物が断水とな
り，しばらく福山支局から尾道市周辺を取材する
ことを余儀なくされた。
　尾道市では 4月，瀬戸内海の向島に愛媛県の今
治刑務所を脱走した男が約 3週間にわたって潜
伏。島の出入りを警察が厳戒態勢で監視したが男
は雨天をついて泳いで本土側に逃亡。広島市内で
身柄を確保されるまで中国地方各局から取材人員
を投入して男の行方を追い，影響等を伝えた。
　広島局・三次支局と東広島支局も地域の催しな
どを伝えた。
　 7月の西日本豪雨では，岡山局の倉敷支局と新
見支局の管内で大きな被害が出た。岡山県内の死
者行方不明者は，倉敷市真備町を中心に70人超
（災害関連死含む）に上りニュース，番組を数多
く出した。
　岡山局・津山支局では，津山市内で不審火が相
次いでいた事件で，10月，元消防団員の男が放火
容疑で逮捕されたことをいち早く伝えた。
　岡山局・備前支局は， 9月に瀬戸内市が表明し
た国宝の日本刀の購入をめぐり，公費を投入する
かどうか，方針が二転三転したことを伝えた。
　豪雨では山口県内でも岩国市と周南市で計 3人
が死亡したほか，日本酒「獺祭」で知られる岩国
市の酒造会社が生産を中断，JR山陽線も寸断さ
れるなど大きな被害が出た。山口局・岩国支局と
周南支局は，被害の実態や復旧の取り組みをリポ
ートなどで継続的に伝えた。
　岩国支局の担当エリアでは，瀬戸内海にある屋
代島が全国的に注目された。 8月，島内の母親の
実家を訪れていた 2歳男児が行方不明になった。
男児を発見したのが警察・消防ではなく，大分県
から駆けつけた高齢のボランティアの男性だった
ことが話題を呼びこれを手厚く伝えた。また，大
阪の警察署から逃走した男が，四国から自転車で
移動する途中， 9月に同島内の温泉施設などを訪
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れその後県内で逮捕された。10月には，島と本土
側を結ぶ唯一の橋にドイツ船籍の貨物船が衝突し
て送水管などが損壊。 1か月以上，ほぼ全域で断
水が続き，観光産業などが大きな打撃を受けた。
岩国支局は，断水による住民生活への影響や損害
賠償の動きなどをリポートや番組で伝えた。
　10月には宇部市で少年時代を過ごした京都大学
特別教授の本庶佑さんがノーベル医学・生理学賞
を受賞し，山口局・宇部支局は関係者の喜びの声
などを伝えた。
　鳥取局・米子支局では，18年 6 月と19年 2 月に
行われた米朝首脳会談で北朝鮮による拉致事件が
提起されたことを受け，米子市の拉致被害者・松
本京子さんの兄・孟さんの反応など拉致問題につ
いて継続して伝えた。また，中国地方の最高峰，
大山の開山1300年の記念式典が 8月，皇室から眞
子さまが出席され米子市で開かれたことなどを伝
えた。
　鳥取局・倉吉支局は，最大震度 6弱の揺れを観
測した鳥取県中部の地震から 2年となるタイミン
グで復興状況や残された課題などを中継で伝え
た。19年 1 月には国の登録有形文化財の倉吉市役
所を設計した建築家・丹下健三の貴重な未公開フ
ィルムが見つかったことをいち早く伝えた。
　島根県西部も大きな災害が相次いだ。4月には，
大田市で震度 5強を観測する地震が発生し，松江
局・浜田支局は現地の状況を中継を交えながら伝
えた。また，復興への取り組みも伝えた。
　西日本豪雨では，県西部を流れる江の川の流域
で広範囲に浸水被害が起きた。発生直後から浜田
支局は現地入りしきめ細かく伝えた。また，18年
3 月に路線が廃止されたJR三江線についてもそ
の後の代替交通の課題や旧駅舎など「鉄道遺産」
を活用した地域興しの動きを詳しく伝えた。
〔四国〕
　四国地方の各支局は， 7月の西日本豪雨や台風
など 1年間，災害報道の拠点として大きな役割を
果たしたほか，地域に密着した課題などを取材し，
地域や全国へ発信した。
　松山局・八幡浜支局は，肱川が氾濫し，大洲市
と西予市で 8人が犠牲になったことを受けて，ダ
ム放流情報の周知の在り方を検討する国の会合や
地域を支える施設再開の動きを丁寧にフォローし
た。甚大な被害が出た地区の復興計画を住民も交
えて検討する動きもきめ細かく取材した。
　松山局・今治支局は，豪雨で被害を受けた上島
町の神社を再建しようとする住民の動きや，災害
の復旧に欠かせない重機を扱える人材を育成しよ

うという取り組みを取材，発信した。
　松山局・新居浜支局は，豪雨によって被害が出
た西予市野村町の取材に加わり，家族を失った遺
族の思いを全中発信した。また，障害のある人た
ちに気軽に利用してもらおうとバリアフリーに配
慮した新居浜市のカラオケスナックを取材し，店
に集う人たちと店を切り盛りする女性の思いを伝
えた。
　松山局・宇和島支局は，西日本豪雨が起きた際，
県南部の取材拠点になった。土砂災害で計11人の
犠牲者が出た宇和島市吉田町の遺族取材にあたっ
たほか，一部区間で不通になったJR予讃線の運
転再開に向けた動きなどを詳しく伝えた。
　高知局・くろしお報道室は，西日本豪雨で被災
地に向かう途中からIP回線を使った現場 1報中継
でいち早く豪雨の状況を伝えたほか，死者 2人が
出た大月町を中心に，甚大な被害を克明かつ継続
的に取材し，全国に発信し続けた。高知県と九州
を結ぶ唯一の海路・宿毛フェリーの運休問題では，
会社をめぐる係争の推移や運休の背景について 5
本の独自ネタを出稿した。
　徳島局・阿南支局は， 8月と 9月に台風が上陸
した際，海陽町から暴風の状況などを中継で伝え
た。また，タケノコ農家の高齢化による竹林の荒
廃や，間伐した竹で紙を製造するなど，竹林を守
る地元NPOの取り組みを伝えた。さらにセンバ
ツ高校野球の「21世紀枠」で初出場した富岡西高
校の活躍や地元の盛り上がりを伝えた。
　高松局・丸亀支局は，西日本豪雨やその後の台
風で大規模な石垣の崩落が起きた丸亀城の被害状
況を詳細に伝え，復旧への動きを継続的に取材し
た。また，弘法大師・空海が現在の中国・陝西省
で修行した縁で，香川県と陝西省が友好提携を結
んで25年となるのを記念して19年 3 月に派遣され
た学生の訪問団に同行取材し，日中両国の学生の
交流を伝えた。
〔九州・沖縄〕
　九州・沖縄の支局は，豪雨・地震などの自然災
害や事件・事故，地域の課題などの取材で重要な
役割を果たしている。
　福岡局・飯塚支局は，西日本豪雨で被害を受け
た飯塚市や嘉麻市の復興に向けた動きを継続的に
取材した。
　福岡局・行橋支局は 7月，行橋市の須佐神社の
夏祭り「今井祗園祭」に77年ぶりに登場した「か
き山」の様子を取材し，見物客の反応などととも
に伝えた。
　福岡局・久留米支局は，九州北部豪雨の被災地
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を継続的に取材し，毎月，復興に向けた動きを伝
えたほか，筑後地方の医療・福祉分野の先進例を
紹介した。
　福岡局・大牟田支局は，保存か解体かで揺れる
大牟田市役所本館をめぐる動きを丁寧に伝えると
ともに，琴奨菊と，地元・柳川市との交流を取材
した。
　熊本局・阿蘇支局は，年間を通じ，熊本地震の
復興に向けた動きや観光振興の取り組み，阿蘇山
の火山活動を巡る動きを取材した。
　熊本局・県北支局は，健康や美容の面で炭酸水
がブームとなる中，地元企業が，氷に炭酸を閉じ
込めた「炭酸氷」を開発した話題を伝えた。
　熊本局・県南支局は「マルメロ」という江戸時
代にヨーロッパから伝来したとされる果物で作ら
れた菓子を復活させる地域の取り組みを紹介し
た。
　熊本局・天草支局は，イルカウォッチングが盛
んな天草を「イルカの聖地」としてさらに活性化
させようと活動する女性の姿を紹介した。
　熊本局・人吉支局は，元高校球児たちが甲子園
を目指す「マスターズ甲子園」出場を地元のチー
ムが勝ち取った話題を伝えた。
　熊本局・水俣支局は，水俣病を伝え続けるとと
もに，人気の牛乳を作る酪農家や，「相撲甚句」
全国大会で好成績を収めたグループの話題を紹介
した。
　長崎局・佐世保支局は，新たに発足した上陸作
戦専門の陸上自衛隊水陸機動団を取材し，安全保
障最前線の動きを伝えた。
　長崎局・島原支局は，諫早市と島原市を結ぶ島
原鉄道について，厳しい経営が続く中，存続に向
けた取り組みを全国に向けて発信した。
　長崎局・諫早支局は，九州新幹線長崎ルートに
ついて，暫定開業に向けて建設が進む様子を伝え
た。
　長崎局・五島支局は，世界文化遺産に登録され
た潜伏キリシタン関連遺産を巡る動きを伝えた。
　鹿児島局・奄美支局は，相次いで接近した台風
の最新情報を発信。 9月の台風24号は特に被害が
大きく，消失した灯台の再建などの動きも伝えた。
　鹿児島局・鹿児島空港支局は，噴煙が8,000メ
ートルに達するなど火山活動が活発化した新燃岳
について，自治体の対応や道路規制を細かく伝え
た。
　鹿児島局・薩摩川内支局は 2月，九州電力川内
原子力発電所の事故を想定した大規模な防災訓練
を取材し，初参加の高校の避難訓練や課題などを

伝えた。
　鹿児島局・鹿屋支局は，『大河ドラマ』「西郷ど
ん」のオープニング映像に使われた南大隅町の
「雄川の滝」が観光客に人気となっていることな
どを発信した。
　宮崎局・都城支局は 4月，霧島連山の硫黄山の
噴火で，田植えができなかった農家への影響や対
策について継続して伝えた。
　宮崎局・延岡支局は，相次いだ台風による被害
・影響を幅広く取材し，特に再三にわたる浸水被
害への対策を詳しく伝えた。
　宮崎局・日南支局は，海岸に居ついていたアザ
ラシが行方不明になった後，目撃情報が寄せられ
たり，水中で撮影されたりした状況を継続的に伝
えた。
　大分局・中津支局は， 4月に耶馬溪で起きた大
規模な土砂崩れについて，発生直後から救出状況
やそのメカニズムなどを伝えた。
　大分局・日田支局は，九州北部豪雨の被災地を
継続取材し，みなし仮設での暮らしの実情など復
興の課題を伝え続けた。
　大分局・佐伯支局は，台風18号被害から 1年以
上がたって修復された大水車が，再び動き出した
様子をリポートし，復興の歩みを伝えた。
　佐賀局・唐津支局は， 6月の玄海原発 4号機再
稼働と地元反応などを伝えた。 7月の西日本豪雨
では土砂崩れなど県北部の被害を伝えた。
　沖縄局・沖縄中部支局は，普天間基地の名護市
辺野古への移設問題や嘉手納基地の騒音問題，名
護市議選などについて伝えた。
　沖縄局・名護支局は，基地移設問題をめぐる辺
野古での動きを伝えたほか，人気の観光スポット
「沖縄美ら海水族館」でのイベントなどを伝え
た。
　沖縄局・宮古島支局は，伝統行事「パーントゥ」
の無形文化遺産登録について伝えたほか，特産品
のマンゴーなどについて伝えた。
　沖縄局・八重山支局は，自衛隊の配備計画で揺
れる石垣島の住民の動きを伝えたほか，与那国町
議会で99回にわたって行われた議長選挙について
伝えた。

4．海外総支局

　19年 3 月31日現在， 4総局・26支局の計30の総
支局で計82人が業務にあたっている。
　アジア総局管内では，重要な選挙が相次いだ。
このうち18年 5 月のマレーシアの総選挙では独立
以来初の政権交代が実現し，92歳のマハティール
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氏が15年ぶりに首相に返り咲いたほか， 7月のカ
ンボジアの総選挙は野党が排除された形で行わ
れ，国際社会から批判が上がった。また，19年 3
月には軍主導の暫定政権が続くタイで， 5年前の
クーデター以降初となる総選挙が行われた。この
ほかインドネシアのスラウェシ島で地震と津波の
災害が発生し，2,000人以上が死亡，ニュージー
ランドでは白人至上主義的な考えを持っていたと
みられる男がモスクを襲撃して50人が死亡する事
件があり，緊急報道に取り組んだ。
　韓国では，10月以降，太平洋戦争中の「徴用」
をめぐる問題で日本企業に賠償を命じる判決が相
次ぎ，日韓関係の悪化を引き起こした。
　北朝鮮は，18年に入ると一転して融和的な姿勢
を打ち出し， 4月には南北軍事境界線上で史上 3
回目となる南北首脳会談が行われ「朝鮮半島の完
全な非核化」などで合意した。また， 6月にはキ
ム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が，アメリカの
トランプ大統領と史上初の米朝首脳会談をシンガ
ポールで行った。19年 2 月にはベトナムで 2回目
の米朝首脳会談も行われたが，非核化の在り方を
めぐって双方が対立し，事実上の物別れに終わっ
た。
　中国総局管内では 3月，中国の重要政策を決め
る全人代・全国人民代表大会が開かれた。アメリ
カのトランプ大統領が中国からの輸入品に関税を
かけ，それに中国が対抗する制裁合戦のさなかだ
ったが，全人代では貿易摩擦に対処しながら安定
した経済成長を目指す姿勢が示された。
　台湾では，11月に統一地方選挙が行われ，与党
が野党に大敗し，蔡英文総統が党主席を辞任した。
総統職は続投することとなった。
　ヨーロッパ総局管内では，イギリスでEU離脱
をめぐる政治的な混乱が続いた。EU側との交渉
の末にまとめた「離脱協定案」が，イギリス議会
で 3度にわたって否決され，当初19年 3 月として
いたEU離脱は延期されることになった。
　ドイツでは10月，メルケル首相がキリスト教民
主同盟の党首を今期限りで退くことを明らかにし
た。首相職には21年の任期満了までとどまるもの
の，その後は政界を引退する意向を示した。
　ロシアでは，プーチン大統領が 4期目の任期に
入り，北方領土問題を巡って安倍総理大臣との間
で日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速させることで
一致した。
　10月に発表されたノーベル平和賞にはコンゴ民
主共和国のデニ・ムクウェゲ医師とイラクの人権
活動家ナディア・ムラドさんが選ばれた。戦争な

どにおける性暴力の根絶の努力が評価された。
　中東では，過激派組織IS・イスラミックステー
トの影響力が後退したものの，シリアでは内戦が
続き，アサド政権の優位が固まった。また，イラ
ン核合意から一方的に離脱したアメリカがイラン
に対する経済制裁を発動し，両国の対立が深まっ
た。10月，サウジアラビア人ジャーナリストのジ
ャマル・カショギ氏がトルコの総領事館で行方不
明となり殺害された。サウジアラビアのムハンマ
ド皇太子が関与したのではないかとの疑惑が浮上
したが，サウジアラビア当局は11人を殺人罪など
で起訴したものの，皇太子の関与を否定した。
　アメリカ総局管内では，アメリカ第一主義を掲
げるトランプ大統領が 5月，在イスラエル大使館
をエルサレムに移転したほか，10月にはロシアと
の中距離核戦力（INF）全廃条約の破棄を表明し
た。また，南シナ海進出などを図る中国をけん制
して安全保障・経済分野で圧力を強める姿勢を示
した。内政では，トランプ政権に対する審判の場
と位置づけられる中間選挙が11月に行われ，上院
は与党・共和党が，下院は野党・民主党が過半数
を占めた。アメリカ議会は両院で多数派が異なる
「ねじれ」が生じることになった。
　中南米では，10月にブラジルで大統領選挙の決
選投票が行われ，過激な発言で「ブラジルのトラ
ンプ」とも呼ばれるボルソナロ氏が初当選した。
ベネズエラでは，マドゥーロ大統領と暫定大統領
就任を宣言した野党のグアイド国会議長が対立し
て国内が混乱，マドゥーロ大統領は支援物資の搬
入を拒否し，人道危機ともいえる状況に陥った。
　海外総支局では，国際放送の拡充やインターネ
ット展開に合わせて発信力を強化し，世界の最新
情勢を正確かつ迅速に伝えている。
NHKの海外総支局（19年 3 月31日現在）
■アジア総局（バンコク）：マニラ，ジャカルタ，
ハノイ，ニューデリー，イスラマバード，シンガ
ポール，シドニー，ソウル
■中国総局（北京）：上海，広州，香港，台北
■ヨーロッパ総局（パリ）：ロンドン，ブリュッ
セル，ベルリン，ウィーン，カイロ，ドバイ，ヨ
ハネスブルク，エルサレム，テヘラン，モスクワ，
ウラジオストク
■アメリカ総局（ニューヨーク）：ワシントン，
ロサンゼルス，サンパウロ
　以上の30総支局で，記者，ディレクター，カメ
ラマン，技術担当，経理担当，計82人の特派員が
業務にあたっている。
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Ⅵ．気象情報
　総合テレビの気象情報の放送時間は，平日の定
時枠を合計して 1日約 1時間20分で，13人の気象
予報士が各番組に出演し解説などを行った。
　定時の気象情報以外では，18年度は「緊急気象
解説」をスタートした。この新たな気象解説は，
気象予報士にしか伝えることができない「予報」
すなわち雨や風の見通しに特化し，災害時の特設
ニュースなどで繰り返し伝えるもので，西日本豪
雨や台風21号の報道などで積極的に展開した。す
でに発生した被害を伝えるだけでなく，刻々と変
わる“この先”の災害リスクへの呼びかけを強
め，防災・減災につなげていくのが狙いで，豪雨
や台風の被害が相次いだ 7月から 9月までの 3か
月間に行った「緊急気象解説」は400回を超えた。

Ⅶ．スポーツ

1．サッカー

〔2018 FIFA ワールドカップ〕
　 4年に一度行われるサッカーの祭典，ワールド
カップが 6月14日から 7月15日にかけてロシア11
都市12会場で開催された。日本は 6大会連続 6回
目の出場。今大会は 1次リーグを 1勝 1分け 1敗
で 2大会ぶりの決勝トーナメント出場を果たし
た。 1回戦でベルギーに敗れベスト16の成績で終
わった。
　NHKでは，総合テレビで開幕戦，日本戦 2試合，
決勝戦を含む32試合を生中継。BS1では全64試合
を中継。R1では12試合を中継した。
　また，デイリーハイライトやウイークリーハイ
ライト番組もたっぷり放送した。
　さらに現地に 8 K中継車を持ち込み，開幕戦，
日本戦 1試合，決勝など 8試合の制作を行った。
〔AFCアジアカップ2019〕
　 4年に一度，アジアサッカーの王者を決めるア
ジアカップが， 1月 5日から 2月 1日にかけてア
ラブ首長国連邦で開催された。日本は 2大会ぶり
の優勝を目指していたが，決勝戦でカタールに敗
北，準優勝に終わった。NHKでは日本戦全 7試
合を含む22試合を中継。現地ホスト局制作の映像
にユニカメラ 4台を加えた海外オペレーションを
行った。
〔Jリーグ・天皇杯・皇后杯〕
　Jリーグでは17年シーズンからJ1・J2・J3すべ

ての試合の映像をJリーグが制作し，インターネ
ットを通じて配信するサービスが始まっている。
J1では「サンフレッチェ広島」がシーズン中盤ま
で独走していたが， 9月以降，前年王者の「川崎
フロンターレ」が強さを見せ，2節を残して優勝，
2連覇を飾った。
　BS1では，J1・J2合わせて合計38試合を放送。
総合テレビでは，優勝争いなど注目カード合計 7
試合を放送した。また，NHK地方局によるロー
カル放送はJ1・J2・J3延べ48試合だった。
　天皇杯全日本サッカー選手権はNHKが96年か
ら共催となっている大会。決勝はアジアカップの
日程，また，「鹿島アントラーズ」のACL優勝の
ため，12月 9 日埼玉スタジアムで開催。「浦和レ
ッズ」が 7回目の優勝を果たした。 2回戦から決
勝の 8試合をBS1で放送した。
　皇后杯全日本女子サッカー選手権は，準々決勝，
準決勝，計 4試合をBS1で放送。決勝は元日に開
催され総合テレビとR1で放送した。

2．プロ野球

　セ・リーグは「広島」が球団史上初となる 3連
覇を達成した。パ・リーグは「西武」が，10年ぶ
り22回目の優勝を果たした。日本シリーズは，「ソ
フトバンク」がパ・リーグ 2位からクライマック
スシリーズを勝ち抜いて出場した。優勝は 4勝 1
敗 1 分で「ソフトバンク」。 2年連続 9回目の栄
冠に輝いた。
　18年はレギュラーシーズンを地上波・BS1合わ
せて115試合，クライマックスシリーズをBS1で
7 試合，日本シリーズをBS1で 3 試合，合計125
試合の放送をした。
　「西武」がパ・リーグ優勝に王手をかけた 9月
30日は，「日本ハム対西武」を追加放送。マジッ
ク対象チームとなる「ソフトバンク」の「ソフト
バンク対ロッテ」をBS102chでマルチ編成を展開
し，優勝の瞬間を伝えた。
　クライマックスシリーズでは，これまで放送が
なかった「広島」戦の放送権を獲得。注目のファ
イナル第 1戦「広島対巨人」を伝えた。
　日本シリーズは第 1戦が引き分けだったため第
8戦， 9戦の可能性が浮上。 7戦までに決着がつ
かない場合に備え放送権を獲得したが，第 6戦で
「ソフトバンク」の優勝が決定した。
　2018シーズンは，スタジアムを見せる演出にも
こだわった。ロケや中継カメラで「イベント」や
「グルメ」など各球場ならではの魅力を紹介し
た。地方球場シリーズと銘打ち，熊本，那覇，旭
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川からも中継。その土地ならではの野球観戦スタ
イルを伝えた。
　 5月には『ゆる～く深く！プロ野球』第 4弾を
BS1で実施。初めて関東の球場を離れ仙台・楽天
生命パーク宮城を舞台に行った。放送センターの
スタジオにゲスト，解説を招いて，ふだんの中継
とは一線を画した角度から野球の魅力にとことん
こだわって放送した。ツイッターやメールからの
質問，意見も多く寄せられた。
　映像面ではレギュラー球場すべてでワイヤレス
カメラを導入しさまざまな角度から野球を見せ
た。CGは新しいデータシステムを導入しプロの
プレーを多角的に表現した。

3．大リーグ

　2018シーズンはレギュラーシーズン185試合，
ポストシーズン30試合，オールスターゲーム 1試
合を放送。うち総合テレビでは11試合を放送した。
レギュラーシーズンでは，投打の“二刀流”で活
躍しアメリカンリーグの新人王を獲得した大谷翔
平選手の出場試合を中心に中継。ポストシーズン
では「ヤンキース」田中将大，「ドジャース」前
田健太の活躍を伝えた。ワールドシリーズは前田
が所属する「ドジャース」を「レッドソックス」
が倒し 9回目のシリーズ制覇を果たした。

4．大相撲

　年 6場所90日間の本場所を総合，BS101ch・
102ch（サブチャンネル），R1で放送。BSの時間
は副音声で場内音声のみ，総合では副音声バイリ
ンガル放送，生字幕放送を実施。ハイライト番組
として「大相撲幕内の全取組」を放送。NHKワ
ールドや国際放送のアプリでもひと場所 3日間の
放送を実施。
　18年度は春，夏場所と横綱・鶴竜が自身初の連
覇を果たした。名古屋場所では関脇・御嶽海が初
優勝。長野出身の幕内優勝は優勝制度が始まって
初めて。東洋大学出身でも初めての優勝。秋場所
は横綱・白鵬が41回目の優勝を幕内通算1,000勝
の記録とともに決めた。九州場所では22歳の新鋭，
小結・貴景勝が初優勝。18年は初場所の栃ノ心を
含め 6場所中 3人が初優勝した。19年初場所には
またもや玉鷲が初優勝。続く春場所は平成最後を
締めると宣言していた横綱・白鵬が優勝した。
　出来事としては18年 9 月に貴乃花親方が協会を
退職。弟子たちは千賀ノ浦部屋へ移籍。10月は54
代横綱・輪島氏が死去。19年の初場所では横綱・
稀勢の里が引退。また，ベテランの豪風も引退。

春場所は関脇・貴景勝が10勝を挙げて内容ともに
評価され平成最後の場所で大関に昇進を果たし
た。

5．ゴルフ

　第28回日本シニアオープンゴルフ選手権は，史
上初めて北海道での開催となった。会場は，苫小
牧市のニドムクラシックコース。圧巻のゴルフで
終始冷静沈着なプレーを見せたプラヤド・マーク
センが通算 5アンダーで優勝。大会 3連覇を果た
した。
　第51回日本女子オープンゴルフ選手権は，千葉
県野田市の千葉カントリークラブ・野田コースで
開催。第 1ラウンドから突っ走った世界ランク 4
位のユ・ソヨンが優勝。大会 3連覇の期待がかか
った畑岡奈紗は 3打差の 2位に終わった。
　第83回日本オープンゴルフ選手権は，横浜市の
横浜カントリークラブで開催された。第 3ラウン
ドで首位に立った稲森佑貴が最終日もスコアを伸
ばして優勝。ツアー初優勝が日本オープンという
快挙を成し遂げた。
　2018シーズンは，衛星を使って残り距離を計測
・表示することに成功。また，グリーンの傾斜等
をバーチャル表示するなど，多角的な見せ方で放
送した。

6．ATPテニスツアー

〔ウィンブルドン〕
　男子単で錦織圭が自身初のベスト 8に進出。錦
織・大坂なおみや，男女単準決勝・決勝など24試
合（生・録画）を地上波で放送した。男子準決勝
のアンダーソン×イズナーは，最終セット26-24，
大会史上 2番目に長い 6時間36分の死闘となっ
た。
〔全豪オープン〕
　女子単で大坂が日本選手として初優勝，男子単
でも錦織がベスト 8に進出し，大きな注目を集め
た。日本との時差 2時間の好条件の中，大坂・錦
織の全12試合を総合テレビで生中継。深夜の録画
枠でも14試合を放送した。
〔ATPテニス〕
　男子ツアーの最高峰マスターズ1000の全 9大会
とツアーファイナルを，錦織の試合を中心にBS1
（生）と総合テレビ（録画）で放送。錦織はモン
テカルロで準優勝，ローマ・上海・パリの 3大会
でベスト 8に進出しケガからの復活を果たした。
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7．Bリーグ

　国内最高峰のプロバスケットボール，Bリーグ。
18年 5 月に行われたチャンピオンシップ，ファイ
ナルでは「アルバルク東京」と「千葉ジェッツ」
が対戦した。第 3クオーター以降，終始リードし
た「東京」が勝利し， 2代目の王者に輝いた。中
継は 4 Kで制作し，BS1での放送に加え 8 Kにア
ップコンしてSHVの試験放送でも生中継した。
　 3年目のシーズンは10月 4 日に開幕し，「千葉
ジェッツ」と「川崎ブレイブサンダース」が対
戦。BS1では開幕戦のほか15試合を放送した。ま
た，富山で行われたオールスターゲームも生中継
した。
　シーズン中に行われたワールドカップのアジア
予選で日本は 8連勝し，13年ぶりの本大会出場を
決めた。Bリーグのレベルアップが着実に代表の
強化につながっている。

東京オリンピック・パラリンピック準備状況
　NHKは 3か年経営計画（2018-2020）で「東京
2020のメッセージを最高水準の放送とサービスで
届ける」という目標を掲げている。18年度は，大
会本番まで 2年を切る中で大会組織委員会の準備
も徐々に具体化。それと歩調を合わせる形で放送
・サービス計画の具体化を進めた。
　 8 Kや 4 Kの放送を含めたテレビ・ラジオでの
競技中継をはじめ，デジタル分野では競技映像の
ライブ配信に加えて競技の面白さや選手の魅力を
伝えるコンテンツの開発，大会の興奮を体験とし
て共有してもらうため，観客が一体となって応援
しながら観戦する新たなパブリックビューイング
の試行，日本全国をめぐる聖火リレーの映像取材
体制構築，共生社会実現の鍵を握る「ユニバーサ
ル放送・サービス」など，多種多様で斬新な放送
・サービスの実現に向けた試行・開発を進めた。
　また，18年度は大会本番への機運を醸成する放
送やイベントも多数展開した。 7月の五輪 2年前
と 8月のパラリンピック 2年前にはそれぞれ特集
番組を放送した。NHKとして初めて障害のある
人に呼びかけて採用した 3人のリポーターは，
数々のパラスポーツ番組に出演した。パラスポー
ツを体験できる「NHKパラリンピック・チャレ
ンジスタジアム」を地域局のイベントに派遣し普
及に努めた。さらに“2020年とその先の未来に向
けて頑張っているすべての人を応援していくプロ
ジェクト”を始め， 7月には〈NHK〉2020応援

ソング「パプリカ」を発表した。
　NHKは，オリンピック・パラリンピックとも
に放送権を持つ国内唯一の放送局という大きな責
任を負っている。かつてない規模の放送・サービ
スを支えるため，NHKグループを挙げた横断的
な体制構築を進めた。

情報番組

Ⅰ．経済・社会情報番組
　経済・社会情報番組部は，18年度も社会，経済
が大きく変動する中，時代と人に向き合う番組を
放送し続けてきた。
　『クローズアップ現代＋』『プロフェッショナ
ル　仕事の流儀』『ドキュメント72時間』『ファミ
リーヒストリー』『ごごナマ』（以上，他部局との
共管番組含む）の 5つの定時番組を担当した。ま
た『NHKスペシャル』をはじめとする特集番組
も多数制作した。
（1）定時番組
　『クローズアップ現代＋』は，ジャーナルな情
報番組として次の 4点に特に注力した。①命と暮
らしを守り，防災減災の情報を伝える。②社会課
題を解決し，“生きづらさ”を感じる人々と希望
を探る。③重要なテーマを継続取材し，シリーズ
で伝える。④視聴者からSNSなどで寄せられた情
報を基に，ともに番組を作る“オープン・ジャー
ナリズム”。特に，オープン・ジャーナリズムを
本格化させ，「“息子介護”の希望をさがして」「セ
ックス・若者たちの本音」「ひきこもりルネサン
ス」「“フェイク”ネット広告の闇」などを制作し
た。
　ドキュメンタリー番組では，あらゆる分野で活
躍する一流の“プロ”の仕事を徹底的に掘り下げ
る『プロフェッショナル　仕事の流儀』。 1つの
場所に 3日間密着し，そこを行き交う人々の人間
模様や知られざるドラマを記録する『ドキュメン
ト72時間』。著名人の家族の歴史を取材し，本人
も知らないルーツに迫る『ファミリーヒストリ
ー』などを放送した。
（2）特集番組
　経済・社会情報番組部では，ジャーナリスティ
ックな切り口で，多彩な特集番組を制作した。
　『NHKスペシャル』では，「仮想通貨ウォー
ズ」「人類誕生　第 2集」「精子力クライシス」「人
工知能　天使か悪魔か」「マネー・ワールド　第
3集借金」「TOKYOアスリート　第 2回　体操
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男子」「東京ミラクル　第 1集　美食の街」など
を制作。『ETV特集』では，「熊を崇め　熊を撃
つ」を制作。さらに，天皇の即位・退位関連で，『ゼ
ロからわかる皇室＆元号SP』『天皇　運命の物
語』を制作。ナレーションを排して取材対象に迫
る新たなドキュメンタリー『ノーナレ』では，「“幸
せホームレス”との10日間」「裸に泣く」などの
特集番組を制作した。
　開発番組としては，『逆転人生』『のぞき見ドキ
ュメント　100カメ』『大都会サバイバル』『約束』
というドキュメンタリー番組にチャレンジした。

Ⅱ．生活・食料番組
　生活・食料番組部は，18年度も現代社会のさま
ざまなテーマを「生活者の視点」から見つめ，視
聴者の関心や疑問にこたえる情報番組を制作し
た。
　『あさイチ』『旬感☆ゴトーチ！』『所さん！大
変ですよ』『うまいッ！』『サラメシ』『グレーテ
ルのかまど』『きょうの料理』『趣味の園芸』『趣
味どきっ！』などを定時番組として放送，ほかに
『みんなで筋肉体操』『病院ラジオ』『解体キング
ダム』『NHKスペシャル』などの特集番組を制作
した。
（1）定時番組
　『あさイチ』は，視聴者が“一番欲しい”情報
が詰まった，“市場”のような番組。 9年目とな
る18年 4 月からキャスターやセットを一新し，生
活実用情報のほか，防災や社会問題やエンタメな
ど多彩な話題をニュースとはひと味違う「生活者
の視点」で掘り下げて伝えた。また，視聴者から
の質問や意見をファックスやメールで受け付け，
生放送の中で紹介したほか，災害時にはインスタ
グラムで防災情報を伝えた。
　新規の中継番組『旬感☆ゴトーチ！』は「見た
い！」「感じたい！」「食べたい！」をテーマに全
国各地の“旬”な場所を訪ね，その地域の魅力を
生中継で伝えた。地元の人が「ゴトーチハンタ
ー」としてお薦めのスポットをリポート，東京の
スタジオ出演者が画面の小窓で登場し，率直な質
問や反応を投げかける演出スタイルで放送した。
（2）特集番組
　生活者の視点でさまざまな特集番組を制作し
た。『病院ラジオ』（8.9）では病院に特設したラ
ジオ局で患者や家族が思いを語り音楽をリクエス
トするドキュメンタリーを制作。『みんなで筋肉
体操』（8.27～30，1.7～10）では筋肉を鍛えるト

レーニング方法を専門家の解説を交えた 5分の実
演スタイルで放送，番組のほかSNSの動画でも紹
介した。『解体キングダム』では建築物の解体現
場の知られざる技術や物語を紹介，「超難関！大
阪オフィスビルを解体せよ」（12.20），「都心の巨
大工場VS．モンスター重機」（3.27）などを制作
した。また，生活・食料番組部を中心とする「発
達障害プロジェクト」では，11月からキャンペー
ンを展開，『発達障害って何だろうスペシャル』
（11.24）などを制作した。『NHKスペシャル』で
は，現代人の知られざる健康リスクに警鐘を鳴ら
すシリーズを制作。「“ゴースト血管”が危ない」
（4.1），「“隠れ脂肪肝”が危ない」（3.24）などを
放送した。『お取り寄せ不可！？　列島縦断　宝
メシグランプリ』（11.23）では，全国各地の知ら
れざる郷土料理を発掘，生放送のスタジオで100
人の料理人や専門家が試食し投票，ランキング形
式で紹介した。

Ⅲ．科学・環境番組
　科学・環境番組部は計13タイトルの定時番組と
『NHKスペシャル』16本をはじめ数多くの特集
番組を制作した。このほか，ロボコン，サイエン
ススタジアム，コズミックコンサートなど視聴者
とのタッチポイントとなるイベントを展開した。
（1）定時番組
　総合テレビでは，前身の『ためしてガッテン』
から数えて24年目となり通算で放送1,000回を迎
えた『ガッテン！』，13年目を迎えた『ダーウィ
ンが来た！生きもの新伝説』や『クローズアップ
現代＋』『さわやか自然百景』などを放送。『ガッ
テン！』では，自治体と連携した検診キャンペー
ン，視聴者イベントなど公共メディアを意識した
取り組みを実践した。
　Eテレでは，『サイエンスZERO』『すイエんサ
ー』『きょうの健康』『チョイス＠病気になったと
き』『なりきり！　むーにゃん生きもの学園』な
どを放送。BSプレミアムでは，『コズミック　フ
ロント☆NEXT』『ワイルドライフ』『ニッポンの
里山　ふるさとの絶景に出会う旅』を放送， 4 K
一体化制作を積極的に実施した。
（2）特集番組
　18年度は『NHKスペシャル』を16本放送，国
際展開を実施した。「人類誕生」シリーズでは，
スクウェア・エニックス社の臨場感あふれるCG
や再現ドラマを用いて人類進化を紹介。医学・健
康分野では，視聴者参加型の「○○が危ない」シ
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リーズで「ゴースト血管」「隠れ脂肪肝」などの
健康リスクを伝えた。東日本大震災関連では，「廃
炉への道2019」を放送。北海道地震，西日本豪雨
の「緊急報告」や「MEGAQUAKE　南海トラフ
巨大地震　迫りくる“Xデー”に備えろ」では，
命を守る防災・減災報道に取り組んだ。
　自然分野では「東京ロストワールド」で，秘境
の島々への研究者の調査に同行し，学術発見にも
寄与した。BBCとの国際共同制作「ブループラ
ネット」シリーズを放送。12月 1 日のBS 4 K・
BS 8 K開局特番では南極から世界初の 4 K生中継
を成功させた。他にも「人工知能　天使か悪魔か
2018」や探査機はやぶさ 2を追った「スペース・
スペクタクル」などの『NHKスペシャル』や，
専門家と一緒に火災や地滑りの大実験を仕掛けた
開発番組『すごいよ出川さん！』など多彩な分野
の科学コンテンツを制作した。
（3）デジタルサービス
　学生・ABU・高専の 3つの「ロボットコンテ
スト」を開催。SNSをリアルタイムに連動させる
演出のトライアルや，高専ロボコンでは生放送と
ライブストリーミングを組み合わせた視聴者サー
ビスを実施した。
　NHKの医学・健康関連の情報を集めたポータ
ルサイト「健康チャンネル」は，信頼できる情報
をさまざまなプラットフォームで提供するという
公共メディアの先べんとなった。
　Eテレ特集『忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコ
ズミック　フロント☆NEXT』シリーズは，高精
細映像を活用しプラネタリウム映像を制作し教育
コンテンツへ展開した。

Ⅳ．文化・福祉番組
　文化・福祉番組部では，視聴者の知的好奇心に
応える「知的エンターテインメント番組」，社会
の課題を歴史的・構造的視点で描く「教養ドキュ
メンタリー番組」，マイノリティーや社会的弱者
の声を取り上げる「福祉番組」を 3つの柱に据え
て番組を制作した。
　「知的エンターテインメント番組」の分野で
は，30～40代女性をターゲットにした海外紀行番
組『世界はほしいモノにあふれてる』の放送を開
始。『探検バクモン』は社会のディープな裏側に
迫り現役世代のファミリー層の関心に応えた。さ
らに，『先人たちの底力　知恵泉（ちえいず）』や
『英雄たちの選択』『偉人たちの健康診断』など
バラエティーに富んだ歴史番組，美術の魅力を多

角的に探る『日曜美術館』や歌とアニメで世界の
美術を紹介する『びじゅチューン！』などの美術
番組，『100分de名著』や『又吉直樹のヘウレー
カ！』などのカルチャー番組を放送した。
　特集番組では『NHKスペシャル』「シリーズ　
大江戸」で多彩な演出で東京のルーツ「江戸」の
知られざる姿に肉薄，「“樹木希林”を生きる」で
長期密着取材によって幅広い視聴者の関心に応え
た。さらに『美しき海の墓場トラック島』で戦時
徴用船という従来にない切り口で戦争の悲劇に迫
った。『はじっこ革命』で歳末助け合いと連動し，
募金の新たなスタイルを提案する社会実験に挑ん
だ。
　「教養ドキュメンタリー番組」の分野では
『ETV特集』「静かで、にぎやかな世界」で，耳
が聞こえない子どもたちが通う学園の日常をノー
ナレーションで活写。「誰が命を救うのか　医師
たちの原発事故」で，医師たちが撮影した数千の
写真や画像によって知られざる原発事故直後の実
態を描いた。
　「福祉番組」の分野では，17年度に続き 1年で
最も若者の自殺が多い 9月 1日の前夜に当事者の
悩みや声に耳を傾ける「＃ 8月31日の夜に。」の
プロジェクトを展開，『ハートネットTV』で「生
きづらさ」を抱えるすべての人のために，当事者
目線で貧困や病気，差別の問題を掘り下げた。さ
らに東京2020パラリンピックを見据えたシリーズ
「めざせ！パラマニア」を立ち上げた。
　以上の 3本柱に加え， 4 K・8 Kのスーパーハイ
ビジョンやデジタル展開にも積極的に取り組ん
だ。『北斎　幻の肉筆画』，『究極ガイドTV』「 2
時間でまわるヴェルサイユ宮殿」，さらに平成最
後の『歌会始』を 8 K生放送で伝えた。デジタル
展開では福祉情報総合サイト「NHKハートネッ
ト」で多様な情報を発信。「災害時　障害者のた
めのサイト」では災害弱者向けの情報を伝えた。

教育番組

Ⅰ．青少年・教育番組
（1）青少年・定時番組
　新しく『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』
『コレナンデ　サンデー』がスタート。『オトッ
ペ』は番組連動アプリを提供したほかYouTube
でも配信。『デザインあ』は，各地で開催された
「デザインあ展」と連動した内容を番組に導入し
た。『天才てれびくんYOU』のデータ放送による
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ゲーム演出も継続している。
　このほか，午後 7時台には『沼にハマってきい
てみた』，11時台には論文を分かりやすく読み解
いて知的思索の魅力を伝える『ろんぶ～ん』など
の新番組がスタートした。
（2）青少年・特集番組
　若者向け番組『平成ネット史（仮）』『たとえ
BAR』『コスパ！』『崖っぷちの淵子！』『 2人の
＃』，子ども向けに『リモコンWARS』『Eテレ60
特番　Eうた♪ココロの大冒険』など各年代を対
象にした特集を放送。また，発達障害キャンペー
ンと関連したアニメシリーズ「ふつうってなんだ
ろう？」や〈NHK〉2020応援ソング「パプリ
カ」など多彩なコンテンツを制作した。
（3）学校教育・定時番組
　小学生向け理科番組『ふしぎエンドレス』，社
会科番組『よろしく！ファンファン』，特別支援
教育や学級活動などに利用できる『u＆i』『スト
レッチマン・ゴールド』，中高生向け『アクティ
ブ10　公民』などの新番組を放送した。
（4）学校教育・特集番組
　NHK全国学校音楽コンクール関連として，地
方局 8局と連携しコンクールの舞台裏をドキュメ
ントする『青春はハモりだ！～Nコン　全力合唱
物語2018～』を放送。そのほか，『おはなしのく
に』のスピンオフ番組『コワイオハナシノクニ』
をはじめ『いじめをノックアウトスペシャル　第
11弾』『香川照之の昆虫すごいぜ！』『全日本なわ
とびかっとび王選手権2018』などの特集番組を放
送した。
（5）学校教育・イベント関連
①「第69回放送教育研究会全国大会」（11月16～
17日）が，広島市で開かれた。「ICTと映像コン
テンツを活用した未来型授業の創造」をテーマ
に，「NHK for School」の多彩な実践の発表と，
ワークショップなどが行われ，延べ2,500人余り
が参加した。
②「第85回NHK全国学校音楽コンクール」には，
小・中・高合わせて2,470校，延べ 8万人が参加
した。NHKホールで行われた「全国コンクール」
（10月 6 ～ 8 日）では小学校・中学校・高等学校
の部を生放送した。
③「第65回NHK杯全国高校放送コンテスト」に
は地方予選を含め，全部門合わせて1,633校が参
加した。
④「第35回NHK杯全国中学校放送コンテスト」
には地方予選を含め，全部門合わせて653校が参
加した。

（6）学校教育・関連委員会
①教育放送企画検討会議（年 2回／ 6月，12月）
　全国各ブロックからの意見を集約して番組計画
を立案したうえで，学識経験者，全国放送教育研
究会連盟役員，教員，教育行政関係者と，18～19
年度の「NHK for School」の制作方針および教
育コンテンツの将来の在り方について検討を行っ
た。
②学校放送番組委員会
　各番組の企画・制作にあたって，学識経験者，
教員，教育行政関係者などと意見交換を行い，学
校現場の意向や要望を反映させた。
（7）外国語講座番組・定時番組
　Eテレ・ラジオ第 2で10言語，41講座を放送し，
子どもから大人，初学者からより深く学びたい層
など，幅広い学習ニーズに応えた。
①英語
　基礎レベルの短くて易しいフレーズでおもてな
し表現を身につける『おもてなしの基礎英語』，
SNSで話題になっているトピックを基に世界の
人々に英語で発信することを目指す『世界へ発
信！SNS英語術』，小学校の英語教科化を見据え，
小学生からの英語の疑問に答える『基礎英語 0』
（R2）を新作。
②ヨーロッパ言語
　 3シーズン目に入ったイタリア・ドイツ・フラ
ンス・スペイン語の「旅する」シリーズを後期新
作として放送。また『ロシアゴスキー』は 2シー
ズン目を新作した。ラジオでは，上記言語にポル
トガル語を加えたラインナップで放送。
③アジア言語
　『テレビで中国語』『テレビでハングル講座』，
ラジオでは『まいにち中国語』『まいにちハング
ル講座』『レベルアップ　中国語』『レベルアップ　
ハングル講座』を放送。また，インバウンドニー
ズに応えるべく『おもてなしのハングル』（R2 新
作），『おもてなしの中国語』（R2）を放送した。

芸能番組

Ⅰ．ドラマ番組
　18年度のドラマ番組は，連続ドラマ，単発・シ
リーズドラマそれぞれの特長を生かして質の高い
ドラマ制作を目指した。連続ドラマでは『大河ド
ラマ』「西郷どん」，『連続テレビ小説』「半分、青
い。」「まんぷく」のほか，『ドラマ10』は漫画原
作のドラマを制作し，ふだんはあまりNHKを見
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ない若年層にアピールした。『土曜ドラマ』は社
会派ドラマだけでなく，家族で楽しめるエンター
テインメントドラマを目指した。
（1）連続ドラマ
①『大河ドラマ』
　63年「花の生涯」から始まった『大河ドラマ』
は，18年「西郷どん」で57作目。原作・林真理子，
脚本・中園ミホ，主演・鈴木亮平。
②『連続テレビ小説』
　「朝ドラ」として定着。18年度前期「半分、青
い。」で98作目。作・北川悦吏子，主演・永野芽郁。
後期は「まんぷく」。作・福田靖，主演・安藤サ
クラ。
（2）単発・シリーズドラマ・オーディオドラマ
①『土曜時代ドラマ』
　17年度から始まった枠で，18年度は「風の市兵
衛」（ 9回），「赤ひげ」（ 8回），「ぬけまいる」（ 8
回），「ブシメシ！ 2」（ 7回）を放送した。
②『土曜ドラマ』
　土曜午後 8時15分から家族で楽しめる社会派ド
ラマとして「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえ
る」（ 6回），「不惑のスクラム」（ 7回）を制作。
年度後期からは放送時間を午後 9時からの50分の
番組とし，野木亜希子氏のオリジナルドラマ「フ
ェイクニュース」（ 2回）や，有名塾の設立に関
わるドラマ「みかづき」（ 5回）など，本格的な
ドラマを制作した。特集として「炎上弁護人」，「ベ
トナムのひかり」など本格的な単発特集ドラマも
制作した。
③『ドラマ10』
　金曜夜10時放送。ふだんはNHKを見ない若年
層にアピールする漫画原作のドラマをラインアッ
プし，「デイジー・ラック」（10回），「透明なゆり
かご」（10回），「昭和元禄落語心中」（10回），「ト
クサツガガガ」（ 7回）を制作。
④『プレミアムドラマ』
　BSプレミアムの日曜夜10時では，「PTAグラン
パ 2！」（ 8回），「アイアングランマ 2」（ 6回），
クロスロード 3～群衆の正義～」など人気シリー
ズのパート 2，パート 3を制作するとともに，「捜
査会議はリビングで！」（ 8回），「ダイアリー」（ 4
回），「主婦カツ！」（ 8回），「モンローが死んだ日」
（ 4回），「盤上のアルファ～約束の将棋～」（ 4
回），「我が家のヒミツ」（ 5回）などの新作を並
べた。
⑤『よるドラ』
　18年 4 月から，今までにNHKを見なかった新
しい視聴者層の獲得を目指して，新枠ドラマ『よ

るドラ』がスタートした。前期は「植物男子ベラ
ンダー」（13回）を放送し，19年 1 月から「ゾン
ビが来たから人生見つめ直した件」（ 8回）を制
作。
⑥『BS時代劇』は金曜の午後 8時からの放送で
「鳴門秘帖」（10回），「一路」（ 9回）の再放送に
引き続き「雲霧仁左衛門 4」（ 7回），「立花登青
春手控え 3」（ 7回）などの人気シリーズ，さら
に新作で「小吉の女房」（ 8回）を制作した。
⑦『特集ドラマ』では，「アシガールSP」を制作
し，パブリックビューイングを行った。BS特集
ドラマ『学校へ行けなかった私が“あの花”“こ
こさけ”を書くまで』，『正月時代劇』「家康、江
戸を建てる」（ 2回），『BS新春時代劇』「大岡越
前スペシャル」，『NHKスペシャル』「警察庁長官
狙撃事件　ドラマ」などを制作。また『ちょいド
ラ』では実験的な短編ドラマを制作した。
⑧オーディオドラマは定時番組『FMシアター』
『青春アドベンチャー』『新日曜名作座』のほか，
『特集オーディオドラマ』を放送。また，良質の
舞台演劇を中継する番組『プレミアムステージ』
では演劇ファンの要望に応えた。

Ⅱ．エンターテインメント番組
　エンターテインメント番組部では，主に音楽
（歌謡曲・ポップス）やバラエティー・演芸のジ
ャンルで，幅広い層の視聴者に親しんでもらう娯
楽番組を制作した。
（1）定時番組
　音楽番組は，総合では『うたコン』『SONGS』
のほかに，若者向け音楽番組『シブヤノオト』，
演歌・歌謡曲番組『ごごウタ』，BSプレミアムで
は『ザ少年倶楽部』『AKB48  SHOW！』など，
多彩な音楽ジャンルを取り上げた。
　バラエティー番組では，総合夜 7時台の『鶴瓶
の家族に乾杯』『ブラタモリ』のほか，有田哲平
がMCを務める新番組『有田Pおもてなす』，コン
ト番組『LIFE！～人生に捧げるコント～』，演芸
番組『◯◯◯◯の演芸図鑑』などを制作した。
　Eテレでは，ダンスを子ども向けにレクチャー
する『Eダンスアカデミー』を制作。
　ラジオ番組は，アイドル，J-POP，洋楽，演歌
・歌謡曲といった幅広いジャンルの音楽番組，『ト
ーキング　ウィズ　松尾堂』などのトーク番組，
ほかに演芸や浪曲番組など音楽以外のジャンルの
番組なども制作。
　また，地域の会館で視聴者とNHKを結び付け




