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「地域放送番組編集計画」（⇒p.535）

Ⅰ．地域放送番組の編成
　全国の放送局は，地域の豊かな自然，暮らし，
人と人との温かなつながりを情報番組やドラマな
どさまざまなジャンルの番組で描き，発信した。
また，雇用，教育，医療，福祉，農業などの分野
で，地域の優れた取り組みや課題をニュース・報
道番組で深く掘り下げたほか，人口減少など全国
共通の問題については，先進的な成功事例を広く
紹介した。さらに，番組と連動させながらイベン
トを展開し，視聴者からより親しまれる身近な放
送局としての存在感を高めた。

1．地域の実情に応じた放送サービスの充実

　18年度も各放送局は，それぞれ地域の実情に応
じた放送に取り組んだ。
　夕方のニュース・情報番組では『まるっと！』
（東海 3 県），『いろ★ドリ』（鳥取県域），『いろ
どりOITA』（大分県域）等を新設した。
　金曜夜間では，地域の課題と向き合い，解決の
糸口を探る番組など，多様な番組を放送した。地
域別に挙げると，『北海道クローズアップ』「検証

“ブラックアウト”」，『石巻Reborn～100年先へ
のメッセージ～』（東北地方），『首都圏情報　ネ
タドリ！』「徹底取材！豊洲新市場　私たちの食
卓は？」（関東甲信越地方），『ナビゲーション』「追
跡！スルガ銀行問題～超低金利時代の“闇”～」
（中部地方），『かんさい熱視線』「災害多発　カ
ギを握る“判断”」（近畿地方），『ラウンドちゅう
ごく』「西日本豪雨の警鐘　～命を守るためには
～」（中国地方），『四国らしんばんスペシャル』「橋
は四国をどう変えたか～瀬戸大橋開通30年～」（四
国地方），『実感ドドド！』「辺野古　土砂投入へ　
沖縄の民意はどこへ？」（九州・沖縄地方）など
である。地域改革の一環として地域サービスの充
実を図り，各地域の情報，魅力を取り上げた『イ
ッピン』等の全国放送番組や『JapanRailway
Journal』等の国際放送番組を活用するなど，地
域放送の拡充に努めた。また，地域の関心の高い
スポーツ中継を随時，放送した。
　ラジオにおいて，災害時の機能強化等を目的と
した生放送の番組として，ラジオ第 1 で『 5 時ラ
ジ・おおいた』（大分県域），FMで『サタデー
FM　いばゆる』（茨城県域）を新設した。

2．地域発全国放送番組の充実

　地域を舞台に地域放送局が制作した地域発ドラ
マとしては，『YouMayDream』（福岡局），『R134
／湘南の約束』（横浜局），『ワンダーウォール』（京
都局），『いよっ！弁慶』（金沢局），『プラスティ
ック・スマイル』（静岡局），『かんざらしに恋して』
（長崎局）をBSプレミアムで放送した。
　地域からの全国発信枠として，総合テレビでは，
『旬感☆ゴトーチ！』を新設，『うまいッ！』『ド
キュメント72時間』などを継続して放送したほ
か，『ごごナマ』の枠内で，地域の課題に向き合
う番組，地域で暮らす人々の営みや魅力に迫る番
組など，地域放送局が制作した番組を全国に発信
した。

Ⅱ．地域放送局の組織

1．地域拠点局

　本部を除く53の放送局のうち，大阪，名古屋，
広島，福岡，仙台，札幌，松山の 7 つの放送局を
地域拠点局と位置づけ，域内各放送局の支援・調
整機能を持たせている。
　地域拠点局の組織・業務体制は，放送部（大阪
と名古屋は編成部，制作部，報道部），技術部，
広報・事業部（大阪は広報部，事業部），営業推
進部，企画総務部である。なお，これに加えて，
大阪には考査部が，また，大阪には 3 か所，名古
屋には 2 か所，札幌には 4 か所の営業センターが
ある。
　地域拠点局は，各組織が連携しながら全局を挙
げて視聴者本位の地域サービス充実のための業務
運営を推進している。

2．放送局

　放送局の組織・業務体制は，企画編成部，放送
部，技術部，営業部の各部が連携しながら全局を
挙げて視聴者本位の地域サービス充実のための業
務運営を推進している。

第 4 章 地域放送局
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第 4 章 地域放送局
北 海 道

Ⅰ．放　送
1．放送の概要

　北海道では 7 つの放送局が連携しながら広大な
地域を取材し，一体となって地域放送サービスを
行っている。
　18年は“北海道”と命名されて150年を迎え，
『北海道中ひざくりげ』や『北海道スペシャル』
などで関連する特集を多数放送した。また，放送
局の垣根を越えNHKと民放の道内全テレビ局で
「OneHokkaido Project」を立ち上げ，北海道
150年記念ソング「私たちの道」を制作，そして
2 月23日（土）には初の試みとなる北海道内全テ
レビ 6 局同時生放送を実施した。
　 9 月 6 日（木）午前 3 時 8 分ごろ，北海道胆振
地方を震源とするマグニチュード6.7，最大震度
7 の北海道地震が発生，地震発生直後から全波で
臨時ニュースを放送開始した。総合テレビとR1
では長時間にわたって全国向けおよび北海道向け
特設ニュース，逆L字画面などで，地震関連情報
やライフライン情報を伝えたほか，インターネッ
ト，Twitterでの情報発信も行った。地震発生の
翌日には『北海道クローズアップ』「緊急報告　
震度 7 の衝撃」（9.7）， 2 週間後には『北海道ク
ローズアップ』「検証“ブラックアウト”」（9.21）
を放送し詳しく伝えた。また，地震発生から 1 か
月後には『ほっとニュース北海道スペシャル』
（10.5），『北海道クローズアップ』「日常を取り
戻したい～北海道地震から 1 か月～」（10.5）な
どで継続して伝えたほか，「元気いっぱい！北海
道」キャンペーンも立ち上げ，地震に負けずに頑
張っている人々の姿を全国に向けても紹介した。
12月には『いまこそ、ひとつに　北海道ライブ～
心にともす　歌の光～』（12.14）を放送，北海道
にゆかりのあるアーティストたちが集い，被災地
に応援歌を届けた。
　北海道・十勝が物語の舞台となる，19年 4 月放
送開始の『連続テレビ小説』「なつぞら」に向け
て，関連するミニ番組を随時放送，また，出演者
からのメッセージなども紹介し，地域を盛り上げ
た。
　NHKワールドJAPANのTV番組『WildHokkaido！』
で北海道の大自然の魅力を世界に発信したほか，
日本語字幕版を制作し北海道向けにも放送した。

　北海道の魅力を地域に暮らす人々とともに再発
見し地域を盛り上げていく地元応援キャンペーン

“ILOVEJIMOTO北海道”を引き続き行い，“地
元で頑張る”を応援する「ひと、まち、ファイ
ト！」のスポットを放送した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう北海道』　G

月～金　 7:45～ 8:00
『NHKニュース　おはよう北海道　土曜プラ

ス』　G
土　 7:30～ 8:00

　第 1 回93.4.5／北海道ブロック／北海道の最新
ニュースと詳しい気象情報を丁寧にまとめた地域
密着のニュース情報番組。北海道の今を映し出す
リポート・中継，暮らしに役立つ生活情報，知っ
て得する天気企画など情報満載に伝えた。地域で
活躍する魅力的な人たちを紹介するコーナーや，
道内で活躍するスポーツ選手に迫るコーナーなど
で，地域を盛り上げる話題も伝えた。土曜は30分
のワイド版「土曜プラス」として，タイムリーな
テーマを深く掘り下げる特集や，リポーターが道
内各地を訪ね歩く「ぶらりみてある記」などのコ
ーナーで，地域の話題を多彩に伝えた。
『ひるまえナマら！北海道』　G

月～金　11:30～11:54
　第 1 回18.4.4／北海道ブロック／道内各地から

“魅力的な北海道人”をスタジオにゲストとして
招き，地域の情報や季節の話題，生活に役立つ知
恵を伝える生放送番組。毎日，気象予報士が出演
し道内各地の気象情報を分かりやすく伝えたほ
か，“ILOVEJIMOTO北海道”のコーナーでは
各地域の魅力を全道各局のリポーターが発信し
た。さらに金曜は，全道向けに週末のお出かけ情
報と，NHKからの番組・イベント情報を伝えた。
『ほっとニュース北海道』　G

月～金　18:10～18:59
　第 1 回14.3.31／北海道ブロック／北海道内 7 局
のネットワークを生かして，道内隅々から集めた
ニュースを伝えた。旬の現場からの中継や各局リ
ポーターが伝える地域ならではの話題，減災・防
災に役立つ気象情報を放送。スポーツコーナーで
は，「北海道日本ハムファイターズ」，「北海道コ
ンサドーレ札幌」などプロスポーツだけでなく，
将来有望なアスリートたちにもスポットを当てて
伝えた。
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『ほっとニュース845』　G
月～金　20:45～21:00

　第 1 回14.3.31／北海道ブロック／北海道の 1 日
のニュースを伝えるニュース番組。午後 7 時以降
の新たなニュースや，きめ細かい気象情報を伝え
た。
『ニュース北海道645』　G

土・日　18:45～18:59
　第 1 回13.4.6／北海道ブロック／土・日曜の北
海道のニュースを伝えるニュース番組。ニュース，
気象情報を伝えた。
『北海道クローズアップ』　G

金　19:30～19:55
再日　 8:00～ 8:25

　第 1 回93.4.1／北海道ブロック／北海道の“い
ま”を見つめる報道番組。北海道内 7 局のネット
ワークを生かし，北海道の課題と向き合い課題解
決のヒントを探った。／主な内容：「“経済”で道
は開くのか？～どうなる　北方領土～」「奨学金
という名の“借金”」「故郷と祖国～加藤登紀子　
サハリンへの旅～」「緊急報告　震度 7 の衝撃」「検
証“ブラックアウト”」「日常を取り戻したい～北
海道地震から 1 か月～」「僕たちの“ふるさと”
～沼田町からの再出発」「“スマート農業”が北海
道を変える！？」「躍進！コンサドーレ～チーム
改革の秘密に迫る～」「“雪氷津波”の脅威～冬の
地震から命を守れ～」「北海道　激動の平成～あ
の現場はいま～」など。
『北海道スペシャル』　G

金　20:00～20:42
　第 1 回14.4.4／北海道ブロック／北海道が抱え
る課題や視聴者の関心の高いテーマに向き合う番
組。18年は“北海道”と命名され150年目を迎え
たため，開拓やアイヌなど北海道独自の歴史や文
化を見つめ直す番組などを放送した。
　「シリーズ北海道150年　第 1 集　開拓～困難

の果てに」
7.13／19:33～20:32

　「シリーズ北海道150年　第 2 集　アイヌモシ
リに生きる」

7.27／19:30～20:29
　「シャーロットの北海道紀行！～イザベラ・バ

ードの道」
1.11／20:00～20:42

『北海道中ひざくりげ』　G
金　19:30～19:55
再日　 8:00～ 8:25

　第 1 回87.4.9／北海道ブロック／北海道各地の

旅を通して人々と出会い，その土地の風土や自然
を伝える番組。18年度は旅人を，北海道を代表す
る演劇ユニット・TEAMNACSのメンバー，タ
レントの鈴井貴之さん，お笑いコンビ・オクラホ
マさんが担当，「松浦武四郎スペシャル」として

“北海道”の命名者・松浦武四郎の足跡をたどっ
た。
　「歴史は続くよ　恵みの浜に～石狩湾～」

4.27
　「ふるさとの街　宝探して～安田顕が行く室蘭～」

6.29
　「大地の恵みとともに生きる～十勝～」

9.28
　「水の宝は心も潤す～道東・水辺の旅～」
 10.26
　「いにしえの道にぬくもり探して～旭川・富良

野～」
1.25

　「厳寒もホッとあったか　オホーツク」
2.22

　「海と山　武四郎から託されて～道南・江差町～」
3.15

『いくぞ～！北の出会い旅』　G
金　19:30～20:42

　第 1 回10.4.23／北海道ブロック／歌手の吉幾三
さんがゲストとともに北海道の美しい風景，豊か
な食，人情に出会うぶっつけ本番の紀行番組。
　「見どころ満載！春の旭川周辺で魅力を探す」

5.11
　「がんばれ北海道！被災地で見つけた元気な笑顔」
 2. 8
『Wild Hokkaido！』　G

土　10:05～10:24
　第 1 回18.4.7／北海道ブロック／NHKワールド
JAPANのTVで放送している「WildHokkaido！」
の日本語字幕版を毎週定時に放送。シャーロット
・ケイト・フォックスさんなどのナビゲーターが
北海道の大自然の魅力や観光情報を伝えた。
『北海道LOVEテレビ』　G

土　10:25～11:25ほか
　第 1 回16.4.10／北海道ブロック／道内各地から
北海道の魅力を伝える生放送番組『知っとく北海
道』のほか，北海道の歴史・文化・自然・食・人
物を取り上げた番組のアンコール放送を行った。
『北海道まるごとラジオ』　R1

木　17:05～17:55
　第 1 回13.4.4／北海道ブロック／北海道ゆかり
のレギュラーゲストの専門分野を生かした情報コ
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ーナーや，安全安心につなげる防災関連情報を伝
えた。また，「好調コンサ＆ロシアW杯　特集」「フ
ァイターズ＆コンサドーレ特集」「スポーツ開幕
スペシャル」といったスポーツ特集も放送した。
（2）特集番組
〔北海道ブロック〕
『魅せて、勝つ～コンサドーレ・ペトロヴィッチ

監督のチーム改革～』　G
札幌局　 7.16／18:07～18:32

『定山渓鉄道　誕生100年　大都市・札幌をつ
くった鉄道をたどる旅』　G

札幌局　11.17／10:25～11:08
『アイデア対決　全国高等専門学校　ロボットコ

ンテスト2018～北海道地区大会～』　G
札幌局　11.23／10:05～10:59

『いまこそ、ひとつに　北海道ライブ～心にとも
す　歌の光～』　G

札幌局　12.14／19:30～20:42
『みんなで道フェス！2019～どさんこの夢　応

援するべさ～』　G
札幌局　 2.23／14:00～15:00

『ナットク！とかちch』　G
札幌・帯広局　 3. 9／16:05～16:20

『キャンパスで！なんかやったRadio』　R1
　「不幸研究ゼミ＠北大祭」

札幌局　 6. 3／15:30～16:55
　「歳末！バイト様感謝デー＠北海学園大学」

札幌局　12.14／17:05～18:50
『連続テレビ小説「なつぞら」スペシャルトーク

inさっぽろ雪まつり』　R1
札幌局　 3.24／ 8:05～ 8:55

『札響FMコンサート』　FM
　「第608回定期演奏会」

札幌局　 5.27／14:00～15:50
　「第615回定期演奏会」

札幌局　 2.10／14:00～15:50
『ラジオ朗読特集・北海道の物語の世界へ』　

FM
札幌局　 7.29／11:00～11:55，14:00～15:50

『きらり！軽音ライブショー～2018全道高等学
校軽音楽大会～』　FM

札幌局　 7.29／15:50～17:00
『PMF2018オーケストラ演奏会』　FM

札幌局　10.28／14:00～15:50
『軽音甲子園2018』　FM

札幌局　11.18／16:00～17:00
『北の文芸館』　FM

札幌局　12. 9／14:00～15:50

〔各局単〕
〔函館単〕
『JOMONカックウFes』　R1

4.14／10:05～10:55
〔旭川単〕
『道北LOVEラジオ』　FM

2. 7／14:00～15:50
〔帯広単〕
『十勝防災ラジオ2018』　R1

8.31／12:30～12:55
〔釧路単〕
『NHKのど自慢予選会in根室』　G

6.23／10:05～11:20
『タンチョウらじお～道東大好き！ファミリース

ペシャル～』　FM
12.15／12:15～14:00

〔北見単〕
『NHKのど自慢予選会in小清水町』　G

4.23／ 0:40～ 1:50
〔室蘭単〕
『NHKのど自慢予選会　in　洞爺湖町』　G

9.16／13:50～15:00
『朗読で旅する北海道』　FM

3.30／11:00～11:55
〔各局共通〕
『第85回NHK全国学校音楽コンクール』
　「北海道ブロックコンクール」　E

札幌局　 9.22／14:00～17:00
　「札幌、空知地区大会　高等学校の部」　FM

札幌局　 8.25／ 9:00～11:50
　「札幌、小樽・後志、空知地区大会　中学校の

部」　FM
札幌局　8.26／ 7:20～11:50

　「札幌、小樽・後志、空知地区大会　小学校の
部」　FM

札幌局　8.26／14:00～15:50
　「道南地区大会」　FM

函館局　 8.26／14:00～15:50
　「道北地区大会　小・中・高等学校の部」　FM

 旭川局　8.25／ 9:00～11:55
　「十勝地区大会」　FM

帯広局　 8.26／14:00～15:50
　「釧根地区大会」　FM

釧路局　 8.26／14:00～15:50
　「北見地区大会」　FM

北見局　 8.26／14:00～15:50
　「室蘭地区大会」　FM

室蘭局　 8.26／14:00～15:50
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3．スポーツ中継

〔北海道ブロック〕
〔高校野球〕
第100回全国高校野球選手権大会　北北海道大会
　準決勝 G・E・R1・FM　 7.20
　決勝　 G・R1　 7.21
第100回全国高校野球選手権大会　南北海道大会
　準決勝　 G・E・R1・FM　 7.21
　決勝　 G・E・R1　 7.22
第71回秋季北海道高校野球大会
　準決勝　 R1　10. 6
　決勝　 G・E・R1　10. 8
〔プロ野球〕
「ソフトバンク」対「日本ハム」　 G　 4.12
「日本ハム」対「ソフトバンク」　 G　 4.20
「日本ハム」対「楽天」　 G　 5.18
「広島」対「日本ハム」　 G　 6. 7
「日本ハム」対「オリックス」　 G　 9.14
「日本ハム」対「阪神」　 R1　 6.14
「日本ハム」対「オリックス」　 R1　 6.29
パ・リーグ　CSファーストステージ
「ソフトバンク」対「日本ハム」　R1

第 1 戦　10.13
第 2 戦　10.14
第 3 戦　10.15

〔Jリーグ〕
「北海道コンサドーレ札幌」対「名古屋グランパス」　
 G　 4. 7
「北海道コンサドーレ札幌」対「ヴィッセル神戸」　
 G　 9. 1
「北海道コンサドーレ札幌」対「浦和レッズ」
　 G　11.10
「北海道コンサドーレ札幌」対「清水エスパルス」
 G　 3. 9
〔その他のスポーツ〕
Fリーグ「エスポラーダ北海道」対「Fリーグ選抜」
 G　 6.24
Bリーグ「レバンガ北海道」対「新潟アルビレッ
クスBB」　

G　2.10
アジアリーグアイスホッケー「日本製紙クレイン
ズ」対「王子イーグルス」

G　12. 9
第71回北海道高校アイスホッケー選手権－決勝－
「白樺学園」対「駒大苫小牧」

G　12.21
アジアリーグアイスホッケー　プレーオフファー

ストラウンド　第 2 戦「日本製紙クレインズ」対
「王子イーグルス」

G　 2.17
〔帯広単〕
第58回全十勝小中学校選抜スピードスケート選手
権大会「小学校決勝」

G　 3. 2
〔釧路単〕
第50回NHK杯アイスホッケー大会　決勝
小学校の部・中学校の部・高校の部

G　11. 4
アジアリーグアイスホッケー「日本製紙クレイン
ズ」対「アニャンハルラ」

FM　 1.20
アジアリーグアイスホッケー　プレーオフファイ
ナル　第 2 戦「日本製紙クレインズ」対「サハリン」
 G　 3.10
〔室蘭単〕
第33回NHK室蘭杯中学アイスホッケー大会　優
勝決定戦「合同D」対「合同A」

G　11.18
第33回NHK室蘭杯高校アイスホッケー大会　優
勝決定戦「駒大苫小牧」対「北海」

G　11.18

Ⅱ．技　術

1．地域放送番組の充実

　『北海道150年記念ドラマ』「永遠のニシパ」を
札幌局では初の 4 K-HDRで制作したほか，北海
道内民放 5 局と共同で『みんなで道フェス！2019
～どさんこの夢　応援するべさ～』（2.23）を制
作，NHK札幌局第 1 スタジオをメインに，NHK
・民放各局同時生放送を行った。
　また，『旬感☆ゴトーチ！』『知っとく北海道』
などの番組で北海道各地の魅力を全国・全道に発
信した。
　「北海道地震」からの復興に向けて生活再建に
取り組む人々の姿を『おはよう日本』などで全国
に発信するとともに，『いまこそ、ひとつに　北
海道ライブ～心にともす　歌の光～』（12.14）で
は地域を元気づける番組制作に取り組んだ。
　また，『キャンパスで！なんかやったRadio』
（6.3，12.14）では，SNSを活用したラジオ番組
を大学キャンパスから生放送した。
　プロ野球「北海道日本ハムファイターズ」，サ
ッカーJ1「北海道コンサドーレ札幌」，プロバス
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ケットボールBリーグ「レバンガ北海道」など地
元スポーツチームの活躍を生中継したほか，高校
野球や高校アイスホッケー競技選手権大会
（12.21），NHK杯アイスホッケー（11.4，釧路／
11.18，苫小牧），アジアリーグアイスホッケー
（12.9），NHK杯スキージャンプ競技大会（11.4），
FISスキージャンプワールドカップ（1.12，女子
／1.26，男子）など，ウインタースポーツや地域
のスポーツ活動を全国・全道に発信した。
　12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K本放送開始にあた
り，『さわやか自然百景』，BSP『水がうるおす奇
跡の大地～門脇麦がゆく釧路湿原～』，『BS1スペ
シャル』「ヒグマを叱る男～世界遺産・知床～」
などの自然番組を 4 Kで制作した。『ジャンプ男
子ワールドカップ　個人第16戦　札幌大会』では
BS 4 KとBS1での同時生放送を実施した。

2．事件・事故・災害報道への対応

　 9 月 6 日に発生した「北海道地震」では，道内
全域で停電が発生した中でも放送を継続，地震発
生直後から緊急報道番組を放送した。また，道内
一体態勢を構築し， 1 か月にわたり被害の状況を
全国に伝えたほか，ラジオを含むライフライン放
送やデジタルサービスを実施した。
　このほか，根室地方南部震度 5 弱（ 4 月），大
樹町民間宇宙ロケット打ち上げ（ 4 ・ 6 月），中
国・李克強首相来札（ 5 月），大雨災害（ 7 月），
北方領土空路墓参（ 7 月），台風20号（ 8 月），天
皇皇后両陛下北海道訪問（ 8 月），台風24・25号
（10月），天皇皇后両陛下厚真町訪問（11月），札
幌市豊平区でスプレー缶による爆発（12月），日
露首脳会談・元島民反応（ 1 月），最強レベル寒
気（ 2 月），胆振中東部震度 6 弱（ 2 月）など，
事件・事故・災害報道のほか，数多くの報道中継
・伝送対応を実施した。

3．データ放送コンテンツの開発

　視聴者がリモコンボタンを押して参加する番組
や視聴者からのTwitterやメールを紹介する番組
として，テレビでは『知っとく北海道』（ 6 回）や，
プロ野球・Jリーグ等スポーツ中継での連動デー
タ放送（ 8 回）のほか，R1・FMでは『今日は一
日　北海道のうた三昧』（4.30）や『キャンパス
で！なんかやったRadio』（12.14），『北海道まる
ごとラジオ』（ 3 回）に取り組んだ。
　また，北海道ならではのコンテンツとして「主
要峠の状況」（11.1～ 5 月下旬）や「札幌市除雪
情報」（12.7～3.20）のほか，北海道150年に関連

する番組情報やイベント情報などを発信する「北
海道150年」（18.3.22～12.24）等の独立データ放
送を行った。

4．放送設備の整備

　迅速かつ正確な報道を支えるため，連絡無線基
地局を整備したほか，札幌局中継車の更新整備を
実施した。
　防災報道の充実に向け，L字情報画面の文字配
置や天気マークスーパーの位置を簡易に変更する
設備を整備した。映像にQRコードをスーパーし
て札幌局のホームページや「NHKワールド
JAPAN」へ誘導するなどライフライン情報の発
信力強化に向けた整備を実施したほか，天気予報
解説で再撮画像をキャスターがタッチして映像を
加工できる設備を整備した。
　地上デジタル放送開始時から稼働している送出
設備の補修整備やデータ放送制作・送出ネットワ
ークの周辺機器の更新を実施した。
　また，ラジオ放送回線網の更新工事は，回線開
通工事が完了した（3.15）。
　 4 K・8 K放送の充実に向け， 4 Kカメラや光回
線で本部に 4 K映像をリアルタイム伝送できる設
備を整備した。
　放送機能を維持するため，函館FM基幹放送所
の送信機更新をはじめ，地上デジタル中継局の送
信機更新を 3 局，FM中継局の送信機更新を 4 局
実施した。また，災害時に備え広尾ラジオ中継局
のFM補完中継局の置局整備を行った。NHK共同
受信施設については老朽化した12施設を光ファイ
バーに更新した。

5．視聴者とのふれあい活動

　根室市（6.9），札幌市（8.4），洞爺湖町（8.25）
の『のど自慢』予選会において，出場者が自分の
歌唱場面を20分後に視聴できる「時差再生上映」
や「出場者写真プレゼント」「カメラマン体験」
のほか， 4 Kコンテンツ上映や 4 K・8 K受信相談
などを実施した。
　また，道内各局の会館公開や自治体主催のイベ
ント等でも「中継車公開」「カメラマン体験」な
どを実施した。
　『知っとく北海道』では，「上川・上富良野
（5.12）」「石狩・千歳（6.30）」「伊達・苫小牧
（9.1）」「大樹・鹿追（10.13）」「紋別・遠軽（2.2）」
「福島町・森町（3.16）」で公開生放送を実施し，
多くの視聴者とふれあい，各地の魅力を全道に発
信した。
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Ⅲ．視聴者

1．広　報

（1）広報活動＜経営広報・番組広報など＞
　北海道の 7 局が一体となって地域を応援する活
動「ILOVE JIMOTO北海道」キャンペーンを
18年度も継続して行った。道内各局と放送やイベ
ント，営業など各部局と連携してさまざまな広報
活動を展開し，視聴者サービスの充実や一層の地
域貢献に取り組んだ。
　また，北海道・十勝地方が舞台のドラマ『連続
テレビ小説』「なつぞら」を全局体制でプロモー
ションするため，「なつぞらプロジェクト」を立
ち上げて取り組んだ。「さっぽろ雪まつり」では，
ヒロインの広瀬すずさんを開会式に招き，大通公
園会場に設置した「奥原なつ」の雪像と合わせ
て，ニュースやホームページでPRを展開した。
また，郵便局でのタイアップポスターや，大学生
協・不動産窓口に設置するポップなどビジュアル
を活用した広報ツールを作成し営業支援に努める
など，ご当地の帯広局や広報局と連携して，効率
よく多角的に広報を行った。
　また，『北海道150年記念ドラマ』「永遠のニシ

パ」では，平取町でロケ取材会を開催し，北海道
内や在京のマスコミへの情報提供に努めた。
　16年度に導入した高輝度60インチの可搬型デジ
タルサイネージ 6 台を，18年度も広報ツールとし
て全道で運用した。大型商業施設や道の駅など集
客力の高い場所に設置して，番組やイベントを
PR，函館局では防災キャンペーン等の独自コン
テンツを配信した。
　また，国際放送広報では， 9 月に発生した北海
道地震の後，北海道に訪れる外国人観光客が大幅
に減少したことを受け，国際放送局でリリースし
た「外国人向けの地震・津波情報のプッシュ通知
提供サービス」アプリの周知活動を行った。新千
歳空港国際線ターミナルやJR札幌駅のコンコー
スにある訪日外国人向け観光案内所にリーフレッ
トを設置した。また，北海道庁が主催する東南ア
ジアでの北海道PRイベントと連携して国際放送
『WildHokkaido！』を周知するなど，国内外で
積極的に広報展開した。
（2）視聴者ふれあい活動
　年間の放送会館来館者数15万5,706人，そのう
ち団体見学28件1,059人，NHKギャラリー利用37
団 体， 1 万4,977人 の 来 場 が あ っ た。BS 4 K・

BS 8 Kスーパーハイビジョンでは，18年12月 1 日
から始まった本放送を 1 階ロビーで受信公開し
た。 1 月の大相撲初場所では「 8 K大相撲」とし
て受信公開を行った。また，南口に設置した 4 K
テレビでは札幌で開催された「日本カーリング選
手権」の男女決勝でパブリックビューイングを実
施した。「ロコソラーレ北見」と「中部電力」と
の女子決勝戦では開館時間を延長し，試合終了ま
で臨場感あふれる映像を伝え，地域の期待に応え
た。
　また， 7 月19日には，札幌市内の施設を夜間一
般公開する「カルチャーナイト」に合わせて会館
公開を実施した。多くの親子に訪れてもらい，公共
放送をより身近に感じてもらえるよう取り組んだ。
（3）視聴者対応
　北海道内各局には，視聴者から電話やメールな
ど合わせて 5 万4,977件（放送・営業含む）の意
見・問い合わせが寄せられた。北海道胆振東部地
震発災時には，電話の受け付け時間を延長し，多
くの声を受け付けて視聴者からの信頼に応えた。
（4）地域の特色ある視聴者活動・広報展開
　函館局では，北海道南西沖地震から25年の節目
に，災害を風化させない地元の取り組みや最新の
研究による日本海側津波の危険性などを 1 分ミニ
番組，ホームページ，デジタルサイネージなどで
約半年間にわたり，独自の防災・減災のキャンペ
ーンを実施した。また，オリジナルの 8 Kタイム
ラプスコンテンツを活用し，「はこだて国際科学
祭」やBS 4 K・BS 8 K放送開始時の会館公開など
のイベント時に，地域の住民へ 8 Kの魅力を存分
にアピールした。さらに，長年市民の足として愛
され，町を象徴してきた「函館市電」のNHKラ
ッピング電車を 6 年ぶりにリニューアルするとと
もにPR用のミニ番組を制作し，ローカル放送や
ホームページで展開した。
　旭川局では，北営業センターと連携し，道北地
域にある大学の特色ある取り組みを，それぞれ 1
分のミニ番組にまとめて放送するとともに，旭川
局のホームページにおいて動画を掲載した。また，
視聴者とともに番組制作を行う『ザ・ディレクソ
ン』を全国放送したほか，そこで育んだ地域との
つながりを生かし，視聴者がスマートフォンで撮
影した道北の冬の魅力を番組にまとめ，放送した。
道北地域の魅力を歌った『旭川発　故郷のうた』
を制作して， 4 Kの美しい風景映像と旭川のバー
チャルアイドルとのコラボレーション動画ととも
に放送した。BS 4 Kでも放送し，道北の魅力を全
国に発信した。
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　帯広局では，自然・歴史・文化など十勝の魅力
に引き付けられて移住した人たちを紹介するミニ
番組『十勝に魅せられて』を放送とホームページ
で展開し，通年で十勝の魅力を発信した。 3 ～ 4
月にかけては，東営業センターと連携し，管内の
大学を対象にしたフレッシャーズキャンペーンを
実施した。新入生を温かく迎え入れる先輩にスポ
ットを当てた 1 分ミニのフレッシャーズ向け番組
を制作し，大学の営業対策に備えた。10月の「十
勝月間」では，ニュースと連動した企画や19年度
前期の『連続テレビ小説』「なつぞら」放送開始
の半年前から本格的に始動し，ドラマに関連のあ
る番組を編成し，チラシやホームページ・SNSを
活用した広報展開を行った。十勝が舞台となるた
め，地元の団体と連携をしながら，継続して番組
視聴の誘導ならびにドラマへの機運醸成につなが
る広報展開を行った。12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K
の開局に合わせ，帯広市内で超高精細映像の魅力
を体感してもらう受信公開イベントを実施して，
2 日間で860人が参加した。
　釧路局では， 5 月に「視聴者のみなさまと語る
会」を開催し，経営委員と地域の住民がじかに話
し合い，公共放送への理解促進を図った。放送関
連では，中標津町を舞台にした名作映画をリメー
クしたドラマ『スーパープレミアムスペシャルド
ラマ“遙（はる）かなる山の呼び声”』を生かし，
ロケ取材会や関係者向け制作報告などを実施した
ほか，中標津町を中心にポスターや広告等でPR
して，地域の活性化に寄与した。また，スポーツ
大会では，釧路・根室地域の小中高を対象とした
「NHK杯アイスホッケー大会」を開催した。第
50回の節目を迎え，有名タレントを起用し，ホー
ムページなどのコンテンツを充実させて，効果的
な広報を実施した。なお，18年 2 月に開局80周年
を迎えたことを機に，12月までの間，各種事業に
おいて「80周年記念」を冠して，「地域に根ざし
た放送局」をPRした。
　北見局では，11月にBS 4 K・BS 8 Kの受信方法
等に関するパネル展と合わせて，冬季の防災に向
けた啓蒙活動として「ストップ！暴風雪被害キャ
ンペーン」のパネル展示を会館ギャラリーで実施
した。 2 月の北見特集月間では，「流氷」「焼肉」
「カーリング」など，地域の特色ある番組を集中
編成し，お祭りでのPRやコミュニティー紙への
掲載など，地域に根ざした広報活動を展開した。
また， 4 Kミニ番組『オホーツク心の風景』を16
年度から 3 か年で延べ23本を制作，18年度は，神
の子池（清里町），ひまわり畑（大空町）などオ

ホーツク地方の美しい風景を 4 Kで収録した。こ
のミニ番組は，放送のほか，スーパーハイビジョ
ンのPR活動として公開番組の会場などでも上映
した。11月には恒例の「NHK杯カーリング選手
権大会」を50チームの参加を得て，北見市常呂町
で開催するなど，地域の文化・スポーツ活動への
支援に取り組んだ。
　室蘭局では，四季折々の風景や魅力的な人たち
を紹介する『ILOVE JIMOTOいぶりひだか』
を継続し，地元の応援に努めた。また，北海道
150年企画のミニ番組『ドローンでたどるイザベ
ラ・バード～平取への道～』をシリーズで制作し，
アイヌの文化に触れるとともに歴史を振り返っ
た。「がんを防ごうキャンペーン」を継続し，「リ
レー・フォー・ライフ・ジャパン2018とまこまい」
などシンポジウムのもようを伝え，啓発への取り
組みを後押しした。 9 月に発生した北海道胆振東
部地震では，番組出演者，スポーツ選手等の協力
により応援メッセージを放送した。12月 1 日に開
局したBS 4 K・BS 8 KのPRも進め，局外での受信
公開を 1 ～ 3 月にかけ登別，室蘭，伊達で行い，
また，地元の製鉄工場内の様子を 8 Kカメラで撮
影し， 8 Kタイムラプス映像として地域の魅力と
その迫力を全国に放送した。

2．イベント事業

　北海道・十勝を舞台にした19年度前期放送の
『連続テレビ小説』「なつぞら」の視聴促進と地
域の盛り上げを図るため，帯広局と札幌局を中心
に事前PRイベントを展開した。また，18年は「北
海道150年」という地域にとっての節目の年に当
たることから，北海道 7 局が一体となり各地で関
連イベントを実施した。さらに， 9 月 6 日に発生
し大きな被害をもたらした北海道地震を受けて，
被災地を応援するイベントを開催し，復興を目指
す北海道に寄り添うNHKの取り組みを推進した。
（1）公共放送ならではの活動強化
　『NHKのど自慢』『新・BS日本のうた』などの
全国放送公開番組を道内で25本実施し約 2 万人が
来場した。なかでも，札幌局開局90年を記念して
開催した『NHKのど自慢』は，札幌市で33年ぶ
りの開催ということもあり，出場，観覧ともに多
くの申し込みがあった。
　『連続テレビ小説』「なつぞら」の放送開始を
控え， 2 月の「NHKゆきんこフェスタ」（さっぽ
ろ雪まつり）でPRイベントを開催。出演者が制
作の裏話や見どころを語る「元気いっぱい北海道
feat.なつぞら」トークショーの公開録音（R1，
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3.24，北海道向け）や，「人力発電列車なつぞら
号」などのNHKブースを展開し， 2 万人を超え
る来場者にドラマの魅力を紹介した。
　北海道地震からの復興を応援する取り組みとし
て，北海道ゆかりのアーティストが多数出演した
『いまこそ、ひとつに北海道ライブ』を11月に
札幌市で開催し，北海道向け（G，12.14）と全国
（G，1.8）に放送したほか，「えがお咲く！NHK
ファミリーフェスin厚真町」を自治体と共催で 3
月に開催した。「ワンワンとあそぼうショー」や
「Foorinとパプリカをおどろう！」などを実施
し， 2 日間で5,876人が来場した。
　12月 1 日から本放送を開始した 4 K・8 Kスーパ
ーハイビジョンの魅力を紹介するイベント「いよ
いよ12月放送開始！ 4 K・8 Kスーパーハイビジョ
ンパークin札幌」（10月，札幌市）を，札幌市な
どが主催するクリエイティブコンベンション
「NoMaps 2018」と連携して実施し， 5 日間で
1 万7,692人が来場した。
　防災の取り組みとして，釧路局では，釧路市消
防本部等と連携し「防災ワンデー・釧路防災講演
会2019」（ 1 月，釧路市）を実施し，地元の気象
台長とNHK報道局災害・気象センター長が，巨
大地震への備えや心構えについて講演した。札幌
局では，北海道や札幌市などと連携し「ほっかい
どう防災ひろばinチ・カ・ホ」（ 1 月，札幌市）
を実施。『NHKニュース 7 』の気象キャスターに
よる講演や，北海道地震などの被災地映像をVR
（バーチャルリアリティー）で体験できるコーナ
ーを設置し，災害への実感を高め，備えの大切さ
を伝えた。
　福祉では，「NHK歳末たすけあい・海外たすけ
あい」のほか，「第23回NHKハート展」を，さっ
ぽろ地下街・オーロラプラザで 6 月に開催し，
8,300人が来場した。また「NHK介護百人一首
2018パネル展」を札幌局ギャラリーで 4 月下旬か
ら 5 月上旬にかけて開催した。
　スポーツでは，北海道で初めての開催となる
「日本シニアオープンゴルフ選手権競技」（ 7 月，
苫小牧市）を開催。トップシニアのプレーを楽し
んでもらうとともに，ギャラリープラザでは中継
映像技術を活用したイベントで競技の魅力を紹介
したほか，北海道の関連番組をPRした。また
「NHKジュニアスポーツ教室」を札幌，帯広，
釧路，北見の 4 局（10月，共和町／ 8 月，鹿追町
／ 9 月，釧路町／10月，清里町）で実施した。
（2）地域視聴者との結び付きを強める活動
　北海道150年を記念して，「北海道博物館第 4 回

特別展　幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四
郎」を博物館と共催。“北海道”の名付け親とさ
れる武四郎の生涯や，アイヌ民族との交流を紹介
する展覧会に 4 万4,477人が来場した。
　札幌局のデジタルプロジェクトと連携し，大学
生と共同でラジオ番組を制作する『キャンパス
で！なんかやったRadio』を北海道大学（R1，
6.3）と北海学園大学（R1，12.14）で実施。生放
送中にSNSを活用した双方向番組は，若い世代を
中心にインターネット上で大きな反響を呼んだ。
　函館局では，北海道150年に関連し，『今夜も生
でさだまさし』（ 6 月，函館市）を函館の歴史を
象徴する特別史跡「五稜郭跡」に隣接する五稜郭
タワーから，生放送で実施した。また，北海道南
西沖地震25年の節目に「こども音楽クラブ」（11
月，奥尻町）を実施し，N響メンバーが島の小学
生に向けて一流の音楽を届けた。地域の各種団体
が参加するイベント「はこだて国際科学祭」（ 8
月，函館市）では，オリジナルの 8 Kタイムラプ
スコンテンツを上映しスーパーハイビジョンの
PRを行った。
　旭川局では，北海道150年に合わせて「むかし
・いま・みらい」をテーマに16年ぶりに放送会館
の公開イベントを開催した。過去に人気を博した
FMリクエスト番組の公開生放送や，「ワンワン
とあそぼうショー」のほか，ふだん公開していな
いニューススタジオで実際の放送機材に触れる体
験ツアーなど，放送局ならではのイベントを実施
し769人が参加した。
　帯広局では，19年度前期『連続テレビ小説』「な
つぞら」に向けたPRイベント「NHKなつぞら氷
フェスタ！」（ 2 月，帯広市）を実施。ドラマの
ヒロインをモデルに，公募写真で制作した「モザ
イクアート」の披露，ドラマ出演者によるスペシ
ャルトークショー，番組ロゴを彫刻した氷の壁な
どを展開した。
　釧路局では，『NHKのど自慢』（ 6 月，根室市）
をはじめとした全国放送の公開番組のほか，釧路
単の番組『タンチョウらじお』の公開放送（12
月，釧路市）も実施して，身近な放送局をPRした。
9 ～10月にかけて開催した「NHK杯アイスホッ
ケー大会」では，全チームの選手を放送・ウェブ
で紹介し若年層およびその家族とのつながりを強
化した。
　北見局では，小清水町100年を記念して『NHK
のど自慢』（ 4 月，小清水町）を実施。また，斜
里町町政施行80周年に合わせ『新・BS日本のう
た』（ 9 月，斜里町）の公開録画を実施した。北
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海道150年関連企画として，オホーツク地域の 3
つの大学とNHKの先端技術や取り組みを体験で
きる企画イベント「オホーツク未来フェス」（ 7
月，北見市）を実施し，3,000人以上が来場した。
　室蘭局では，『北海道まるごとラジオ』の公開
生放送（ 9 月，室蘭市）を実施。登別市出身の津
軽三味線奏者・吉田健一さんをゲストに，北海道
地震からの復興の様子を伝えるとともにエールを
送った。また，北海道150年に関連した「朗読で
旅する北海道」（ 3 月，伊達市）を実施。ピアノ
演奏を交え，イザベラ・バードがたどった作品ほ
か，北海道にゆかりの紀行作品を朗読し，そのも
ようをラジオ（FM，3.30，胆振・日高地域向け）
で放送した。
（3）受信料制度の理解を深める活動強化
　『NHKのど自慢』の 4 会場（ 4 月，小清水町
／ 6 月，根室市／ 8 月，札幌市／ 8 月，洞爺湖町）
で「予選会記念写真サービス」「予選会映像の時
差再生」などのCS活動を展開。また，受信料支
払者限定イベント「ガラピコぷ～小劇場」を道内
3 会場で 6 公演行い，受信料公平負担に向けた理
解促進活動を行った。11月には札幌市でCATVと
の共催による「NHKカジュアルクラシックコン
サート」を開催した。

3．営 業

　18～20年度の 3 か年経営計画の初年度として，
支払率と衛星契約割合の向上を図るため，年間を
通じた訪問要員の募集・育成活動の展開や，公益
企業・不動産会社との連携を強化するなどにより，
契約総数増加に努めた。
　衛星契約増加においては，BS 4 K・BS 8 Kの本
放送開始に伴う営業活動でのPRやイベント等を
通じたケーブル会社との連携強化などにより，契
約取り次ぎの拡大と衛星契約割合向上に努めた。
　 2 月から開始した「奨学金受給対象等の別住居
の学生」を対象とした新たな受信料免除制度につ
いて，該当者からの早期申請を促進するために，
ダイレクトメールでの周知に加え，大学生協等の
窓口や放送を通じた周知も行い，新たな制度の理
解促進と円滑な免除申請の受け付けに努めた。

東 北

Ⅰ．放 送
1．放送の概要

〔仙台局〕
　東日本大震災から 8 年がたち，被災地の間でも
インフラの整備などにおいて“復興格差”が広が
る中，盛岡局，福島局とも連携して 1 年を通じて
震災の風化を防ぐ取り組みに力を入れた。
　被災地の現状や課題を継続的に伝えるため『東
北ココから』を新設。震災 8 年となる 3 月11日周
辺では『特集　明日へつなげよう～東日本大震災
から 8 年～』を放送し，新たに震災遺構となった
宮城県の気仙沼向洋高校，三陸鉄道の全線開通を
間近に控え盛り上がる岩手県釜石市や福島県大熊
町といった被災地の新たな動きを生中継で伝えた
ほか，『NHKスペシャル』（「“黒い津波”知られ
ざる実像」「崖っぷちでもがんばっぺ～おかみと
社長の奮闘記～」「終（つい）の住みかと言うけ
れど…～取り残される被災者～」）や『クローズ
アップ現代＋』『震災ドキュメンタリー「あの日
の星空」』などを全国に向けて放送した。
　また，地域の伝統文化や豊かな自然といった東
北の魅力を発信し観光客誘致につなげるため，16
年度から継続している「大好き♡東北」キャンペ
ーンの中核を担う特集番組『みちたん～ああ！す
ばらしきセカイ～』を定時番組としてゴールデン
タイムに新設したほか，東北各地の奇祭を紹介す
る『ものほん～ウワサの東北見聞録～』をブロッ
クで放送した。
　特集番組では，『NHK仙台放送局開局90周年記
念番組』や地域を活性化するスポーツ関連の番組
として羽生結弦選手のオリンピック 2 連覇パレー
ドのもようを，新会館をキーステーションにテレ
ビ，ラジオで全国に発信するとともにNHKワー
ルドプレミアムで海外に発信した。さらに高校野
球100回大会を盛り上げるため，テレビ・ラジオ
で関連番組を放送したほか，東京オリンピック・
パラリンピック関連番組として『東北のパラアス
リートにエールを！～Tokyo2020への挑戦～』を
放送した。
　新たな放送サービスとしては東北の四季をスー
パーハイビジョンの技術で記録した『四・季・彩
～光あふれる　みちのくで～』をBS 4 Kで放送
した。
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〔秋田局〕
　夕方 6 時台の『ニュースこまち』はメインキャ
スターが交代し雰囲気を一新。秋田の魅力を押し
出した企画や，気象予報士の詳細な解説による気象
情報を，工夫や改善を加えて秋田県民に発信した。
　金曜夜間では， 4 月から『きんよる秋田』を新
設。秋田のマタギに密着するドキュメンタリーか
ら，「あきた鉄道出会い旅」など，幅広いテーマ
で月 1 本程度放送。 8 月には金足農業高校の甲子
園での活躍を受け『きんよる秋田SP』を県民へ
届けた。10月からは，過去に放送した秋田関連の
番組も同番組で再放送。月 2 本程度に増やし，視
聴者への浸透を図った。
　プロスポーツの中継では，バスケットボールB
リーグ「秋田ノーザンハピネッツ」のプレーオフ
と10・ 3 月の試合を放送した。
　 8 月には大雨被害が発生し，被害の状況や生活
情報を特設ニュース，L字型画面やデータ放送を
駆使してきめ細かな情報発信を行った。ラジオ番
組では，『秋田駅前　喫茶こまち』を継続。ゲス
トへのインタビューや生活情報・天気予報を中心
に聴取者に届けた。
〔山形局〕
　夕方 6 時台の『やままる』では，その日のメイ
ンニュースを「ニュースアップ」として掘り下げ
て取材し，取材にあたった記者の解説を交えて，
より分かりやすく伝えた。県が公募で選定したや
まがた百名山から 1 つ紹介する「やまがた百名
山」を新コーナーとして立ち上げ，身近な里山か
ら奥深い霊峰まで，さまざまな山を取り上げ，山
の魅力を紹介した。
　金曜夜間の『東北ココから』では，魅力的な人
物，美しい自然など山形のすばらしさや，身近に
ある課題を徹底的な取材で深く掘り下げて放送し
た。ラジオの地域情報番組『なにしったのや
～？』では，県内外で活躍するゲストの話や県内
各地からの生中継，ふるさとの言葉を味わう民話
コーナーを中心に，山形弁で軽快に伝えた。
　年間を通じ，山形の魅力を全国・世界へ発信す
る「#ymgt_cool（やまがたクール）キャンペー
ン」を継続し，『やままる』内で 4 Kで撮影した
山形の美しい風景を紹介したほか，イベント会場
でVR（バーチャルリアリティー）動画や 4 K映
像を上映するなど，多角的な取り組みを行った。
〔盛岡局〕
　東日本大震災から 8 年，多様化する被災地の課
題や地域再生の取り組みを夕方 6 時台のニュース
番組『おばんですいわて』できめ細かく発信。節

目の 3 月11日を中心に『NHKスペシャル』「“震
災タイムカプセル”拝啓　二十歳の自分へ」や
『明日へ　つなげよう』『こころフォトスペシャ
ル』等で被災地の思いを全国発信し，震災の記憶
を次世代につなぐ放送を実践した。 3 月に全線開
通した，沿岸南北を結ぶ「三陸鉄道リアス線」や
ラグビーワールドカップ2019開催を前に釜石市に
完成した「復興スタジアム」などを舞台に，地元
の動きや期待をニュースのほか『ゆく年くる年』
や『新日本風土記』などの番組でも全国発信し
た。
　金曜夜間『再発見いわて』は，医師不足など岩
手の課題や自然・文化などさまざまなテーマで年
間11本放送した。開局80年となった18年度は「つ
なぐ」をテーマに放送展開。岩手が誇る伝統芸能
の課題や未来を通年で企画リポートし『再発見い
わてスペシャル』で放送。また，過去の選

よ

りすぐ
りの番組を『つなぐ　いわての80年』として，年
度後半から毎月放送したほか，11月には，岩手県
関連の全国放送番組や国際放送番組の特集編成に
合わせ，地域の魅力を首都圏などにPRした。
　緊急報道では，台風接近や大雨の際に，L字放
送やホームページに展開しマルチ発信。特設ニュ
ースも積極的に立ち上げ地域向けにきめ細かく伝
え，防災・減災報道につなげた。
　ラジオの地域放送『まじぇ 5 時』では，大槌町
で開催した「公開復興サポート」でも収録を行っ
た。また，インターネットでの聴き逃し配信を強化
するなど，地域に密着した話題を全国にも届けた。
〔福島局〕
　東日本大震災・原発事故から 8 年。福島を取り
巻く課題は複雑さを増している。福島局では夕方
6 時台の県域ニュース番組『はまなかあいづ
Today』をはじめ『NHKスペシャル』『ETV特
集』『BS1スペシャル』などの全国放送番組でも，
福島の現状・課題を発信した。
　多発する自然災害については， 9 月の台風24号
により県内の広い範囲で影響が出た際に，特設ニ
ュースやL字画面で防災情報を伝えた。また，10
月には福島県知事選挙が実施され，県政の課題や
候補者の主張を分かりやすく伝えた。
　金曜夜間では17年からスタートした『ココに福
あり　fMAP』を引き続き放送して，福島に暮ら
す人たちの知られざる思いとその魅力を伝えた。
　平日の夕方 5 時台にラジオで放送している『こ
でらんに 5 』では， 3 回の全国向けの放送や，テ
レビと連動した公開生放送を通じて，県内外の人
に福島の情報を発信した。
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〔青森局〕
　夕方 6 時台『あっぷるワイド』は，県内の経済
・事件・事故についての独自取材を含むニュース
や見る人に元気をもたらす多彩な企画，きめ細や
かな気象情報を伝えた。金曜夜間の新番組『発
見！あおもり深世界』は，県民も知らない情報を
満載するというコンセプトのもと10本を放送。司
会陣に地元アイドルグループ・りんご娘のメンバ
ーも起用し，親しみやすさを打ち出した。『あっぷ
るラジオ』，同スペシャルでも青森の文化を伝えた。
　『ETV特集』『先人たちの底力　知恵泉（ちえ
いず）』『NHKスペシャル』『ダーウィンが来た！
生きもの新伝説』『小さな旅』などで青森県の今
と魅力を全国に発信。『先人たちの底力　知恵泉
（ちえいず）』『ダーウィンが来た！生きもの新伝
説』については金曜夜間にも展開した。ねぶた師
の父と娘を描いた『NHKスペシャル』は，NHK
ワールド JAPAN版・国際展開版も制作し世界に
発信した。
　 8 ～10月の大雨や台風接近の際は，L字型画面
や特設ニュース，ホームページ等で注意喚起した。
NMAPSで風速の変化予想を表示するなど新技術
も積極的に活用した。「青森県東方沖の地震発生
確率引き上げ」などの記者解説や，東日本大震災
から 8 年の企画，毎週金曜放送の『青森防災ラジ
オ』などで，県民の防災意識の向上に努めた。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう宮城』　G

月～金　 7:45～ 8:00
　第 1 回00.4.3／宮城県域（一部東北ブロック）
／県内のニュースのほか，東北各地の話題や課題
を掘り下げたリポート，気象情報を伝えた。／各
局タイトル：『おはよう秋田』『おはよう山形』『お
はよういわて』『おはようふくしま』『おはよう青森』
『ウイークエンド東北』　G

土　 7:30～ 8:00
　第 1 回85.10.12／東北ブロック／東北各地のニ
ュースに加え，郷土で力強く生きる人たちを追っ
た「ウイークエンドFACE」，各地を訪ねてその
魅力を伝える「東北小さな旅」などNHKのネッ
トワークを生かして東北のさまざまな動きや話題
を伝えた。

『もりすた！』　新　G
月～金　11:30～11:54

　第 1 回18.4.4／東北ブロック／新会館の公開ス

タジオから暮らしに役立つ情報や地域に密着した
話題を届ける新番組。手軽にできる料理や東北各
地の観光情報など，暮らしを豊かにする多彩な情
報を伝えた。
『てれまさむね』　G

月～金　18:10～18:59
　第 1 回03.3.31／宮城県域／ニュースや地域の話
題，気象情報をはじめ，震災関連の企画，東北地
方共通の課題や暮らしに役立つ情報を，キャスタ
ーを一新して伝えた。／各局タイトル：秋田『ニ
ュースこまち』，山形『やままる』，盛岡『おばん
ですいわて』，福島『はまなかあいづToday』，青
森『あっぷるワイド』
『東北ココから』　新　G

金　19:30～19:57
再土　10:55～11:22

　第 1 回18.4.13／東北ブロック（一部仙台単，仙
台・山形ブロック）／18年度スタートの新番組。
震災の記憶の風化が進む中，被災地が直面する課
題を発信したほか，視聴者の関心の高い東北の時
事的な話題をタイムリーに放送した。
　「闘将がのこしたもの～楽天・星野仙一の信念～」

仙台局／ 4.13
　「西郷どんの教え今も」

山形局／ 5.11
　「あなたの大切なものは何ですか？」
 仙台局／ 5.25
　「再生なるか！？宮城のホヤ」

仙台局／ 6. 8
　「高校野球100回　宮城　球児たちの軌跡」

仙台局／ 7.13／19:33～20:45
　「“分断”された故郷で　～原発事故 7 年　め

ざした復興の今～」
仙台局／ 7.27

　「原発事故　命を脅かす心の傷」
 福島局／ 9. 7
　「特集・震災 7 年半　暮らしの復興はいま」

仙台・盛岡局／ 9.14／19:30～20:42
　「再び海へ　～福島　ある漁師の 7 年半～」

福島局／10. 5
　「野菜おいしいよ！　～インドから来た27歳～」

仙台局／10.12
　「語りのバトン～震災と歩む子どもたち～」

仙台局／10.26
　「黒い波　～新たな津波の脅威とは～」

仙台局／11. 2
　「わが子と、あたりまえの幸せを～医療的ケア

児と家族の日々～」 山形局／12.14
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　「宮城で就職を夢みて～アジア系留学生たちの
実態～」

仙台局／ 1.11
　「拝啓　二十歳の自分へ　タイムカプセル　 8

年目の再会」
盛岡局／ 1.25

　「反骨　～中村敦夫の福島～」
福島局／ 2. 1

　「人を作り　最先端を生み出す　～有機EL開
発者　城戸淳二～」

山形局／ 2. 8
　「亡き人への追慕　～震災遺族とイタコ～」

仙台局／ 2.22
　「住みたい町はジブンで作る～気仙沼　高校

生×大人の挑戦～」
仙台局／ 3. 1

　「あの日の星空」
仙台局／ 3. 8

『みちたん～ああ！すばらしきセカイ～』　G
　金　19:30～19:57

　再土　10:55～11:22
　第 1 回16.4.15／東北ブロック／仙台局／東北各
地の日常の風景の中からディープな魅力を深堀り
する新感覚紀行番組。16年度から随時放送してい
た特集番組を18年度定時番組化。
　「ゴールデンだよ！24回目」 4.27
　「そばにいるよで25回目」 6.29
　「夏の探検マッチョで26回目」 8.24
　「男のロマンで27回目」 9.28
　「ニャンだこれは！？で28回目」 10.19
　「なんとかコケずに　29回目」 11.30
　「愛しあってるかーい！？　30回目」 12. 7
　「年末スペシャルで31回目」

12.27／19:30～20:12
　「映え～な感じで　32回目」 1.18
　「厄除け――――――！！33回目」 2.15
『被災地からの声』　G

土　 9:30～ 9:54
　第 1 回11.3.20／東北ブロック／被災者が今，一
番伝えたいことを直接カメラに向かって話しても
らう番組。震災直後に開始した番組スタイルを継
続し，被災地に暮らす人たちや他の地域へ避難し
ている人たちの声を被災地・石巻出身のアナウン
サーが伝えた。
『マイあさラジオ東北』　R1

　月～土　 7:40～ 8:00
　第 1 回15.3.30，最終回19.3.30／東北ブロック／
東北各地のニュースや話題，気象情報，交通情報

などをコンパクトに伝える地域情報番組。聴取者
による地域リポーターやコミュニティFMからの
電話リポート，健康情報，週末情報などを，音楽
とともに日替わりで伝えた。
『ゴジだっちゃ！』　R1

　月～金　17:05～18:00
　第 1 回12.4.2／宮城県域／ニュースや天気予報，
交通情報に加え，話題の人へのインタビューや県
内全市町村の「だっちゃ通信員」が旬のふるさと
情報を伝える電話リポートなど，リスナーのお便
りを交えながら県内の情報を新たに日替わりのパ
ーソナリティーを迎えて伝えた。原則，毎週木曜
は全国放送。
〔各局ラジオ番組〕　R1
秋田『秋田駅前　喫茶こまち』 金　12:30～13:00
山形『なにしったのや～？』 金　12:20～13:00
盛岡『まじぇ 5 時』 月～金　17:00～18:00
福島『こでらんに 5』 月～金　17:00～18:00
青森『あっぷるラジオ』 金　12:20～12:55
『民謡をどうぞ』 R1・FM　金　12:30～12:55
　第 1 回54.11／東北ブロック（R1のみ除く山形，
青森）／東北ならではの民謡を季節に応じたテー
マで放送する東北最長寿の民謡専門のラジオ番
組。
『MONKEY MAJIKのオンバク』　FM

　月　18:00～18:50
　第 1 回14.4.5／東北ブロック／仙台在住の実力
派バンド・MONKEYMAJIKをナビゲーターに，
トークや演奏，東北の未来を担うアーティストの
紹介や応援など，東北 6 県を結んで伝える番組。
月曜に移設して放送。
（2）特集番組
〔東北ブロック〕
『羽生結弦　連覇の道～中継　仙台祝賀パレード

～』　G
　仙台局／ 4.22／13:05～15:15

『カキと森と長靴と』　G
　仙台局／ 7.20／19:30～20:42

『きんよる秋田SP「選手出演！ありがとう！金
足農業」』　G

　仙台・秋田局／ 8.25／15:05～15:50
『石巻Reborn～100年先へのメッセージ～』　

G
　仙台局／ 9.21／19:30～20:42

『ものほん　第 2 回～ウワサの東北見聞録～』　
G

　仙台局／11.16／19:30～20:42
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『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2018「東北地区大会」』　G

　仙台局／11.23／10:05～10:59
『プロ野球楽天　人気者 3 人衆直球対談』　G

　仙台局／ 1. 5／ 7:30～ 7:54
『大好き♡東北　定禅寺しゃべり亭』　G

　仙台局／ 2. 2／11:10～11:54
『東 北 の パ ラ ア ス リ ー ト に エ ー ル を！～

Tokyo2020への挑戦～』　G
　仙台局／ 2. 9／11:05～11:54

『北国からのコンサート2019　～青森県むつ市
下北文化会館で収録～』　G

　仙台局／ 3.15／19:30～20:42
『第40回　NHK東北民謡コンクール優勝大会』　

G
仙台局／ 3.20／19:30～20:42

『夏の高校野球100回記念特番「嗚呼、悲願の
優勝旗！東北の高校野球を語ろう！」』　R1

　仙台局／ 7. 8／13:10～15:30
『第40回NHK東北民謡コンクール　各県大会』　

FM
18:00～18:50

　 2. 7　宮城， 2. 8　青森， 2.12　秋田
　 2.13　山形， 2.14　岩手， 2.15　福島

〔県域番組〕
〔仙台局〕
『やっぺぇ！たいそう』　G・E ／随時
『羽生結弦　連覇の道～中継　仙台祝賀パレード

～』　R1
4.22／13:05～15:15

『NHK仙台放送局開局90周年記念番組』　G
6.15／19:30～20:15

『合唱にかける夏　Nコン・宮城県コンクール』　
G

8.26／13:05～13:50
『定禅寺ストリートジャズ　at　NHK』　G

9. 7／20:00～20:45
『定禅寺ストリートジャズフェスだっちゃ！』　

R1
9. 8／13:05～16:00

『ゴジだっちゃ！特集「第18回　NHK仙台　川
柳・短歌大会」』　R1

3.16／13:05～14:55
〔秋田局〕
『きんよる秋田』　新　G

金　19:30～19:57
　「サッカーで秋田を変える～J3クラブ社長の挑

戦～」 4.13

　「クマヤマ」 5.11
　「あきた鉄道出会い旅～鳥海山ろく線＆五能線

編～」 6. 8／19:30～20:15
　「旬感☆ゴトーチ！　秘湯ここにあり！　～秋

田　乳頭温泉～」
7.13／19:33～19:57

　「ザ・ディレクソン　in秋田」
8.24

　「秋田大曲　全国花火競技大会2018」
　 9.14／19:30～20:42

　「B1開幕！ハピネッツ100％応援宣言！」
10.12

　「Journeys　in　Japan～北秋田　自然への祈り」
10.26

　「あきた鉄道出会い旅　～田沢湖線編～」
11. 2

　「ラン×スマ　秋田スペシャル　田沢湖マラソン」
11.30

　「アナトーク　～歴代アナ大集合！～」
12.14

　「小さな旅　～八幡平～」
1.11／19:30～19:55

　「うまいッ！　歯ごたえ抜群！“まいたけ”～
藤里町～」

1.25
　「中井精也のてつたび！　由利高原鉄道鳥海山

ろく線」 2. 1
　「卓のユメグリア　スペシャル」

2. 8
　「Journeys　in　Japan～十和田　時をこえて～」

　　 2.22
　「イッピン　みちのく発！優美な輝き～角館の

樺細工～」
3. 1

　「あきた鉄道出会い旅　～花輪線編～」
3. 8

『聖火のキセキ「秋田　金メダルリレー秘話　祖
父から孫娘へ渡す五輪出場の夢」』　G　

　 6. 8／20:15～20:40
『きんよる秋田SP「選手出演！ありがとう！金

足農業」』　G
8.24／19:57～20:42

〔山形局〕
『東北ココから』　新　G

金　19:30～19:57
　「西郷どんの教え今も」

5.11
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　「山形から王手！～プロ棋士・阿部健治郎七段～」
6. 8

　「やまがた百名山　総集編（ 1 ）」
　 7.13／19:33～20:00

　「Journeys in Japan　山形・飛島　恵みとと
もに」 9. 7／19:33～20:00

　「日本一の芋煮会　世界一を目指す」 9.14
　「ブルガリアの妖精がやってきた　ホストタウ

ン村山　 2 年目の夏」 10.26
　「やまがた百名山　総集編（ 2 ）」 11. 2
　「わが子と、あたりまえの幸せを～医療的ケア

児と家族の日々～」 12.14
　「国産畳の復活に挑む～寒河江の畳職人　鏡芳

昭～」 1.25
　「人を作り　最先端を生み出す　～有機EL開

発者　城戸淳二～」 2. 8
『RISING「鶴岡に新しい町をつくれ！　ベンチ

ャー起業家　山中大介」』　G 
　12. 7／19:30～19:57

『生中継　おいでよ！ホストタウンフェス』 　G
　 3.16／11:17～11:32，12:40～12:45

〔盛岡局〕
『再発見いわて』　G

金　19:30～19:57
　「最高の終わりを求めて　～八重樫東　再起の

記録～」
4.13

　「地域医療クライシス　～医師偏在　岩手から
のSOS～」

 5.11
　「岩手山　～みちのく　南部片富士～」

6. 8
　「愛馬とともに　鈴の音高く～岩手山麓　チ

ャグチャグ馬コ～」
6.22

　「釜石　“鉄人”たちの物語」
7.13

　「龍泉洞の秋　神秘の水とまつたけ三昧！」
　10.12

　「ワールドカップを釜石で　～“北の鉄人”が
追いかけた夢～」

11. 2
　「合唱にかける　～水沢高校音楽部　のど自慢

からの挑戦～」
12. 7

　「宮川大助・花子　岩手・山田町へ」
1.11

　

「チャリダー★大運動会in岩手大槌町」
2. 8

『再発見いわてスペシャル　つなぐ　－いわての
芸能－』　G

12.14／19:30～20:42
『おばんですいわて　年末スペシャル』　G
 12.28／18:00～19:00
『おばんですいわて 震災から 8 年～記憶を遺

し、教訓を伝える～』　G
3.11／18:00～19:00

『つなぐ　いわての80年』　G　
　「聖火のキセキ　岩手・聖火に復興の願いを込

めて」
10.13／10:55～11:21

　「NHKスペシャル　世界遺産　平泉　金色堂
の謎を追う」

11. 3／10:55～11:45
　「東北スペシャル　四季　北上川～いのちあふ

れる東北の大河～」
12.22／10:55～11:39

　「美しき日本　百の風景　神宿る厳冬の山里　
岩手・遠野」

1.12／10:55～11:21
　「シリーズいわて　釜石最後の芸者　～伊藤艶

子　85歳～」
2. 9／10:05～10:31

　「新日本風土記スペシャル　涙と夢と三陸鉄
道　出発進行」

 3.16／10:05～11:20
〔福島局〕
『福島県知事選　開票速報』　G

　10.28／20:55～21:00，22:28～22:50，
　10.29／ 0:05～ 0:10

『ココに福あり　ｆMAP』　G
　「＃ 3 　いつだってポジティブ　ポジぃちゃん

図鑑」 4.13
　「＃ 4 　不屈のラーメン」 5.11
　「＃ 5 　ふくしまLOVERS」 7.13
　「＃ 6 　汗まみれの一本道」 10.12
　「＃ 7 　大集合！2018ふくしま茶ミット」
 12.14
　「＃ 8 　福街道　国道349号をゆく」 2. 8
『グッと！スポーツ・選　「エアレース　空を自

由に舞え　室屋義秀」』　G
5.25／19:57～20:42

『ドキュメント　再び　海へ　～新地町　ある漁
師の 7 年～』　G

6.29／19:30～19:57
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『にっぽん百名山「磐梯山」』　G
8. 4／10:55～11:22

『反骨　～中村敦夫の福島～』　G
11. 2／19:30～19:57

『にっぽん縦断　こころ旅　蔵出しスペシャル　
「2013秋の旅　福島県」』　G

 11. 4／13:05～13:34
『綾瀬はるかのふくしまに恋して2018　まとめ

て見せますスペシャル！』　G
　12.30／10:05～10:25

『Yスペ！「長州と会津　～明治150年　未来へ
の模索～　」』　G

12.30／10:25～10:50
『目撃！にっぽん・選「記憶と向きあう～作家・

柳美里と高校生～」』　G
1. 4／18:05～18:39

『インタビューここから・選「前を向いて切りひ
らく～なでしこジャパン　高倉麻子　監督
～」』　G

1.11／19:30～19:56
『聖火のキセキ「福島　円谷幸吉に届け！炎の花

に込めた後輩の願い」』　G
　 1.18／19:30～19:55

『福島をずっと見ているTV・選vol．75「南相
馬・新たな挑戦の先に…」』　G

1.27／13:05～13:49
『にっぽん百名山「安達太良山」』　G
 3. 1／19:30～19:57
〔青森局〕
『発見！あおもり深世界』　新　G

金　19:30～19:57
　「八戸　巨大朝市のヒミツ」
 4.13
　「選

よ

りすぐり2本立て！　新日本風土記・八戸／
ニッポンの里山　ヒバリが舞う海辺の花園」

 5.11／19:30～20:41
　「抱腹絶倒！津軽深掘り旅」

6. 8
　「ダメ男こそ強いのです　～太宰治の“したた　

か人生”」
 7.13／19:33～20:18
　「テレビ初インタビュー　芥川賞作家・高橋弘

希の素顔」
 9.14
　「輝け！青森りんごスター」
 10.12
　「けっぱれ！青森の女性社長～元気のヒミツ～」

11. 2

　「救世主はフクロウ！青森リンゴ園」
12.14

　「県内全市町村を独自調査！増え続ける“買い
物弱者”」

 1.11
　「ノーナレ　津軽雪空港」
 2.22
『お国ことばdeのどじまん』　G

　 2. 8／19:30～20:40
『青森ねぶた祭2018』

G　 8. 6／18:55～19:50
E　 8. 6／19:35～20:45

『第60回NHK杯青森県卓球選手権大会』　G
　12.15／16:30～17:00

『あっぷるラジオ　会館公開スペシャル「笑って
・歌って・秋に感謝！」』　R1 

　10.20／13:05～15:00
『あっぷるラジオ　クリスマススペシャル「けっ

ぱれ！青森わげものカルチャー！」』　R1
　12.23／16:05～17:55

『あっぷるラジオ　スペシャル「青森お国ことば
サミット！」』　R1　　　　　

　 3.16／14:05～16:00
〔各局共通〕
『第85回NHK全国学校音楽コンクール』
　「宮城県コンクール」 E　 9. 1
　「秋田県コンクール」 E　 9. 1
　「山形県コンクール」 FM　 8.29～30
　「岩手県コンクール」 E　 9. 1
　「福島県コンクール」 FM　 9. 8～ 9
　「福島県コンクール」 FM　 9.16～17
　「青森県コンクール」 FM　 8.26
　「東北ブロックコンクール」 E　 9.22～23

3．スポーツ中継

　＊ブロックと記した以外は県域
〔高校野球〕
第100回全国高等学校野球選手権　地区大会
　宮城県　準決勝 G・E・R1　 7.27
　　　　　　決勝 E・R1　 7.28
　秋田県　準決勝 G・E・R1・FM　 7.23
　　　　　　決勝 G・R1　 7.24
　山形県　準決勝　 G・E・R1　 7.24
　　　　　　決勝 G・E・R1　 7.25
　岩手県　準決勝 G・E・R1　 7.21
　　　　　　決勝 G・E・R1・FM　 7.22
　福島県　準決勝 G・E・R1　 7.21
　　　　　　決勝 G・E・R1　 7.22
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　青森県　準決勝 G・E・R1　 7.20
　　　　　　決勝 G・E・R1　 7.22
第71回秋季東北地区高等学校野球
◇地区大会　準決勝・決勝
　宮城 R1　 9.22～23
　秋田 R1・FM　 9.23～24
　山形 R1・FM　 9.29，10. 2
　岩手 R1　 9.23～24
　福島 R1・FM　 9.23～24
　青森 R1　 9.22～23
◇東北大会（ブロック）
　準決勝 R1　10.17
　決勝 R1　10.18
〔その他のスポーツ〕
第69回NHK杯東北高校ラグビー選手権–決勝–
　「秋田中央」対「黒沢尻工」（ブロック）

G　 6.17
第54回NHK杯東北高校バスケットボール選手権
–男子決勝–
　「明成」対「聖和学園」（ブロック）G 6.24
第98回天皇杯全日本サッカー選手権各県代表決
定戦
　秋田県代表決定戦（秋田）　
　「ブラウブリッツ秋田」対「猿田興業」
 E　 4.22
　宮城県代表決定戦（仙台）
　「ソニー仙台」対「仙台大学」 E　 5.13
　山形県代表決定戦（山形）
　「FCパラフレンチ米沢」対「山形大学体育会

サッカー部」 G　 5.13
　福島県代表決定戦（福島）
　「福島ユナイテッド」対「いわきFC」
 E　 5.13
　青森県代表決定戦（青森）
　「ブランデュー弘前」対「ラインメール青森」
 G　 5.13
プロ野球（ブロック）
　「東北楽天ゴールデンイーグルス」
　　対「西武」 G　 4.14
　　対「オリックス」 G　 4.20
　　対「西武」 G　 5. 5
　　対「ヤクルト」 G　 6. 1
　　対「阪神」 R1　 6.15
　　対「日本ハム」 R1　 6.22
　　対「オリックス」 R1　 7.10
　　対「ソフトバンク」 G　 8.31
　　対「日本ハム」 R1　 9.28

サッカーJ1
　「ベガルタ仙台」（仙台）
　　対「FC東京」 G　 9.15
　　対「浦和レッズ」 G　10. 7
　　対「鹿島アントラーズ」 G　11.24
　　対「浦和レッズ」 G　 2.23
サッカーJ2
　「モンテディオ山形」（山形）対「アビスパ福岡」

 G　10.21
サッカーJ3
　「福島ユナイテッド」（福島）対「ガンバ大阪

U-23」 G　11.18
バスケットボールBリーグ
　「仙台89ERS」（仙台）
　　対「山形ワイヴァンズ」 G　12.23
　「秋田ノーザンハピネッツ」（秋田）
　　対「熊本ヴォルターズ」 G　 5.13
　　対「琉球ゴールデンキングス」 G　10. 6
　　対「アルバルク東京」 G　 3.17

Ⅱ．技　術

1．安全安心の拠点となる設備整備の推進

　 1 月，福島局で域内局最初の次期運行装置
COMPASSの運用を開始した。19年度に更新予定
の山形・盛岡・青森局でも準備作業が進み，盛岡
局は会館UPSを50kVAに増力更新した。
　秋田局では『ニュースこまち』で豊富な気象デ
ータによる分かりやすい解説を行うため， 7 月に
NMAPSを導入した。山形局も『やままる』気象
コーナーの拡大充実のため10月NMAPSを導入，
リモート機能をスタジオに新設し記者解説にも活
用している。
　伝送設備では，10月盛岡・釜石基地局のFPU
更新と新山基地局のUPS更新，11月に仙台・大年
寺基地局のUPS更新，秋田・大森山基地局と盛岡
・二戸基地局の回転台更新を行った。IP関連では，
秋田局でLive-Uの生中継用送り返しと指示系統
を新たに構築し，更に 7 月に回線を 2 重化，仙台
局は19年 3 月にLive-U受信機 3 台が常時稼働可
能な系統増設を行った。
　山形・鶴岡支局の移転対応は 7 月に完了した。

2．報道対応

　 6 月，地滑りによる避難勧告が出された福島喜
多方市高郷町に太陽光無停電WEBカメラを設置，
12月末まで重点監視を行った。
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　 9 月の北海道地震では，仙台局から初動段階で，
災害対策車と震災時のデスク経験者・ロケ経験者
を現地に派遣，災害報道を支援した。10月は福島
県知事選開票速報放送に対応した。
　 6 月，緊急停車した東北新幹線に乗り合わせた
技術職員がスクープBOXで車内映像を投稿，『ニ
ュース 7 』等全中ニュースで取り上げられた。

3．地域放送サービスの充実と地域の活性化

　震災 8 年目の 3 月，『NHKスペシャル』はじめ
ドキュメンタリー番組を数多く発信，『特集　明
日へつなげよう～東日本大震災から 8 年～』や
『ごごナマ』『ごごラジ！』『ニュースウオッチ 9 』
等で被災地から生中継，気仙沼市から『のど自
慢』，そして被災 3 局では11日午後 6 時台ローカ
ル枠を 1 時間編成で放送した。また，福島局では，
震災10年に向けた新たな取り組みで， 1 月地元民
放と同時生放送を行った。
　仙台局では， 4 月の「羽生選手五輪凱旋パレー
ド中継」をはじめ，「90周年特番」「天皇杯準決勝
・決勝中継」等，多くの番組で新会館を活用した，
開かれた放送サービスを実現した。
　高校野球の金足農業高校の快進撃を，秋田局は
決勝の中継参加と準優勝特番で対応，県民の盛り
上がりを全国に発信した。山形局は県内の名所や
魅力あるシーンを 4 Kで収録，ローカル放送のほ
か，世界ワインコンテストや旅ラジ等イベント会
場のパブリックビューイング，更にNHKワール
ド JAPANで山形を集中編成して魅力を紹介し
た。
　『ゆく年くる年』では岩手・釜石市の鵜住神社
とラグビーワールドカップ2019の試合会場「釜石
鵜住居復興スタジアム」から生中継を行った。そ
のほか花笠まつりやさんさ踊り，ねぶたをはじめ
東北を代表するお祭り，「楽天」戦やJリーグ，高
校野球や天皇杯サッカー，Bリーグなど，地域の
関心に応えた生中継をマルチ編成や流動対応等を
交え送出した。

4．放送ネットワークの強化

　TV・ラジオ基幹放送所のバックアップ機能と
して，東北各局で会館に非常用送信設備の整備を
進め，順次試験電波を発射し，エリア調査を行っ
た。
　 7 月に福島・双葉ラジオ自家発電装置整備， 9
月は秋田・大館ラジオ放送機更新や福島・笹森山
FM基幹局放送機の 2 台化およびFM-STL装置更
新，10月は山形・西蔵王FM基幹局放送機とSTL

装置更新，青森会館～鷹森山～藤代ラジオ間の
TTL・STL装置更新，11月は仙台・涌谷TV放送
機・TTL装置更新と秋田・皆瀬FM補完局の開局，
12月は盛岡・岩泉小本FM補完局開局と青森・八
戸FM放送機更新， 3 月は仙台・気仙沼ラジオ放
送機 2 台化更新などを進めた。また，東北地方の
NHK共聴の68施設で光化大規模改修を行った。
　 1 月，青森・馬ノ神山放送所付近で落雷停電が
発生，受電回復まで 6 日間を民放と24時間有人監
視，破損設備の交換や除雪，燃料と予備発電機の
手配などの対応を行い，放送を確保した。

5．視聴者対応活動など

　12月のBS 4 K・BS 8 K本放送開始に向け，各局
は各種団体向けのセミナーと受信公開の開催，職
員の番組生出演によるPR，放送開始日対応など，
普及促進に取り組んだ。2018FIFAワールドカ
ップ日本戦や『NHK杯フィギュア』『紅白歌合
戦』などの 8 K生中継，『のど自慢』予選会や「N
コン」「おかあさんといっしょファミリーコンサ
ート」などの会場展示，外部観光施設での 8 K展
示など，さまざまな番組やイベントの機会で，視
聴者に 4 K・8 Kの魅力を伝えた。
　仙台局は 6 月の会館公開で，仙台局開発の体験
型展示「100mバーチャル走」や中継車公開・カ
メラマン体験対応，盛岡局では11月に沿岸地域の
小学校 3 校で「出前授業」，青森局では10月の会
館公開で『あっぷるラジオ　スペシャル』公開生
放送や中継車見学・カメラマン体験などを行った。
　若者との接触率向上を目的に，仙台局で11月
「アイデアソン」を開催，県内外の専門学校生や
大学生が集まりVtuber動画のアイデアを競い，
局アナと局キャラクターのやっぺぇが繰り広げる
動画を12月から10本順次公開した。

Ⅲ．視聴者

1．広 報

（1）仙台放送局放送会館の活用
　仙台局の新放送会館は18年 2 月 4 日にオープ
ン。東北の拠点局として「東日本大震災からの復
興」や「地域の活性化」を目的とする開かれた会
館を目指して，1・2 階に視聴者公開スペース「定
禅寺メディアステーション」を開設した。
　18年度は，定禅寺メディアステーション内でさ
まざまなイベントを開催。特設ステージでの公開
生放送，スポーツ・ライブなどの 4 K・8 Kパブリ
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ックビューイング，ステージショーを軸とした会
館公開，月末金曜に生の演奏などを楽しめる「カ
ルチャーナイト」，パラリンピックや震災などの
番組連動展示，民放各局との震災番組合同上映会
など，40回以上のイベントを実施した。来館者は
新会館オープンから10か月で10万人を超え，また，
18年度としても約11万人を数えた。
（2）地域放送と連動した広報活動
　仙台局キャラクター“やっぺぇ”を活用した広
報活動を継続して行っている。ミニ番組『やっぺ
ぇ！たいそう』では，県内各地の幼稚園・学校・
企業などに出向いて月 2 回ロケを行い，放送やウ
ェブで紹介した。このほか，仙台局オリジナル「や
っぺぇとあそびまショー」を震災被災地などで実
施し，多くの視聴者と交流した。
　山形局では， 5 月21日にNHKフレッシャーズ
キャンペーン2018のイメージキャラクターを務め
る「ヤバイTシャツ屋さん」を山形大学小白川キ
ャンパスに招いて，「NHK×ヤバT×山形大学　
キャリアデザインセミナー」を開催。約300人の
大学生を前に「夢をつかむためには」をテーマに
トークショーを行った。イベントのもようを 5 月
22日放送の総合テレビ夕方 6 時台『やままる』，
5 月25日放送のラジオ第 1 午後 0 時台『なにしっ
たのや～？』の中で紹介した。
　福島局では，地元民放の福島中央テレビと東日
本大震災と原発事故の発生から10年目となる2021
年に向けて，公共放送と民放の垣根を越えて復興
を後押しする取り組みを開始した。
　青森局では，県内の大学生を応援するキャンペ
ーン「Go！フレッシャーズ“ケッパレ！大学
生”」を実施。県内 6 つの大学の学生が出演する
ミニ番組を制作し，テレビ放送のほかホームペー
ジでも公開した。
（3）視聴者とのふれあい活動
　秋田局では， 8 月に行われた全国高校野球選手
権大会に秋田県代表として出場した県立金足農業
高校の快進撃を秋田局ロビーの大画面で公開，決
勝戦に至るまで大勢の来場者が観戦した。隣接施
設で実施した秋田局の歴代アナウンサーが出演し
たイベント「アナトーク」（11.23）には1,000人以
上が観覧し，そのもようは12月14日に県域で放送
した。
　盛岡局では， 8 月 4 日に盛岡さんさ踊りのパレ
ードへ参加。番組キャスターも参加し，開局80周
年，地域放送番組の周知広報を行った。
　福島局では，会館公開「NHKサマーフェス2018
～体験！パラスポ＆エアレース～」（8.18～19）を

開催し，ステージショーなどに1,998人が来場した。
（4）国際放送の広報活動
　盛岡局では，岩手の魅力を全国・世界に向けて
発信し，多くの人に岩手へ実際に訪れてもらうこ
とを目指し，「いわてにおいでよキャンペーン」
を11月に実施。NHKワールド JAPANやBSプレ
ミアムにおける岩手県関連番組集中編成のポスタ
ーを，首都圏主要駅や札幌駅で掲示した。
（5）スーパーハイビジョン
　仙台局では，280インチスーパーハイビジョン
によるパブリックビューイング（PV）を開催し
た。 4 月22日の羽生選手五輪金メダル記念パレー
ドの日は，「 8 K男子フィギュア五輪ダイジェス
ト」と「パレード中継」のPVを行った結果，約
4,000人が来館した。 8 Kによる「サカナクショ
ン」「乃木坂46」などのPVでは，10～20代の若者
の集客を図ったほか，「 8 K紅白歌合戦」の受信
公開も行った。また，県内各地でのイベント開催
に合わせて各会館に 8 Kを設置する普及活動にも
取り組んだ。
　山形局では，BS 4 K・BS 8 Kの本放送開始に合
わせて「会館公開2018ふれあいひろば」（12.1～
2）を開催，2 日間で945人が来場した。翌週には，
庄内地方・三川町の大型商業施設で「BS 4 K・
BS 8 K受信公開」（12.8～9）を実施， 2 日間で
1,346人が来場した。12月31日には，「紅白歌合戦
受信公開」を山形局と南陽市で行い， 2 会場で合
計423人が来場した。
　盛岡局では，奥州市で開催した「おかあさんと
いっしょファミリーコンサート」（2.2）に合わせ
て，BS 8 Kの受信公開を実施。同時開催した『チ
コちゃんに叱られる！』のゲーム・写真撮影コー
ナーと合わせて，1,750人が参加した。
　青森局では，BS 4 K・BS 8 Kの本放送開始に合
わせて青森市と八戸市で受信公開を行い，1,500
人が来場した。また， 1 月 6 日に八戸市で『大河
ドラマ』「いだてん」のイベントを実施。出演の
中村勘九郎さんと橋本愛さんを招いたトークショ
ーと， 4 K映像で初回放送を視聴するパブリック
ビューイングに500人が参加した。

2．イベント事業

　地域の活性化と被災地復興を後押しするイベン
ト等を東北各地で実施し，地域の魅力を全国に発
信した。
（1）復興を応援する活動
①NHK公開復興サポート～明日へ～
　「被災地のみなさんに元気や笑顔を届ける」こ
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とを目的に，通算14回目を 6 月24日に宮城県名取
市（番組10本，イベント11本，1 万3,931人来場）
で，15回目を11月25日に岩手県大槌町（番組 8 本，
イベント12本，4,497人来場）で実施した。
　東日本大震災に加え18年の秋田県豪雨災害の被
災地で，復興支援を目的に公開番組やイベントを
実施した。
　『NHKのど自慢』（7.29，岩手・洋野町／3.10，

宮城・気仙沼市）
　『真打ち競演』（4.7，福島・浪江町）
　『みんなDEどーもくん！』（4.29，秋田・大仙市）
　『夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』（8.7，

福島・楢葉町）
　『サンドウィッチマンの天使のつくり笑い』

（3.11，宮城・南三陸町）ほか。
② リボーンイブニングフェスティバル～リボーン

夕涼みまつり～（9.2，宮城・石巻市　1,121人）
　東日本大震災で大きな被害を受けた石巻市で開
催される「リボーンアート・フェスティバル」と
連携して野外コンサートを開催した。
（2）地域活性化に貢献する公開番組等の実施
　地域のニーズに合わせた公開番組やイベントな
どを実施して視聴者サービスを行った。『夏の高
校野球100回記念特番「鳴呼、悲願の優勝旗！東
北の高校野球を語ろう！』（7.8，仙台局）」『うた
コン』（10.23，仙台市）『北国からのコンサート』
（2.24，むつ市）など。
　また，第40回を数える「NHK東北民謡コンク
ール」では参加条件を小学 4 年生まで広げること
で参加者が増え，コンクールの活性化につながっ
た。
（3）東京2020に向けたイベントの実施
　東京2020パラリンピックを目指し，東北で活躍
するパラアスリートにスポットを当て，パラスポ
ーツの魅力などを発信するイベント「トーホクパ
ラアスリーツ2019」（2.2～24，仙台局）を企画，
実施した。
　山形局では，山形県がホストタウン登録自治体
数・相手国数ともに全国上位であることから，東
京2020の機運醸成と地域の魅力発信をテーマに
「NHK山形　スポーツ＆ホストタウンフェス」
を山形市で実施（3.16～17）した。スポーツ体験
や国際交流をテーマにしたステージショー，
NHKワールド JAPANの『J-MELO』の公開収
録など， 2 日間で合計7,205人が来場した。
（4）コンクール等
①第85回NHK全国学校音楽コンクール
　各県コンクールと東北ブロックコンクール

（9.8～9，名取市）を実施。東北 6 県で小学校
165校，中学校200校，高等学校46校が参加。東北
代表に岩手大学教育学部附属小学校，郡山市立郡
山第五中学校，福島県立安積黎明高等学校，福島
県立郡山高等学校。
②第65回NHK杯全国高校放送コンテスト
　 6 月に各県大会を開催。アナウンス，朗読，ド
キュメント（テレビ・ラジオ），創作ドラマ（テ
レビ・ラジオ）の 6 部門に東北 6 県137校が参加。
③第35回NHK杯中学校放送コンテスト
　 7 月に各県大会を開催。アナウンス・朗読・テ
レビ番組・ラジオ番組の 4 部門に東北 6 県105校
が参加。

3．営 業

　18年度は新しい 3 か年経営計画の初年度にあた
り，毎年度「支払率（17年度・80％）」「衛星契約
割合（同・51％）」を 1 ポイント向上させる活動
を展開した。また，受信料の負担軽減策として，
受信料免除・割引などの施策を実施した。
　東北ブロックでは，訪問要員の充実に向け，各
局が法人委託事業者拡大の取り組みを行った結
果，18年度末において，公開競争入札・公募型企
画競争法人は 3 社で 6 地区，エリア型法人は28社
で36地区の運用を行うまでになった。
　職員活動では，法人委託事業者の開発・育成，
事業所対策，民事対策を推し進めるとともに，年
度末には衛星勧奨DMを実施するなど，業績確保
にこだわった活動を展開した。
　さらに，放送をはじめ他部門との連携を強化し，
「チャレンジ80+」によるイベント・公開番組と
の連動のほか，法人委託事業者を対象にした番組
知識の向上や，12月に本放送を開始したBS 4 K・
BS 8 Kの情報習得などにも全局体制で取り組ん
だ。
　18年度は，年度初頭より新会館で業務を行い，
同時に移転したNHK営業サービス東北支社と一
体となり，より効果的な体制にシフトした。
　営業諸目標については，東北ブロックとして 7
年連続となる全営業目標を達成し，全局でも全営
業目標を達成した。18年度末の東北地方の放送受
信契約数は328万2,654件，衛星契約数は178万
9,818件となり，対前年比での放送受信契約数は
17年度より 3 万8,319件，衛星契約数は 4 万6,198
件の増加となった。なお，営業収納額の達成率は
101.1％となった。
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関東甲信越

Ⅰ．放 送

1．放送の概要

①関東甲信越全体
　約4,800万人が暮らす関東甲信越地域において，
東京の本部と 9 県の各放送局が取材・制作したニ
ュース・番組を発信，多様な情報を提供した。
　18年度は，事件・事故や選挙，それに災害や防
災など数多くのニュース・番組を放送したほか，
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向
けたさまざまな動きを伝えた。
　東京都の小池知事の都政運営では，東京大会に
向けたさまざまな動きを継続的に伝えたほか，築
地市場の豊洲への移転（10月）について『首都圏
ネットワーク』や『首都圏情報　ネタドリ！』で
多角的に発信した。緊急報道では，地震や台風の
ほか，神奈川県内を走行中の東海道新幹線車内で
3 人が殺傷された事件（ 6 月），群馬県の防災ヘ
リコプターが墜落し 9 人が死亡した事故（ 8 月），
新潟県佐渡沖でのジェット高速船事故（ 3 月）な
どで迅速に情報を伝えた。このほか新潟市の小 2
女児殺害事件（ 5 月），新潟県知事選挙，小笠原
返還50年（ 6 月），御嶽山の登山道の一部の立ち
入り規制解除（ 9 月），茨城県の東海第二原発の
運転期間延長認可（11月），山梨県知事と甲府市
長のダブル選挙，千葉県野田市の小 4 女児の虐待
事件（ 1 月）など地域の課題に直結するニュース
についても丁寧に伝えた。
②各放送局別
〔長野局〕
　 5 月の長野県北部での地震をはじめ，台風・大
雨の際，特設ニュースやL字放送で県内に向けて
きめ細かな情報発信を行ったほか，Lアラートで
自治体が発する避難情報などをホームページやデ
ータ放送などで伝えた。 8 月の長野県知事選挙で
は，開票速報などで正確・迅速な報道を行った。
夕方の地域情報番組『イブニング信州』は，スタ
ジオセットの刷新，新キャスターの起用などで清
新で親しみやすいイメージを打ち出した。金曜夜
の『知るしん』は，BSや国際放送の番組とも連
携して毎週の放送を実現し，多彩な県内の話題を
伝えた。夕方のラジオワイド番組は，18年度から
毎週金曜の 2 時間枠とし，身近な話題から防災情
報まで硬軟自在に紹介した。大相撲の幕内上位で

活躍する信州出身の力士・御嶽海やJ1再昇格を果
たしたサッカー「松本山雅」など，県内のスポー
ツについて，『イブニング信州』『知るしん』，そ
れに特別番組などで積極的に取り上げた。
〔新潟局〕
　 5 月の女子児童殺害事件では，捜査状況や地元
の受け止めなどを中継も交えて迅速に伝えた。 6
月の県知事の突然の辞任を受けた知事選挙や，10
月の新潟市長選挙では，各候補者の主張や争点な
どを伝えて視聴者に判断材料を提供するととも
に，開票特番では他社に先駆けて当確を伝え，解
説や中継などを交え詳しく放送した。
　 9 月から10月にかけて相次いだ台風や，年末の
大雪に際しては，積極的に全中放送を脱し，ロー
カル特設ニュース・ラジオ・データ放送・L字・
ホームページなどを通じて，地域優先の情報発信
をきめ細かく行った。
　『新潟ニュース610』と『金よう夜きらっと新
潟』では， 5 月に糸魚川大規模火災からの復興，
6 月にアーカイブス映像を駆使し，民放とコラボ
レーションした特番，10月に新潟市長選挙を前に
自治体財政を検証する 2 回シリーズ， 3 月に新潟
の「平成」を映像で振り返り未来を考える特番な
どを放送し，「金曜夜は新潟情報」の定着を進め
た。
　『クローズアップ現代＋』で，AI（人工知能）
など最新技術を駆使した米作り，『ひとモノガタ
リ』で，白血病からの復帰を目指すJリーグ選手
や長岡市の花火大会の中継番組などを全国に伝え
た。地元IT企業の海外挑戦については，全国放
送とともに国際放送で海外にも発信した。
　『新潟ニュース610』で， 7 月に三条市， 9 月
に佐渡市， 2 月に妙高市でキャラバンを行い，視
聴者とのふれあいを高め，地域の魅力を発信した。
〔甲府局〕
　選挙報道では， 1 月に行われた山梨県知事選挙
が，県知事選としては44年ぶりに事実上の与野党
対決の構図で激戦となり，12年に一度の選挙イヤ
ーの幕開けとしても全国的に注目された。開票速
報番組では，新人候補への当選確実の速報をいち
早く伝えるとともに，解説を交えて詳しく伝えた。
　災害報道では， 9 月の台風24号で，L字放送や
データ放送を活用したマルチ放送をいち早く開始
するとともに，終夜で特設ニュースを放送し，防
災・減災報道に努めた。
　平日夕方のニュース情報番組『Newsかいド
キ』は，その日の出来事を深く掘り下げて伝える
「機動班」で内容の充実を図るとともに， 2 人の
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気象予報士が交代で月～金曜の毎日出演し，気象
情報と防災・減災報道の充実を図った。オウム真
理教の死刑執行に関連して，かつて教団施設があ
った旧上九一色村の住民の反応などを，現地から
のリポートを交えて詳しく伝えた。
　『ヤマナシQUEST』は『ヤマナシ・クエス
ト』にタイトルを変更し，地域の課題を掘り下げ
多彩な演出で13本を制作・放送した。
　スポーツでは，サッカーJ1への復帰を目指す
「ヴァンフォーレ甲府」や，山梨県出身の大相撲
力士の竜電について，地域のニュースで企画や毎
日の取組を放送するなど詳しく伝えたほか，女子
バスケットボールWリーグの「山梨クィーンビー
ズ」などを継続的に放送し，地域のスポーツを応
援した。
〔横浜局〕
　東海道新幹線車内の殺傷事件や，横浜市の病院
で起きた点滴異物混入事件の犯人逮捕，日産ゴー
ン会長逮捕など，緊急報道では，中継やリポート
を交えて全国ニュースで一報から詳細に伝えた。
　19人が亡くなった相模原市の障害者殺傷事件か
ら 2 年を迎え，これまでの継続取材を生かして，
報道局，首都圏センターとともに，『NHKスペシ
ャル』「“ともに、生きる”　障害者殺傷事件　 2
年の記録」を 7 月に制作し放送した。
　そのほか，神奈川発地域ドラマ『R134／湘南
の約束』を 6 月にBSプレミアムで放送。『小さな
旅～横浜市 大岡川』を 4 K制作し，英語版を
NHKワールドで放送した。
〔前橋局〕
　平日夕方の『ほっとぐんま640』では，シリー
ズ企画として「働くカタチ2018」を制作した。後
継者不足や外国人雇用などの課題を多角的に取り
上げ，金曜夜間の『ぐんまスペシャル』にも展開
した。また，東京五輪・パラリンピックに向けて，
県内の動きや地元選手などを紹介する「Road to
Tokyo2020」を開始した。 8 月の群馬県の防災ヘ
リ墜落事故については情報をきめ細かく伝えた。
　年末の『ゆく年くる年』には草津から生中継で
参加。災害に負けず火山とともに生きる地元の
人々の新年への祈りを伝えた。
〔水戸局〕
　運転開始から40年を迎えた東海第二原発に関連
する特番やリポートを放送した。また，茨城県議
選では全局態勢で開票結果をいち早く伝えた。
　18年度リニューアルした『いば 6 』では，県内
出身のアスリートや地元のスポーツチームの情報
を積極的に伝え，県域放送の意義や県内唯一のテ

レビ放送局としての存在感を示した。横綱の稀勢
の里の引退時には，過去の取材映像を再編集し，
その足跡をきめ細かく伝えた。
〔千葉局〕
　野田市の女児虐待死事件や，台風などの緊急報
道では，中継を交えて状況を詳しく伝えた。県域
FMとホームページを連動させて，詐欺撲滅キャ
ンペーンを展開したほか，首都圏で感染が拡大し
た風疹のワクチン接種の必要性を繰り返し伝え，
安全・安心に寄与した。県域FMで，地元プロバ
スケットボールチームを年間を通じて紹介し，公
式戦の応援中継も実施して，リスナーを拡大した。
地元FM局との同時生放送『パラスポラジオ』
や，千葉で開催される東京五輪のサーフィンを題
材にした『FMシアター』「風波」を制作し，東
京五輪・パラの開催機運を高めた。
〔宇都宮局〕
　子どもを取り巻く環境について「考える、子ど
もたちの“いま”」と題してシリーズで取材を重
ね，放送だけでなく宇都宮放送局のホームページ
上でも閲覧できるよう展開した。 8 人が死亡した
那須雪崩事故について，継続的に取材し， 2 年目
を迎えた遺族の心境や再発防止に向けての課題を
伝えた。県内の“残したい風景”をテーマに，四
季折々の美しい風景や，そこで暮らす人々の表情
を 4 Kカメラで撮影し，毎月企画を放送した。県
域番組では，天気，餃子，ものづくりなど，栃木
をより深く知るための話題を掘り下げる番組を制
作した。さらにBリーグ「栃木」のアウェイ戦の
生中継を，全国に先駆けてオフチューブ方式で行
い，地元の視聴者サービスにつなげた。
〔さいたま局〕
　18年10月に和光市で高齢者夫婦が孫の男子中学
生に殺害された事件で，動機の供述内容をいち早
くつかんで放送するなど，18年度に30を超える独
自ニュースを放送した。一向に減らない特殊詐欺
では，19年 2 月に外国人がSNSを悪用する新手の
結婚詐欺の実態を全国放送で紹介し，警察が取り
組む新たな防止対策もローカル番組で取り上げ
た。都市に増える老朽化したマンションの問題で
は，修繕する費用を独自に捻出する取り組みをリ
ポートで放送し，視聴者の関心に応えた。20年の
東京オリンピック・パラリンピックに向けては，
サッカーが開かれるさいたま市の競技会場周辺の
渋滞対策や，会場を盛り上げる花の栽培技術をリ
ポートするなど，多角的に取り上げた。19年のラ
グビーワールドカップ2019に向けて，元ラグビー
選手の堀越正巳氏や熊谷市の女子ラグビーチーム
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に所属する現役選手などをゲストに，公開生放送
「FM特集ウイーク」を実施した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
〔ブロック〕
『ひるまえほっと』　G

月～金　11:05～11:54
　第 1 回13.4.3／18年度から11時30分以降，関東
甲信越に放送エリアを拡大／地域の隠れた魅力を
発掘し，暮らしに役立つ情報を，11時台の前半は
関東 6 局によるリレーで，11時台後半は特集
「＠ほっと」のコーナーで放送した。また，月 1
回「武井壮のパラスポーツ真剣勝負」を17年度か
ら継続。パラ卓球やパラボートなど合計 8 つの競
技を新たに紹介した。毎週金曜には，旬の魚介・
野菜・花の情報を伝える「いま旬市場」のコーナ
ーを放送。さらに，「かんたんごはん」では，日々
の料理を手軽に，しかもおいしく作るコツを紹介
した。／キャスター：武内陶子アナ／首都圏放送
センター
『首都圏ネットワーク』　G

月～金　18:10～18:59
　第 1 回97.4.1／関東ブロック（水戸局を除く）
／関東地方の視聴者に向けて，その日のニュース
と生活情報，首都圏が抱える課題，気象情報など
を幅広く伝えるニュース番組。台風や大雨などの
災害報道や緊急報道では，全中ニュースと連携を
密にして，切れ間ない放送で，視聴者サービスを
充実させた。東京五輪・パラに向けて，注目選手
や競技，地域の課題などを伝えるコーナーは，放
送回数を増やして毎週放送した。シリーズ企画
「住まい」「外国人材」では，少子高齢化が進む
日本社会の変化を伝えたほか，「北関東の逆襲」
では地域の魅力を発信した。演出面では，夕食時
間帯「ながら見」の視聴者を取り込むため，「 5
項目ニュース」を新設した。当日，視聴者が知り
たいことを機動的に展開する「東京遊軍」の取り
組みや，増え続ける特殊詐欺被害に注意を呼びか
ける「私はだまされない」も継続した。／キャス
ター：田所拓也・合原明子アナ／首都圏放送セン
ター
『首都圏情報　ネタドリ！』　新　G

金　19:30～19:57
再土　10:55～11:22

　第 1 回18.4.13／首都圏の暮らしに身近な話題か
ら，事件・事故，自然災害に至るまで，さまざま
なテーマを取材した。「あなたの知らぬ間に　都

心バス減便の謎を追え」では，東京都内で知らぬ
間に路線バスが減便されている実態を紹介。「な
ぜ助けられなかったのか　検証・千葉女児虐待事
件」では，関係者の独自証言や資料を通して，事
件の深層に迫った。／キャスター：松田利仁亜ア
ナ，高橋みなみ，岡田結実／首都圏放送センター
『首都圏情報　ネタドリ！スペシャル』　新　G

（不定期）金　19:30～20:42
再（不定期）土　10:05～11:17

　第 1 回18.7.27／関東甲信越ブロック／関東甲信
越の視聴者に，金曜夜72分というワイドな枠で
「地域に密着したテーマ」を「親しみやすい演
出」で伝えた。気軽に行ける関東甲信越の穴場ス
ポットを巡る旅，変貌するシニアのセカンドライ
フの最新事情などを紹介，地域サービスの向上を
目指した。（年 2 本）／首都圏放送センター
『首都圏ニュース845』　G

月～金　20:45～21:00
　第 1 回96.4.1／関東ブロック（水戸局を除く）
／きょう 1 日の首都圏のニュースをまとめてコン
パクトに伝える15分番組。台風や大雨などの災害
報道や緊急報道では，全中ニュースと連携を密に
して，切れ間ない放送で，視聴者サービスを充実
させた。帰宅した現役世代を取り込むため，「プ
ロ野球」速報を継続したほか，「気象情報」はた
っぷり尺をとり，翌朝の空模様について生活者目
線で詳しく解説した。／首都圏放送センター
〔長野局〕
『イブニング信州』　G

月～金　18:10～18:59
　県内のさまざまなニュースや話題を伝える夕方
の地域情報番組。 9 月の御嶽山噴火 4 年や， 1 月
の軽井沢バス事故 3 年では，遺族の思いや地域の
復興状況など，多角的な報道を展開した。また，
県内出身の大相撲・御嶽海の初優勝や，サッカー
Jリーグ「松本山雅」のJ1再昇格など，県内スポ
ーツと地域の盛り上がりを積極的に取り上げた。
さらに， 8 月の県知事選挙をはじめとする各種選
挙のほか，なり手不足が深刻な市町村議会の課題
など，関心の高いニュースを分かりやすく，深く
伝えた。
『知るしん』　G

金　19:30～19:55ほか
　放送開始から12年になる金曜夜の番組。県内の
ニュースから地域の課題，豊かな自然やスポーツ，
旅，歴史まで幅広く伝えた。なり手不足が深刻な
地方議会の現状や，戦時中の図書館長の苦悩，昆
虫食文化が残る伊那谷のざざむし漁や，市民が支
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える松本市の音楽フェスなど，深い取材で地域の
課題や歴史などをさまざまな視点で発信した。ま
た，「松本山雅」や御嶽海の活躍をタイムリーに
放送したほか，アルプスの山々や各地の名湯など，
信州の自然や魅力をたっぷり紹介した。
『信州845』　G

月～金　20:45～21:00
　信州のきょう 1 日が分かるローカルニュース。
『ゆる信ワイド！』　R1

金　16:05～18:00
　くつろいだ雰囲気で信州の旬の話題を紹介する
とともに，防災・減災など，生活に役立つ情報を
伝えるラジオ番組。月～金曜 1 時間の放送から金
曜 2 時間のワイド放送に変更し，地域で防災や各
種の文化活動をしている人たちを取り上げたほ
か，インフルエンザや風疹の流行，熱中症への対
策など，生活や季節に密着した話題を伝えた。
『ニュース』　R1

月～金　18:50～19:00
　長野県のきょう 1 日を伝えるラジオニュース。
〔新潟局〕
『ひるまえ伝言板』　G

月～金　11:50～12:00
　新潟県内のさまざまな“伝言”を放送する番
組。視聴者からの投稿による「ひるまえ川柳」や
イベント主催者，行政，NHKからのメッセージ
などを凝縮して伝えた。
『新潟ニュース610』　G

月～金　18:10～19:00
　新潟の情報発信基地を目指し，地域のニュース
を正確・迅速に，分かりやすく伝える地域情報番
組。県知事選挙や新潟市長選挙では，事前報道を
強化し視聴者への判断材料を提供，「調査報道プ
ロジェクト」を立ち上げ，議員の政務活動費を検
証。西日本豪雨や北海道地震の応援者が被災地の
様子を報告。アナ・PD・技術による機動班が旬
の話題を発信。 7 月に三条市， 9 月に佐渡市， 2
月に妙高市でキャラバンを実施し，地元視聴者と
キャスターがともに地域の魅力を発信し課題対策
を探ることで，絆を深めた。
『金よう夜きらっと新潟』　G

金　19:30～19:57
再日　13:05～11:32

　さまざまなジャンルの地域の出来事や課題を，
その背景とともに分かりやすく伝える特集番組。
6 月にはともにテレビ放送60年の地元民放BSN
と連携し，地元テレビ局が新潟の歩みをどう伝え
てきたか振り返った。また，市長選を控えた新潟

市や，全国最年少町長のいる津南町の自治体財政
の課題を取り上げた「シリーズ財政危機」，リー
マンショックから10年，台湾取材を行い，県内技
術者の挑戦を描いた「世界への道をひらけ　～

“半導体”復活にかける技術者たち～」など自局
制作のほか，全国放送番組の先行放送や地域支援
ソフトを有効的に活用し，「毎週金曜夜は新潟県
情報」を定着させた。
『新潟ニュース845』　G

月～金　20:45～21:00
　『新潟ニュース610』の情報を精選し， 1 日の
県内情報をダイジェストで伝えた。
『にいがた　ゆうどきラジオ』　R1

（最終）金　16:55～17:58
　新潟にゆかりのあるゲストをスタジオに招い
て，タウン情報から，スポーツコーナー，災害時
に役立つ知識まで，新潟の旬の情報を生放送で届
けた。
〔甲府局〕
『Newsかいドキ』　G

月～金　18:10～19:00
　山梨県（甲斐）の“いま”を掘り下げ，ライブ
感とともに伝えるニュース情報番組。県内ニュー
スや動きを，リポート・解説・中継など多角的に
伝えた。その日の出来事にこだわる「機動班」で
番組内容の充実を図るとともに， 2 人の気象予報
士が交代で毎日出演し，気象情報と防災・減災報
道の充実を図った。2020年の東京五輪・パラリン
ピックを控え，山梨県と 9 つの市町村がフランス
の選手の事前合宿などを行うホストタウンになっ
たことから，フランスの言葉や文化を知るコーナ
ーを毎週放送し，機運を高めた。
『ニュース山梨845』　G

月～金　20:45～21:00
　山梨県内の 1 日のニュースや気象情報をコンパ
クトに伝えた。
『ヤマナシ・クエスト』　新　G

（第 1 ）金　19:30～19:57
　地域の課題を掘り下げる内容を多彩な演出で13
本制作・放送した。 6 月と11月に放送した，視聴
者の提案で番組の内容を決めて放送する「ザ・デ
ィレクソン　in　山梨」で地域の魅力を発信した
ほか， 7 月には，かつて山梨で問題となった「地
方病」や，世界遺産登録から 5 年となった富士山
の知られざる文化と信仰がテーマの番組を， 8 月
には，山梨出身の大村智さんと山中伸弥さんの 2
人のノーベル賞受賞者の対談を，それぞれ放送し
た。さらに， 1 月から 3 月にかけて，卓球の平野
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美宇選手の母・真理子さんの指導法に迫る番組や，
作家・辻村深月さんに創作活動の原点となった故
郷・山梨への思いを聞くインタビュー，山梨の宝
飾業者のタイでの買い付けに同行して，山梨の地
場産業である宝飾の魅力を発信する番組を放送。
この 3 本の番組は，全国放送の番組でも放送され
た。
『ニュース・天気予報・おしらせ』　R1

月～金　18:50～19:00
　県内の 1 日のニュースのまとめと気象情報，防
災メモなどを伝えた。
『かいラジ』　R1

（最終）金　17:05～17:55
　防災に役立つ情報をはじめ，観光情報，地域活
性化の取り組みなど，山梨の明日を考えるヒント
となるラジオ番組。毎回，リクエスト音楽や，テ
ーマに対するお便りやメールなどリスナーとつな
がる放送で，年間 5 本放送。さらに 3 月には「か
いラジフェスタ」と題して，局会館で東京五輪・
パラの種目を視聴者に体験してもらいながらアナ
ウンサーとふれあう番組を 2 時間にわたって放送
した。
〔横浜局〕
『横浜サウンド☆クルーズ』　FM

月～金　18:00～19:00
　神奈川ゆかりのアーティストをゲストに，音楽
情報・地域情報などを幅広く発信するトーク番組。
毎月最終水曜に横浜放送会館で行っているジャズ
ライブ公開生放送は，10回実施し，毎回300人以
上のリスナーが参加。Jポップライブは 4 回開催
した。また，R1でも12月に『ラジオ深夜便』， 3
月に特集番組などを展開し，神奈川の魅力を全国
に発信した。
〔前橋局〕
『ほっとぐんま640』　G

月～金　18:40～19:00
　第 1 回12.4.2／県内のニュースを中心に，身近
な情報をきめ細かく伝える，生活に役立つニュー
ス情報番組。「もっと知りたい　ふるさと群馬」
をキャッチフレーズに，群馬の魅力を発掘・紹介
した。また，10月には中継「ほっとぐんま出張ス
ペシャル2018」（高山村，嬬恋村）を実施した。
『FMほっとアワー』　FM

（年 9 回）水　16:00～16:40
　群馬ゆかりのゲストを迎え，歴史，文化，芸能
など幅広いテーマを掘り下げて伝えた。

〔水戸局〕
『いばっチャオ！』　G

月～金　11:40～12:00
　第 1 回15.3.30／料理や健康など暮らしに役立つ
生活情報を，リポートや中継をふんだんに交えて
伝える公開生放送番組。「いばらキッチン」「いば
カル」「おでかけしチャオ！」などで生活に役立
つ情報を紹介した。また，学校単位で見学に訪れ
る小学生たちの学校自慢などを生き生きと伝え
た。
『いば 6』　G

月～金　18:10～19:00
　第 1 回15.3.30／その日の茨城県のニュースを中
心に，徹底した取材と多角的な視点でその背景や
原因を追究するとともに，問題点や解決策を探っ
ていくニュース情報番組。18年度は，運転開始か
ら40年を迎えた東海第二原発に関連した特集，リ
ポートを放送した。
『茨城ニュース845』　G

月～金　20:45～21:00
　第 1 回04.10.1／茨城県のその日の出来事を，気
象情報と合わせてコンパクトに伝えた。
『サタデーFM　いばゆる』　新　FM

（年15回）土　11:00～12:00
　第 1 回18.4.14／カルチャーやスポーツなど多ジ
ャンルから茨城ゆかりのゲストを招く，トーク中
心の番組。電話インタビューや携帯電話中継も活
用し，防災士ネットワークや気象予報士などを活
用した防災コーナーも企画。くつろぎの土曜のお
昼前を，“ゆるい”トークで伝えた。
〔千葉局〕
『ひるどき情報ちば』　FM

月～金　11:00～12:00
　暮らしに役立つ情報や地域の魅力を音楽ととも
に伝える60分。記者がニュース解説をする「ニュ
ースアップちば」，詐欺被害の傾向と対策を伝え
る「詐欺撲滅キャンペーン」，地元プロバスケッ
トボールチームを応援する「週刊ジェッツラジ
オ」，アナウンサーが自転車で県内を巡る「自転
車旅」など多彩なコーナーを届けた。11月には南
房総市から公開生放送を実施し，アナウンサーが
潜水リポートで海の魅力を伝え，リスナーとの交
流を図った。
〔宇都宮局〕
『とちぎ640』　G

月～金　18:40～19:00
　第 1 回12.4.2／関心の高い事件・事故をはじめ，
その日の出来事をとことん掘り下げ，分かりやす
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く伝える県域ニュース番組。毎週月・金曜の「ス
ポーツ情報」では，県内のプロスポーツチームの
話題を中心に取り上げた。火曜の「とちぎ情報」
では，地域の話題や暮らしに直結する情報を紹介
した。また，私たちの身近にあるモノを製造して
いる県内の工場に潜入し紹介する企画「とちぎ再
発見！ニドミ」をシリーズで伝え，毎月，季節ご
との話題を県内各所から中継で伝えた。
『ちょこトチ！』　G　新

金　11:50～12:00
　第 1 回18.4.6／週末のお出かけの参考に，栃木
県内のイベント情報をまとめて伝えた。
〔さいたま局〕
『日刊！さいたま～ず』　FM

（前期）月～木　18:00～18:50
（後期）月～金　18:00～18:50

　埼玉にゆかりのあるゲストを迎え，暮らしの知
恵やイベント情報などを伝える番組。特定の地域
の話題を掘り下げるスペシャル週間を，年 2 回行
った。また，年度後半の改編で『週刊☆サッカー
王国』を『日刊！さいたま～ず』の金曜（スポー
ツ）としてリニューアル。東京2020大会やラグビ
ーワールドカップ2019に向けて，サッカーだけで
なく多様な競技を紹介し，スポーツ王国・埼玉の
情報発信に取り組んだ。
『週刊☆サッカー王国』　FM

（前期）金　18:00～18:50
　年度前年に，「浦和レッズ」と「大宮アルディ
ージャ」の試合分析や展望を軸に，コメンテータ
ーの解説と聴取者からの投稿メールを交えてサッ
カー情報を伝えた。
（2）特集・特別番組
〔長野局〕
『ラン×スマ～街の風になれ～「長野マラソンス

ペシャル」』　G
6. 9／15:55～16:49

『J1昇格特番　One　Soul！松本山雅』　G
11.18／13:05～13:40

『NHKのど自慢～長野県駒ヶ根市』再　G
11.18／13:50～14:36

『知るしん　信州を知るテレビ「撮るしんスペシ
ャル」』　G

12. 7／19:30～20:42
『信州防災ネットワーク「土砂災害～先人たちの

教訓を減災に生かす」』　R1
 7. 9／15:00～16:00
『冬の信州を読む』　R1

1.10／16:05～16:55，17:05～17:55

『Live at 信州　アマチュアJAZZセッション』　
FM

7.16／23:00～23:50
『Live at 信州—佐久第九演奏会—』　FM

12.25／18:00～18:50
〔新潟局〕
『金よう夜きらっと新潟「新潟ヘリテージ・特別

編　～ 2 つのTVが伝えた新潟60年～」』　G
6. 1／20:00～20:45

『新潟ニュース610　佐渡スペシャル』　G
9.28／18:10～19:00

『金よう夜きらっと新潟　スペシャル「にいがた　
平成ヒストリー　～テレビが伝えた30年～」』　
G

 3.15／19:30～20:42
〔甲府局〕
『かいラジ　 3 月号』　R1

3. 2／13:05～13:55，14:05～14:55
〔横浜局〕
『NHK横浜スペシャルジャズライブ』　FM

10. 6／14:00～18:00
〔前橋局〕
『日航ジャンボ機墜落事故から33年』　G

8.12／18:45～19:00
『ぐんまスペシャル　働くカタチ　仕事を “継

ぐ”』　G
2.15／19:30～19:57

『ふれあい歌謡ステージ』　FM
7.12， 8. 9， 9.20／14:00～16:00

〔水戸局〕
『茨城スペシャル』　G
　「茨城MICHI知るべ～いばらきの“道”で新

発見！～」
 5. 1／18:10～18:40
　「第 2 回　クイズ茨城王決定戦」

5. 2／18:10～18:45
　「イバチョーSP！　～茨城の疑問を徹底調査

だっぺ！～」
 5.18／19:30～19:57
　「検証『原子力発祥の地』はいま」

10.26／19:57～20:42
　「いばスポハイライト2018」

12.25／18:10～18:45
　「つくスポ！ゆめスポーツフェスタ」

12.28／18:10～18:45
　「茨城MICHI知るべ～道路総延長全国 2 位　

茨城の“道”で新発見！　第 2 弾～」
 2.22／19:30～19:57
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　「“原発安全神話”崩壊 8 年　住民の安全は守
られるのか」

 3.15／19:30～19:57
〔千葉局〕
『千葉県少年少女オーケストラ　第22回定期演

奏会』　FM
 4. 8／14:00～16:00
『若い芽のαコンサート』　FM

7. 3／19:30～21:00
『新種目サーフィン！今夜は “ドラマ” で盛り上

がれ！』　FM
 8.25／15:00～16:00
『パラスポ×応援の達人』　FM

9.14／18:00～18:50
『NHK千葉FM×bayfm同時生放送「パラスポ

ラジオ」』　FM
 3. 1／19:00～20:57
〔宇都宮局〕
『とちスペ』　G
　「珈琲（コーヒー）屋台物語　since1971」
 5.25／19:30～19:57
　「知ってる？クイズ！とちぎのお天気」

6.29／19:30～20:28
　「松村邦洋の栃木歴史紀行　足利の絵師　田崎

草雲」 7.27／19:30～19:57
　「あなたが選ぶとちぎの名場面」
 11. 2／19:30～20:17
　「知ってなるほど！宇都宮餃子」

11.30／19:30～20:13
　「とちぎの匠　その魅力を探る」

1.25／19:30～19:57
　「知ってる？とちぎの婚活事情」

3. 1／19:30～19:57
　「とちぎ再発見！ニドミスペシャル」

3.15／19:30～19:57
〔各局共通〕
『NHK全国学校音楽コンクール』
東京都　　FM　小学校 8.28／14:00～16:00
　　　　　　　中学校 8.29／14:00～16:40
　　　　　　　高等学校 8.30／14:00～16:40
関東甲信越ブロック　
　　　　　E　ハイライト 9.22／14:00～17:00
　　　　　FM　高等学校 9.22／ 9:00～11:50
　　　　　　　中学校 9.23／ 9:00～11:50
　　　　　　　小学校 9.24／ 7:20～10:00
長野県　　G　　小・中学校

9. 3～ 7／18:10～18:59
（『イブニング信州』内）

　　　　　FM　高等学校 8. 3／18:00～18:50
　　　　　　　小学校 9. 1／ 9:00～11:00
　　　　　　　中学校 9. 2／ 9:00～11:00
新潟県　　FM　小・高等学校
 9. 1／ 9:00～11:25
　　　　　　　中学校 9. 2／ 9:00～11:25
山梨県　　G 8.27～29， 9. 3～ 4／

18:10～18:59（『Newsかいドキ』内）
　　　　　G 9. 7／20:00～20:45
（『ヤマナシ・クエスト』「Nコン2018　山梨県大

会スペシャル」内）
神奈川県　FM　小学校 8.27／14:00～16:00
　　　　　　　中学校（ 1 ）8.28／14:00～16:40
　　　　　　　中学校（ 2 ）8.29／14:00～16:40
　　　　　　　高等学校 8.30／14:00～18:00
群馬県　　FM 8.22／14:00～16:40
茨城県　　FM　小・高等学校

8.21／ 9:20～10:55
　　　　　　　中学校 8.22／ 9:20～10:30
千葉県　　FM　小学校（予選）

8.20～22／10:00～11:00
　　　　　　　中学校（予選）

8.20～22／18:00～18:50
　　　　　　　小・中・高等学校（本選）
　　　　　　　小学校 8.28／14:00～15:50
　　　　　　　中学校 8.29／14:00～15:50
　　　　　　　高等学校 8.30／14:00～16:00
栃木県　　FM　小・中・高等学校

9. 3～ 6／18:00～18:50
埼玉県　　FM　小・中・高等学校
　　　　　 8.29／14:00～18:00

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
全国高校野球選手権大会・地区大会
　東京都　　西東京大会・決勝G・E・R1／ 7.30
　　　　　　東東京大会・決勝 G・R1／ 7.29
　長野県　　準決勝 G・E・R1／ 7.21
　　　　　　決勝 E・R1・FM／ 7.22
　新潟県　　準決勝 G・E・R1／ 7.23
　　　　　　決勝 G・R1／ 7.24
　山梨県　　準決勝 G・E・R1・FM／ 7.21
　　　　　　決勝 E・R1・FM／ 7.22
　神奈川県　南神奈川大会決勝 E・FM／ 7.29
　　　　　　北神奈川大会決勝 G・FM／ 7.30
　群馬県　　準決勝 FM／ 7.24
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.25
　茨城県　　準決勝 G・FM／ 7.24
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　　　　　　決勝 G・FM／ 7.25
　千葉県　　東千葉　決勝 G・E・FM／ 7.25
　　　　　　西千葉　決勝 G・E・FM／ 7.26
　栃木県　　準決勝 FM／ 7.21
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.22
　埼玉県　　南埼玉　決勝 G・E・FM／ 7.23
　　　　　　北埼玉　決勝 G・E・FM／ 7.24
秋季高校野球・県大会
　長野県　　決勝 R1／10. 3
　新潟県　　準決勝 R1／ 9.22
　　　　　　決勝 R1／ 9.23
　茨城県　　準決勝 FM／ 9.26
　　　　　　決勝 FM／ 9.28
秋季高校野球・関東地区大会
　　　　　　準決勝　千葉・横浜・さいたま・甲

府局 R1／10.27
　　　　　　決勝　　横浜・さいたま・甲府局

R1・FM／10.28
〔サッカー〕
サッカーJ1リーグ
　「鹿島」×「名古屋」水戸局 G／ 4.14
　「鹿島」×「川崎」　水戸局 G／10. 7
　「仙台」×「鹿島」　仙台・水戸局 G／11.24
　「松本」×「浦和」　長野局 G／ 3. 9
サッカーJ2リーグ
　「甲府」×「松本」　甲府・長野局 G／ 4.14
　「新潟」×「讃岐」　新潟局 G／10. 6
　「甲府」×「新潟」　甲府・新潟局 G／10.13
　「水戸」×「甲府」　水戸・甲府局 G／11. 4
　「松本」×「東京V」長野局 G／11. 4
　「山口」×「甲府」　山口・甲府局 G／11.11
第98回天皇杯全日本サッカー選手権　地区大会
　長野県　　決勝　　　長野局 G／ 5.13
　新潟県　　決勝　　　新潟局 E／ 5.13
　山梨県　　決勝　　　甲府局 E／ 5.13
　茨城県　　決勝　　　水戸局 G／ 4.21
〔バスケットボール〕
Bリーグ
　「福岡」×「栃木」　宇都宮局 G／10. 7
　「千葉」×「渋谷」　千葉局 FM／ 1.30
B2リーグ
　「茨城」×「山形」　水戸局 G／10.21
〔プロ野球〕
　「横浜DeNA」×「阪神」　
　　　　　　　　　　　横浜局 FM／ 4. 4
　「千葉」×「広島」　千葉局 FM／ 6. 2

Ⅱ．技 術
〔長野局〕
　緊急報道では， 8 月，群馬県防災ヘリコプター
が群馬県境に墜落，CSKが横手山渋峠に緊急出動
して 2 日間中継を行った。防災減災では， 7 月，
L字送出画面にQRコードを付加して運用を開始
し，携帯端末利用者は素早く長野局の公式ホーム
ページに推移できるようにした。災害関連では，
7 月の台風12号， 8 月の台風20号， 9 月の台風21
号，10月の台風24号により県内のサテライトで停
電発生。長時間停電局には可搬発電機を持ち込み，
バックアップを行った。11月，焼岳噴火警戒のた
め上高地カメラの常時収録を行った。番組では，
7 月，12月に技術提案制作によるFM番組『Live
at信州』を放送し，県内の音楽愛好家の活動を
広く紹介した。12月放送の双方向データ番組「撮
るしんスペシャル」では，例年並みの3,268人の
参加者があった。 4 月から 5 月にかけて，『名曲
アルバム』「おぼろ月夜」，1 月には，『小さな旅』
「八ヶ岳　青く輝く空へ」を 4 Kカメラで制作
し，長野県の雄大な自然や風景を高精細な映像で
撮影した。設備整備更新では，11月，長野放送会
館の受電設備を更新。 4 K報道用機材として18年
度末までに 4 K編集機と 4 Kカメラを 1 式整備し
た。10月，美ヶ原テレビ放送所の予備アンテナを
整備。11月，松本空港カメラを高倍率化更新した。
12月，テレビ予備放送所を長野会館に整備し，美
ヶ原放送所で放送継続ができない場合における県
庁所在地の周辺エリアの放送確保を可能にした。
1 月，局内素材MTXスイッチャーをIP-ビデオル
ーターに更新し，県内の支局・報道室に配備した
モバイルIP伝送装置すべてに対応した。新しい放
送の普及では，BS 4 K・BS 8 Kの放送開始を前に
8 K簡易再生機とBS 8 K受信設備を会館に整備し
た。11月下旬，BS 4 K・BS 8 Kイベントを松本市
と上田市で実施し， 8 Kの簡易再生映像のほか，
4 Kテレビ・デジタルサイネージやNHKワールド
JAPAN展示，受信相談など実施した。12月 1 日
の放送開始から 2 日間，長野局ロビーにて放送開
始イベントを実施した。 1 月，大相撲初場所に合
わせ，上松町でBS 8 K受信公開を実施，受信相談
や電気店向けの受信講習会を行った。18年度末集
計では，県内CATVの 9 設備で 8 K伝送開始した。
その他， 5 年に一度の免許更新を149メディアに
ついて行った。
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〔新潟局〕
　 5 月に親子山岳遭難事故や女子児童殺害事件が
相次いで発生，CSKやIP中継による緊急報道を実
施した。6 月は突然の知事辞職に伴う県知事選挙。
9 月は台風21号と24号の接近で，県内では交通機
関への影響や停電が発生。台風情報の特設ニュー
スをローカル放送優先で多数編成，データナビの
活用やL字画面にQRコードを表示してホームペ
ージに誘導するなど，防災・減災に役立つ地域情
報をきめ細かく放送した。10月に行われた新潟市
長選挙の開票速報では，新人 4 人が立候補。激戦
となったため 4 か所からの中継態勢を構築した。
　会館の設備整備では，ハイビジョンマトリクス
の更新システムとして新たにIP-ビデオルーター
が整備され，局内素材の送り受けおよびモニター
環境が改善された。送信ネットワークの強じん化
整備では，越後川口テレビのネットワーク改善工
事，高田ラジオの固定回線工事を実施，良質で安
定した放送電波を確保した。
　本放送を開始した新 4 K 8 K衛星放送の普及促
進に向けた取り組みとして，上越ケーブルビジョ
ンと協力してBS 8 Kの受信公開を実施，会館では
8 K制作した新潟局の独自コンテンツ「長岡大花
火」の番組を会館公開用のスーパーハイビジョン
モニターで再生， 8 Kの魅力を来館者に伝えたほ
か，公開番組や公開セミナー，イベントと連動し
て新 4 K 8 K衛星放送受信に関する相談コーナー
を開設した。
　CS活動としては，番組作りに協力していただ
いた人々のメッセージを収録してスポット番組を
制作し「年末ありがとうスポット」として放送し
た。加えて，『NHKのど自慢』の予選会に出場し
た250組へのフォトサービスを実施した。
〔甲府局〕
　山梨県民の命と暮らしを守る防災・減災報道に
力を尽くすため，富士山噴火に備えたロボットカ
メラの整備では，18年度は 5 月に「富士ヶ嶺ロボ
カメ」を自営回線で整備し，12月にはロボモニシ
ステムに接続して東京で24時間収録監視できる，
より堅ろうな体制を構築。 9 月の台風24号により
中継放送所が長期間停電したが，NHK関連団体
および県域民放と協力し仮設発電機による電源バ
ックアップを行い無停波で放送を継続した。
　放送網の強化として，県東部の重要局である富
士吉田TV送信機および三ツ峠-富士吉田間の
TV-TTL装置を更新した。NHK共同受信施設の
大規模改修FTTH化工事を 5 施設にて完了し，安
定で良質な受信環境の整備に努めた。

　放送設備の整備では，610『Newsかいドキ』
で，防災・減災につながる気象情報をより詳しく
伝えるため，NMAPS（NewsMashupAdvanced
Probe System:高度情報利用報道システム）を整
備し，気象情報の充実を図った。
　新技術では，AIアナウンス試行のパイロット
局としてアナウンス室，放送技術研究所と協力し，
3 月に延べ 2 週間，ラジオ気象情報での試行を実
施した。
　12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K本放送開始に向けた
普及活動として「山梨テクノICTメッセ2018」（11
月）にメーカーの協力も得てスーパーハイビジョ
ン（以下SHV）受信機器の展示を開催し，来場
者へのSHV機運を盛り上げた。また，県内の電
気店や電気工事店，CATV局向けにセミナーを開
催しSHV理解促進と普及に取り組んだ。
　 8 Kコンテンツの制作では，富士山関連の 8 K
タイムラプス撮影を実施し，甲府局独自の 8 Kコ
ンテンツ『 8 Kタイムラプス紀行～山梨～』を制
作した。BS 4 K・BS 8 K本放送に合わせ，ハート
プラザを全面リニューアル。キャスター体験がで
きる「しんげんくんシステム」を独自開発し，オ
ープンイベント「おいでよ！NHKハート“わく
わく”パーク」を12月 1 ～ 2 日に実施。1,200人
が来場した。
　CS活動としては『NHKのど自慢』ふれあい隊
活動や放送体験クラブなどで，放送の裏側見学や
実際に番組制作を体験してもらい，視聴者満足度
向上に貢献した。
〔横浜局〕
　番組では『小さな旅』（横浜市・大岡川）を
4 K制作し，高精細映像で地域の魅力を伝えた。
FMでは「横濱JAZZプロムナード」の 4 時間に
わたる公開生放送や，「横浜セントラルタウンフ
ェスティバルY159」で『横浜サウンド☆クルー
ズ』の公開生放送・収録を行った。
　緊急報道では，東海道新幹線車内の殺傷事件や，
横浜市の病院で起きた点滴異物混入事件の犯人逮
捕，日産ゴーン会長逮捕といった重大事件・事故
で速やかに中継態勢を構築し対応した。緊急時に
備えるため，日常訓練を継続して実施するととも
に， 4 K伝送対応CSKへの更新整備を着実に実施
した。また，災害時を想定し，大矢部局でのEカ
ーによる電波確保訓練，南足柄-山北局間での
FPUによる回線確保訓練，N共伝送訓練を実施し
た。
　設備整備では，台風報道で重要な役割を担う三
浦三崎港ロボットカメラの架台を堅ろうな設備に
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更新した。放送の更なる安定確保のために，老朽
化した小田原TVの放送機と小田原FMのアンテ
ナを計画に従って更新した。
　 4 K・8 Kの普及促進に向けてCATV会社向けの
セミナーや展示を開催するとともに，12月 1 日の
本放送開始日には，会館で実施した受信公開の技
術支援を行い，多くの来訪者に魅力を体感しても
らい， 4 K・8 Kの認知度を高めた。また，綾瀬市
で実施した『NHKのど自慢』で「ふれあい隊」
として中継車見学やカメラマン体験を行い，
NHKへの理解促進に努めた。
〔前橋局〕
　移動天気カメラを，「館林市」「榛名湖畔」「草
津温泉湯畑」など県内 4 か所に展開，各地域の魅
力を県内外に発信した。また『旬感☆ゴトー
チ！』や『ゆく年くる年』といった全中発信にも
積極的に取り組んだ。12月にはIP中継機器を活用
し，県内 5 か所でイルミネーション中継を行った。
　送信設備では，三波川・沼田・嬬恋三原中継局
で放送機更新を行った。また，前橋放送会館と前
橋FM（牛伏山）基幹放送所との無線回線設備の
更新を行った。老朽したNHK共同受信施設の光
ファイバーによる改修（FTTH化）を 5 施設実施
した。
　12月のスーパーハイビジョン放送の本放送開始
に備え，4 Kカメラ，4 K編集機を整備した。また，
スーパーハイビジョンの受信公開を「ぐんま山フ
ェスタ」（群馬県庁），「前橋七夕まつり」，『NHK
のど自慢』予選会（利根沼田文化会館），「NHK
大学セミナー」（群馬大学），群馬県生涯学習セン
ターで開催するとともに，家電販売店等を対象に
した技術セミナーを 2 回開催した。
〔水戸局〕
　命と暮らしを守る情報の拠点として，送信設備
関連では基幹放送所の老朽更新整備を実施。森林
公園テレビ放送所ではテレビ放送機とSTL・テレ
ビリモコンは会館設備側と合わせて更新，加波山
FM放送所では，1970年FM開設以来となる送信
空中線を更新整備し，信頼性・安定性が向上した。
NHK共同受信施設の大規模改修では，18年度 7
施設の光化工事が完了し，県内40施設の光化が完
了した。番組設備関連では，HV-MTXをIP-VR
化し連絡MTXも全面的に更新。 4 Kカメラや 4 K
編集機の整備に合わせ， 4 Kに対応した会館CS受
信設備の更新やCSKの更新を完了した。
　地震・台風などの緊急時には，中継・特設ニュ
ースをはじめ，L字放送など，きめ細かい情報を
迅速に発信，平日の昼前『いばっチャオ！』や

610『いば 6 』，金曜730『茨城スペシャル』とい
った定時番組のほか，12月の県議会議員選挙では
開票速報を実施。『いば 6 』では，双方向連動デ
ータ放送を毎週定時で実施し，新しい技術を番組
制作に活用した。季節移動お天気カメラは，「ひ
たち海浜公園（春・秋）」「五浦海岸（夏）」「偕楽
園（冬）」に展開し，茨城の魅力を伝えた。本部
機能停止時を想定した，つくば基地局の運用訓練
を定期的に実施し，大規模災害に備えた。
　『日本ゴルフツアー選手権』（6.2～3宍戸CC）
・「茨城をたべよう収穫祭」（10.13～14常陸太田
市）といった，番組や地域イベントと連動した
CS活動などを通し，県域放送受信率の向上に尽
力した。
　BS 4 K・BS 8 Kの本放送に合わせては，JR水戸
駅の改札口前で 4 台の 8 Kテレビ（70インチ）に
よる受信公開を実施（11.27～12.5）。『NHKのど
自慢』の会場（1.26～27結城市）でもBS 4 K・
BS 8 Kの受信公開を実施した。 4 K 8 K放送新技
術セミナーを 3 回開催し，県内の電器店や電気工
事店など関係業界の技術者183人が参加した。
〔千葉局〕
　 7 月 7 日，千葉県東方沖を震源とする震度 5 弱
の地震が発生。地震直後の様子を千葉局のスタジ
オから，いち早く全国発信した。その後，速やか
に勝浦港に太陽光ロボカメを設置し，外房エリア
の監視態勢を強化した。 7 ～ 8 月に相次いで発生
した台風12号・13号では，館山市から中継を実施
し，防災・減災報道に取り組んだ。
　番組制作では，『旬感☆ゴトーチ！』や『夏期
巡回ラジオ体操・みんなの体操会』などの全中番
組の中継や『今夜も生でさだまさし』，『FMシア
ター』など千葉局開局75周年に関連した番組の技
術対応を行った。また， 4 年目となる民放FM局
との合同キャンペーン「NEXTRADIO」では，
パラスポーツをテーマに，bayfmと同時生放送を
3 月 1 日に実施。県内の多くの聴取者にNHKの
コンテンツを届けることができた。
　番組設備関連では，会館UPSの蓄電池更新をは
じめ， 4 K取材・制作設備の整備やCSKの更新を
実施した。
　 9 月，三山FM基幹局にUPS電源装置を整備し，
県内すべてのTV・FM放送所の無停電電源化を
完了した。また，老朽化が進んだ銚子FM中継局
の空中線を更新した。これらにより，放送ネット
ワークのさらなる強じん化を図ることができた。
　テレビ中継局間伝送回線の安定化のため，銚子
TV中継局および下総光TV中継局においてIP回
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線の安定度調査を実施した。NHK共聴85施設の
うち， 8 施設の光化更新を実施し，これまでに49
施設で光化が完了した。
　12月のBS 4 K・BS 8 K本放送開始以降，NHKが
実施するイベント等に連動して 8 K受信公開を随
時実施し，イベント参加者に対してBS 4 K・
BS 8 K放送をPRするとともに普及促進に努めた。
　送出については，定期点検の確実な実施と運用
訓練，基本事項の徹底により，人為的な放送事故
ゼロ14年継続を達成した。
〔宇都宮局〕
　宇都宮放送局「開局75周年記念」に関連して，
『とちスペ』や公開イベント等と連動した番組を
重点的に制作した。『とちスペ』ではデータ放送
の双方向機能を利用し，6月には栃木県の気象を，
11月には餃子をテーマとしたクイズ形式の生放送
を実施した。公開関連では，足利市でのラジオ第
1 『DJ日本史』の公開生放送（6.10）や会館スタ
ジオでのFM『セッション2018』の公開録音
（11.3），小山市でのFM『とちラブ朗読劇コミ
チャン！』の公開録音（3.17）等を実施した。ま
た， 4 K制作番組『ニッポン印象派　日光　輝く
瞬間（とき）』では，秋の日光を舞台に極彩色の
自然美や文化遺産の美を 4 Kで撮影した。スポー
ツ中継では，県内で人気の高いBリーグチームの
開幕アウェイ戦を，Bリーグ提供の映像を使用し
たオフチューブ形式で生放送した（10.7）。
　季節移動天気カメラは，「宇都宮（桜）」「市貝
（芝ざくら）」「霧降高原（ニッコウキスゲ）」「野
木（ひまわり）」「竜頭の滝（紅葉と雪景色）」「も
みじ谷（紅葉）」に設置，運用した。
　番組設備の整備関連では，報道用 4 Kカメラお
よびダイレクト編集機の整備，TR副調音声卓の
更新，羽黒山FPU基地局の更新，緊急・気象系
設備の更新，会館航空障害灯の更新，会館共聴設
備へのBS 4 K・BS 8 K導入，会館非常用発電機の
分解整備等を実施した。送信設備の整備関連では，
FM親局（羽黒山）の放送機総合点検，非常用発
電機の分解整備，テレビ親局（八幡山）の放送機
改修およびリモコン改修，中継局の非常用蓄電池
の更新等を実施した。また，NHK共同受信施設
の光化改修は「足尾町間藤」「足尾町北部」の 2
施設を完了した。
　 4 K・8 K普及活動では，県内の電器店や電気工
事事業者などを対象とした「 4 K 8 K放送新技術
セミナー」を開催した。一般向けPR活動として
は，栃木県こども総合科学館での「体感！NHK
スーパーハイビジョン」や，12月 1 日のBS 4 K・

BS 8 K本放送開始に合わせた会館受信公開等に
対応した。
　出前授業は， 7 月に今市工業高校と栃木工業高
校にて実施した。
　送出については，放送の安定送出と電波確保に
取り組み，人為による放送無事故継続 8 年を達成
した。
〔さいたま局〕
　機能強化関連では，夜間の技術職員の非在時に
災害等が発生した場合，記者だけで迅速に状況報
告ができるように設備を整備した。また，今後の
TV高画質化を見据えた 4 K対応のCSK，CS受信
設備，編集設備を新たに整備した。
　 3 月には地元球団である「西武ライオンズ」を
応援する番組を，地元FMラジオ局・NACK5と
共同で制作し同時放送した。また，越谷市から
『NHKのど自慢』『夏期巡回ラジオ体操・みんな
の体操会』，JR浦和駅のJ:COMスタジオから県域
FM情報番組『日刊！さいたま～ず』の中継な
ど，地域放送サービスを実施した。
　季節移動天気カメラにより，「秩父市（芝桜）」
「鴻巣市（ポピー）」「久喜市（ショウブ）」「行田
市（古代蓮）」「加須市（ホテイアオイ）」「長瀞

とろ

町
（荒川の瀞

とろ

・ロウバイ）」「幸手市（菜の花・桜）」
など各地域の魅力を紹介した。
　SHV普及活動では， 4 K・8 K放送技術セミナー
を開催し，電器店，電気工事店，ケーブルテレビ
事業者など関係業界の経営者219人が参加した。
新 4 K 8 K衛星放送開始となった12月 1 日から会
館での受信公開を行い，高臨場感を追求する新た
なメディアの魅力を訴求した。
　放送設備の信頼性向上を図るため，秩父テレビ
中継放送所の放送機を最新型の14形放送機に更新
した。NHK共聴の大規模改修工事は， 2 施設の
光化改修工事が完了した。

Ⅲ．視聴者

1．広 報

〔長野局〕
　18年度は，4 K・8 Kの普及促進活動に注力した。
本放送開始直前の11月下旬の連休に，松本市と上
田市の大規模商業施設で「BS 4 K・BS 8 K体験パ
ークin松本・上田」を開催したほか， 1 月には，
郷土力士・御嶽海関の活躍に沸く地元・上松町で，
初場所期間中にBS 8 K受信公開を実施した。長野
局の610『イブニング信州』と公開ホームページ
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の人気コンテンツ「撮るしん」投稿作品のうち，
年末の特番で選ばれた12枚の写真で壁掛けカレン
ダーを作成。視聴者に抽選でプレゼントし，県内
各地での「撮るしん展」の実施と合わせて，一層
の認知・定着につなげた。
　局内見学は幼稚園・小学生の団体が46件，2,242
人。一般の団体は11件，301人だった。
〔新潟局〕
　 2 年目を迎える「広報プロジェクト」では，若
年層への接触を強めるトライアルとして，
Twitter広報を強化した。具体的には，毎月テー
マを設定したアナウンサー・キャスター投稿や
610キャラバンの事前取材の様子の紹介，『金よう
夜きらっと新潟』の全国放送決定のお知らせや
『にいがたゆうどきラジオ』と連動したBS 4 K・
BS 8 K放送開始PR，Nコン出場校の自由曲の一
部紹介などで，動画を制作した。
　また，17年度に引き続き，ポスター，デジタル
サイネージ，ラッピングバスなどさまざまな媒体
での広報展開も行った。
〔甲府局〕
　NHKとの接点を広げてもらうため，放送会館
1 階のハートプラザを12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K
本放送開始に合わせてリニューアル。キャスター
体験ができる「わくわくスタジオ」を独自開発
し，①オープンイベント「おいでよ！NHK　ハ
ート“わくわく”パーク」（12.1～2），②「NHK
ギャラリー賞絵画展」（2.9～24），③東京五輪・
パラPRを兼ねた「かいラジフェスタ2019」（3.2）
と，幼児児童のファミリー層対象のイベントを集
中展開した。 4 か月間のハートプラザの来場者数
は前年同期比30％増の8,639人，「わくわくスタジ
オ」の利用者も1,700組を超えた。
　このほか， 6 月の『2018FIFAワールドカッ
プ』「日本×コロンビア」戦時には，会館をサム
ライブルーにライトアップして受信公開イベント
を実施。「ディレクソン　in　山梨」や「ぼくの
絵わたしの絵展」など各種イベントを開催し，年
間 2 万584人がハートプラザに来場した。
　 7 月にはBSプレミアムでのキャンペーン「も
っと！山梨」を実施。PRチラシ配布や特設ホー
ムページを設立するなど，多角的な広報施策を展
開した。
〔横浜局〕
　ホームページで，FM県域放送『横浜サウンド
☆クルーズ』のゲストトークや演奏の聞き逃しサ
ービスを実施した。地域発ドラマ『R134／湘南
の約束』ページでは，番組PRとともに，視聴者

からのメッセージを募集・公開した。若者の成長
と苦悩をダンスと音楽で描く，ダンス舞台「恋ノ
水」ページでは，制作過程をブログで発信しSNS
で取り上げられた。公演後は動画を公開した。地
域発ドラマでは，サイネージや電車の中吊り広告
など，オフエア・プロモーションを戦略的に展開
し，新聞やミニコミ誌等で取り上げられ視聴につ
なげた。
〔前橋局〕
　BS 4 K・BS 8 Kの放送開始に合わせて，懸垂幕
の掲出と，前橋局ロビーでの特別受信公開を実施。
2 日間で300人以上が来場した。 2 月には群馬県
生涯学習センターで「 8 Kテレビを体感！！
NHKわくわく広場」を実施し，幅広い世代へ
BS 8 KのPRを行った。
　 2 月放送の県域番組『ぐんまスペシャル』で
は，スマートフォン向けYahoo!JAPANトップペ
ージにブランドパネル広告（前橋市，高崎市）を
出稿し，番組ホームページのアクセス増と視聴誘
導につなげた。
〔水戸局〕
　12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K放送開始に合わせ
て，サイネージ広告を，水戸駅（12月），牛久駅
・佐貫駅（11・12月）に掲出した。11月27日～12
月 5 日には水戸駅の改札口前に， 4 台の市販 8 K
テレビ（70インチ）を並べ，放送開始のPRと受
信公開を実施した。観覧人数は5,000人を超え，
幅広い世代の方への周知広報につなげた。
　また『大相撲初場所』のBS 8 K受信公開を水
戸放送局会館（1.26～27）と結城市の『NHKのど
自慢』会場（1.26）で実施した。
　水戸中央郵便局では12月から，サイネージ広告
を掲出し，「NHKオンデマンド」や受信契約・住
所変更などを案内した。
　 3 月の『ひよっこ 2 』の放送に合わせて，水戸
駅階段壁面に「ポスター集中張り」を 1 週間掲出
した。水戸局ホームページでは，期間限定で「ひ
よっこ」ご当地サイトを復活させ，出演者のイン
タビュー動画を掲載し，Twitterも活用しながら
積極的な周知広報に努めた。
〔千葉局〕
　10月 1 日の開局75周年記念日に向け，18年度当
初に記念ロゴを作成し，ホームページや広報資材
への展開，会館窓にシールの掲出を行った。記念
日の前後を「サンクスウイーク」（9.25～10.6）と
し，会館ロビーで『今夜も生でさだまさし』の公
開放送や「移動放送博物館」などのイベントを実
施した。12月のBS 4 K・BS 8 Kの本放送開始に合
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わせ，受信公開を実施。会館外でのイベント会場
においてもPR活動を行った。
〔宇都宮局〕
　18年度に開局75周年を迎えることを受け，長年
の感謝を伝える広報キャンペーンを通年で展開し
た。PR動画，ポスター，クリアファイルやビニ
ールバッグなど各種グッズを作成し，特設サイト
も開設。PR動画は県域スポットやFacebook動画
広告，そして県内映画館でのシネアドに，ポスタ
ーは電車の中吊り広告に，グッズはイベントで配
布など，多角的に展開した。また『ブラタモリ』
で栃木県が取り上げられた際には，番組イラスト
を使用した“等身大タモリパネル”を作成。取材
先に配布し，関係強化と番組PRにつなげた。
〔さいたま局〕
　17年度から継続している東京2020スポーツ応援
キャンペーン。18年度は「華齢なるアスリート」
と題して，華やかに歳を重ねる高齢者アスリート
にスポットを当て，ウェブを入り口に放送やイベ
ントへ展開した。
　地域貢献キャンペーン「セカタマ！～世界がび
っくり！埼玉ツアー」では，埼玉のユニークなグ
ルメや宿，工場などをテーマに日英 2 言語32本の
動画をウェブで公開。『おはよう日本』や県域
FM番組に展開した。 6 月には 1 週間J:COMスタ
ジオから公開生放送するなど，営業連携を意識し
た広報活動を行った。

2．イベント事業

〔長野局〕
　『NHKのど自慢』をはじめ，軽井沢町では初
めての公開番組となった『ベストオブクラシッ
ク』など 4 本の全国放送公開番組を実施した。ま
た「撮るしん展」を県内各地で実施し，放送やホ
ームページと合わせて一層の認知度向上につなげ
た。 4 月の「第20回記念長野マラソン」では，20
回の記念大会を盛り上げる多彩な視聴者活動を行
った。
〔新潟局〕
　新潟開港150周年記念事業として新潟市で開催
した『NHKのど自慢』を含む 5 本の全国放送公
開番組に加えて，柏崎市でチャリティーイベント
「いないいないばあっ！ワンワンわんだーらん
ど」を実施した。
　また，新潟局独自企画として，安全登山を呼び
かけ，山の魅力を伝える「新潟・春山さんぽフ
ァンミーティング」や，女性の本音に迫るトーク
イベント「解体！新潟女子新書」を新潟市で実施

したほか，『新潟ニュース610』の公開生放送を三
条市と佐渡市で開催するなど，年間を通じて，県
内各地で幅広い年代の視聴者層を対象にしたイベ
ントを展開した。
〔甲府局〕
　全国放送公開番組は，『真打ち競演』（4.25，上
野原市），『すイエんサー』（6.3，北杜市），『夏期
巡回ラジオ体操・みんなの体操会』（8.13，北杜市），
『NHKのど自慢』（9.2，甲州市），『上方演芸会』
（9.21，身延町）を実施した。
　また，R1地域放送『かいラジ』の公開生放送
を軸としたイベント「かいラジフェスタ2019～ス
ポーツやらないかい！？～」（3.2）をハートプラ
ザで開催，1,400人を超える来場者があった。
　 2 月には甲府局独自絵画コンクール「NHKギ
ャラリー賞絵画展」を実施し，子どもの絵画1,850
点の応募と，期間中1,600人の来場者があった。
　そのほか，「NHKこども音楽クラブ」（6.11，早
川町），受信料支払者が対象の「ガラピコぷ～小
劇場」（2.9，山梨市），ハートプラザでは「大河
ドラマ『西郷どん』全国巡回展」（ 5 月），「2018
FIFAワールドカップ『コロンビア』対『日本』
受信公開」（ 6 月），「ぼくの絵わたしの絵展」（ 8
月），「NHK歳末・海外たすけあい」（12月），「お
いでよ！NHK　ハート“わくわく”パーク」（12
月），「NHK放送体験クラブ」（ 1 月）などを実施。
年間を通して，幼児から高齢者まで幅広い年代の
視聴者層を対象にイベントを実施した。
〔横浜局〕
　全国放送公開番組は『新・BS日本のうた』（6.28，
相模原市／10.4，厚木市），『NHKのど自慢』（11.18，
綾瀬市），『夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』
（7.22，中井町），『みんなDEどーもくん！』（9.2，
秦野市），『ふるさと自慢うた自慢』（6.15，南足
柄市）などテレビ・ラジオを計 8 本を実施した。
また『寺山修司朗読会』や『NHK横浜スペシャ
ルジャズライブ』『スペシャルJ-POPライブ』な
ど，県域FM公開番組を16本実施した。
　横浜市が 3 年に一度取り組んでいる文化事業
「DanceDanceDance＠YOKOHAMA」の公式
プログラム公演として，企画編成部職員が脚本・
プロデュースを担当したダンス舞台「恋ノ水」の
公演を 9 月に「KAAT神奈川芸術劇場」で実施
し，30代以下を中心に1,500人の観客を集めた。
再演要望が多く寄せられ， 1 月にアンコール公演
を実施した。
　そのほか，受信料支払者限定の「ガラピコぷ～
小劇場」を 2 本，ケーブル事業者との共催イベン
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ト「CATVキャラバン」 7 本を営業部・センター
と連携し，視聴者サービスの充実を図った。都内
以外では初めてとなる「コミュニティスクールin
武蔵小杉」を実施し，営業部・センターと連携し
た，受信料理解促進活動を積極的に展開した。
　また，東京オリンピック・パラリンピック関連
イベントとして，県やセーリング競技会場となる
藤沢市などと共催で「カウントダウンスペシャル
ステージショー」を実施。オリンピアンのトーク
ショーなどで， 2 年後に控えたオリンピックに向
けての機運醸成に努めた。
〔前橋局〕
　全国放送番組の公開収録として，『ふるさと自
慢うた自慢』（4.27，明和町），『新・BS日本のうた』
（7.19，みどり市），『夏期巡回ラジオ体操・みん
なの体操会』（8.22，明和町），『NHKのど自慢』
（10.28，沼田市），『俳句王国がゆく』（12.15，邑
楽町），『古楽の楽しみ』（2.9，中之条町）を実施
した。
　また『ふれあい歌謡ステージ』（7.2，渋川市／
8.1，草津町／9.7，片品村），「ふるさとの食　に
っぽんの食　群馬県フェスティバル」（10.13～
14，前橋市），「第23回わたしの尾瀬写真展」（12.14
～19，高崎市／1.11～16，前橋市）を実施した。
　このほか「ガラピコぷ～小劇場」（5.19，みな
かみ町），「NHKこども音楽クラブ」（9.28，大泉町），
「NHK大学セミナー」（11.12，前橋市）など，子
どもや若い世代を対象にした公開イベントも実施
した。
〔水戸局〕
　全国放送公開番組では，『NHKのど自慢』（1.27，
結城市）や『新・BS日本のうた』（2.21，小美玉市），
『きらクラ！』（6.3，水戸市），『夏期巡回ラジオ
体操・みんなの体操会』（7.21，桜川市）の計 4
本を実施した。
　また，いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆ
め大会300日前イベントとして，県内 3 校の小中
学生が健常者も障害者も一緒に楽しめる「誰にで
もできる」新しいスポーツを考案し，実演を交え
て紹介した独自イベント「つくスポ！ゆめスポー
ツフェスタ」（12.9，つくば市）を開催し，番組
化して『茨城スペシャル』（12.28）に展開した。
　このほか，「茨城をたべよう収穫祭」（10.13～
14，常陸太田市）でのブース出展や，「大河ドラ
マ『西郷どん』全国巡回展」（11.3～9，笠間市）
などを実施した。
〔千葉局〕
　開局75周年記念事業として『NHKのど自慢』

（4.15，勝浦市），『新・BS日本のうた』（12.20，
千葉市），『うたコン』（2.19，松戸市）などの全
国放送公開番組を計10本実施した。
　東京オリンピック新種目サーフィンをテーマに
したラジオドラマ「風波」の関連イベント
（8.25，千葉市）を大型商業施設内で実施したほ
か，「パラスポーツフェスタちば2018」（9.8，千
葉市），「パラリンピアンがやってきた！子どもた
ちとの交流教室」（12.7，松戸市）を通じてパラ
スポーツ（障害者スポーツ）の魅力を広く発信し
た。「FMラジオ共同キャンペーン千葉NEXT
RADIO」（ 2 ～ 3 月）でもパラスポーツをテーマ
にした特別番組を放送するなど県内 6 つの民間
FM局と連携した取り組みを展開した。
〔宇都宮局〕
　『NHKのど自慢』（5.13，矢板市），『おかあさ
んといっしょファミリーコンサート』（7.14，那
須塩原市），『新・BS日本のうた』（10.11，真岡市），
『上方演芸会』（11.9，高根沢町）等，テレビ・
ラジオ合わせ 6 本の全国放送公開番組を実施し
た。
　 7 ～ 8 月には，SHVを宇都宮市の科学館に展
示， 8 万人を超える親子連れに 8 KをPRした。
また，開局75周年を記念し，『歴史を学ぶキュン
活☆課外授業』（6.10，足利市），『セッション
2018』（11.3，宇都宮市），『とちラブトークライブ』
（11.18，壬生町），『朗読劇コミチャン！』（3.17，
小山市）等のイベントを行った。
〔さいたま局〕
　全国放送公開番組は『民謡魂　ふるさとの唄』
（4.8，草加市），『新・BS日本のうた』（4.12，和
光市），『NHKのど自慢』（7.22，越谷市）など13
本を実施した。
　教育・こどもイベントとして「ガラピコぷ～小
劇場」 2 本（6.3，本庄市／1.26，八潮市）などを
実施したほか，料理愛好家による「大学セミナ
ー」（10.17，女子栄養大学・坂戸市），ケーブル
事業者との共催イベントとして「CATVキャラ
バン」（9.16，川越市／1.14，さいたま市）を実施
した。
　さらに『NACK（79.5）に初恋（85.1）！2019』
（3.17）で県域FM3時間の生放送を行った。

3．営 業

　関越ブロックでは，経営計画（2018-2020年度）
の初年度にあたり，支払率と衛星契約割合の達成
に向けて，域内17局・センターと連携し，公募型
企画競争方式等による契約・収納業務の外部法人
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委託の更なる拡大を進めた。18年度末では法人委
託への業務交付世帯数シェアが63.7％までに至っ
た。
　また，法人委託を中心とした訪問員に対するマ
ナーアップとクレーム抑止を最重点課題と位置づ
け，関越独自対応スキームを確立し，全局センタ
ーの取り組み強化により，前年度比△360件と大
幅にクレーム件数削減を果たした。
　法人委託の生産性向上と訪問によらない契約収
納施策により，17年度に引き続き高い業績確保を
果たし，全17局・センターで全営業目標達成を果
たした。
　民事手続きについては，支払督促申立てによる
未収者対策，放送受信契約締結者に至らなかった
ものに対する民事訴訟の提起，判決・支払督促確
定者に対する強制執行を継続して実施した。また，
民事調停の活用も行い，未契約や未収者対策につ
いて大きな成果を上げた。
　危機管理については，啓もう・研修・監査等を
実施することによって，営業系セキュリティーガ
イドラインと個人情報保護の徹底を図るととも
に，事件・事故の未然防止に向けて，「NHK倫理
・行動憲章」に基づくコンプライアンスの徹底を
図った。

中 部

Ⅰ．放 送
1．放送の概要

（1）人々の命と暮らしを守る正確で迅速な報道
　甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震や
記録的豪雨など，自然災害への関心が高まる中，
インターネットなどデジタルメディアも駆使し
て，防災・減災につながる情報を発信した。
　『ナビゲーション』「忘れられた危険～福井地
震70年の教訓～」（G，7.20）や，中部各局と連携
した『ナビゲーションスペシャル』「川が危ない！
～命をどう守るのか～」（8.31）を放送し，最新
研究と自治体の取り組みを多角的に取り上げた。
　西日本豪雨や大雨など大きな影響を及ぼした台
風21号，台風24号などについては，各局の地域向
け定時ニュースのほか，随時特設ニュースでも警
戒を呼びかけた。逆L字やデータ放送，インター
ネットを活用し，きめ細かな情報提供に努めた。
　金沢，福井，富山の北陸 3 局では冬期の雪害に
対してどのような備えが必要なのか考える『届
け！防災VOICE～大雪に備える～』（R1，2.9）
を放送した。
　 6 年目を迎えた，平日午後 5 時台のラジオ第 1
の東海 3 県向け生放送番組『夕刊　ゴジらじ』
は，公開生放送も行い，地域ラジオならではのふ
れあいを深めるとともに，災害時の情報源として
の定着を目指した。また，金沢局は『じわもんラ
ジオ』，福井局は『情報たら福　～いこっさ！き
こっさ！～』，富山局は『ラジオ富山人』をそれ
ぞれラジオ第 1 の平日午後 5 時台で県域放送し
た。
（2）“地域のいま” を伝え，課題に向き合う
　地域の景気や雇用，日々の暮らしに影響を与え
る経済の動きなどを『ナビゲーション』でタイム
リーに伝えた。「急増！“難民”労働者」（4.13），
「“日本流”外国人を育て　世界へ」（6.1），「ニ
ート争奪戦！～もう一度働きたい～」（10.19），
「“AI人材”を獲得せよ！」（11.30），「転勤って
当たり前？」（12.7），「みんな幸せ！働き方改革
時代の障害者雇用」（2.1）など，雇用問題につい
て幅広い視点で取り上げた。
　そのほか，中部地方ならではのモノづくりを応
援する『ナビゲーション』「飛び立て！日の丸ジ
ェット」（7.13），「世界のmatchaへ～過熱する抹
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茶市場～」（12.14）などを放送するとともに，「“生
鮮ドラッグストア”の衝撃」（9.7），「“インスタ
映え”で地方活性化なるか」（9.14），「若者に広
がる“ソロ活”」（2.8）など，視聴者・消費者に
関心の高い身近な話題も積極的に提供した。また，
「見抜けなかった悪意　～緊急報告　浜松遺体遺
棄事件～」（6.22）では，容疑者の男たちが知り
合ったインターネット上の掲示板に潜む危険性に
ついて緊急報告を行ったほか，「追跡！スルガ銀
行問題～超低金利時代の“闇”」（10.5），「“豚コ
レラショック”～感染拡大は防げるか～」（2.15）
では刻々と進展する現場の最前線をタイムリーに
取材し伝えた。
　さらに，地域における医療や介護の問題につい
て，「遅れる　若者のがん対策」（5.18），「町から
医者がいなくなる」（5.25），「介護現場のSOS～
介護職員たちへのハラスメント～」（6.29），「ニ
ッポンの病院へ行こう！～外国人患者　受け入れ
最前線～」（10.12），「延長する？しない？“人生
の最期”を話し合う」（11.2）などで多角的に伝
えたほか，「どう向き合う“子ども同士”の性暴
力～児童養護施設の現場から～」（4.27），「部活
が消える？～続く減少　未来への模索～」（9.21），
「子どもからシニアまで　プログラミング教育新
時代」（11.16），「子どもの放課後が危ない！足り
ない学童保育」（1.18）など，現代の子どもを取
り巻く環境の変化にフォーカスを当て，そこに潜
む危険や直面する課題を見つめ，解決へのヒント
を提示した。『ナビゲーション』で取材したテー
マは各局の夕方 6 時台や午前 7 時台のニュース・
情報番組でも伝えるとともに，『ニュースウオッ
チ 9 』や『NHKニュース 7 』『NHKニュース　お
はよう日本』など，随時全国にリポート企画とし
て発信した。
　福井局では，新番組『ザウルス！今夜も掘らナ
イト』で，「福井地震70年・復興のあゆみ」（G，
6.29），「親子に笑顔を～医療的ケア児の応援団
～」（9.21），「全国が注目！実はスゴい福井の婚
活」（12.14）など，地域の課題をタイムリーに取
り上げた。
　富山局では， 2 年目となるキャンペーン「とも
に、輝く」を展開し，『富山イドバタトーク！ち
ょっこし不満　しゃべらんが？』「第 3 弾　あな
たは立山を越えていく県外派？富山大好き県内
派？」（G，9.21），「第 4 弾　気づかぬうちに　あ
なたもセクハラ！？」（2.22）などで多様な価値
観を語り合う番組を放送した。

（3）各地の魅力を全国・世界に向けて発信
　東海地方の「人間」「風土」「文化」「産業」の
魅力を掘り起こして再発見する『三宅民夫の東海
DIVEスペシャル』（G，5.11，7.27，10.26，1.11，
3.1）や，北陸地方の知られざる文化・絶景・グ
ルメを紹介する『おもてなし北陸』（G，4.20，
5.11，7.27，1.11），『北陸スペシャル』「ローカル
線でGO！～初夏の北陸・旅くらべ～」（G，6.8），
「今が旬！冬の味覚を堪能！」（3.1）など各地域
の魅力を発信した。
　また『ショートストーリーズ』は，30年度から
25分で 1 テーマの番組にリニューアルし，地域に
根ざし懸命に生きる人々のドラマを丹念に描い
た。「＃17　靴磨きで生きる　～静岡市～」（G，
5.6），「＃18　ユーチューバーと父　～静岡市～」
（6.10），「＃19　“ふらっと”に生きる　～富山　
射水市～」（11.11），「＃20　修理屋人生　～愛知　
豊田市～」（3.24）の 4 本を放送した。
　第 6 シリーズとなった「中部ネイチャーシリー
ズ」は，中部各地の自然の魅力を 4 Kカメラで撮
影し 4 本を放送した。シリーズの放送を前に，こ
れまで撮影した中部の絶景をバックに珠玉の演奏
を紹介する『NHKネイチャーコンサート』（G，
9.23）を放送した。シリーズ本編では，知る人ぞ
知る秘境の登山ルートをたどった『金とく　中部
ネイチャーシリーズ』「北アルプス　最北端の道
～手つかずの自然と太古の地質を訪ねて～」
（9.28），能登半島沖に浮かぶ島の豊かな自然に
迫った「日本海に浮かぶ孤島　舳倉島～陸海空　
躍動する命を訪ねて～」（10.5），国内最大規模の
氷河を目指し立山連峰に分け入った「北アルプス　
氷河の旅～日本にもあった！巨大な氷の世界～」
（10.12），遺跡や資料を手がかりに平安時代の登
山ルートの探る「剱（つるぎ）岳の謎に挑む　～
1000年前の登山ルートを探れ～」（11.16）を放送
した。全編で字幕放送を実施した。また，シリー
ズは『躍動する大自然　奇跡の絶景ストーリー』
というタイトルでBS 4 KとBS1でも放送した。
　そのほか，『金とく』では， 6 月に完全公開さ
れた名古屋城本丸御殿や普段は入れない堀や櫓

やぐら

に
潜入した「名古屋城～“究極”の技と美の旅～」
（5.25）や，甲子園100回記念大会を地方大会か
ら盛り上げ，高校野球に熱い思いを持つ出演者が
NHK名古屋に集結した「第100回高校野球開幕！
東海地方の熱き戦い」（6.29）， 3 年に 1 度開かれ
る「浜松国際ピアノコンクール」に密着した「蜜
蜂と遠雷　若きピアニストたちの18日」（1.25）
など多彩な番組を放送した。
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　さらに，元SKE48の矢方美紀さんが“自撮り日
記”でつづる 5 分のシリーズ番組「＃乳がんダイ
アリー」を，放送と合わせてHP動画でも提供し
た。「ピンクリボン月間」に合わせ25分の特集番
組『矢方美紀　26歳の乳がんダイアリー』（G，
10.8）を放送したほか，『あさイチ』（10.24）や全
国放送にも展開した。
　グルメ・生活習慣・言葉遣いなど，ふとした時
に表れる隣人との違いの境界線のワケを徹底調査
する『境界調査バラエティー　ニッポンのワケ
メ』（G，5.1，8.21，10.27，3.16）を 4 本制作し全
国放送した。また，全国向け定時番組『世界はほ
しいモノにあふれてる～旅するバイヤー　極上リ
スト～』の年間 9 本を名古屋局が制作した。
（4）視聴者の幅広い関心に応える多彩な番組
　漫画が原作で「特撮オタク」のOLの奮闘をコ
メディータッチで描く『ドラマ10』「トクサツガ
ガガ」（全 7 回）（G，1.18～3.1）を制作し，ミニ
番組や 3 話分一挙再放送，出演者によるPRなど
で盛り上げた。また『NHKスペシャル』「ドラマ　
詐欺の子」（G，3.23）では，振り込め詐欺に手を
染める若者たちの姿と被害者の苦悩をドラマとド
キュメントで描いた。さらに，金沢局が子供歌舞
伎で有名な石川県小松市を舞台に『いよっ！弁慶
～石川発地域ドラマ～』（BSP，10.31），静岡局
がプラモデル産業の盛んな静岡市を舞台に『プラ
スティック・スマイル～静岡発地域ドラマ～』
（BSP，11.21）を制作した。
　ラジオドラマでは，『FMシアター』「踏切の向
こう側」（5.2），「しあわせなとしょかん」（7.21），
「一時帰宅」（11.10），「エンディング・カット」
（2.2），『青春アドベンチャー』「ロロ・ジョング
ランの歌声」（3.25）を制作した。
　静岡局と金沢局で新放送会館がオープンした。
特別番組として，静岡局では『静岡スペシャル』
「静岡から世界へ＆静岡を世界に発信しよう」
（G，4.20）を放送し，視聴者とふれあうイベン
トも開催したほか，『ザ・ディレクソン』『COOL
JAPAN』と連携し，県内東部・中部・西部 3 か
所でアイデアソンを開催，地域の魅力を発信する
『ザ・ディレクソンin静岡』を制作したほか，
BS1では，外国人の目線で静岡の魅力を語り尽く
す「出張COOL JAPAN×ザ・ディレクソン in
静岡」を放送した。
　金沢局では『石川スペシャル』「来てみまっし！
NHK金沢　新会館スペシャル」（G，10.12）を放
送したほか，石川を舞台にした過去のドラマのア
ンコール編成を行った。

　また，富山局では，富山の美しい風景や貴重な
文化財を 4 Kカメラで撮影した『富山の宝スペシ
ャル』「四季を彩る富山の宝」（G，6.8），「立山の
恵み」（3.15）を放送した。岐阜局では『まるっ
と！ぎふ』の中で，郡上市に住む俳優の近藤正臣
さんが郡上の魅力を発見するコーナーを継続的に
放送し，『ぎふスペシャル』「近藤正臣のまるっと！
郡上　愛と青春の郡上高校スペシャル」（G，
3.15）へと展開した。津局では，年間シリーズ企
画，「三重の平成」の集大成として『まるっと！
みえスペシャル』「三重県民が選ぶ！三重の平成
10大ニュース」（G，3.15）を放送した。
　若者向けの音楽ライブ番組『Uta-Tube』で
は， 9 月に名古屋大学で公開収録を行い，ゲスト
が大学生・教職員とふれあった。また，ゲストが
『第69回NHK紅白歌合戦』に出場を決めたこと
を受け，「紅白が100倍楽しくなるSP～DAPUMP
&LittleGleeMonster～」（G，11.23）を放送した
ほか，総合テレビで全国放送（12.28）も行った。
（5）地元選手の活躍などスポーツ番組の充実
　スポーツでは，プロ野球やJリーグ，第100回を
迎え関心が高まった高校野球，Bリーグなど，中
継やリポート等で地元のチームを応援した。日本
で開催されるラグビーワールドカップ2019を控
え，盛り上がりをみせる『ラグビー　トップリー
グ』「トヨタ自動車」対「豊田自動織機」（E，
10.20）を生中継で放送した。
　スポーツ中継のほかにも，中部各局のアナウン
サーがふるさとの名勝負を紹介した『スポーツ
CHUBU』「いよいよ開幕！高校野球第100回大会　
わがふるさとの名勝負」（R1，6.30），フィギュア
スケートの浅田真央選手の新たな挑戦に密着した
『“ありがとう”を届けたい～浅田真央　アイス
ショーへの思い～』（G，11.9），東京五輪・パラ
リンピックでの活躍が期待される東海北陸のアス
リ ー ト を 応 援 す る ラ ジ オ 特 番『 ス ポ ー ツ
CHUBU』「2019勝負の年！世界への道を切り開
け！」（R1，1.12），自転車競技で会場となる静岡
に移住したアスリートと地域との交流を見つめた
『ナビゲーション』「伊豆に金メダルを～地域で
アスリートを支える～」（G，2.22）などを放送し，
東海・北陸ゆかりのアスリートたちの思いや素顔
に迫った。
　福井局では，「福井しあわせ元気国体」「福井し
あわせ元気大会」を地元とともに盛り上げ，夕方
のニュース・情報番組で伝えたほか，地元勢の活
躍を受けて，『ニュースザウルスふくいSP』「感
動をありがとう！～国体・障スポ　福井の軌跡
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～」（G，10.19）を放送した。
　データ放送や双方向機能，マルチ編成，パソコ
ン・携帯電話・タブレット端末の利用など，デジ
タル放送の特性を生かした放送サービスを定時番
組や特集番組で展開し，情報発信の回路の充実に
努めた。『ドラマ10』「トクサツガガガ」では，ツ
イッターを活用し，出演者や番組スタッフの制作
舞台裏を紹介した。 5 分ミニ番組「#乳がんダイ
アリー」は放送と合わせてホームページでの動画
配信を同時に展開し，多くの視聴者に届ける取り
組みを行った。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう東海』　G

月～金　 7:45～ 8:00
　第 1 回93.4.5／東海 3 県ブロック／愛知・岐阜
・三重の最新ニュースや気象・交通情報など，お
出かけ前に役立つ情報を伝える報道情報番組。リ
ポートや中継は注目のニュースや人，季節の話題
を掘り下げるなど，多彩な情報を提供した。／各
局タイトル：金沢『おはよう石川』，静岡『おは
よう静岡』，福井『おはよう福井』，富山『おはよ
う富山』
『さらさらサラダ』　G

月～金　11:30～12:00
　第 1 回03.4.3／『情報フレッシュ便　さらさら
サラダ』（東海 3 県ブロック）としてスタート／
中部ブロック（一部各局単）／放送16年目を迎え，
中部 7 県に向けて新鮮な情報を届けた。話題のゲ
ストのスタジオ生トーク，料理・園芸・子育てな
ど暮らしをランクアップする情報，気になる地域
の話題，週末にお薦めの中部 7 県の行楽情報など，
プラザウェーブ21からの公開生放送で届けた。／
各局タイトル：静岡『ひる・しず』，津『みえ～
るくん情報』，岐阜『みのひだ情報局』
『まるっと！』　G

月～金　18:10～18:59
　第 1 回18.4.2／東海 3 県ブロック（18:30～59は
津・岐阜単）／東海 3 県のきょうが“まるっと”
をわかるニュース・情報番組。いきいきとした掛
け合いやキャスター解説などを交えて，親しみや
すく，分かりやすく伝えた。／各局タイトル：津
『まるっと！みえ』，岐阜『まるっと！ぎふ』，金
沢『かがのとイブニング』，静岡『たっぷり静岡』，
福井『ニュースザウルスふくい』，富山『ニュー
ス　富山人』

『ナビゲーション』　G
金　19:30～19:55
再日　 8:00～ 8:25

　第 1 回93.4.11／中部ブロック／中部地方の社会
問題や注目のトレンドをいち早く，深く，分かり
やすく掘り下げ，地域の“気になる”をタイムリ
ーに伝える情報番組。雇用や経済の最新の動きか
ら，南海トラフ巨大地震・津波などの防災，医療，
文化まで，視聴者が知りたいテーマをドキュメン
タリーと解説者のトークを交え，真相・背景に迫
った。
『金とく』　G

金　19:56～20:39
再日　13:05～13:48

　第 1 回06.4.7／中部ブロック／13年目を迎えた
『金とく』は，中部地方の自然や文化，歴史や暮
らしをより深く描く企画や，新たな地域の魅力を
発掘する企画など，視聴者の「見たい！」「知り
たい！」「行ってみたい！」に応える情報を届け
た。
『ウイークエンド中部』　G

土　 7:30～ 8:00
　第 1 回85.4.6／中部ブロック／『ウイークエン
ド中部』愛称“ういちゅ～”は，最新のニュース
のほか，週末を楽しむための情報を届ける情報番
組。お出かけ情報や中部 7 県の朝の表情を伝える
生中継，視聴者から寄せられた「映えるスポッ
ト」の写真を紹介する「カシャッと映えちゅ～」
や週末に食べたくなる料理を家族で楽しむコーナ
ーなどの企画も届けた。
『Uta-Tube』　G

土　10:55～11:15
再水　23:55～24:15

　第 1 回12.4.19／中部ブロック／一流アーティス
トのライブを中部 7 県に届ける本格ライブ音楽番
組。トークコーナーでは，アーティストの素顔も
紹介した。リアルタイムで番組を見た視聴者向け
に，アーティストの裏話やお宝写真も発信する連
動データ放送も展開した。水曜夜間に再放送を設
けた。
『東海ピックアップ』　G

日　18:42～18:45
　第 1 回11.4.9／東海 3 県ブロック／東海 3 県向
けの広報番組。愛知県，三重県，岐阜県のオスス
メ番組，イベント情報，取り組みについて，番組
ディレクターやアナウンサー，イベント担当者が
舞台裏やエピソードを交えて紹介した。
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『ザウルス！今夜も掘らナイト』　G
金　19:30～19:55
再日　13:05～13:30

　第 1 回18.4.13／福井県域／福井の眠れる宝を掘
り起こすをコンセプトに福井ライフを応援する情
報番組。多彩な宝を見つめ，スタジオトークでか
みしめる。MCは福井ブランド大使のパトリック　
ハーラン（パックン）。
『東海北陸あさラジオ』　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1 回15.3.30／中部ブロック（一部各局単）／
中部地方の詳しい天気の解説や交通情報のほか，
日替わりの特集コーナーで，暮らしに役立つ情報
を伝える朝の情報番組。防災や法律，経済など，
第一線の専門家の解説や動物園・水族館からの話
題，観光などの行楽情報，俳句や短歌の投稿を紹
介する文芸サロンコーナーなどを届けた。
『夕刊　ゴジらじ』　R1

月～金　17:00～17:55
　第 1 回13.4.1／東海 3 県ブロック／暮らしの知
恵や知っておきたい防災の知識，注目のイベント
など，地域に密着した情報を厳選して届ける夕方
の情報番組。演歌，ポップス，クラシックなど幅
広い分野のゲストを招いたトーク＆音楽情報コー
ナーなどを届けた。毎週水曜は『にっぽん列島夕
方ラジオ』として全国放送した。
（2）特集番組
〔中部ブロック〕
『金とく』　G　
　「日中　支え合う“老後”　～進む介護協力～」

名古屋局　7.27／19:56～20:39
　「中部ネイチャーシリーズ　北アルプス　最北

端の道～手つかずの自然と太古の地質を訪ね
て～」

 名古屋局　9.28／19:56～20:39
　「中部ネイチャーシリーズ　日本海に浮かぶ　孤

島　舳倉島～陸海空　躍動する命を訪ねて～」
名古屋局　10.5／19:56～20:39

　「中部ネイチャーシリーズ　北アルプス　氷河の
旅　～日本にもあった！巨大な氷の世界～」

 名古屋局　10.12／19:56～20:39
　「中部ネイチャーシリーズ　剱（つるぎ）岳の謎

に挑む　～1000年前の登山ルートを探れ～」
 富山・名古屋局　11.16／19:56～20:39
『ナビゲーションスペシャル「川が危ない！～命

をどう守るのか～」』　G
中部各局　 8.31／19:30～20:13

『NHKネイチャーコンサート』　G
名古屋局　 9.23／13:05～13:50

『矢方美紀　26歳の乳がんダイアリー』　G
名古屋局　10. 8／23:55～ 0:20

『“ありがとう” を届けたい～浅田真央　アイス
ショーへの思い～』　G

名古屋局　11. 9／22:45～23:10
『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン

テスト2018　東海北陸地区大会』　G
名古屋局　11.23／10:05～10:59

『Uta -Tube　 紅 白 が100倍 楽 し く な るSP　 
～DA PUMP＆Little Glee Monster～』　G

名古屋局　11.23／18:05～18:40
『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2019～

遥かなる響きを～』　G
名古屋局　 1.12／10:05～11:18

『コンプレックス革命～CHAIが歌う “NEOかわ
いい” ～』　G

名古屋局　 2.15／22:45～23:10
『めざせ！学生落語の日本一～ブーム支える大会

に密着～』　G
名古屋局　 3. 8／22:45～23:10

『Tamiji～アウトサイダーの哲学～』　G
名古屋局　 3.19／22:45～23:10

『スポーツCHUBU　いよいよ開幕！高校野球第
100回大会「わがふるさとの名勝負」』　R1

中部各局　 6.30／13:05～13:55，
14:05～14:55，15:05～15:55

『スポーツCHUBU　2019勝負の年！世界への
道を切り開け！』　R1

名古屋局　 1.12／16:15～16:55，
17:05～17:55，18:05～18:50

〔東海 3県ブロック〕
『金とく「名古屋城　～ “究極” の技と美の旅

～」』　G
名古屋局　 5.25／19:56～20:41

『愛知県知事選挙開票速報』　G
2. 3

『NHK名古屋児童劇団公演「Grimm」』　E
名古屋局　 8.25／15:50～17:00

『NHK名古屋青少年交響楽団　第53回　定期演
奏会』　E

名古屋局　 9. 1／12:00～13:00
『夕刊　ゴジらじ「2018年末スペシャル」』　

R1
名古屋局　12.27／16:05～17:55
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〔北陸ブロック〕
『おもてなし北陸』　G

金沢・福井局　19:30～19:55
　「春の海を満喫！七尾湾・ローカル線の旅」

4.20
　「1 泊 2 日　世界遺産・五箇山　古き良き日本

に出会う旅」
 5.11
　「夏休み！親子で遊ぼう！山里を体感する旅　

福井　池田町」
 7.27
　「おもてなし北陸　in　石川　山中温泉」
 1.11
『北陸スペシャル』　G　
　「ローカル線でGO！～初夏の北陸・旅くらべ～」

金沢・富山・福井局　 6. 8／19:30～20:13
　「今が旬！冬の味覚を堪能！」

金沢・福井・富山局　 3. 1／19:30～20:13
『富山の宝スペシャル』「四季を彩る富山の宝」　G

金沢・富山・福井局　 8.19／ 8:00～ 8:25
『石川スペシャル』「地域発ドラマ『いよっ！弁

慶』放送直前スペシャル」　G
金沢・富山局　10.26／19:30～19:55

『届け！防災VOICE～大雪に備える～』　R1
金沢・福井・富山局　 2. 9／13:05～14:55

〔石川県域〕
『石川スペシャル』　G

19:30～19:55
　「26歳　決断の時～BCリーグ年齢制限　揺れ

る選手たち～」
 9.28
　「来てみまっし！NHK金沢　新会館スペシャル」

10.12
　「土屋太鳳　再び『まれ』の地へ」
 12.14
『いしかわ名作ドラマ　セレクション』（全11

回）　G
　金沢局新放送会館への移転を記念し，石川県に
ちなんだ過去のドラマをアンコール放送。
　「連続テレビ小説『まれ』総集編」（全 4 回）

11.16，30，12. 7，14／19:55～20:43ほか
　「正月時代劇『加賀百万石～母と子の戦国サバ

イバル～』」（全 3 回）
1.11，18，25／19:55～20:36ほか

　「大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物語
～』総集編」（全 4 回）

2. 1， 8，15，22／19:55～20:41ほか

『第100回夏の甲子園スペシャル～石川の名勝
負　球児たちのことば～』　G

8. 4／ 8:15～ 9:00
『金沢市長選挙　開票速報』　G・R1

11.11
〔静岡県域〕
『静岡スペシャル』　G

19:30～19:55
　「発見！富士山　水の底力～Mt．Fuji　Aqua　

Journey～」
 6. 8
　「あの夏の絆　今も」
 7.27
　「地銀の“優等生”はなぜ…　～スルガ銀行　

融資問題の実態～」
 9.14
　「一歩　一歩　あゆめ～再起の将棋駒～」

10.26
　「ザ・ディレクソン『静岡の魅力を世界へ』

3. 1， 8，15
『静岡から世界へ＆静岡を世界に発信しよう』　

G
4.20／19:30～20:45

『“プラスティック・スマイル” の説明書』　G 
11. 2／19:57～20:40

『発信！ホビーのまち　しずおか』　G
11.15／ 0:15～ 0:58

『生け捕りで伝える』　G
2. 3／ 8:00～ 8:25

『しずラジ・ごごラジ！合体SP～静岡いいとこ
ろ合戦～』　R1

4.21／13:05～15:00
『俺たちのハイスクール』　R1

1.19／13:05～13:55
〔福井県域〕
『ニュースザウルスふくいSP』　G
　「とことん楽しむ！国体・障スポ」

9. 7／20:03～20:40
　「感動をありがとう！～国体・障スポ　福井の

軌跡～」
 10.19／20:00～20:40
『NHK福井　朗読会』　FM
　「第一部～アナウンサー・キャスター編～」

3.14／18:00～18:50
　「第二部～俳優・大和田伸也さん～」

3.15／18:00～18:50
〔富山県域〕
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『富山イドバタトーク！ちょっこし不満　しゃべ
らんが？』　G　

　「第 3 弾　あなたは立山を越えていく県外派？
富山大好き県内派？」

 9.21／19:55～20:38
　「第 4 弾　気づかぬうちに　あなたもセクハ

ラ！？」
 2.22／19:30～19:55
『立山連峰のうた　ともに、うたおう♪編』　G

10. 6／11:20～11:25
『富山発フォーラム　がんと生きる』　G
　「最新医療と緩和ケア」

12.27／18:10～18:40
　「心に寄り添う支援」

12.28／18:10～18:40
『富山スペシャル』　G
　「にっぽん百名山『立山』」

1.25／19:30～19:57
　「イッピン『うれしい工夫がいっぱいの木製品

～富山・庄川挽物木地～』」
3. 1／20:13～20:40

　「多面ドキュメント　みんなの駄菓子屋」
3. 8／19:30～19:55

　「富山の宝スペシャル　立山の恵み」
3.15／19:30～19:55

『ラジオ富山人公開放送スペシャル「富山の平成
を振り返ろう！」』　R1

3.17／13:05～13:55，14:05～14:55
〔三重県域〕
『まるみえ！スペシャル　シンガーソングライタ

ー・野田愛実　LIVE！』　G
4.25／23:55～ 0:15

『まるっと！みえスペシャル　三重県民が選ぶ！
三重の平成10大ニュース』　G

3.15／19:30～20:42
『みえDE川柳』　FM

18:00～18:50
4.27， 5.25， 6.29， 7.27， 8.31， 9.28，
10.26，11.30，12.21， 1.25， 2.22， 3.29

〔岐阜県域〕
『ぎふスペシャル』　G
　「オールドルーキー　夢を追い続けるということ」

7.15／13:05～13:48
　「『半分、青い。』スペシャルトークショー」

9.16／13:05～13:48
　「どーんと見せます！長良川いきもの大図鑑」

12. 7／19:30～19:55
　「笑う岐阜に福来る～第16回全日本学生落語選

手権　策伝大賞～」
3.14／ 0:15～ 0:58

　「近藤正臣のまるっと！郡上　愛と青春の郡上
高校スペシャル」

3.15／19:30～19:55
『ラジオぎふスペシャル「あなたのまちで岐阜オ

ンステージ」（関ヶ原町）』　FM
　 （前編）　 8.23／18:00～18:50

（後編）　 8.24／18:00～18:50
〔各局共通〕
『Nコン2018東海北陸　第85回NHK全国学校

音楽コンクール』
（中部ブロック）
　東海北陸ブロックコンクール　E

9.22／14:00～16:10
（東海 3 県ブロック）
　愛知県コンクール　E 9. 1／15:00～17:00
（県域）
　石川県コンクール　E 8.25／12:30～14:00
　富山県コンクール　FM 8.28／14:00～16:00
　三重県コンクール　E 8.25／12:00～14:00
　岐阜県コンクール　FM 8.29／14:00～15:50

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
第100回全国高校野球選手権大会
　愛知県　東愛知大会　決勝 G・E・R1／ 7.27
　　　　　西愛知大会　決勝 G・E・R1／ 7.28
　石川県　準決勝 G・E・R1／ 7.24
　　　　　決勝 G・R1／ 7.25
　静岡県　準決勝 G・E・R1／ 7.25
　　　　　決勝 G・R1／ 7.27
　福井県　準決勝 G・E・R1／ 7.24
　　　　　決勝 G・E・R1・FM／ 7.25
　富山県　準決勝 G・E・R1／ 7.23
　　　　　決勝 G・R1／ 7.24
　三重県　準決勝 G・FM／ 7.24
　　　　　決勝 G・FM／ 7.25
　岐阜県　準決勝 G・FM／ 7.24
　　　　　決勝 G・FM／ 7.25
第139回北信越地区高等学校野球各県予選
　石川県　準決勝 R1／ 9.23
　　　　　決勝 R1／ 9.26
第139回北信越地区高等学校野球大会
　（金沢・福井）準決勝 R1／10.21
　（金沢・福井）決勝 R1／10.22，23
第71回秋季東海地区高等学校野球大会
　（東海 4 ）準決勝 R1／10.27
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　　　　　　決勝 R1／10.28
　　静岡県　決勝 R1／10. 7
　　三重県　決勝 FM／10. 2
〔その他のスポーツ〕
プロ野球
（東海 3 ）
「中日」対「広島」 G／ 4.20〈マルチ編成〉
「中日」対「ソフトバンク」

G／ 6. 8〈マルチ編成〉
「中日」対「DeNA」 G／ 7.26〈マルチ編成〉
Jリーグ
「ジュビロ磐田」対「セレッソ大阪」
（静岡県域） G／ 4.28〈マルチ編成〉
「名古屋グランパス」対「ヴィッセル神戸」
（東海 3 ） G／11. 3
「清水エスパルス」対「名古屋グランパス」
（静岡＋東海 3 ） G／11.10〈マルチ編成〉
「名古屋グランパス」対「セレッソ大阪」
（東海 3 ） G／ 3. 2
J2リーグ
「ツエーゲン金沢」対「大宮アルディージャ」
（石川県域） G／11. 4
第98回天皇杯サッカー選手権
　愛知県代表決定戦 E／ 5.12
　静岡県代表決定戦 E／ 5.13
　福井・富山・三重・岐阜県代表決定戦

G／ 5.13
Bリーグ
「滋賀レイクスターズ」対「富山グラウジーズ」
（滋賀・富山県域） G／11.11
ラグビー　トップリーグ
「トヨタ自動車」対「豊田自動織機」
（東海 3 ） E／10.20
第43回　日本ハンドボールリーグ　女子
「北國銀行」対「オムロン」
（石川県域） G／ 1.27
「三重バイオレットアイリス」対「HC名古屋」
（三重県域） G／ 3. 3

Ⅱ．技 術

1．スーパーハイビジョン普及に向けた取り
組み

　12月 1 日本放送開始の新 4 K 8 K衛星放送を視
聴するため，地域電器店などを対象とした受信方
法に関する技術講習会を域内で34回実施した。11
月 3 ～ 4 日に開催した「 4 K・8 Kスーパーハイビ

ジョンパークin名古屋」や『東海ピックアップ』
などの広報番組を通じて，受信相談や視聴者に対
する本放送開始の周知を行い，新 4 K 8 K衛星放
送の普及促進を図った。
　将来のスーパーハイビジョン地上放送の実現に
向けた実験において，放送技術研究所と連携し，
東山FM放送局と鍋田ラジオ放送局に地上高度化
実験試験局の整備を行い， 2 月19～25日に名古屋
港ポートビルにおいて実験成果を公開した。

2．緊急・災害報道の取り組み

（1）事件事故・自然災害関連
　台風12，20，21，24号の災害報道では，総合テ
レビの特設ニュースのほか，L字画面での生活情
報，データ放送・インターネットでの避難情報な
どの提供を行い，命と暮らしを守るためのきめ細
かなサービスを行った。台風21号，24号により東
海地方の多くの中継局で長時間停電が発生した
が，非常用小型発電機によるバックアップ給電を
行い，視聴者へ放送電波を確実に届けた。
　 8 月26日に南海トラフ地震による被害を想定し
た愛知県・津島市の総合防災訓練に参加し，テレ
ビ中継局の被災を想定して訓練会場（津島市東公
園）で非常用送信車からテレビ電波を発射する訓
練を実施した。福井県坂井市三国町で11月10日に
行われた近畿合同防災訓練においても，非常用送
信車からの電波発射訓練を実施した。
（2）選挙関連
　 2 月 3 日の愛知県知事選挙では，新運行装置と
なって初めての政見・経歴放送となり，制作から
送出まで全てをファイルベースで実施した。開票
速報では，NC-Bフロアに選挙システムを構築し
選挙事務所の様子や新知事の記者会見の中継を交
えながら開票状況や結果を伝えた。
（3）その他
　 5 月23～24日に行われた「Lアラート全国合同
訓練2018」では，各自治体の訓練に東海・北陸全
局が参加した。訓練では実際にデータ放送画面を
送出し，災害時に報道や編成と連携して迅速に情
報を提供するための手順を確認した。
　台風などによりFPU基地局の制御回線が障害
となった際に迅速な復旧を可能とするFPU基地
局リモートアダプタを開発した。

3．番組制作技術の取り組み

（1）スポーツ中継
　 8 月18～20日に名古屋市・日本ガイシアリーナ
からインターハイ（全国高校総体）・競泳競技の
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熱戦の模様を生中継で全国放送した。
　「国体と障害スポの融合」をテーマに掲げ，福
井県で開催された「福井しあわせ元気国体」（9.29
～10.9）と「福井しあわせ元気大会」（10.13～
15）を全国放送した。
　 2 月23～25日のバスケットボール女子日本リー
グ（WJBL）のプレーオフセミファイナル（豊田
市 ） を 2 K・4 K一 体 化 制 作 し， 2 KはBS1で，
4 KはHDR／BT．2020で制作しBS 4 Kで生中継
した。
（2）ドラマ制作
　『ドラマ10』「トクサツガガガ」（全 7 回）の制
作では，劇中パートにおいて，戦隊シリーズの特
撮を担当している東映の協力を得つつ，創意工夫
を凝らした新たな画像合成技術による制作を行っ
た。
　『NHKスペシャル』「ドラマ　詐欺の子」では，
機材車などを用いないコンパクトで機動力のある
システムで撮影を実施した。
　このほか，石川発地域ドラマ『いよっ！弁慶』
や静岡発地域ドラマ『プラスティック・スマイ
ル』を制作した。それぞれの地域ならではの特色
を生かした内容で 4 K制作した。
　18年 3 月に放送した愛知発地域ドラマ『真夜中
のスーパーカー』を 4 K-HDR版として新たに制
作し， 1 月にBS 4 Kにて放送した。
（3）その他のスーパーハイビジョン制作
　『日本海の四季』（春編）および（夏編）を
8 K収録でロケを実施した。『金とく　中部ネイ
チャーシリーズ』の制作では 4 K，5.1サラウンド
環境でロケからポスプロまでのワークフローを構
築した。
　『さわやか自然百景』「愛知　東谷山」では
4 K制作し，都会の中でも豊かな自然を残してい
る地域とそこで暮らす動物の命の営みを高精細映
像で撮影した。

4．地上デジタル放送のサービス向上

　 8 月21日に全国放送した『境界調査バラエティ
ー　ニッポンのワケメ』で連動データ放送を実施
した。リモコンからの投票結果とツイッター，ウ
ェブから寄せられたメッセージをデータ放送で表
示した。投票数は 3 万8,982票，放送した投稿メ
ッセージは378件であった。

5．放送設備の整備

「新放送会館建設」
　金沢局の新放送会館は10月 8 日に運用を開始し

た。運行業務や送受信設備の整備，中継や地域発
ドラマのロケ業務等で要員を派遣したほか，220
インチの大画面SHVシアター整備の発注を名古
屋局で行うなど，総合的に支援した。
「R5スタジオの更新」
　毎朝，『東海北陸あさラジオ』を送出している
名古屋局のラジオスタジオの更新を行った。副調
内の静音化・遮音性能を向上させる建築工事を行
い，放送の安定送出のため，設備の機器電源や
DSPなどを二重化した。10月から約半年間の工事
を経て， 3 月11日より運用を開始した。
「三国山固定局の整備」
　岐阜の郡上八幡固定局へのラジオプログラムは
名古屋会館から直接伝送（Aバンド：3GHz帯）
を行っていた。TTLの更新にあたっては周波数
再編プランに基づきMバンド（6GHz帯）への変
更が必要で，従来ルートでは長距離伝送のため，
所要の伝送品質が確保できなくなったため，中間
点として三国山FPU基地局に固定局を新設した。
「COMPASS（新運行装置）」
　福井局では新設備COMPASSによる送出を，
R1／R2については12月 1 日に，総合テレビ／E
テレ／FMについては12月 3 日に開始した。名古
屋域内としては， 6 局目となるCOMPASSの運用
開始となった。
そのほかの主な設備整備
名古屋局
・名古屋駅西口，豊橋支局ロボカメの更新
・本宮山FPU基地局回転台の更新
・スタジオクレーンの更新
・ 4 Kリアルタイム伝送装置の整備
金沢局
・宝達FPU基地局回転台の更新
・野々市ラジオ放送所二重給電装置の更新
静岡局
・日本平，西伊豆，熱海ロボカメの更新
・宮竹ラジオ放送所放送機の更新
福井局
・ニュースカーの更新
・緊急初動卓の更新
富山局
・呉羽FPU基地局の更新
・呉羽テレビ放送所の放送機の更新
津局
・会館FPU基地局の更新
・尾鷲ラジオのTTL更新
岐阜局
・会館UPS装置の更新
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・神岡ラジオ中継放送所放送機の更新

Ⅲ．視聴者

1．広 報

（1）マスコミ広報・番組広報
　中部地方を舞台にしたドラマや番組を，各局が
さまざまな手法で展開し，地元での話題作りや周
知につなげた。
　名古屋局では，広報番組『東海ピックアップ』
を制作し，東海 3 県の放送局の多彩な取り組みを
紹介した。『ドラマ10』「トクサツガガガ」，『NHK
スペシャル』「ドラマ　詐欺の子」，『境界調査バ
ラエティー　ニッポンのワケメ』などの番組で取
材会を実施し，地元や在京のマスコミに情報を提
供した。特に『ドラマ10』「トクサツガガガ」（G，
1.18～3.1）では，放送前から最終回までさまざま
な媒体で周知広報を行うとともに，セットや劇中
に登場する特撮ヒーロースーツ，小道具の数々を
展示するドラマ展を開催（1.8～3.10）。来場者は
約 2 か月間で16万人を超えた。また『NHKスペ
シャル』「ドラマ　詐欺の子」（G，3.23）では，
スタジオ取材会や関係団体への周知協力依頼のほ
か，SNS，ウェブ広告でのPRなど多面的な広報
を実施した。
　金沢局では，『いよっ！弁慶～石川発地域ドラ
マ～』（BSP，10.31）の放送に向け，ロケ地での
取材会，スポットやミニ番組の制作のほか，出演
者トークショー，ドラマ衣裳・小道具展示，リー
フレット制作や特設ホームページ，交通広告など
多面的な広報を展開した。
　静岡局では，『プラスティック・スマイル～静
岡発地域ドラマ～』（BSP，11.21）の，ロケ地取
材会・関係者試写会，ドラマ展，リーフレット制
作やホームページ，期間限定ツイッターなどを活
用した多角的な広報展開を実施したほか，スポッ
トやスピンオフミニ番組などを制作した。また，
『ブラタモリ』の静岡県内を取り上げた放送回に
合わせて，JRや地元鉄道会社と連携し，駅構内
や車内広告などの交通広告を実施した。
　岐阜局では『連続テレビ小説』「半分、青い。」
の放送に合わせ，スポットやミニ番組の制作のほ
か，リーフレットやご当地ホームページ，広報媒
体を活用した広報事業を展開した。
（2）視聴者ふれあい活動
　名古屋局では，平日午後 6 時台の東海 3 県向け
のニュース・情報番組のリニューアルに伴い，番

組PRイベント「まるっと！まつり」（5.19～20，
名古屋市）を津・岐阜局と共同で開催した。また，
ニュースキャスターの擬似体験などができる見学
施設「放送体験スタジオ　わくわく」は， 1 年間
の来館者数が初めて16万人を超えた。団体見学で
の来館は，218件6,594人だった。さらに東海・北
陸地方を題材にした魅力的な 8 Kコンテンツを集
積した「中部体感！スーパーハイビジョン特別上
映会」（4.24～5.6）や，『大相撲初場所』（1.13～
27）を実施した。 4 月から 3 月までの「放送体験
スタジオ　わくわく」での体感者は 8 万4,000人
余りとなった。
　金沢局では，会館ロビーで最新の放送技術を体
験できるイベントを実施し， 2 日間で約1,000人
が訪れた（12.1～2）。また『NHKのど自慢』の予
選会（3.16，小松市）に合わせてふれあい隊活動
を行い， 4 K・8 K公開のほか，中継車見学やカメ
ラマン体験などで放送技術に触れてもらった。
　静岡局では，地域改革を推進するプロジェクト
「Next Shizuoka」に設置したタスクフォース
で，新会館移転に伴う「ブランディング」の取り
組みを実施した。若手職員が議論を重ね，地域に
おける公共放送が果たすべき役割を見つめ直し，
スローガンを策定。そのコンセプトを反映したス
タジオセット，名刺，封筒，イベントで配布する
グッズなどを作り上げ，統一感あるデザインで視
聴者にアピールした。また，年間キャンペーン「静
岡から世界へ」を展開，夕方のニュース情報番組
や金曜夜間で，世界で活躍する日本人などを取り
上げた。また国際放送局と連携し，静岡特集月間
（ 6 月）やニュース・キャラバン（ 2 月）などを
実施した。
　福井局では『NHKのど自慢』の予選会（2.2，
鯖江市）に合わせてふれあい隊活動を行い， 4 K
・8 K公開のほか中継者見学やカメラマン体験な
どで放送技術に触れてもらった。 8 K受信公開は
開局特集期間，『紅白歌合戦』，『大相撲初場所』
でも実施し， 8 Kの普及促進に努めた。
　富山局では， 4 K・8 Kの本放送開始に合わせて
会館公開を実施し，約300名が来館した（12.1～
2）。また，入山許可を得ないと見ることができな
い雪深い立山を 8 Kタイムラプスで撮影した「富
山　厳冬の立山」の特別上映会（3.14～15）を実
施し，100人が訪れた。
　岐阜局では，放送開始日に合わせ免許センター
の入る施設「ぎふ清流文化プラザ」と放送局1F
の 2 か所で受信公開を実施した。
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2．イベント事業

　中部ブロックでは，公開番組をはじめ，公共放
送キャンペーン，子ども・青少年，教育・教養，
美術，音楽，スポーツなど，さまざまな分野・対
象のイベントを実施し，公共放送の理解促進と地
域の活性化・文化振興に努めた。イベントには約
77万人が参加した。
（1）公開番組
　『NHKのど自慢』『新・BS日本のうた』など例
年実施している番組に加え，新たに開発され，全
国で初めて実施した『笑アニさまがやってく
る！』（5.26，碧南市），ファミリー向け公開番組
の『すイエんサー』（10.28，春日井市）など中部
で34本の全国放送公開番組を実施した。名古屋局
では，「Uta-Tubeinキャンパス」（9.7，名古屋市）
を名古屋大学で実施した。また，静岡局では『久
保田とてつやのファンキーdeソウル』公開収録
（4.21，静岡市）や，『J-MELO in静岡』（4.22，
静岡市）を実施した。福井局では『まろのSP日
記　第19集～モノづくりのまち・越前市編～』
（6.16　越前市）を開催，音響ホールなど地域に
根ざしたモノづくりの力を全国に伝えた。
（2）公共放送ならではのイベント・キャンペー

ン
　「地域のキャンペーン（防災）」「ハートプロジ
ェクト」「ふるさとの食　にっぽんの食」のほか，
地域の特色を紹介するキャンペーンとして「中部
ネイチャープロジェクト」（名古屋局を中心に中
部 7 局）など，公共放送ならではのキャンペーン
・イベントを展開した。名古屋局では，「地域の
キャンペーン（防災）」として防災啓発イベント
「みんなで防災-BOSAI-」を「NHKパパママフ
ェスティバル」内（5.19～20，名古屋局PW21）
と，「Nスポ2018in名古屋」内（10.13～14，名古
屋局PW21）で実施した。「ハートプロジェクト」
では，「NHKハートフォーラム　認知症700万人
時代～本人の声を聴き、当事者と創る新時代～」
（7.6，金沢市），「第23回NHKハート展」（9.15～
30，静岡市／2.1～13，名古屋市）のほか，「NHK
介護百人一首2018パネル展」（6.23～7.8，名古屋
局PW21／11.23～12.3，静岡市／12.19～24，若狭
町），「ハートネットTV　めざせ！いきいき長
寿」（12.22，若狭町），「NHKハートスポーツフェ
スタ　パラリンピアンがやってきた！子どもたち
との交流教室」（5.11，富山市）を開催した。
　富山局では，“多様性”をテーマにした「とも
に、輝く。～多様性のある社会へ～」をキャンペ

ーン展開し，立山連峰の写真を募集し，合唱する
イベント「立山を『ともに、語ろう！うたおう
♪』」（9.2，富山市）を実施した。また，「富山イ
ドバタトーク」を公開収録した。
（3）子ども・青少年イベント
　「第85回NHK全国学校音楽コンクール」「第65
回NHK杯全国高校放送コンテスト」「第35回NHK
杯全国中学校放送コンテスト」を中部各局で実施
した。
　また，ファミリーで楽しめるステージショーと
して，チャリティーコンサート「おかあさんとい
っしょファミリーコンサート」（10.13，富山市／
12.15，蒲郡市），「いないいないばあっ！あつま
れ！ワンワンわんだーらんど」（12.2，磐田市／
1.14，金沢市）を開催したほか，「おかあさんと
いっしょ宅配便『ガラピコぷ～小劇場』」（ 5 か
所）を中部各地で実施した。さらに，N響のピッ
クアップメンバーによるミニコンサート「NHK
こども音楽クラブ」（5.30，稲沢市）を実施した。
　名古屋局では，子育て中のパパやママに育児に
ついて学んでもらおうと「NHKパパママフェス
ティバル」（5.19～20）を実施した。
（4）教育・教養イベント
　学校放送番組の研究委嘱を行い，教育現場での
番組利用の推進を図ったほか，教員を対象とした
「NHK for School×アクティブ・ラーニング実
践ワークショップ」（8.23，名古屋市）を実施した。
　また名古屋局では「キミが主役だ！NHK放送
体験クラブ」（1.15～25，名古屋市）を実施した。
教養イベントでは，「NHK公開セミナー」として
『大河ドラマ』「西郷どん」（4.15，犬山市），「デ
ザインあ」（4.14～15，富山市），「石川発地域ド
ラマ『いよっ！弁慶』プレミアムトークショー」
（10.14），「『サイエンスZERO』in瀬戸」（1.12，
瀬戸市）をテーマに実施した。
（5）美術展・展覧会
　「デザインあ展inTOYAMA」（3.21～5.20，富
山市），「至上の印象派展　ビュールレ・コレクシ
ョン」（7.28～9.24，名古屋市），「URUSHI　伝統
と革新」（9.15～10.14，金沢市），「第65回日本伝
統工芸展」（10.3～8，名古屋市／10.26～11.4，金
沢市）を開催した。
（6）音楽イベント
　正月恒例の「NHKナゴヤニューイヤーコンサ
ート2019」（1.3，名古屋市）を開催した。
（7）スポーツイベント
　名古屋局では，東京2020オリンピック・パラリ
ンピックを見据え，アスリートとふれあい，さま



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
概
況

第２部　NHKの概況｜第４章　地域放送局｜中部

229 NHK年鑑’19

ざまな競技を体験できる「Nスポ！2018 in名古
屋」（10.13～14，名古屋局PW21，オアシス21）
を開催したほか，東海地方のアスリートをパネル
で紹介する写真展「アスリートに恋して。展」
（4.24～5.16，11.5～28名古屋市ほか）を継続実
施した。
　その他，「ラジオ体操・みんなの体操会」や「第
98回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定
戦」を中部各地で実施したほか，「NHKジュニア
スポーツ教室（バスケットボール・3×3）」（4.30，
七尾市）「NHKジュニアバレーボール教室」（5.26，
勝山市），「NHKテニスパーク」（6.30，豊橋市）
を実施した。
（8）その他のイベント
　名古屋局では，BS 4 K・BS 8 Kの放送開始を前
にその普及を目的とした「 8 K×サカナクション
ライブハウスシアター」，「 4 K・8 Kスーパーハイ
ビジョンパーク」を開催した。また18年度も中部
ネイチャープロジェクトと連動し，「NHKネイチ
ャーコンサート」（9.12，稲沢市）を実施した。
また，視聴者の声に応え，「ドラマ10『トクサツ
ガガガ』最終回！緊急ファンミーティング」（3.1，
名古屋市）を開催した。
　金沢局では，新会館移転に合わせ「NHKかな
ざわパーク」（10.13～14，金沢市）を実施し5,871
人の来場者を集めた。
　静岡局では，会館移転を機に地域とのつながり
を深める会館公開「春まつり」（4.21～22），「ド
ラマチック！秋まつり」（11.10～11）を実施した。
子ども向けのステージショーや 4 K・8 K，VRな
ど最新の技術展示とともに，地域発ドラマのPR
を行い，春・秋でおよそ 1 万7,000人が来場した。
　福井局では，『大河ドラマ』「西郷どん」巡回展
（5.12～26），「ぼくの絵わたしの絵展～第77回全
国教育美術展～」（7.24～31），放送局に行こうキ
ャンペーン（12.1～25），『ブラタモリ』パブリッ
ク・ビューイング（2.2）をいずれも福井局ロビ
ーで開催し，身近で親しまれる放送局を目指した。
　津局では『NHKスペシャル』「見えないものが
見える川～奇跡の清流　銚子川～」の放送を前
に，銚子川のフォトコンテストを実施した。受賞
作品は番組ホームページや地域放送番組，会館公
開や作品展にて公開。作品展にはおよそ1,650人
が来場した。
　岐阜局では，『連続テレビ小説』「半分、青い。」
の舞台となった東濃地区で「土曜スタジオパー
ク」の公開（4.28，瑞浪市）や「スペシャルトー
クショー」（8.26，中津川市）を展開したほか，

17年開発した地域イベント「あなたのまちで岐阜
オンステージ」（7.18，関ヶ原町／3.18，白川村）
を 2 つの町で実施し，学生落語の全国大会「全日
本学生落語選手権　策伝大賞」（2.16～17，岐阜
市）などを開催した。

3．営 業

　18年度は，18～20年度NHK経営計画の初年度
として，営業部門では， 5 つの重点方針の一つに
「みなさまの期待に応える取り組みを進め，受信
料の公平負担を徹底」を掲げ，営業改革を一層推
進し，支払率と衛星契約割合のさらなる向上を目
指した。中部ブロックにおいても，訪問による契
約収納業務の営業業績を安定的に確保するため，
外部法人委託による訪問要員体制を構築し，公平
負担の徹底を図るとともに，受信料の負担軽減策
を実施した。
　18年度末の放送受信契約件数は，18年度当初
637万9,000件に対して， 9 万2,000件の増加を確保
し，647万1,000件となった。また，衛星契約件数
においても，18年度当初316万8,000件に対し，10
万8,000件の増加を確保し，18年度末には327万
6,000件となった。併せて，事業所契約活動へも，
民事調停を活用する等，積極的に取り組み， 1 万
9,000件の増加を確保し，当初の年間計画を超え
る実績を確保できた。さらに，訪問によらない営
業活動による受信契約取次数の向上を目指すた
め，ケーブル事業者，不動産会社等，特約店型法
人委託との連携強化と，新たな取り組みとして，
電力事業者による取次やポスティングDM等を活
用することで，17年度以上の業績を確保すること
ができた。
　18年度，民事関連手続きにおいては，簡易裁判
所への支払い督促の申し立てと合わせ，未契約世
帯・事業所に対する民事訴訟も実施し，公平負担
の徹底に努めた。




