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にとっては，存在理由の一つとも言える重要な
機能である。本稿では，そうした観点から，
主にNHKのテレビの地域放送に焦点を当てて
分析を行うことにする。

もっとも，地域放送といっても，NHK，民
放とも，番組内容や番組が流れるエリアは多
様である。NHK 総合テレビの場合，2013 年
度には各地に置かれた放送局の平均で1日当
たり2時間37分の地域放送を行う計画だが 1），
その中には，県域向けの放送枠（以下，「県
域放送」と表記）もあれば，東北や四国といっ
た地方ブロック向けの放送枠（以下，「地方ブ
ロック向け放送」と表記）もある。そして，地
域放送の時間の長さや放送の形態は，時代に

 1. はじめに

地上波の放送を行っている国内の放送事
業者にとって，地域放送にどう取り組むかは，
放送開始以来の課題として存続し続けてきた。
これは，地域免許制度に基づき，放送エリア
が県域といった単位に分かれている民間の地
上放送事業者（以下，民放と表記）はもちろん，
全国をカバーする事業体であるNHKにも当て
はまる。近年，衛星放送の多チャンネル化な
ど放送メディアを取り巻く環境は大きく変化し
ているが，伝送路の性格上，地域向け情報の
伝達で，地上波の放送は一定の優位性を持つ
と考えられる。地域放送は，地上放送事業者

近年，衛星放送の多チャンネル化やインターネット系メディアの進出などによって，放送を取り巻く環境は大きく
変化している。他方，地方分権が進む中，地域情報を伝えるメディアの重要性は変わらず，地上波の放送事業者
に期待される役割は大きい。本稿では，そうした観点から，主にNHK 総合テレビの地域放送に焦点を当て，そ
の編成（放送時間や放送エリアの設定）がどう変化してきたのか，整理を行った。

時期ごとに見ていくと，1960 年代に地域放送の原型が出来上がったのち，1970 年代から80 年代にかけて，民
放のローカルワイドニュース拡大の動きを踏まえつつ，NHKのテレビでも地域放送の量的な拡大が進んだ。しかし，
1990 年代以降は，地域放送の時間量は一様に拡大したわけではなく，1992年度と2003年度をピークに増減を繰
り返した。このうち，前者に関しては，衛星放送の開始後，地域放送の位置付けを再検討する動きがあった。ま
た，後者に関しては，2000 年代前半に県域放送を大幅に拡大したものの，2006 年度以降，その見直しが進んだ
という経緯がある。

2013年度は，地域放送の1日当たり放送時間は平均2時間半強となっているが，地方分権の進展やメディア環境
の変容，さらにはNHKに求められる役割の変化によって，今後も地域放送の編成方針は変わりうると考えられる。
地域放送のあり方に関しては，これまでの経緯や社会の動向を踏まえた上で，継続的に検討を行う必要がある。

NHK地域放送の編成は
どう変わってきたか
～放送時間，放送エリアの変遷をめぐる分析～
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よって変化してきた 2）。
地域放送のあり方を決定づける要素として

は，視聴者のニーズや放送事業者間の競争，
放送制度上の枠組み，さらには地方自治のあ
り方の変化といったさまざまなものが考えられ
る。また，放送エリアの設定に関しては，電波
の割り当てをめぐる技術的な制約も考慮すべき
要素となる。地域放送のあり方は国によって大
きく異なっており3），日本の地域放送は，さま
ざまな固有の要因が絡み合いながら，歴史的
に形成されてきたと考えられる。

日本の地域放送のうち，民放に関しては，
ネットワーク機能に焦点を当てつつ，既に分析
を行った4）。このため，以下では，主にNHK
総合テレビを対象として，地域放送の形態，
特にその編成がどのように変化してきたか，時
系列に沿って探究を進める。

議論の前提として，まず，NHK総合テレ
ビの地域放送時間の変化を見ておく。図1は

NHKの地域放送局（主に県庁所在地の放送
局）5）の地域放送時間の推移である。計算上，
東京の本部と地域拠点局 6）は除外されている。

グラフからわかるように，地域放送の時間は
一様に増えていったわけではなく，時期によっ
て増減がある。また，グラフからは直接読み
取れないが，この中には，県域放送や地方ブ
ロック向け放送が含まれ，その割合は，時期
によって変化している（NHKの地域放送局と
地方ブロックは図2を参照）。本稿の目的は，
どのような状況のもとで，地域放送の編成が変
化してきたか描くことにある。なお，地域拠点
局とそれ以外の放送局とでは，地域放送の増
減の傾向に大きな違いはないことから，以下の
記述では，主に後者のデータを用いる。また，
個別の地域を記述する際には，全国的な変化
の傾向を反映している例として，「東北ブロッ
ク」，「仙台放送局」を取り上げる7）。

NHKの地域放送をめぐっては，既にNHK
放送文化研究所の研究成果を中心に，多くの
先行研究が存在する。代表的なものとしては，
山本透「日本のローカル・テレビ放送～調査研
究のための基礎ノート～」『NHK放送文化研究
年報 』（ 1977年），松尾洋司・河野謙輔「地域
放送における編成・制作の方向」『放送研究と
調査』（ 1991年5月），吉川喬「検証 地域にお
ける放送の役割」『放送研究と調査』（ 1991年
9月）などがある。また，地域放送に関する基
本的事項は『20世紀放送史 』にまとめられてい
るほか，『NHK年鑑』（各年版）には各年の編
集計画や番組編成に関する記述がある。ただ，
近年の編成の変化も盛り込んで，地域放送に
ついて通時的に分析を行った研究は多いとは言
えない。このため，本稿では，過去の研究成
果や，NHKの経営関連文書などを参照しつつ，

図1　NHK 総合テレビの地域放送時間の推移
（1日当たりの各局平均）

（『NHK 年鑑』各年版より作成）
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どのように地域放送の編成が変化し，その背
景には何があったのか見ていくことにする。

 2.  1950 ～ 1960 年代：
テレビ放送普及と地域放送の定着

地域放送を取り巻く制度

地域放送の変遷を見ていく前に，まず，制
度上の枠組みを確認しておく。そもそも放送事
業は，国が電波の割り当てを含め，放送局免
許の付与に関する権限を持ち，それによって
各放送事業者が放送できる地理的範囲（放送
エリア）が決定づけられている。他方で，地
域放送の放送時間の量や番組内容にまで踏み
込んで指示するような規定はない。

1950 年6月に施行された放送法では，NHK
に関しては「全国的及び地方的放送を行うた
め，放送局を設置し，維持し，及び運用する

こと」（ 9条）が定められ，これによっ
て，NHKは「地方的放送」，すなわ
ち地域放送を実施することが義務付
けられた。もっとも，「地方」がどの
程度の範囲を指すのか明確にはされ
なかった。これに関連して，郵政省は
1953 年 4月，「地勢，経済関係，交通，
人情風俗等の面と周波数の使用効率
の面からとをあわせ考え，必ずしも府
県別という考えには立っていない」と
する説明を行い 8），「地方」が示す地
理的範囲については，状況に応じて
変わりうるという見解が示されている。
地域放送の実施は義務付けられたも
のの，その具体的な運用，すなわち，
放送エリアの設定や放送時間，番組
内容の決定は，NHKの判断に委ねら

れたことになる。
なお，地域放送に関する規定は，その後，

1959 年の放送法改正で「国内放送の放送番
組の編集等」（44条）に移され，NHKは，「全
国向けの放送番組のほか，地方向けの放送番
組を有するようにすること」という表現に変わっ
た 9）。ただ，「地方向けの放送番組」の編成方
針（番組内容や放送エリアの設定）は，引き
続きNHKの判断に委ねられ，そうした制度的
な枠組みは現在まで変わっていない。

初期のテレビの地域放送

NHKのテレビ放送は，1953年に東京で開
局したのち，1950年代後半にかけて，各地で
開局していった（表1）。

ただし，1950年代半ばの段階では，各地域
の放送局が独自にテレビ放送を行う体制は整
わず，ほとんどの時間は東京からの放送をその

図 2　NHKの地域放送局と地方ブロック

（NHK ホームページ）
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まま流していたというのが実態だった。当時，
ラジオでは各放送局で3時間半程度の地域放
送が行われていたが 10），テレビは，1956年度
の場合，「簡易テロップにより毎週3回告知事
項を放送する11）」（札幌・仙台・広島・福岡の
各放送局）という程度だった。

し か し，1957年10月 の 一 斉 予 備 免 許
（NHK7局・民放36局）ののち，各地域で民
放の開局が一挙に進み，1960年前後には全
国の多くの地域でNHKと民放のテレビを視聴
できるようになった。そして，それと並行して，
NHKでもどのように地域放送の充実を図って
いくかが焦点になった。

この時期のNHKの経営計画 12）には，テレビ
の地域放送を拡充する方針が盛り込まれてい
る。「第1次5か年計画（ 1958年度～ 1963年
度）」は，総合テレビの地域放送について，計

画前と計画後の比較で，中央放送局 13）で地域
放送を1日当たり10 分から1時間に，1種局（県
庁所在地の放送局など）で0 分から30 ～ 45分
に増やすと記述している14）。さらに，「第2次6
か年計画（1962年度～ 1967年度）」では，「テ
レビジョンは，全国普及の進展と各地域の要
望にこたえて順次放送時間を拡充し，42年度
に1時間30 分の最終的規模を達成する15）」とし
て，地域放送時間の数値目標が掲げられた。

これに対して実績を見ると，1963 年度に県
庁所在地局平均で1日当たりの地域放送時間
が1時間8分と1時間を超えた。さらに，1966
年度には1時間34分となり，目標の1時間30
分を超えている。NHKの報告書は，「特にテ
レビジョンローカル放送の充実に対する地域
の要請にこたえ，県域ローカル番組の制作体
制を整備して，（中略）ニュース・インフォメー
ションおよび朝の15分ローカル番組を中心とし
て，地域に密着したローカルサービスの充実
を図った 16）」と記述している。
表2は，1965 年度の仙台中央放送局の地

域放送の番組表である（平日のみ記載）。地
域放送の代表的な枠としては，朝の15 分と昼
の20 分の枠があり，この時間帯については，
県域放送を中心にした編成となっている。ま
た，表に記載した以外に，午前6時台から午
後11時台にかけて，宮城県内向け，あるいは
東北ブロック向けにニュース・天気予報の枠が
あった（ 1 ～ 5 分間）。こうした編成によって，
1日に1時間30 分程度の地域放送が行われて
いた。

ただ，1960年代前半の段階では，テレビ
の地域放送に占める県域放送の割合は低く，
NHKの部内資料によると，1962年度の時点
では，地域放送のうち，県域放送が24％，地

表1　NHKの主な放送局のテレビ開局年
（アナログ総合テレビ。ただし，水戸・前橋・宇都宮
はデジタル総合テレビの開局年）

開局年 放送局名

1953 年 東京

1954 年 名古屋・大阪

1956 年 仙台・広島・福岡・札幌

1957 年 函館・松山・北九州・静岡・岡山・金沢

1958 年 熊本・鹿児島・富山・長野・室蘭・高知・新潟・
長崎・旭川・盛岡

1959 年 福島・鳥取・徳島・青森・山口・福井・大分・
甲府・松江・山形・帯広・秋田・釧路

1960 年 宮崎

1961 年 北見

1968 年 沖縄

1969 年 佐賀・高松

1971 年 大津・神戸・和歌山

1972 年 京都・奈良

1973 年 岐阜・津

2004 年 水戸

2012 年 前橋・宇都宮
（『NHK 年鑑』各年版より作成）
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方ブロック向け放送などが76％という時間の比
率だった（中央放送局を除く県庁所在地局）。

地域放送をめぐる 1960 年代の検討

このようにNHK総合テレビの地域放送は，
1960年代前半に量的な拡大が進む一方で，県
域放送と地方ブロック向け放送の比率をどうす
るかといった編成面の問題や，それを支える放
送局の体制をどうするかといった組織面の問題
が持ち上がった。

まず，組織面の対応については，NHKは
1961年5月に組織改正を行い，地方ブロックを
束ねる中央放送局の権限を強化した。この改
正は，NHK内での「地方分権化」がねらいと
され，中央放送局を「それぞれの管轄する地
域に対する放送の実施を中心として組織され
た事業体，すなわち管轄地域を担当する事業
部的性格をもつものであることを明確にし，（中
略）中央局長の権限を拡大 17）」したと説明され
ている。組織的には，中央放送局を中心とし

た地方ブロックの機能を強化しようとしたこと
になる。

一方で，編成面では，地方ブロック向け放
送は県域放送に比べて地元への密着度で劣る
ことから，双方のバランスをどう取るかという
検討が行われている。その一例は，1963 年
にNHK内でまとめられた報告書『ローカル放
送の現状と問題点 』の中で整理されている。
この報告書では，放送メディアの中心がラジ
オからテレビへと移りつつある中，どのように
して地域放送を充実させていくかといった点
が主な検討課題となっている。

報告書ではまず，現状認識として，「各地
域の商業放送が，資本的・人的に地域社会と
密接に結合し，住民の郷党意識もからんで，
NHKの地方局と比べてより有利な立場にある」
と記述されている。その上で，視聴者をNHK
の地域放送にひきつけるためには，全国ネット
ワークの積極的活用を行うとともに，地域放送
のエリア設定や編成を再検討する必要に迫ら
れていると論点が整理されている。地元への
密着度だけでは，民放との競争で優位に立つ
ことが難しいことから，NHKのネットワークを
生かした対策が必要というわけである。その上
で，「広域ローカル放送 18）」（地方ブロック向け
放送など）に関する検討が行われた。県域を
越えた人的・物的交流が増大していることに加
えて，地方ブロック向け放送などのほうが同じ
要員で広いエリアに放送できるため，経営面の
みを考えれば効率的という点が背景にあった。

もっとも，地方ブロック向け放送に関して
は，きめ細かい情報の提供が難しく，また，
競争相手である民放が県域放送を行っている
点が問題となった。このため，報告書では，
基本的な考え方として，ラジオ・テレビとも県

表 2　仙台中央放送局の1965 年度の編成
（NHK 総合の主な地域番組・月～金）

月 火 水 木 金

6：45-
7：00

話題を
追って

市町村長
座談会

みんなの
広場

くらしと
県政

茶の間の
話題

12：15-
12：40

民謡歳時記
（２・４週）

13：05-
13：20 郷土百話

市町村長
座談会

（再放送）

みんなの
広場

（再放送）
テレビ
訪問

みちのく
風土記

13：20-
13：25

午後の
しおり

午後の
しおり

午後の
しおり

午後の
しおり

午後の
しおり

22：30-
22：50

時の動き
（月1 回）

時の動き
（月1 回）

時の動き
（月1 回）

時の動き
（月1 回）

時の動き
（月1 回）

・ 色が濃い部分は県域放送・薄い部分は地方ブロック向け放送
・ このほか午前 6 時台から午後 11 時台にかけてニュース・天気予報
（～ 5 分間）の枠があった

・ 表 5，6，8 も同様

（『NHK 年鑑 1966』）
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域放送を地域放送の主体とすることを打ち出
している。理由としては，地域社会の住民の
生活が明治以来の府県制度を基盤として営ま
れ，住民の連帯意識も都道府県という枠で最
も強くまとまっていることが挙げられている。
そして，「過渡的な段階ではこのような広域放
送への依存は避けられないが，県域放送可能
な制作体制を確立することが，テレビローカル
拡充の当面の課題である」とされた。

このように，1960年代前半，組織的には中
央放送局の機能強化が図られる一方で，編成
面では，県域放送を拡充すべきという考え方
が示された。当時，地域放送の多くが地方ブ
ロック放送によって占められていたが，県域放
送の割合を拡大しようとしたことになる。

そして，そうした流れを受けて，1960年代
後半には，県域放送を地域放送の中心にする
ことが経営方針でも改めて確認された。1967
年11月の「第3次 長 期経 営 構想（案）」は，

「ローカル放送は，地域社会の発展に寄与し，
住民の要請にこたえることを目的とし，テレビ
ジョン放送，ラジオ放送それぞれの機能，特
性を生かし，県域を単位として実施する19）」と
記述している。

また，1960年代末には，新たな電波の割り
当てを活用して，それまで県単位の放送が行
われていなかった地域で，新たな県域放送が
始まるという動きもあった。香川県と佐賀県で
は，新規に割り当てられたUHF帯の周波数を
利用することで，1969年3月に県域放送が始
まっている。

もっとも，この時期に県域放送の時間枠が
一挙に拡大したわけではなく，放送エリアの設
定を含めた地域放送の「適正規模」を模索す
る動きはしばらく続くことになる。

 3.  1970年代：民放の地域放送拡充と
NHKの対応

民放のローカルワイド番組開始

1970 年代に入ると，各地の民放で地域放
送を充実させる動きが相次ぎ，NHKが番組を
編成していく上でも，それを考慮に入れる必
要性が高まった。民放で地域放送を充実させ
る動きが起きた背景には，この時期，多くの
県で2局目，3局目となる民放の開局が相次い
だ点がある。1960 年代前半までは，テレビ放
送にはVHF帯のみが開放されていたため，放
送用の電波帯域に限りがあり，大都市圏を除
き，民放はおおむね1県1局という状況が続い
ていた。しかし，1967年，郵政省が UHF帯
を利用した新たな放送事業者の開設を認める
方針を示したことから状況は一変した。これ
以降，各地でUHF局の開局が進み，1968 年
から1970 年にかけて開局した民放は33 社に
上った。現在，地上テレビ放送を行っている
民放127 社のうち，約4分の1がこのときに開
局したことになる。

これに伴って，放送事業者間の競争が激し
さを増し，地域放送の充実に向けた新たな取
り組みが始まった。その一つが，1970年代前
半の民放ローカルワイドニュースの登場である。
そのさきがけになったのが，1970年4月にス
タートした青森放送の『RABニュースレーダー』
だった。この番組は，日曜日を除く午前6時55
分から午前8時までの帯番組で，高視聴率を
上げていたNHKの午前7時台の『ニュース』と

『スタジオ102』に対抗しての編成だった 20）。
さらに，1971年4月からは，富山県の北日

本放送が，ローカルワイドニュースとして『チャ
ンネル1』（月～金，午後6時20 分～ 7時）を
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スタートさせた。構成は，前半25分が地元新
聞社の協力を得た地域ニュース，後半15分が
系列のNNNニュースというものだった。当時，
夕方のローカルニュースは，民放，NHKとも5
分から10 分というのが普通だっただけに，40
分間のワイドニュースは，『RABニュースレー
ダー』に続いて放送関係者の注目を集めたとい
う21）。そして，こうしたワイドニュースは，全国
の民放に広がり，1971年度の春と秋の番組改
編で同様の試みが相次いだ（表3）。

ワイドニュースを始めた放送局の多くは，
1950年代から1960年代前半にかけて開局し
た先発のVHF局だった。1970年前後のUHF
局の相次ぐ開局で競争が激しくなり，新たな取
り組みが民放の地域放送の充実という形で現
れたことになる。

NHKの地域放送の充実策

各地の民放がワイドニュースを始める中で，
NHKがまず行った地域放送の拡充策は，週
1回，30 分間の地域放送の時間枠を設けると
いうものだった。それまでNHKの地域放送の
主な時間枠は，朝15 分，昼 20 分といったも
のだった。これについて，1972年度の番組編
集の基本計画は，「地域社会の広域化および
聴視動向に基づき，ローカル放送番組を充実･
刷新する。とくに，総合テレビジョンにおいて，
地域の視聴者との結びつきをいっそうはかる
ため，新しいローカル番組を視聴好適時間に
地域の実情に応じて編成する22）」として，より
長時間の地域放送番組を設ける方針を示した。
この計画に基づき，1972年 4月に30 分間の地
域向け番組が開始された（表4）。

もっとも，これらの番組は，日曜日午前と金
曜日夕方を中心にした週1回の編成であり，民
放のワイドニュースに比べれば，短時間にとど

表 3　民放の主なローカルワイドニュース
（71年秋の番組改編後，30 分以上）

（『20 世紀放送史』（下）30 頁）

（『20 世紀放送史』（下）31 頁）

秋田テレビ『ワイドAKT』 月～金・7:00 ～ 8:00

仙台放送『OX あさ一番』 月～金・6:40 ～ 8:00

岩手放送『おはよういわて』 月～土・8:00 ～ 9:00

青森放送
『RAB ニュースレーダー』 月～土・6:55 ～ 8:30

北日本放送『チャンネル 1』 月～金・18:20 ～ 19:00

福井テレビ『おはよう福井』 月～金・7:00 ～ 8:00

静岡放送『SBS テレビ夕刊』 月～金・18:00 ～ 19:00

山陽放送
『山陽イブニングニュース』 月～金・18:00 ～ 18:30

西日本放送
『おはよう 9 チャンネルです』 月～金・8:30 ～ 9:30

テレビ高知
『イブニング KOCHI』 月～金・18:00 ～ 19:00

表 4　1972 年に新設された地域放送番組

北海道本部『北海道 '72』 日・8:30 ～ 9:00

東北本部『あなたの 6：20』 金・18:20 ～ 19:00

本部『関東ところどころ』 日・10:30 ～ 11:00

長野局『こんばんは信州』 金・18:20 ～ 18:50

新潟局『金曜新潟スペシャル』 金・18:20 ～ 18:50

甲府局『やまなし 6：20』 金・18:20 ～ 18:50

中部本部『あなたのスタジオ』 金・18:20 ～ 18:50

近畿本部『近畿 '72』 日・10:30 ～ 11:00

中国本部『金曜チャンネル』 金・18:20 ～ 18:50

四国本部『金曜広場』 金・18:20 ～ 18:50

九州本部『こんばんは九州』 木・19:30 ～ 20:00
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まった。また，長野・新潟・甲府の各放送局
を除くと，県域放送ではなく，地方ブロック向
け放送だった。この時期のNHKの地域放送
に関する姿勢は，「地域社会の広域化および
視聴動向に基づき，広域ローカル番組を充実
する23）」（1972年度の番組編集の基本計画）と
いった記述に示されるように，必ずしも県域放
送のみに重点を置くものではなかった。民放と
は異なり，NHKは，独特の地方ブロックとい
う枠組みを活用しつつ，地域放送を充実させよ
うとしたことになる。

地方ブロックを活用する姿勢は，組織体制
からも読み取れる。NHKは1971年7月に，中
央放送局の名称を地方本部に改め，仙台中央
放送局は「東北本部」，大阪中央放送局は「近
畿本部」，名古屋中央放送局は「中部本部」
といったように名称を変更している。この名称
変更については，管内放送局への支援を推進
するためと説明された 24）。

しかし，民放の地域放送が充実する中で，
1970年代後半になると，NHKでも県域放送
を拡充する方針に転換していった。1976年4
月の改編では，午後7時の全国向けニュースに
先立つ地域向けの放送枠として，『 6：40』（平
日午後6時40 分～午後7時，一部を除き県域
放送）が新設された。県域放送は従来，短時
間のニュースや天気予報では行われていたが，
それ以外は地方ブロック向け放送が中心だっ
た。比較的まとまった時間を県域放送の枠とし
て確保した点で，このときの改編は地域放送
にとって一つの転換点となった。
表5の東北本部（現・仙台放送局）の例が

示すように，1976年の改編によって，従来の
朝15分，昼20 分の番組に加え，夕方に20 分
の地域放送番組が加わった。そして，これ以

降，NHK総合テレビの平日午後6時台後半
は，地域向けという扱いが定着し，後のワイド
ニュースへと発展していった 25）。

1970年代後半の改編の背景について，1976
年度～ 1978年度の経営計画（1976年1月公
表）は，「ローカル放送の刷新」と題して，「豊
かな地域社会の実現に寄与するため， テレビ
ジョン，音声とも県域放送を基本としなから，
地域の実態にあわせて弾力的，機動的に編成
し，ローカルサービスの充実に努める」とした
上で，「総合テレビジョンによるローカル放送
では，特に集中的なローカル時間帯を新設 26）」
したとそのねらいを述べている。1970年代は，
民放の地域放送拡充が進む中，NHKもそれ
に追随する形で地域放送の拡充に乗り出し，
とりわけ，1970年代後半は，県域放送に力を
入れ始めた時期だった。

表 5　東北本部の1976 年度の編成
（NHK 総合の主な地域番組・月～金）

月 火 水 木 金

6：30-
6：55

明るい
農村

（第 3 週）

7：20-
7：35

話題の
広場

話題の
広場

話題の
広場

話題の
広場

話題の
広場

13：25-
13：40

話題の
広場

（再放送）

話題の
広場

（再放送）

話題の
広場

（再放送）

話題の
広場

（再放送）

話題の
広場

（再放送）

13：40-
13：45

くらしの
メモ

くらしの
メモ

くらしの
メモ

くらしの
メモ

くらしの
メモ

17：05-
17：30

明るい
農村

（第 3 週）
（再放送）

18：40-
19：00

みやぎ
6：40

みやぎ
6：40

みやぎ
6：40

みやぎ
6：40

みやぎ
6：40

19：30-
19：59

おばんです
（第 1・3
週は県域）

（『NHK 年鑑 1977』）
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 4.  1980年代：地域放送の時間枠拡大

地域放送をめぐる検討

1970年代は，民放との競争を意識しつつ，
NHKの地域放送の充実が図られてきた。1980
年代は，その流れを引き継ぎ，県域放送を中
心とする地域放送の量的な拡大が進んだ時期
だった。

まず，組織面で，各地方ブロックの放送局
を統括してきた放送局の位置付けが変化して
いく。前述のように，各ブロックの中心となる
放送局は，1971年に「地方本部」として機能
強化が図られていたが，1980年7月に地方本
部制が廃止され，名称も「管内担当放送局」

（例：東北管内担当仙台放送局）に変更された。
さらに，4年後の1984年7月には「管内担当」
が削除され，他の地域放送局と同様，「放送
局」（例：仙台放送局）となった 27）。各ブロック
の拠点局とその他の地域放送局は，名称では
同じ扱いとなったことになる28）。

これは，県域放送を重視する流れの一環
と見ることができるが，地域放送の規模や地
域特性を反映した放送のあり方に関しては，
1980年代に入ってからも検討が続いている。
1980年7月にNHK会長の諮問機関として設置
された「NHK長期ビジョン審議会」（会長・加
藤一郎東大教授）はその一例である。1982年
1月に提出された報告書は，NHKの地域放送
について，「地方における視聴者の要求は，身
近な地域情報を重視する傾向にある反面，経
済圏，生活圏の広域化に対応して，県境を超
えた，より広範な地域情報への期待もさらに強
まるものと考えられる」として，「問題に応じた
ブロック放送を編成するなど，独自の機動的な
ローカル放送の強化を図るべきである29）」と提

言した。放送エリアに関しては，県域放送の
枠組みに縛られることなく，NHKのネットワー
クを生かして柔軟に設定すべきという見方を示
したことになる。

一方で，地方ブロック単位の放送が中心と
なっている関東・中京・近畿の広域圏に関して
報告書は，「電波事情等からくる地域社会と
NHKのローカル放送とのかかわりの薄さに留
意して，地域に密着したローカル放送を一層強
化するとともに，ネットワーク機能の活用によ
る広域情報の充実を図るなど，大都市圏にお
ける視聴者の多様な期待に積極的にこたえる
必要がある30）」として，よりきめ細かい地域サー
ビスの実施を提言した。

こうした提言は，すべてが直ちにNHKの
地域放送番組の編成に反映されたわけではな
かったが，報告書で提示された問題は，NHK
の地域放送をめぐる主要な論点としてその後も
議論が続くことになった。そして，1980年代
は，こうした検討を踏まえつつ，県域放送を中
心に地域放送の放送枠を大幅に拡充する方針
が示されている。1984年2月に公表された「昭
和59 ～ 61年度経営計画」は，それまで1日当
たり1時間30 分程度だった総合テレビでの地
域放送時間を，1984年度に1時間40 分程度，
1985年度に2時間程度に拡充する目標が示さ
れた 31）。

夕方時間帯を中心とした地域放送拡大

上記の検討と並行して，県域放送の拡大の
動きが進んだ。そうした動きがまず現れたの
が，1982年4月の改編である。1982年度の番
組編集の基本計画では，「夕方のローカル時間
の拡充をはじめ，ニュース・番組をいっそう充
実するとともに，特別番組を積極的に実施する
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など，地域サービスの向上に努める 32）」とされ
た。そして，午後6時40 分から午後7時まで
だった地域放送の時間枠が6時30 分からとな
り，従来よりも10 分間延びた。この時間枠は，
前述のように，1976年4月の改編で『 6：40』
として新設されたもので，その拡大で地域放
送の充実が図られた。また，この放送枠は関
東などの広域圏を除いて，県域単位での放送
となった。

地域放送時間枠の拡大はその後も続き，
1988年度には，夕方の地域放送が30 分間（午
後6時30 分～ 7時）から1時間（午後6時～
7時）となった。1970年代から1980年代にか
けての夕方の地域放送の時間枠の変遷を示し
たのが図3である。仙台放送局を例としたが，
関東や近畿など広域圏の放送局を除けば，他
の地区でもほぼ同様の編成である。

図3が示すように，夕方の地域放送（県域
放送）の時間枠は1976 年に20 分間の時間枠
が設けられて以来，段階的に増えていった。
そして，1970 年代初めには5 分程度だった県
域放送が，1980 年代末には1時間に達したこ
とになる。仙台放送局を例に当時の主な地域
番組の編成を示したのが，表6である。朝の

ニュース番組などで，地方ブロック向け放送
が行われているものの，夕方を中心に県域単
位での地域放送が編成されていることがわか
る。

また，地域放送時間の全体的な推移を見る
と，県庁所在地局の場合，1980年度には総合
テレビの1日平均の地域放送時間は1時間38
分だったが，1986年度には2時間12分となり，
前出の経営計画での目標値（2時間程度）を達
成した。その後，1989年度には地域放送時間
が2時間29分に拡大している。

 5.  1990 年代～ 2000 年代：
編成をめぐって続く検討

地域放送の位置付けの見直し

1980 年代までは，NHKの地域放送は右肩
上がりの成長を続けてきたが，1990 年代以

図 3　総合テレビ・平日午後 6 時台の地域放送
（1970 年代～1980 年代・仙台放送局）

（『NHK 年鑑』各年版より作成）

年度 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

表 6　仙台放送局の1988 年度の編成
（NHK 総合の主な地域番組・月～金）

月 火 水 木 金

7：30-
7：50

モーニング
ワイド

モーニング
ワイド

モーニング
ワイド

モーニング
ワイド

モーニング
ワイド

11：45-
11：55

みやぎ
ホットライン

みやぎ
ホットライン

みやぎ
ホットライン

みやぎ
ホットライン

みやぎ
ホットライン

13：25-
13：35

デイパック
東北 ほか

デイパック
東北 ほか

デイパック
東北 ほか

デイパック
東北 ほか

デイパック
東北 ほか

18：00-
19：00

イブニング
ネットワーク

みやぎ

イブニング
ネットワーク

みやぎ

イブニング
ネットワーク

みやぎ

イブニング
ネットワーク

みやぎ

イブニング
ネットワーク

みやぎ

19：30-
20：00 東北アワー

20：50-
21：00

ニュース・
天気予報

ニュース・
天気予報

ニュース・
天気予報

ニュース・
天気予報

ニュース・
天気予報

（『NHK 年鑑 1989』）

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00
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降，そうした流れは変化した。図1で示したよ
うに，地域放送の時間量は1992年度と2003
年度に山があり，その前後で増減が繰り返さ
れている。時間量の変動を具体的に見ていく
と，1990 年度に1日2時間35 分だった地 域
放送は，1992年度に2時間55 分に達し，総
放送時間に占める地域放送の割合は15.1％と
なった。しかし，その後，地域放送の時間量
は減少し，1997年度には2時間9 分まで減少
した（全放送時間に占める割合は9.3％）。

そうした動向が典型的に現れているのが，
平日夕方の地域放送の時間枠である。前述の
ように，平日午後6時台は，1976 年に20 分の
ワイドニュースが始まって以来，地域放送の代
表的な時間枠として存在し続け，1988 年に午

後6時から7時までの1時間が県域放送の時
間枠となった。しかし，1991年には午後6時
から10 分間全国ニュースが入るようになり，県
域放送の枠は50 分間となった。さらに1992
年からは午後6時から6時30 分までが全国
ニュースと東京発の列島リレーとなり，県域放
送の時間枠は30 分間となっている。その後，
県域放送が50 分間に戻るのは，1997年のこ
とである（図4）。

こうした地域放送の変動と並行して起きて
いたのが，衛星放送（1989年6月本放送開
始）という新たな放送メディアの登場である。
NHKが保有するメディアが増える中で，地域
放送の位置付けを再考しようという動きがこの
時期に現れていた。

その一例が，「パイロット放送局」の試みで
ある。NHKは1990 年度，秋田・静岡・熊本
の3放送局を「パイロット放送局」に指定し，

「衛星放送時代」の地域放送局のあり方を模
索する試みを行った。具体的には，「視聴者
のニーズに合った自主編成，地域の主体的な
活動と捷携した放送・イベントサービスを実施
し，あわせて将来の地域放送を支える多様
な業務実施体制の試行，地域社会との協力
関係の構築など 33）」を試験的に行った。さら
に，翌年度には，パイロット局を含む14局を
パイオニア局に指定し，地域放送サービスの
あり方，将来の地域放送を支える業務体制の
試行，地域社会との協力関係の構築の検討を
行った（1991年度で終了）。「各放送局はパイ
オニア局の精神を引き継ぎ，さまざまな業務を
展開 34）」したとされる。もっとも，編成面のみ
を見た場合，必ずしもそうした取り組みの結果
が地域放送の編成の変化に直接，結び付いた
わけではない。

図 4　総合テレビ・平日午後 5～ 6 時台の地域放送
（1990 年代～ 2000 年代・仙台放送局）

（『NHK 年鑑』各年版より作成）

・1999年度，2000年度の17時台は東北ブロック向け放送（一部県域）

年度 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

17:50

18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

18:50

19:00



29

また，こうした動きに加えて，有識者による
検討も1990年代初めに行われている。その一
例が「NHKの将来構想に関する懇談会」（座
長・平岩外四経団連会長）であり，懇談会の
提言を踏まえて，NHKは1993年2月，「 21世
紀への展望とNHKの課題」と題する将来構
想を公表した。この中で地域放送に関しては，

「地域の課題に積極的に取り組む中で，衛星・
ハイビジョン放送を含め，各放送局からの地
域情報の全国へ向けての発信を大幅に拡大す
る。あわせて，地域放送時間の総合的見直し
を行い，地域放送番組の質的充実と向上を図
る 35）」と記述している。地域向けの放送サービ
スを行うだけではなく，衛星放送などの新たな
メディアを通じて地域情報を全国に向けて発信
することを，地域放送局の機能として位置付け
たことになる。また，地域放送の時間について
は，「総合的見直しを行い，地域放送番組の
質的充実と向上を図る」と表現しているように，
必ずしも放送時間の量的拡大に重きを置いて
いるわけではない。

そして，こうした検討を経て，NHKが1995
年1月に公表した経営計画では，地域放送局
について，「NHKのメディア全体に多様で質の
高いソフトを供給する部門と位置づけ，さまざ
まな課題や多様な文化・情報の全国に向けて
の発信を拡充します」とした。その上で，放送
内容に関しては，「情報番組や文化・教養番組
等を中心に地域発全国番組を拡充，また情報
番組を中心に全国番組への地域放送局の参加
を拡大 36）」させると述べている。

このように1990年代初めから中頃にかけて，
地域放送の時間枠が減る一方で，地域放送
局の機能として，全国向けに地域情報を発信
するという側面が強調された。この背景には，

衛星放送という新たなメディアが登場する中
で，全国放送と地域放送のバランスを再考す
る動きがあり，それが地域放送の役割，さら
にはその放送時間量の変化に一定の影響をも
たらしたと考えられる。

再び拡大する県域放送

いったんは縮小した地域放送の時間枠だ
が，1990 年代末になると方針が再び転換し，
中でも県域放送の時間枠が拡大することに
なった。1998 年度の国内放送番組編集の基
本計画には，「午後6時台の地域情報番組の
内容強化を図るとともに，平日午後5時台を
地域色豊かなゾーンに刷新します。首都圏に
ついては，平日午後5時台に地元視聴者の暮
らしに密着した生活情報番組を新設し，地域
サービスを拡充します」と記述されている。従
来，地域放送は午後6時台が中心だったが，
それを午後5時台に拡大しようという方針であ
る。

この基本計画を受けて，まず，首都圏向け
の平日午後5時台の情報番組として，1998年
に『首都圏いきいきワイド』（17：05 ～ 18：00）
が新設された。首都圏向けの放送を開始した
理由については，「人口の割にサービスが十分
ではなかった首都圏の地域サービスを強化し
た 37）」と説明されている。前述のように大都市
圏で地域向け番組をどのように充実させるか
は，従来から課題となってきたが，放送時間
の拡大という形で対応が図られた。

ただし，こうした時間枠の拡大は首都圏に
とどまらず，翌年度には，全国の地域拠点局
で，午後5時台に地方ブロック単位で情報番
組が開始された。1999 年度の平日午後5時台
の地域番組は表7のとおりである。これによっ
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て，午後6時台の県域単位のニュース・情報
番組と合わせて，午後5時台・6時台が地域
放送の時間枠として定着した。

番組の内容については，「いずれも視聴者
参加の要素を取り入れた生活情報番組であり，
放送・技術のみならず全局的な制作体制をと
り，地域の視聴者とのより強い結び付きをめざ
した 38）」と説明されている。

こうした地域放送充実の動きはさらに進み，
地方ブロック向け放送は，地元との密着度が
より深い県域放送へと切り替えられていった。
2001年1月に公表された「平成13年～ 15年経
営計画」は，地域放送について，「各地域の実
情に沿って，地域に密着したきめ細かい放送
サービスのいっそうの充実を図るため，総合テ
レビ午後5時台の県域放送を推進」，「地域の
放送局が制作する全国発信番組を刷新・充実」
といった方針を示している。これを受けて，「デ
ジタル時代の親しまれる公共放送への強固な
地盤を築く39）」ことを目指し，2000年度以降，
平日午後5時台の地域情報番組の県域放送へ
の転換が行われた。

県域放送化は，2000 年度の九州の4放送

局から始まり，翌 2001年度には30放送局（関
東・中部・近畿の広域圏を除く全局）へと拡大
した 40）。そして，2002年度後半には中部・近
畿の広域圏でも全局で県域サービスがスタート
し，関東地方の6放送局を除いてすべての地
域での午後5時台の県域放送が始まった 41）。
これについては，「きめ細かな地域情報をたっ
ぷりと提供する『ほくほくテレビ』（北海道），
大都市圏ならではの広域情報を伝える『週刊
首都圏ニュース』（東京）と『とっておき関西お
ひるまえ』（近畿），若者むけの深夜帯の番組

『じゃけぇCLUB』（広島），地域を描いたアー
カイブス番組『 東北あなたのアンコール』（東
北）など，各放送局ごとに工夫をこらし，特筆
すべき地域放送番組が数多く生まれた」と説
明されている 42）。表8は2001年度の仙台放送
局の地域放送番組である。平日の午後5時台
から午後6時台にかけて，約2時間の県域放

月 火 水 木 金

7：30-
7：45

おはよう
宮城

おはよう
宮城

おはよう
宮城

おはよう
宮城

おはよう
宮城

11：30-
12：00

みやぎ・
もうすぐ

お昼

みやぎ・
もうすぐ

お昼

みやぎ・
もうすぐ

お昼

みやぎ・
もうすぐ

お昼

みやぎ・
もうすぐ

お昼

17：05-
18：00

ゆうYOU
みやぎ

ゆうYOU
みやぎ

ゆうYOU
みやぎ

ゆうYOU
みやぎ

ゆうYOU
みやぎ

18：00-
19：00

ほっと
みやぎ
600

ほっと
みやぎ
600

ほっと
みやぎ
600

ほっと
みやぎ
600

ほっと
みやぎ
600

19：30-
19：55

東北
ズームアップ
（第 1 週
のみ県域）

20：45-
21：00

ニュース・
気象情報

ニュース・
気象情報

ニュース・
気象情報

ニュース・
気象情報

ニュース・
気象情報

表 8　仙台放送局の 2001年度の編成
（NHK 総合の主な地域番組・月～金）

 （『NHK 年鑑 2002』）

北海道 『だいすき北海道』

東北 『ゆうYOU 東北』

関東
甲信越 『首都圏いきいきワイド』

中部 『ゆうがたチャンス』

近畿 『夕方 5 時です　千客万来』

中国 『お好みワイドひろしま』※

四国 『てれごじ。』

九州 『ゆうどき 5　九州沖縄』

表 7　1999 年度の平日午後 5 時台
（17：05 ～ 18：00）の地域番組

※中国地方は放送局によってタイトルが異なる　（『NHK 年鑑 2000』）
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送の枠となった。
そうした中でも，地域放送に特に力を入れ

たのが北海道のケースである。前述のように，
札幌放送局では1999年度から平日午後5時台
に北海道内向けに地域番組を編成していたが，
これに代えて，2002年4月に『ほくほくテレ
ビ』を新設し，午後3時台から午後6時台まで
の約4時間にわたる生番組をスタートさせた。
NHKの地域放送局のうち，午後3時台からの
テレビの地域放送を設けたのは札幌放送局の
みである。

この背景には北海道では，既に1990年代
に民放が夕方ニュースのワイド化を進めていた
という事情がある。その代表例と言える札幌テ
レビ（日本テレビ系）の『どさんこワイド』43）は，
午後4時台から6時台を中心とする長時間の生
放送を行っていた。これに対抗する形でNHK
も長時間の地域放送番組を設けたことになる。

こうして，1990年代後半にいったんは減少
した地域向け放送だが，2000年代に入ってか
らは再び増加し，1日当たりの放送時間が3時
間前後（総放送時間に占める割合は12％前後）
となった。

地域放送の編成の現状

しかし，平日夕方の2時間近くにわたる県域
放送が長期間，継続されたわけではない。地
域放送拡大の動きが転換するのが2006年度
である。この年の「国内放送番組編集の基本
計画」では，「それぞれの地域の実情や視聴
者ニーズを大切にし，全国一律ではなく，各地
域にふさわしい編成をめざします。今，地域が
直面している課題・問題を，ニュースや情報番
組で取り上げ，地域の視聴者の役に立つ放送
を追求します44）」と記述している。

地域放送について，「全国一律」ではない判
断が求められた結果，2006年度の平日午後5
時台の編成は，地域放送局によってまちまち
なものとなった。例えば，東北地方では，従
来どおり午後5時10 分から地域向け番組を編
成した放送局もあれば，時間を短縮して午後5
時30 分からとした放送局もある（表9）。これ
に関して，2006年度の「東北地方向け地域放
送番組編集計画」は，「平日午後5時台・6時
台では，各県の特性やニーズに合わせた編成
を行うとともに，内容の充実・刷新を図る」と
説明している 45）。

また，これに先立って札幌放送局の『ほくほ
くテレビ』も，2005 年10月からは午後3時台，
4時台の放送をやめ，午後5時10 分から午後
7時までの放送となった。

さらに2007年度になると，午後5時台に東
京で制作された情報番組『ゆうどきネットワー
ク』を受けて，そのまま放送する地域が増え，
平日午後5時台に独自に地域向けの放送を
行っているのは，北海道と近畿広域圏，それ
に福岡，鹿児島，宮崎の各放送局となった46）。
2008年度になると，札幌放送局の『ほくほく
テレビ』が終了するなど，地域放送を縮小する

表 9　平日午後 5 時台の各放送局の番組
（2006 年度）

（『NHK 年鑑 2007』）

仙台 17:30 ～ 18:00 『てれまさむね』

秋田 17:10 ～ 18:00 『てれびこまち』

山形 17:55 ～ 18:00 『プレなび』

盛岡 17:10 ～ 18:00 『ママスタ Goo！』

福島 17:30 ～ 18:00 『はま☆なか☆あいづ』

青森 17:30 ～ 18:00 『あっぷるワイド』

AUGUST 2013



32 　AUGUST 2013

動きが続き，独自に地域番組を編成する放送
局は近畿広域圏と宮崎（宮崎放送局は2009
年度まで県域放送）のみとなった47）。その後，
2013年4月以降は，近畿広域圏でも東京から
の『ゆうどきネットワーク』を放送している（金
曜日は大阪放送局から全国向けに『ゆうどき
ネットワーク』を放送）。
『ゆうどきネットワーク』は地域放送と位置付

けられながらも，それまでの首都圏向けから放
送エリアが拡大し，全国各地の放送局で放送
されることになったことになる。このため，番
組の内容も，全国各地からの中継や旅の企画
が増えるなど，全国向けの情報が盛り込まれる
ことになった48）。なお，『ゆうどきネットワーク』
は，2013年度から全国放送扱いとなり，これ
に伴って，NHK総合の2013年度の地域放送
は1日当たり全国平均で2時間37分と，前年度
より26分減少した49）。

2013 年度の地域拠点局とそれぞれの地方ブ
ロック内の放送局（例としてそれぞれ1局ずつ
選択）の1日当たりの地域放送時間を示したの
が表10である。総放送時間で見ると，1日当
たりの地域放送はそれぞれ2時間台後半だが，
地方ブロック向け放送を差し引くと，各放送
局で独自で番組を制作しているのは1時間台と
いうところが多い（囲みの部分は各放送局が
自局で編成した時間を示す）。近畿圏や北海
道では地方ブロック放送の割合が高いなど，
地域による差は大きいが，おおむね地域放送
の半分程度が地方ブロック向け放送となって
いる。

もっとも，地域放送に関しては，新たに拡
大する動きもあり，2000年代に入って，北関
東の3放送局で新たにテレビの県域放送が始
まった。このうち，水戸放送局は2004年10月

に茨城県内向けの放送を開始している。また，
前橋放送局と宇都宮放送局は2012年4月に県
域放送を開始し，午後6時台のニュース・情報
番組（『ほっとぐんま640』，『とちぎ640』）な
どを編成している。また，2000年度以降，金
曜日の午後7時台（19：30 ～ 19：55，2000年
度は19：35 ～ 20：00）と午後8時台（ 20：00
～ 20：43）を，地域放送の時間枠と位置付け，
この枠を活用して，地域放送を充実させる動き
も見られる。

【北海道】 （うち自局編成）
札幌 2 時間 36 分 2 時間 6 分
函館 2 時間 36 分 　　　13 分

【東北】

仙台 2 時間 41 分 2 時間 30 分
秋田 2 時間 38 分 1 時間 21 分

【関東甲信越】

本部 2 時間 44 分 2 時間 44 分
長野 2 時間 21 分 1 時間 21 分

【中部】

名古屋 2 時間 46 分 2 時間 30 分
金沢 2 時間 42 分 1 時間 19 分

【近畿】

大阪 3 時間 10 分 2 時間 55 分
京都 3 時間 8 分 　　　41 分

【中国】

広島 2 時間 35 分 2 時間 31 分
岡山 2 時間 21 分 1 時間 24 分

【四国】

松山 2 時間 24 分 2 時間 18 分
高知 2 時間 23 分 1 時間 17 分

【九州】

福岡 2 時間 32 分 2 時間 13 分
熊本 2 時間 33 分 1 時間 15 分

（平成 25 年度各地方向け地域放送番組編成計画）

表10　2013 年度の地域放送時間一覧
（NHK 総合の 1日平均）
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このように，近年，地域放送の編成の見直
しが進む一方で，新たな取り組みも始まってお
り，地域放送の編成をめぐる模索は今なお続
いていると言える。

 6.  おわりに

ここまで見てきたように，NHKの地域放送
をめぐっては，放送時間をどの程度にするか，
また，地域放送の範囲をどうするか（県域向け
にするか，地方ブロック向けにするか）といっ
た点を中心に，テレビ放送の普及以来，さま
ざまな取り組みが続いてきた。

議論を整理すると，制度上，地域放送の編
成の裁量が幅広くNHKに委ねられる中，1960
年代までは，長時間の番組を中心に地方ブ
ロック単位の編成が行われ，そうした枠組みの
中で地域放送の拡充が続いてきた。しかし，
1970年代以降，各地の民放との競争が激しさ
を増すにつれて，夕方の時間枠を中心に県域
放送に力を入れる取り組みが進んだ。各地の
民放と競いつつ，1970年代という早い段階か
ら地域放送を充実させてきた点は，欧米の公
共放送とは異なる独自の展開だった。

もっとも，1980 年代後半以降の地域放送の
編成の変化は，必ずしも民放との競争という
観点のみから説明できるわけではない。地域
放送を取り巻く構造が複雑化した背景には，
衛星放送の登場による多メディア化の進展や，
NHK内部での全国放送と地域放送のバラン
スに関する検討などがあると考えられる。そし
て，そうした多様な事情を背景に，1990 年代
以降，地域放送の時間枠は拡大と縮小を繰り
返したと考えられる。

NHKの地域放送はそうした経緯を経て，

現在は1日当たり平均2時間半強という水準と
なっている。ただ，NHKの地域放送の編成
をめぐる議論は，現状で落ち着いたわけでは
なく，地域放送のあり方については，今なおさ
まざまな見解が示されている。例えば，NHK
の事業運営について第三者が評価する会長の
諮問機関「視聴者視点によるNHK評価委員
会」は，活動の最終年度となる平成23 年度
報告書で，「NHKの地域放送の役割について
の視聴者の期待の充足率は3 年間で大きな変
化はなく，低い水準にとどまった 50）」と指摘し
ている。その上で，「視聴者が考えている『地
元 』は，テレビの地域放送の範囲よりも狭いこ
とがわかった 51）」として，「『地元のニュースや
出来事』についてのニーズをさらに深く分析し，
地域サービスに取り組んでいく必要がある 52）」
と提言している。

このように地域放送に関しては，放送エリア
の設定や番組内容に関するさまざまな見方が
ある。NHK評価委員会が指摘するように，視
聴者が「地元」として認識する範囲の狭さを
考慮すれば，よりきめ細かく情報を伝達するこ
とが必要になる。一方で，今後，地方自治制
度など地域を取り巻く枠組みが変われば，そ
れに合わせた放送のあり方を考える必要が出
てくるかもしれない。さらにメディア環境を考
慮した議論も必要である。BSやCSといった
全国を放送エリアとする放送メディアの普及が
進み，インターネットを活用した映像配信サー
ビスなど通信・放送融合型のサービスが発達
する一方で，それらのメディアが今後，地域
情報をどれだけ担っていくかは不透明な部分
が多い。そうした点を考慮すれば，NHKの
地域放送に期待される役割は今なお大きいと
考えられる。
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今回の研究では，公表資料を軸に地域放
送の編成の変遷に焦点を当てて問題の検討を
行った。しかし，近年の地域放送をめぐる編
成の変動の要因など，十分に解明できていな
い部分は多い。そうした点については，当時
の経営幹部からヒアリングを行うといった手法
を活用しつつ，実態を解明していくことが課題
となる。その点で，本稿は今後の研究につな
げるための基礎的な論点整理を行ったという
位置付けである。視聴者がどのような地域情
報を求めているのか，社会の動きも考慮に入
れつつ，地域放送のあるべき姿の探究を行っ
ていくことが課題として残されている。
  （むらかみ せいいち）
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