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２０２２年度 関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

２０２１年、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が首都圏に

何度も発出され、広域の移動が抑制される中、企業活動や医療、教育、福祉な

ど地域の人々の暮らし全体が、大きな影響を受けました。変化の時代を生きる

すべての人々に寄り添い、テレビ、ラジオ、デジタル、イベントなど持てる媒

体を駆使して、多様なローカル情報を届けます。ＳＤＧｓ（国連が採択した持

続可能な開発目標）をテーマにした取材・報道にも引き続き積極的に取り組み、

多様性を認め合う持続可能な地域社会の構築に貢献します。 

 

２０２１年１０月に東京都と埼玉県で震度５強の地震が発生、関東甲信越

の各地でも地震が頻発しています。改めて、首都直下地震をはじめとした大規

模災害に備え、地域住民の安全・安心を守る防災・減災報道の取り組みを強化

します。また、各地域のＦＭ局やケーブルテレビ、自治体などとの協働関係を

日頃から築くことで、地域情報メディアとしての役割を果たし、いざという時

に備えます。 

 

「第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年７月２５日）」で

は、公平・公正な取材活動をもとに、正確・迅速な報道に全力を尽くします。

また、地域に根ざしたスポーツの振興にも寄与します。 

先行きが見通しにくい現代、地域社会の課題解決に向けた報道にも積極的

に取り組みます。放送とデジタルを連動させて波状的に発信し、視聴者にも参

加してもらうオープン・ジャーナリズムを実践。地域社会の未来を、視聴者と

ともに切り開く挑戦を続けていきます。また、過去の災害や戦争と向き合い、

風化させることなくその教訓を次世代へとつなぐ役割を果たします。 

  

大都会と豊かな自然の双方の魅力を有する関東甲信越。それぞれの生活圏

やライフスタイルに即した番組を多彩なジャンル、さまざまな時間帯で届け、

視聴者の生活に潤いをもたらし、地域の活性化につなげます。大河ドラマ「鎌

倉殿の１３人」や関東甲信越が舞台の全国放送の番組とさまざまに連携する

ほか、各放送局の番組を全国放送などに積極的に発信し、地域との接点を増や

します。さらに、視聴者の意向を丁寧に把握し、放送やサービスに反映してい

きます。新型コロナウイルスの感染状況を見据えつつ、視聴者と番組、地域社

会をつなぐイベントを実施し、“すぐそばにあるＮＨＫ”を目指します。 
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首都圏局 

〇視聴者の期待に応え、“首都圏ローカル”を強化・拡充します 

コロナ禍によって、医療や教育・福祉の課題、そして格差や貧困など、都市部が

抱えるひずみが顕在化しています。正確できめ細かい地域の情報を求める視聴者の

期待に応え、平日午後６時台のニュース・情報番組を強化します。新型コロナウイ

ルスへの対策や、激甚化する自然災害への備え、事件・事故などの緊急報道に迅速

に対応し、命と暮らしを守る情報を届けます。日曜午後１時台の番組も刷新してよ

り豊かな内容とし、徹底的に地域に寄り添った“首都圏ローカル”を発信します。 

 

〇“放送×デジタル”で幅広い視聴者へ新しい公共メディアを届けます 

幅広い世代へ情報・コンテンツを届けるために、平日午後６時台のニュースや金

曜午後７時台の情報番組と連携してデジタル発信を強化し、首都圏のトレンドやＳ

ＤＧｓ、そして視聴者から寄せられた疑問や意見などから多様なテーマを掘り下げ、

継続的に発信します。デジタルと放送、それぞれの強みと特徴を生かして、子ども

や若者、現役世代、高齢者まで幅広い世代の視聴者とつながり、公共メディアとし

て新しいローカルサービスに挑戦します。 

 

○ 地域に貢献し、地域のみなさんと一緒に地域の未来を考えます 

地域の活性化に貢献する番組やイベントに力を入れます。大河ドラマ「鎌倉殿の

１３人」をはじめ、首都圏を舞台にしたドラマや紀行、ドキュメンタリーと連携し

て地域を盛り上げ、視聴者が多様なコンテンツに触れる機会を増やすとともに、視

聴者と一緒に地域の課題を考えるイベントも行います。防災・減災関連の取り組み

や、小学生を交通事故から守るキャンペーンなど、暮らしに密着したテーマを取り

上げて課題解決の糸口を探り、地域の未来を地域のみなさんと一緒に考えます。 

 

横浜放送局 

〇地域の課題に向き合い、視聴者の安全・安心を守りながら地域情報の発信に努めます  

新型コロナウイルスの感染拡大や防災・減災という首都圏共通の課題に、首都圏の各

放送局と連携しながら向き合います。横浜や川崎などの都市部と豊かな自然に恵まれる

県西部、それぞれの魅力や課題を掘り起こし、多様な情報発信を強化します。地域に根

づいたスポーツや子育て、防災などをテーマに県内で活動する人たちを応援するほか、

１０月、新橋・横浜間に鉄道が開通して１５０年になるのを機に、近代日本の発展の軌

跡を放送とデジタルを駆使して全国に向けて展開します。また、地域のＦＭ局やケーブ

ルテレビとの連携を強化して、県民に親しまれる番組作りを進めながら、大規模災害時

に役立つ協力関係を築きます。ラジオ第１放送では、“ジャズの街”横浜の魅力を全国に

発信する公開生放送を実施します。多発する事件や事故に的確かつ迅速に対応するとと

もに、相模原市の障害者殺傷事件の教訓や東京オリンピック・パラリンピックのレガシ

≪各局の重点事項≫ 
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ーとして、多様性を認め合う共生社会の実現に向けた取り組みを継続的に取材します。  

 

 〇神奈川県が舞台となる大河ドラマ、連続テレビ小説と連携し地域の活性化につなげます 

  神奈川県が舞台となる大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」と横浜市鶴見区が舞台となる連

続テレビ小説「ちむどんどん」の放送と連動して、地域の歴史や文化をきめ細かく発信

します。県内各地に点在するドラマにゆかりのある鎌倉時代の史跡や、横浜市鶴見区に

ある沖縄タウンなど地域の魅力を再発見するリポート企画、出演者へのインタビューや

トークショー、文化講演会などをテレビ・ラジオ・デジタル・イベントを通じて多角的

に展開するとともに、外部メディアや県内各地の自治体と連携しながらドラマの放送に

あわせて地域を盛り上げ、地域の活性化に貢献します。 

 

前橋放送局 

○ 地域メディアと連携して、より地域に密着した情報発信に取り組みます 

  平日午後６時台のニュース・情報番組は、県内のコミュニティＦＭ・ケーブルテレビ

と連携したコーナーを新設します。地域メディアのネットワークや取材する情報を活用

し、より地域に根ざした役立つ情報を発信します。また、協働関係を強化することで、

より幅広い視聴者との接点を築くとともに、災害時などには双方の情報を共有し、県民

の命と暮らしを守るきめ細かな情報を迅速に提供できるような体制構築を目指します。 

 

○ 地域に暮らす外国人との共生に寄与し、公共メディアとしての存在感を高めます 

  多くの外国人が暮らす群馬県。県全体の人口減少が進む中、外国人住民の数は年々増

加し、県東部・中央部を中心に６万人を超えています。こうした県内在住の外国人を取

り上げた企画リポートや番組を積極的に放送することで、地域の人々と外国人の相互理

解を促進し、外国人との共生に貢献します。また、外国人にとっても身近で信頼できる

メディアとしての存在感を高めていきます。 

 

水戸放送局 

○ “見たい”“知りたい”に応える情報を、より幅広い視聴者に届けます 

  茨城県は、新型コロナウイルスの感染拡大で浮き彫りになった医療・介護の問題点や

人口減少・高齢化、経済・教育格差などに加え、全国有数の地震多発地帯であることや

再稼働が焦点となる東海第二原子力発電所など、さまざまな地域的課題を抱えています。

こうした中、いま視聴者が求める情報は何かを徹底的に追求し、平日午後６時台のニュ

ース・情報番組や金曜午後７時台の番組などで、機を逸することなく、わかりやすく伝

えていきます。また、若い年代を中心に“テレビ離れ”の加速が指摘され、地理的要因

から東京の放送を受信する世帯も２割強に上ることを踏まえ、デジタルによるコンテン

ツサービスを強化し、豊かな暮らしを支える的確・迅速な情報を多様な手段で届けます。 

 

○ 新たな形の情報発信に取り組み、地域の活性化に一層貢献します 

  茨城県で唯一のテレビ局として、県内各地のケーブルテレビやＦＭ局、自治体と協同
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し、防災・減災報道にとどまらない幅広い分野の地域情報を、金曜午前１１時台の番組

などでこれまで以上にきめ細かく発信していきます。さらに、ＳＮＳを活用することで

視聴者と双方向でつながり、社会の課題解決に向けた道筋をともに探るなどして、未来

の元気な地域づくりに一層貢献します。これらの取り組みを通じて、開局８０年となる

放送局の存在感を一段と高め、多くの視聴者に“これからも必要だ”と感じてもらえる

ことを目指します。 

 

千葉放送局 

○ 地域に根ざしたきめ細かい情報の発信を強化し、地域活性化に貢献します 

  都市と地方の顔を併せ持ちながら、三方海に囲まれて豊かな自然を有し、エリアによ

って多様な表情を見せる千葉県の情報をきめ細かく掘り下げて取材することで、地域放

送の一層の充実を図ります。また、放送とデジタルを連動させて効果的に発信すること

で、千葉の多彩な魅力を全国に伝えていきます。さらに、２０１９年の台風１５号や新

型コロナウイルス感染拡大により傷ついた地域経済や産業、人々の暮らしの復興を全力

で応援します。 

 

○ 親しまれる・信頼される放送局として地域の“ハブ”となり、地域社会に貢献します 

  放送・デジタル・イベントなどさまざまな媒体を効果的に活用し、視聴者やＦＭ局、

ケーブルテレビ、大学などの地域パートナーとのつながりを深めるとともに、リニュー

アルした放送会館のロビーや敷地内の花壇である「ＮＨＫ千葉ガーデン」なども活用し、

プレゼンス向上に努め、身近な存在と感じてもらえる放送局を目指します。さらに、地

域パートナーや地域のキーパーソンと視聴者を結びつけるような放送やイベントを提供

することで、新しい価値を生み出し、地域課題の解決や活性化に寄与します。 

 

宇都宮放送局 

○ “より詳しく”“より親しめる”地域放送へと進化します 

  ２０２０年度から１０分放送枠を拡大した平日午後６時台のニュース番組は、地域 

の視聴者の期待にさらに応えることのできる番組へと強化します。地域課題解決型の企

画を新設して、地域の課題やユニークな話題を硬軟織り交ぜて取り上げます。取材した

記者やディレクターが解説して、ＮＨＫならではの取材力を発揮することで、地域の情

報発信を強化します。また、地域の識者に話を伺い、地域の在り方や展望について考え

るインタビュー企画も始めます。金曜午後７時台の地域放送番組では、これまで以上に

発信を強化し“栃木のよさが実感できる時間帯”として地域への浸透を図ります。 

  

○ 地域局としての信頼感と存在感をさらに高めます 

県域テレビ放送開始１０年を機に、地域発のスペシャル番組などを制作し、関東ブロ 

ックや全国放送に展開します。“地元目線”を大切にして、視聴者の共感や新たな発見を   

生み出すコンテンツの制作に取り組みます。またＳＮＳ発信を開始して、地域のニュー 

スや話題をデジタルでも発信し、放送と連動させることで、視聴者とのつながりを一層
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深めます。信頼感と存在感ある公共メディアへの進化を目指し、地域に「より近づく」

ことを意識しながら、放送だけでなくデジタルやオンラインイベントなど、さまざまな

形で視聴者コミュニケーション活動に取り組んでいきます。 

 

さいたま放送局 

○ 地域とともに“いのちと暮らしを守る”防災・減災報道に取り組みます 

  河川面積の割合が都道府県で全国２位の埼玉県は、都市化が進む県南部を中心に、急

な河川の増水による氾濫や内水による浸水などへの対策をさらに強化する必要がありま

す。また、２０２１年１０月に埼玉県で震度５強を観測した地震では、公共交通機関の

運転見合わせが相次ぎ、県民の生活に大きな影響が出ました。こうした都市型災害に備

えるため、防災・減災に役立つ情報をテレビ・ラジオ・データ放送・インターネットで

多角的に伝えます。また、災害時の帰宅困難者への対策などについて地域社会と一緒に

なって考え、イベントやデジタルを活用しながら、県民の防災意識の向上に資する取り

組みを進めます。 

 

○ 県内６３市町村の魅力を発信し県民と地域をつなぐ役割を果たします 

  埼玉県は、都心のベッドタウンとして首都圏の一角を構成する一方、緑豊かな武蔵野

と奥秩父山塊などを抱えています。また、コロナ禍でのテレワークへの関心の高まりで

都心から移住する人が増加し、在留外国人の数も全国で５位と、多様な人々が共生する

地域でもあります。 

  都道府県では３番目に多い６３の市町村を抱える埼玉県の魅力を県内の FM 局やケー

ブルテレビ、自治体などと協力してきめ細かく発信し、地域との接点を増やします。ま

た、ポストコロナを見据えながら地域社会の課題解決に向けた報道に積極的に取り組み、

県民と地域をつなぐ媒介の役割を果たします。 

 

長野放送局 

〇信州の魅力や課題を掘り起こし、地域のハブ役として県民に役立つ情報を提供します 

南北約２２０キロ、周囲８つの県と隣接する広大な長野県。土地ごとの文化や関心が

大きく異なる地域性を踏まえて、各地の魅力や課題を改めて掘り起こし、番組やイベン

ト、デジタル発信を通じて、県民にとって役に立つ情報を提供します。平日の午後６時

台、金曜午後７時台の地域放送番組の充実を図るとともに、土曜午前 7時台でも地域情

報の発信をさらに強化して、信州の“今と未来”を県民とともに考えていきます。また、

新しい時代の公共メディアとして、従来の放送に加えインターネットやＳＮＳ、イベン

トなども活用して視聴者との結びつきを強め、地域のハブ役としての役割を果たします。

県内の他のメディアや地元の人々との連携を深めて信州の発展に貢献し、地域の活力を

生み出す必要不可欠な存在となります。 

 

〇“命と暮らしを守る”防災・減災報道に取り組みます 

地域の安全・安心の拠点として、県民の命と暮らしを守る防災・減災報道に全力で取
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り組みます。災害時の連携協定を結んだ県内のケーブルテレビ各局との協力関係をさら

に深め、よりきめ細かな情報を迅速に発信する体制を強固なものにします。新型コロナ

ウイルスの感染拡大を防ぐための知識や対策を伝え、ウィズコロナ時代の県民の生活を

守ります。 

 

新潟放送局 

○ 地域の課題に寄り添い、ともに考え、改善に向けて役立つ情報を発信します 

  後継者不足と消費低迷、米価下落など深刻な課題に直面する新潟米や、毎年２万人前

後減少している県の人口、新型コロナウイルスで深刻な影響を受けている地域経済、テ

ロ対策の不備など問題が相次ぐ柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた動きや、実効性

が問われる避難計画など、新潟県が直面する課題に向き合い、ともに考え、県民が改善

に向けたヒントを得られるような情報の発信に努めます。地域で活動する人々に寄り添

い、困難に立ち向かう取り組みを積極的に取り上げ、応援していきます。若い世代やフ

ァミリー層の関心に応える企画を積極的に制作し、さまざまな伝送路で発信します。 

 

○ 地域の話題や魅力を発信して、新潟の人々を元気づけます 

  越後平野を洪水から守り続け２０２２年８月に通水１００年を迎える「大河津分水」、

世界遺産への登録を目指す「佐渡島の金山」など地域の人々が誇りに思う話題を全国に

向けて積極的に発信します。新潟県の豊かな食材や美しい自然、ものづくりや伝統芸能

を多角的に取材し、その魅力や奥深い世界を４Ｋの超高精細映像も駆使して紹介するこ

とで、産業の発展や自然保護、文化の継承に貢献します。サッカーJ１への昇格を目指す

「アルビレックス新潟」、開幕２年目を迎える女子サッカーＷＥリーグの「アルビレック

ス新潟レディース」、高校野球、大相撲の郷土力士など多様なスポーツの話題を継続的に

取り上げ、地域に元気を届けます。 

 

甲府放送局 

〇ニュース、番組などのコンテンツ強化で県民の関心に応え、暮らしを支えます 

平日午後６時台では、より多くの現場に足を運んで県民が求めるきめ細かい情報を

伝えます。また、多くの県民に参加してもらえる番組にし、視聴者に“わがチャンネ

ル”と身近に感じてもらうことを目指します。金曜午後７時台では、地域の課題につ

いて考える番組や山梨の豊かな自然や歴史、文化に触れる番組など、多彩で見ごたえ

のある山梨アワーにします。週末の土曜日など、これまで発信が少なかった時間帯に

も、山梨の視聴者の関心に応える特集番組を随時放送していきます。 

 

○先が見えにくい時代の“山梨のこれから”を考える放送に力を入れます 

山梨県では、若者の県外への流出、少子高齢化による人口減少、それらを食い止める

手だてと地域経済など、地域の活性化が大きな課題になってきました。さらに、新型コ

ロナウイルスの感染拡大によって県民生活が大きな影響を受け、地域の将来が見通しに

くい状況が続いています。こうした中で、お年寄りは安心して住み慣れた土地に暮らし、
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若い人は将来に夢や希望を持って山梨で暮らしていけるように、“山梨をどうすればいい

のか”という問題意識を持って地域の課題に向き合い、‟山梨のこれから”を考えていく

放送を届けます。 
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２０２２年度 近畿地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

近畿地方の放送局は、南海トラフ巨大地震などの大規模災害や、激甚化・広

域化する豪雨災害などに備え、地域の人々の命と暮らしを守る拠点として、日

頃から防災・減災に取り組みます。災害や新型コロナウイルス感染拡大などの

非常事態には、正確できめ細かな情報を、テレビ・ラジオ・インターネットそ

れぞれの特性を生かしながら迅速に伝えます。大阪拠点放送局は、首都直下地

震などに備え、本部代替機能を一層強化するほか、西日本のＢＣＰ強化も視野

に、災害時の広域的な支援体制を構築します。公共メディアとして、人々の命

と暮らしを守り、信頼される情報の社会的基盤としての役割を果たします。 

 

選挙報道では、第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年７月

２５日）や京都府知事選挙（任期満了日・２０２２年４月１５日）、滋賀県知

事選挙（任期満了日・７月１９日）、和歌山県知事選挙（任期満了日・１２月

１６日）において、正確で公平・公正な報道で視聴者の信頼に応えます。 

 

近畿地方が誇る、歴史・伝統文化・芸術・観光資源などの多彩な魅力を、良

質なコンテンツとして、４K・8Kやインターネットなど、より最適な媒体を

通じて、合理的なコストで全国・世界に発信します。また、活動が盛んなアマ

チュアスポーツをはじめ、地域に根ざしたプロスポーツなど、関西のスポーツ

を盛り上げます。 

 

新型コロナウイルス感染の再拡大に備えながら、地域の課題にしっかりと

向き合い、キャンペーンなどを通して、地域社会の未来をともに考え、活性化

に貢献します。また、２０２５年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）など、

関心が高いテーマを掘り下げたニュース・番組で、視聴者の期待に応えます。

近畿６局のネットワークを生かし、地域向けにきめ細かな情報を伝えるとと

もに、関西を取り上げたアーカイブスを活用するなど、地域のニーズにあわせ

たコンテンツの強化で、「新しいＮＨＫ」を感じてもらえるよう努めます。 
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大阪拠点放送局 

○近畿地方における情報発信の拠点として、地域に向けたコンテンツをさらに強化します 

平日午後６時台の地域向けニュース番組を拡充するとともに、週末の地域情報発信も

強化し、地域の視聴者にとって、これまで以上に身近でタイムリーなニュース・話題を

届けます。また、地域を取り上げたアーカイブ番組も有効活用し、近畿地方向けの情報

発信を質・量ともに充実させます。 

 

○ 地域放送局として信頼される情報の社会的基盤としての役割を果たします 

大阪府の視聴者にとって身近な地域の課題を掘り起こし、ともに解決の糸口を探るほ

か、地域産業や上方芸能、スポーツといった地域特有の活動や魅力にスポットライトを

当て、放送を契機とした視聴者リレーション活動の充実に努めます。 

 

京都放送局 

○ 「祇園祭」「五山送り火」など京都の伝統行事の復活を応援します 

コロナ禍のため、「祇園祭」や「五山送り火」など、京都の多くの祭りや伝統行事は、

2 年間、中止または縮小を余儀なくされてきました。復活が望まれる２０２２年は、祭

りを継承してきた地元の人たちの姿とともに、行事の細部にまでわたる様子を、番組を

通して全国に発信します。同時に、京都放送局の８Ｋプラザを活用し、地域の人たちに

その行事の魅力を多角的に体験していただく関連イベントを開催します。 

 

○ 開局９０年を契機に地域の人たちとの結びつきを強めます 

２０２２年６月に開局９０年を迎えるにあたり、“#使い方イロイロ”をキャッチコピ

ーに掲げて、視聴者との結びつきを強め、地域に愛される放送局を目指します。京都の

みなさまの生の声を積極的に取り入れる「こえきく！！プロジェクト」を本格始動しま

す。平日午後６時台のニュース・情報番組で、コロナ禍での悩み、行政に関する疑問、

子育てや教育に関する困りごとなどを定期的に紹介し、それを出発点に、番組・イベン

ト・キャンペーンなどを実施し、解決の糸口を探っていきます。 

 

神戸放送局 

○ “兵庫五国”ならではの、多様な地域の課題に向き合い、解決の糸口を探ります 

摂津、播磨、但馬、丹波、淡路の五国からなる兵庫県は広大な県域に都市部から過疎

地までが混在し、地域が変化に富んでいるだけに、それぞれの地域が抱える課題もまた

多様です。地元に根ざした地域放送局の特性を生かし、暮らしや経済、防災・減災など

に関するそれぞれの地域に特有の課題と向き合い、解決の糸口、ヒントを探っていきま

す。 

 

≪各局の重点事項≫ 
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○ 兵庫県に暮らす楽しさを感じていただける情報をお届けします 

変化に富んだ県内各地の魅力を総力をあげて取材し、兵庫県に暮らす楽しさを感じて

いただける情報をお届けします。さらに、特定の地域に関するコンテンツを集中してお

伝えする地域応援キャンペーン「たっぷり！」を適宜展開し、地元の方ですら初めて知

るようなマニアックな地域情報も深く掘り下げていきます。 

 

和歌山放送局 

○ 南海トラフ巨大地震、災害に備えます 

南海トラフ巨大地震をはじめとした災害から命と暮らしを守り、犠牲者ゼロを目指す

“守るプロジェクト”を全局体制で展開します。平日午後６時台のニュース・情報番組

では、防災・減災に関するニュースや情報を積極的に伝えます。ＦＭラジオでは、県内

のコミュニティＦＭ局と連携して防災番組を制作・放送し、災害時のラジオを通じた地

域への情報発信に備えます。また、台風などの気象災害が激しさを増す中、２０１１年

に県内に大きな被害をもたらした紀伊半島豪雨の記憶を次の世代に伝えるとともに、災

害の教訓をどう生かすか検証し、大雨洪水や土砂災害への警戒を呼びかける取り組みを

続けます。 

 

○ 和歌山県内各地域の魅力と課題を掘り下げて伝え、県内外に広く発信します 

過疎化、高齢化、新型コロナウイルスによる産業や生活への影響など、和歌山県が抱

える課題を平日午後６時台のニュース・情報番組で掘り下げて伝えるとともに、課題解

決に向けた自治体の取り組みやさまざまな声を幅広く紹介します。また、番組の中で、

県内の１つの市町村を集中的に取り上げるシリーズを展開するなど、さまざまな方法で

地域の魅力や地域で活躍する人々を紹介するほか、ホームページやＳＮＳを使って県内

外の視聴者に広く情報を発信します。 

 

奈良放送局 

○ 奈良の課題と向き合い、安全・安心に役立つ情報を迅速に伝えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、内容の一層の充実に取り組みます。コロナ

禍で打撃を受けた観光業など、産業が再生を目指す動きや、人々の取り組みを伝え、地

域の活力となる情報を発信します。過疎・高齢化が進む中、医療・介護・福祉などの課

題を深掘りして伝え、解決に寄与することを目指します。多様化する視聴者のニーズに

応え、幅広い層に情報が届くよう伝え方を工夫します。気象情報は視聴者の疑問や関心

に応える形でデータの活用を進め、わかりやすく伝えます。 

 

○ 奈良の歴史・文化遺産を超高精細映像で記録し全国・世界に発信します 

奈良放送局で取材から制作までを行う“ＳＨＶプロジェクト”を継続し、世界遺産や

国宝・重要文化財、知られざる貴重な自然など、奈良の魅力を４Kや８Kで取材・制作

します。地上波、ＢＳ、国際放送からデジタルコンテンツまで幅広い形で奈良の魅力を

届けます。また、ＮＨＫが有する、奈良に関連した４K・８K コンテンツを活用し、放
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送会館の視聴者公開スペースに設置された８Ｋの大画面を生かした視聴者サービスの充

実を図ります。 

 

大津放送局 

○ 地域の課題に向き合い、地域で頼られる存在となります 

平日午後６時台のニュース・情報番組での防災コーナーやＦＭラジオでの防災番組を

充実させ、その内容はホームページでも公開します。防災士など地域の防災関係者との

連携も深め、一人でも多くの命が守られる放送を目指します。また、新型コロナウイル

スや少子高齢化、地場産業の振興や持続可能な社会づくりなど、地域の課題に向き合い、

解決につながるヒントを探り、地域で頼られる存在となります。視聴者からの疑問、質

問に答える視聴者参加型のコーナーをさらに充実させて、役に立つコンテンツを提供し

ます。 

 

○ 歴史的な遺産や地域に密着したスポーツなど滋賀県の多様な魅力を広く発信します 

２０２２年度は１０年に及ぶ比叡山根本中堂の大改修の折り返しの年で、安土城の令

和の大発掘の始まる年でもあります。地域に残る歴史的な遺産を長期的な視点に立って

丁寧に取材しながら、その魅力を金曜午後７時台の地域情報番組で発信し、全国放送へ

の展開も目指します。さらにバスケットボールＢリーグ「滋賀レイクスターズ」をはじ

めプロスポーツやアマチュアスポーツ、障害者スポーツを積極的に取り上げ、地域を元

気にします。スポーツ中継の際には放送会館の公開スペースも活用し、視聴者に楽しん

でもらえる機会を増やします。 
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２０２２年度 中部地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 
中部地方は、それぞれ特色ある生活圏・文化圏を有する東海地方と北陸地方

で構成されています。東海と北陸の各放送局は、その土地で暮らす人々のニー

ズに向き合い、それぞれの地域に根ざした放送やサービスの充実に注力しま

す。また、ＮＨＫの全国ネットワークを最大限に生かし、全国放送への展開や、

近隣の放送局との連携など、地域情報を多角的に発信することで「情報の社会

的基盤」の役割を果たします。 

 

これまで何度も、台風や大雨といった大きな自然災害に見舞われてきた中

部地方。南海トラフ巨大地震では、東海地方を中心に甚大な被害が予想されて

います。地域の安全・安心を支える拠点として、防災・減災につながる情報を

さまざまな媒体を通じて正確かつ迅速に発信し、命と暮らしを守ります。また、

新型コロナウイルスは依然として人々の暮らしや地域の経済に大きな影響を

与えています。ウィズコロナの時代に不安を抱える人々が必要とする情報を

きめ細かく提供します。 

 

第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年 7 月２５日）にあ

たっては、地域に与える影響や争点などをインターネットも活用して丁寧に

伝え、有権者の判断のよりどころとなる公平・公正、正確・迅速な選挙報道に

取り組みます。 

 

中部地方に多く暮らす在留外国人をはじめ、さまざまな事情を抱えながら

地域で暮らす人々を継続的に取材し、多様な価値観やお互いの人格と個性を

尊重する「共生社会」の実現に寄与します。地域の課題に真摯（しんし）に向

き合い、地域の視聴者の関心が高いニュースや生活情報、経済や観光など地域

特有の話題を伝えます。 

 

地域に愛され、より身近で親しみのある放送局を目指します。中部地方に

は、プロ・アマチュアを問わず、さまざまなスポーツチームが存在します。中

継やニュース・情報番組などを通じて地域のスポーツを応援していきます。さ

らに、中部地方の雄大な自然を舞台にした番組やエンターテインメント番組

など、多彩なコンテンツを提供し、地域の視聴者の幅広い関心と期待に応えま

す。 
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名古屋拠点放送局 

○ 東海地方と向き合い、“地域に役立つ”放送を充実させます 

中部地方向けに放送してきた金曜午後７時台の地域放送番組を、東海地方向けの放送

とし、東海に特化した内容に刷新します。地域の課題解決や活性化につながる情報を提

供するとともに、歴史、文化、スポーツ、芸能など幅広いテーマを深く掘り下げ、視聴

者の関心に応えていきます。また、生放送で視聴者と双方向につながり、寄せられた身

近な疑問を取り上げ、視聴者とともに作り上げる番組も一層充実させ、より身近で親し

まれる放送局となるよう取り組みます。 

 

○ 多様な価値観や個性を認め合う「共生社会」の実現に寄与します 

 全国で２番目に在留外国人が多い愛知県の放送局として、外国人などさまざまな背景

を持つ人たちとの“多文化共生”をテーマにしたキャンペーン“ハロー！ネイバーズ”

を展開します。近くにいるのに無関心になってしまいがちな他者について考えるきっか

けを提示し、課題解決や行動変容につながる情報を発信していきます。また、子どもや

子育てをしている人、さまざまな事情を抱えながら地域で暮らす人なども継続的に取材

し、それぞれの視点や直面する課題をきめ細かに伝え、多様な価値観や個性を認め合う

「共生社会」の実現に寄与します。 

 

〇地域に根ざし、信頼・共感される情報発信に取り組みます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、取材者みずからが出演して解説を行うな

ど作り手側の“顔が見える”機会を増やします。また、日々のニュースや地域の課題を

丁寧に深く掘り下げ、インターネットでも展開していくなど情報を多角的に発信するこ

とで、地域の多様な視聴者に“自分事”として受け取ってもらえるよう取り組みます。

地域の視聴者に“自分のための放送局”だと感じてもらえるような、より地域に根ざし

た放送サービスに尽力します。 

 

金沢放送局 

○ 石川の人々をつなぎ、親しみと信頼を感じてもらえる放送局を目指します 

平日午後６時台のニュース・情報番組を中心に、石川県の人々に寄り添った番組を目

指します。県民が知りたい情報、生きづらさを抱える人々を見つめたリポート、石川県

の課題、コロナ禍でもがんばる人を応援するコーナー。相撲の郷土出身力士のほか、サ

ッカーＪリーグ「ツエーゲン金沢」など、地域のスポーツも積極的に取り上げます。ま

た、自治体や企業、教育機関など地域の人々と“ともに創るコンテンツ”を開発します。

それにより、地域の人々をつなぐステーションとして、今以上に親しみを感じてもらえ

る放送局を目指します。 

 

○ 北陸の課題や魅力を掘り起こし、“北陸発”の番組制作を強化します 

金曜午後 7 時台の地域情報番組は、これまで名古屋を中心とした東海地方発の情

≪各局の重点事項≫ 
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報や番組も数多く放送してきましたが、北陸のみなさんのリクエストやニーズに応え

るため、“北陸発”の番組制作を強化します。北陸新幹線延長、多世代同居の介護、

相次ぐ熊の出没、大雪による交通渋滞など、北陸に共通する課題に正面から向き合っ

た番組や、北陸の歴史や食、伝統文化の魅力を掘り下げた番組など、福井・富山放送局

と連携しながら、北陸の“いま”を、国内外に広く発信していきます。 

 

静岡放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る報道に全力を尽くし、安全で安心な社会に貢献します 

県民の命と暮らしを守るため、地域の防災・減災情報の発信拠点として、災害報道に

全力で取り組みます。とくに南海トラフ巨大地震と大津波、富士山の噴火は約３６０万

人が暮らす静岡県に甚大な被害を及ぼすおそれがあるため、ふだんの訓練を実施すると

ともに体制の強化に努めます。また近年大きな被害が出る大雨や土砂災害、竜巻などの

災害に備えて、防災・減災情報を繰り返し丁寧に伝え、県民の防災意識を高めることに

貢献します。 

 

○ 地域の課題に向き合い、地域に貢献する地域放送とインターネット発信に努めます 

熱海の土石流災害を踏まえ被災地の復興と再生につながる報道や番組、インターネッ

トでの発信にも努め、県民に必要とされ頼りにされるＮＨＫを目指します。他の地域放

送局、拠点放送局と連携しながら、金曜午後７時台の放送を充実させ、ＮＨＫのネット

ワークを最大限生かしながら、ともに地域貢献を目指していきます。 

また、ＮＨＫの公共的価値を高めるため、静岡が舞台となる大河ドラマと連携しなが

ら、地域放送の充実、地域の発展に資するとともに、大河ドラマのＮＨＫプラスの同時・

見逃しサービスを活用、ＰＲをして視聴者のみなさまの期待に応えていきます。 

 

福井放送局 

○ 地域が抱える課題と現状を正確に伝え、さらなる地域放送番組の充実を図ります 

再稼働と廃止の間で議論が続く県内の原子力発電所の動向や、北陸新幹線（金沢－敦

賀間）の開業に向けた動きなど、県民の関心が高いテーマを丁寧にわかりやすく伝えて

いきます。平日午後６時台のニュース・情報番組と金曜午後７時台の番組を両輪として、

金沢放送局や富山放送局をはじめ、近隣の放送局と連携しながら、地域放送番組のさら

なる充実を図ります。 

 

○ 地域で暮らす外国人にとっても信頼できる公共メディアを目指します 

福井県で暮らす外国人は約１万６千人で、県内の工場で働くブラジル人やベトナム人

が多くを占めています。私たちに身近な“お隣さん”である彼らの素顔を県民に広く紹

介するとともに、暮らしの中で抱える“悩み”を地域で共有し、解決の糸口を探ります。

また、名古屋拠点放送局や各地域放送局と連携しながら、教育や医療など、さまざまな

分野の情報を外国人に発信し、地域で暮らす外国人にとっても信頼できる公共メディア

を目指します。 
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富山放送局 

○ 情報発信の拠点となり、地域に愛される放送局を目指します 

８月末に予定している新放送会館への移転とともに、より地域に開かれた放送局を目

指し、“地域のハブ”としての役割を果たします。ＳＮＳやホームページ、イベントと連

動した公開放送、出前授業などを通じた視聴者とのコミュニケーションを増やし、幅広

い世代とのタッチポイントを創出します。地域の課題を自治体等と共有し、地域の活性

化につながるキャンペーンをともに展開していきます。 

 

○ 県民の期待に応え、地域の文化・生活の向上につながる放送を増やします 

平日午後６時台の放送では、視聴者の目線に立ち、“今、県民が知りたいこと”を、伝

え手の顔が見える形で届けます。金曜午後７時台の放送枠では、伝統文化・歴史・自然

など、富山の魅力をさまざまな角度から伝える番組や、地域で暮らすみなさんが直面す

る課題を深く掘り下げる番組をお届けし、放送の回数も大幅に増やします。また若い職

員の視点を生かし、若い世代に向けた番組作りも強化します。 

 

津放送局 

○ 地域の課題を考えるとともに魅力を再発見します 

平日午後６時台のニュースや金曜午後７時台の番組を通じて、新型コロナウイルスの

影響を強く受けた地域産業の再生を考え、活性化に向けた未来の地域像を探ります。豊

かな自然と長い歴史が育む豊かな文化や人々の暮らしぶりを伝えることで、三重県の魅

力を再発見し、全国に向けて地域の魅力を発信します。 

 

○ 視聴者の“知りたい”に応える身近な放送局を目指します 

生活者の視点から地域が直面する問題や将来への課題に向き合うためホームページや

ＳＮＳなどを通して、視聴者の疑問や意見を積極的に収集します。こうした声をもとに、

ニュースや番組で取材し、謎を解き課題を解決して、視聴者の身近にある公共メディア

を目指します。 

 

岐阜放送局 

○ 岐阜県の地域情報を充実させ、県民に信頼される放送局を目指します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、政治や経済、地域の話題や暮らしに役立

つ情報を丁寧に取材し、岐阜県の“いま”をわかりやすく伝えていきます。また、岐阜

県の高校生が取り組むＳＤＧｓを定期的に取り上げます。自分たちの未来と向き合う姿

を追い、高校生から見た地域や生活の課題をともに掘り下げます。若い世代の人たちか

らも信頼され役立つ放送局を目指します。 

 

○ “多文化”への理解と「共生社会」の実現に寄与する情報を発信します 

国籍や性別などに関わりなく、岐阜県に暮らす人たちがよりよく暮らせる社会を目指
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して、多文化への理解と共生につながる情報発信に取り組みます。岐阜県内にはルーツ

もさまざまな約６万人の外国人が暮らしています。その人たちの暮らしに密着し、希望

や悩み、課題などを伝えていくことで「共生社会」への理解を促進します。また、放送

後は翻訳したコンテンツをホームページに掲載し、言語バリアフリーにも取り組んでい

きます。 
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２０２２年度 中国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 

中国地方の各放送局は、地域の安全・安心の拠点として、人々の命と暮らし

を守る情報を、正確かつ迅速に提供します。２０１８年の西日本豪雨災害の教

訓を忘れず、南海トラフ巨大地震など巨大災害を想定した広域の連携・支援体

制の構築を進めるなど、公共メディアとしてあらゆる手段を駆使して、防災・

減災につながる情報発信に全力を尽くします。 

 

地域情報の充実を求める視聴者のみなさまからの声に応えるため、週末や

祝日の午後６時台のニュース番組や金曜午後７時台の番組で、各県内や隣接

県の情報発信を強化します。公共メディアとして地域の課題を解決につなぐ、

視聴者のみなさまとＮＨＫをつなぐという意味を込めた“ＣＯＮＮＥＣＴ（コ

ネクト）”を掲げ、新型コロナウイルスによる地域経済への影響や、都市部へ

の人口流出、農林水産業の担い手不足などの地域課題に向き合い、解決の糸口

を探るほか、中国地方ならではの豊かな自然や風土、伝統的な文化など多彩な

魅力を伝えます。ホームページやＳＮＳも適切に活用しながらきめ細かい地

域情報の提供に努めます。 

  

核兵器禁止条約が発効し、核兵器廃絶への期待が高まる被爆地・広島から、

核兵器を巡る動きや、平和への願いを国内外に積極的に発信します。被爆から

７７年となり、全国の被爆者の平均年齢は８３歳を上回りました。被爆体験の

継承がさらに困難となるなか、被爆者の思いに寄り添いさまざまな手法を活

用して被爆体験の記録と継承に取り組みます。 

 

第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年７月２５日）をはじ

め各種選挙報道に万全を期し、有権者の判断に有用な情報を提供します。 

  

プロ野球やサッカーJリーグ、バスケットボールＢリーグなど、地域に根づ

いたスポーツに関する最新情報を積極的に発信し、視聴者の関心に応えると

ともに、地域を盛り上げます。 
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広島拠点放送局 

○ 災害から人々の生命と財産を守り、地域の安全・安心に貢献します 

広島県は土砂災害警戒区域が全国で最も多く、過去にも西日本豪雨災害をはじめ甚大

な被害が発生しました。激甚化する自然災害から命と暮らしを守るため、視聴者みずか

らが進んで防災・減災に取り組んでもらえるようなキャンペーンを展開します。平日午

後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の番組では、専門家とともにハザード

マップに記された土砂災害や浸水が想定される地域を巡り、身近に潜む危険と命を守る

ための対応策を伝えます。 

 

○ 核兵器廃絶の訴えと平和への願いを国内外に向けて発信します 

被爆地にある放送局として、核兵器の恐ろしさや廃絶への訴えを全国・世界に向けて

発信します。幅広い世代が被爆体験と自分とのつながりを感じられるよう、被爆の実相

を多様な視点や切り口で伝えます。また、被爆者が高齢化し被爆体験の継承がさらに困

難となるなか、高齢化する被爆者の証言を記録し、ＡＩ（人工知能）技術を活用して、

被爆者と対話しているような形で被爆体験を継承する新たな仕組みの実現に取り組みま

す。 

 

○ 地域情報の発信を強化し、視聴者の関心に応えます 

地域の視聴者のみなさまとのつながりを強化し信頼を得るため、地域の抱える課題を

掘り下げ、地元の多彩な魅力を伝えます。平日午後６時台のニュース・情報番組では、

県内全２３市町を取り上げる企画や、キャスターが各地を訪ね、現地からさまざまな情

報を届けます。金曜午後７時台の番組は県内向けの放送を拡充し、地域情報をきめ細か

く伝えます。また、ＮＨＫプラスも活用し、広島県の話題を全国に発信します。 

 

岡山放送局 

○ 防災・減災報道に重点を置き、人々の安全・安心な暮らしに貢献します 

西日本豪雨災害の継続取材を行い、復興の様子を伝えることで災害の風化を防ぎます。

平日午後 6時台のニュース・情報番組の防災コーナーや金曜午後 7時台の地域放送番組

での防災特集番組を通じて県民の自然災害への心構えの醸成につなげます。 

また、２０２１年度から取り組んでいる県内ケーブルテレビ各社との災害時連携協定

を深化させます。より実践に即した連携のための災害訓練の共同開催や、定期的な情報・

ノウハウを共有する機会を設けることで、地域に密着した迅速できめ細かい災害情報発

信を目指します。 

 

○ 地域情報発信を、興味深く！身近に！豊かに！ 

民放各社が岡山・香川両県を同一電波圏として同じ番組を放送するエリアにおいて、

ＮＨＫの県域放送の強みを生かし、社会・経済・医療・文化・教育・スポーツ等、あら

ゆる分野での情報発信の充実を図ります。県内に暮らす視聴者が一層 “興味深い”と感

≪各局の重点事項≫ 
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じられる放送を実現するべく取り組みます。 

また、ＳＮＳやインターネット、イベント等積極的な展開を行います。多彩な発信に

よって、幅広い世代に放送局を“身近”に感じてもらえるよう努めます。 

さらに、高松放送局と連携して、地域間共通の課題や魅力を発信し、“豊かな”地域放

送の実現につなげます。特に「瀬戸内国際芸術祭２０２２」の開催にあわせ、両局共同

で瀬戸内の魅力を伝えます。 

 

松江放送局 

○ 地域の発信力強化で“山陰地方の魅力”をアピールします 

週末や祝日の午後６時台に山陰地方の視聴者のみなさま向けのニュース番組を設

け、情報発信を強化します。島根県と鳥取県の最新ニュースや地域の話題などを両局

が連携してお伝えします。金曜午後７時台の地域放送番組でも両県に共通する島根原

子力発電所の再稼働問題をはじめ、地域経済の課題や魅力、バスケットボールＢリー

グ「島根スサノオマジック」を取り上げるなど、ニュースと番組を通じて山陰地方の

魅力を発信していきます。 

 

○ 松江放送局開局９０年と新会館オープンで“地域のシンボル”を目指します 

開局９０年を迎える２０２２年３月以降、ＮＨＫの映像財産であるアーカイブスを活

用したニュース企画や番組を放送し、ともに歩んできた地域の歴史・文化・魅力を余す

ところなくお伝えします。２０２２年度末の新会館オープンでは、“災害に強い放送局”

をアピールするとともに、ケーブルテレビや日本郵政との災害協定を踏まえた総合訓練

の実施、また平日午後６時台・金曜午後７時台での番組展開、さらに住民参加型の防災

イベントなどで、地域の放送局としての存在感を高め“地域のシンボル”として歴史を

刻んでいきます。 

 

鳥取放送局 

○ 鳥取県の課題を掘り下げ、未来をともに考えます 

県民のみなさまからの信頼を得るために、鳥取県の情報発信を強化します。平日午後

６時台のニュース・情報番組では、タイムリーな情報を発信し、シリーズ企画等で継続

的に鳥取県の課題を取材し、制作することで、地域に寄り添う情報発信に努めます。米

子と倉吉の支局から発信を強化し、県民のみなさまとのこまやかなつながりを深めます。

金曜午後７時台の番組では、県内向け放送に加え、松江放送局との連携を積極的に行い

“山陰ブロック”での放送を拡充します。 

 

○ 鳥取県の多彩な魅力を伝えます 

鳥取県の美しい自然、先祖代々受け継がれる伝統文化や歴史を記録し、ふるさとの財

産を再発見します。地域で活躍する人々、新たな挑戦に挑む人々など、県民が誇りに思

い、鳥取県を元気にする取り組みを伝えます。平日午後６時台のニュース・情報番組で

放送した企画の、ホームページ・ＳＮＳを活用した動画配信や情報発信をさらに充実さ
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せ、県民とのタッチポイントを増やし、鳥取県の情報を全国に発信します。 

 

山口放送局 

○ すべての世代の視聴者に確かな情報を届ける放送局として地域に貢献します 

年々激甚化する自然災害から県民の命と暮らしを守るため、テレビ、ラジオ、データ

放送、インターネットなどＮＨＫの持てる手段をすべて活用して、気象や災害に関する

情報をいち早く正確にお伝えし、危険が迫っている場合には、迅速な避難を促す情報発

信を行います。また、若者を意識した放送サービスやインターネットを介した情報発信

にも力を入れ、山口県内のどの世代の視聴者にも寄り添う放送局として存在感を高めま

す。 

   

○ 地域情報の発信を強化します 

週末や祝日の午後 6時台に県域のニュース番組を設け、身近な地域の話題の発信を強

化します。山口放送局のスタジオを飛び出して地域の特設スタジオから放送を行うなど

多彩な演出にも挑戦します。そして、地域の魅力を見つめ直すとともに地域の課題をと

もに考える放送に力を入れます。また、地元で関心の高いサッカーＪリーグ「レノファ

山口」やバスケットボールＢリーグ「山口ペイトリオッツ」などのプロスポーツ、高校

野球などのアマチュアスポーツを中継やニュースで詳しく扱い、スポーツの感動をお伝

えすることで地域を盛り上げます。 
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２０２２年度 九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

九州・沖縄の９つの放送局は、地域から信頼される公共メディアとして、ネ

ットワークを生かし、ＮＨＫだからこそ制作できる多様で質の高いコンテン

ツを提供します。 

 

豪雨や台風、地震などの災害に対し、正確で実用的な情報を放送とデジタル

サービスで届け、命と暮らしを守ります。住民のいち早い避難行動を促すとと

もに、被災地に対しては、人々に寄り添い、暮らしの立て直しを後押しする情

報を発信します。新型コロナウイルスをはじめとする感染症への備えや最新

情報についても手厚く伝え、地域の役に立つ放送局を目指します。 

 

第一次産業比率の高い地域性に鑑み、この地域ならではの食の魅力や生産

者の今を紹介する番組を全国に向けて放送するなど、新型コロナウイルスの

影響を受けた地域の経済や産業を応援し、活性化につなげます。ＳＤＧｓに取

り組み、環境問題、ジェンダー、格差・貧困、平和などの課題に向き合い、解

決につなげる番組や情報を発信し、多様な人々が豊かに共存する社会を目指

します。本土復帰５０年の機を捉え、沖縄の魅力や課題を積極的に発信します。 

 

視聴者目線にたって地域の課題解決を目指す番組を制作するなど、視聴者

に寄り添い、役に立つ情報を放送やデジタルで発信します。地域情報の発信強

化として、土曜・日曜・祝日の午後６時台に県域ニュース番組を放送するとと

もに、平日朝のニュース番組を充実させ、より親しみやすく伝えます。 

 

九州沖縄地方の自然や歴史の魅力も広く発信します。伝統文化の継承に貢

献する番組や、“ウィズコロナ”時代に対応したエンターテインメント番組な

ど、幅広い世代に向けて、明るさや安らぎを感じていただけるような多彩なコ

ンテンツを提供します。また、プロ・アマチュアの地元チームの試合を中継す

るなど、スポーツを通じて地域を盛り上げます。 

 

各種選挙には万全の態勢で臨み、放送やデジタルを駆使した、正確・迅速、

公平・公正な報道で、有権者の判断のよりどころとなる情報を提供します。 

 

ＮＨＫプラスを活用して地域の魅力を全国に届けるとともに、ＳＮＳを活

用した情報発信や、超高精細映像を生かした番組の制作にも取り組みます。 
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福岡拠点放送局 

○視聴者に寄り添いながら地域の課題解決に貢献します 

視聴者の疑問や困りごとのほか、子育て・ジェンダー・環境などに関する問題提起を

受け止めて取材・報告し、地域の課題を解決に導く取り組みを継続・強化します。放送

による報告とそれに対する視聴者の反応を循環させることで課題をより深く掘り下げ、

解決の糸口をつかむとともに、世代や地域の間にひろがる溝を埋める役割を果たします。 

 

○コロナ禍で交流が激減したアジアとの相互理解を促進します 

歴史的・経済的に交流の深いアジアの玄関口としての特性を生かし、アジアに関する

情報を積極的に発信します。海外取材が困難なコロナ禍にあっても、オンライン活用な

どの工夫を凝らし、各国の現状や多様な文化を紹介するニュースや番組を放送すること

で、アジアと日本の相互理解に寄与します。 

 

〇ＮＨＫならではのドキュメンタリー番組で地域の多様な人々に寄り添います 

福岡県域向けの放送では、県内各地をバランスよく取材し、さまざまな人々の暮らし

ぶりや何気ない日常をつぶさに見つめるドキュメンタリー番組を強化します。暮らしの

中の身近な発見や、同じ土地に暮らす人々が共感しあえるようなテーマをすくい上げて、

地域のみなさまに真摯（しんし）に向き合い、地元に根ざします。 

 

北九州放送局 

○より視聴者に寄り添った放送の充実を図ります 

午後６時台のニュース番組やラジオの番組などを通じて、視聴者の目線に立った情報

や、視聴者とともに作り上げ参加感を満たすコーナー、地域の課題解決に取り組むコン

テンツを発信し、デジタルも駆使しながらより視聴者に寄り添った放送の充実に努めま

す。 

 

〇地域の特色や魅力をあまねく丁寧に伝えます 

近代産業の礎を築いた北九州・筑豊地区。こうした伝統を受け継ぐ環境やものづくり

をはじめとした地域の特色、アジアの玄関口としての国際的役割といったエリアの魅力

をあまねく取材し、国内はもちろん海外にも丁寧に伝えます。隣県の山口、大分と連携

し、県境での緊急報道に備えるとともに歴史的、文化的なつながりを伝えます。 

 

熊本放送局 

○ 熊本地震・豪雨災害からの復旧・復興を後押しする情報発信を続けます 

熊本地震からの復興を検証し、残された課題の解決策を県民とともに考えます。また、

豪雨災害の被災者の一日も早い生活再建や集落の再生につながる放送を行うとともに、

≪各局の重点事項≫ 
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流域治水の効果や議論の進められ方を検証します。大雨、台風、地震、阿蘇山の噴火災

害などに備え、マルチ発信を活用した実効性のある早めの避難の呼びかけを継続します。 

 

○ 水俣病など地域固有の課題から今日的な社会経済問題までを扱う放送を行います 

水俣病の胎児性患者や未認定患者の問題などを風化させることなく伝え続け、自然豊

かな水俣地域の新しい姿についての情報発信も行います。また、人口減少やコロナ禍で

ダメージを受ける地域経済の活性化について、課題を掘り下げるとともに解決策を提示

します。ＳＮＳをはじめとしたデジタルの情報発信など、新規分野に力を入れます。 

  

長崎放送局 

○新時代の“長崎”を展望します 

若者の人口流出、ＩＲ誘致や新幹線開業、そして「被爆者なき時代に向けた継承」

など、県民の関心が高いテーマについて起業家や専門家、そして市民がアイデアを話

し合う視聴者参加型の討論番組を制作し、新時代を迎えるための解決策を探ります。

また、長崎新時代の展望は、日本の未来展望にもつながります。テーマ設定や視聴者

の取り込みに若手のアイデアを活用し、ワンチームの制作体制を構築していきます。 

 

○連続テレビ小説「舞いあがれ！」＆体感ＶＲ撮影で視聴者と一緒に楽しみます   

２０２２年度後期の連続テレビ小説「舞いあがれ！」の舞台は五島列島。ヒロイン

や出演者へのインタビューなどを通じて地域をＰＲしていきます。また、隠れキリシ

タン関連の世界遺産、異国情緒が漂う観光地や美しい風景などを３６０度パノラマの

ＶＲで撮影し、午後６時台のニュース・情報番組内の企画やデジタルメディアで紹介

することで、コロナ禍で打撃を受けた地元観光産業などを支援していきます。 

 

鹿児島放送局 

〇視聴者とつながり、視聴者の要望に応えます 

コロナ禍で他人とのつながりが希薄になっている今、地域やそこで暮らす人とつな

がるための取り組み“つながる、鹿児島。”キャンペーンを展開します。視聴者から

寄せられた疑問に答える“調査報道プロジェクト”を進めるほか、ニュースなどを短

くまとめた“ショート動画”などデジタル発信を強化します。 

 

〇地域の魅力を発信し、地域の課題を掘り下げます 

世界自然遺産に登録された奄美大島・徳之島の情報など、県内の地域が持つ魅力を

幅広く伝えていきます。また自衛隊基地の建設計画が進められている西之表市の馬毛

島の現状や、４０年を超えて運転するために必要な“特別点検”が行われた川内原子

力発電所、開発が進められている日本の新しい主力ロケット「H３」の最新情報など、

地域の課題にも向き合い、掘り下げていくコンテンツを発信します。 
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宮崎放送局 

〇県域ニュースを刷新、視聴者のニーズにダイレクトに応えます 

 平日午後６時台のニュース・情報番組を全面的にリニューアル。県民の疑問や要望に、

よりダイレクトに応える内容をお届けします。さらに土曜・日曜・祝日の夕方にも県域

情報・ニュースを放送するなど、地域コンテンツを強化します。県民の安全・安心を守

る正確な情報を放送とデジタルで迅速に届け、地域が抱える課題とその解決法を深く掘

り下げることで、地域の信頼に応えます。 

 

〇県内の「食」の魅力発信で地域活性化に寄与します 

畜産、野菜、果物、魚介類など宮崎には「食」の魅力があふれています。県の主力産

業である第一次産業をニュースや特集番組などで取り上げ、地域の食材や食文化を広く

発信し、地域活性化に貢献します。さらに、放送と連動したデジタルサービスやイベン

トを通じて視聴者とのコミュニケーションを活発にし、県民にとって親しみのある放送

局を目指します。 

 

大分放送局 

○課題に向き合い、魅力を発信します 

人口減少や新型コロナウイルスの影響など、地域が抱える課題を丁寧に掘り起こし、

きめ細かく伝えます。さらに、若い世代と持続可能な地域の未来について考える「#

おおいた２０３０→」の取り組みなどを通じて、地域に住む方々とともに課題解決に

寄与します。また、ニュースや番組で地域の魅力を広く発信し、地域の活性化に貢献

します。 

 

○開局８０年キャンペーンなどを通じて地域に親しまれる放送局を目指します 

ＮＨＫ大分放送局開局８０年キャンペーンでは、映像で８０年の歩みを振り返る企

画など、視聴者のみなさまとの結びつきを強めるコンテンツを展開します。6 月のキ

ャンペーン終了後も、取り組みを通じて生まれたキャラクターを活用するなど、より

一層地域に親しまれる放送局を目指します。 

 

佐賀放送局 

〇地域が抱える課題をわかりやすく伝え、県民の“知りたい”に応えます 

２０２２年秋ごろに開業予定の西九州新幹線と未着工の区間の今後の行方、自衛隊の

輸送機「オスプレイ」の配備計画に関する状況や、玄海原子力発電所を巡る動きなど、

県の将来を左右するさまざまな動きについてニュースや番組でタイムリーに伝え、わか

りやすく解説していきます。県民の“知りたい”という声に応え、放送やデジタルで発

信します。 
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〇２０２２年５月の新会館オープンを契機に県民に親しまれる放送局を目指します 

“つながろう、もっと、ギュッと”をキャッチフレーズに、地域を明るく元気にする

放送の発信に広く取り組み、全国発信も強化します。また、地域情報の発信強化として、

土曜・日曜・祝日の夕方にも地域の話題やニュースを放送します。金曜午後７時台の地

域情報番組は、新会館のスタジオで公開収録を行い、地域の話題を掘り起こし、その魅

力を再発見します。 

 

沖縄放送局 

○ 「本土復帰５０年」を機に地域放送を強化し、沖縄の歴史や課題を全国にも伝えます 

 “つなぐ未来へ”をテーマに、沖縄の歴史だけでなく、未来を考える多彩なコンテンツ

を届けます。金曜午後７時台の地域放送番組や沖縄関連のアーカイブス番組の放送を拡

充し、沖縄の人々に親しまれる放送局を目指します。「復帰記念式典」、「国民文化祭」に

ついても厚く伝えます。また、連続テレビ小説「ちむどんどん」の舞台となる自治体と

も連携しながら関連するコンテンツを届け、地域活性化に貢献します。 

 

○ 沖縄の人々に寄り添い、沖縄が抱える課題に向き合います 

沖縄戦体験者の高齢化が進み、記憶の継承が大きな課題となっています。「沖縄全戦没

者追悼式」中継やニュースなどを通して、平和のメッセージを発信し続けます。さらに、

沖縄県知事選挙（任期満了日・２０２２年９月２９日）や基地問題、国際的な安全保障

の問題なども丁寧に取材し、多様なニュースを全国へ発信します。また、２０２２年度

に正殿の復元工事が始まる予定の首里城については、再建への取り組みを伝え、復興を

後押しします。 
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２０２２年度 東北地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫    
 

東日本大震災から１１年。いまだ終わりの見えない被災地復興や東京電力

福島第一原子力発電所の廃炉へ向けた動きなど、引き続き、被災地の課題や現

状を丁寧に伝えていきます。あわせて、震災の記憶の風化を防ぐために、次世

代への東日本大震災の経験と記憶の継承に力をそそぎます。 

 

地震や台風などに対する防災・減災情報、新型コロナウイルスなど生命や暮

らしに大きな影響を及ぼす事態には、ニュースや報道番組はもちろん、テレビ、

ラジオ、インターネットといったさまざまな伝達手段を駆使して、タイムリー

な情報を的確に伝えていきます。身近な疑問や生活情報など、生活者目線での

「知りたい」にも柔軟に応え、情報の社会的基盤としての役割を一層果たしま

す。 

 

４年目を迎える土曜午前の東北ゾーンのワイド枠をさらに強化します。人

口流出や若年層の就労先の減少など、東北地方が抱える課題の解決に向けた

道筋を探るほか、自然や文化など豊かな東北の魅力をお伝えします。また、新

たな地域情報発信や東北各地からの公開放送など、視聴者に身近に感じても

らえる放送を目指すとともに、デジタルやイベントとの連動を進め、放送だけ

によらない視聴者とのコミュニケーションに積極的に取り組みます。 

 

平日午後５時台のラジオ番組の内容を刷新します。インターネットでの配

信を意識し、新たに子育て世代を含む若年層に向けたコンテンツを充実させ

ます。東北６県向けの放送というスケールメリットとラジオ番組という機動

力を生かし、コミュニティＦＭなど地域に根ざす放送局との連携や、デジタル

ツールを活用して全国からゲストや視聴者に参加してもらうなど、視聴者と

のつながりを大切にします。 

 

プロスポーツ・アマチュアスポーツに関わらず、東北を本拠地としているチ

ームや東北ゆかりの選手の情報を発信します。東北勢同士の試合の中継を増

やすなど、視聴者と一体となってスポーツを応援し地域を盛り上げます。 

 

第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年７月２５日）をはじ

め、各種選挙報道に万全の態勢で臨み、正確・迅速、公平・公正な放送に加え、

有権者の判断に資する情報をわかりやすく提供します。 
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仙台拠点放送局 

○ 会いにいく放送局を目指します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、視聴者と放送局との“リアルなつながり”

を強化します。中継などを通して県内全３５市町村を取り上げ、その土地の魅力を掘り

起こし、視聴者との双方向のやり取りを行うなど地域活性化に貢献します。また、その

ほかの番組でも、放送・デジタル・イベントそれぞれを有機的に結びつけ、視聴者との

放送外での接点を増やし、視聴者の声に真摯（しんし）に向き合い、信頼向上を図りま

す。 

 

○ 震災伝承やＮＨＫの映像・音声資産の活用を一層進めます 

震災を記録した膨大な映像から改めて被災地をたどる番組や、被災者の証言をインタ

ビュー形式で伝える企画、また３６０度映像や８Kといった最新技術を用いた番組など、

多角的なアプローチで若年層をはじめとした次世代への震災伝承につながる番組を制作

します。また、番組を通した震災伝承の“場づくり”や、震災伝承施設との連携など、

これまで撮りためてきた映像・音声コンテンツの地域社会への還元を通して、放送だけ

によらない震災伝承の機会創出にも努めます。 

 

秋田放送局 

○ 秋田の抱える課題に向き合い、地域の発展につながる情報を届けます 

平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の地域放送番組を通じて人口    

減少対策や地域経済の活性化、新型コロナウイルスの感染対策と経済の両立、洋上風力

発電を巡る動きなど、直面する地域固有の課題や関心の高いテーマと向き合います。視

聴者の身近な疑問や聞きたいことを募集、取材し、生活者の目線に立って、県民の「知

りたい」に応えます。 

豊かな自然や伝統文化など、秋田の多様な魅力を掘り下げて全国に届けることで地域

の活性化に貢献します。平日の番組とともに土曜・日曜・祝日の発信を強化し、質量と

もに地域情報の充実を図ります。 

 

○ 開局９０年、地域とのつながりを重視し、県民に親しまれる放送局を目指します 

開局９０年の２０２２年は“秋田つながる”のキャッチフレーズのもと、地域の良さ

を再発見できる番組や地域が元気になる番組など多彩なコンテンツをデジタルも活用し

て幅広い世代に届けます。放送会館の８Ｋオープンスタジオを活用して番組のイベント

展開も図るなど、年間を通じて地域の視聴者との結びつきを強める取り組みを積極的に

進めます。 

 

 

 

≪各局の重点事項≫ 
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山形放送局 

○ 週末朝のニュース・情報番組で、地域にくつろぎと安全・安心を届けます 

３世代同居率が全国一の山形県。土曜の朝、親・子・孫の３世代が気軽にゆったりと 

楽しめる地域放送番組を生放送で届けます。県民目線で親しみやすさとわかりやすさを

大切にするとともに、生中継も積極的に取り入れ、ライブ感あふれる番組を目指します。

また、県民が必要とする防災・減災、新型コロナウイルス関連情報なども的確・迅速に

発信していくことで、地域における存在感を高めていきます。 

 

○ 山形県の魅力を多角的に発信するとともに、地域との新たなつながりを創出します 

個性的な４つの地域を抱える山形県。米や果物、日本酒に代表される豊かな食文化、

特色ある伝統や歴史など多彩な魅力を放送やインターネットで全国・世界へと発信し、

地域に活力と元気をもたらします。また、酒田市山居倉庫に拠点を設け、自治体と連携

を深めながら取り組みを進めてきたプロジェクトでは、６月を特集月間と定め、番組や

イベントを展開するほか、最新機器の展示などを実施し、地域ににぎわいを創出します。 

 

盛岡放送局 

○ 地域で関心の高い情報をより充実させ、必要とされる放送局を目指します 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、これまで以上に視聴者の興味・関心に寄り

添う番組を目指し、内容を刷新します。県内の各自治体を重点的に取り上げる企画など

を通して、多種多様な情報を見やすく、わかりやすく提供します。金曜午後７時台の番

組は、岩手をしっかりと見つめることで新たな気付きや発見が得られる内容とし、引き

続き地域に密着した話題を届けます。また、土曜・日曜の午後６時台を中心に、「新しい

ＮＨＫらしさ」を体現できる番組の開発と認知向上に努めます。 

 

○ さまざまな媒体を通じて、一人でも多くの県民に届けきります 

テレビはもちろん、ラジオなどの音声メディアのコンテンツを充実させるとともに、

それらのコンテンツに触れてもらう機会を増やすために、デジタル発信にもさらに力を

入れます。テレビではユニバーサル放送を定期的に行い、必要な情報をあまねく伝える

ことに注力します。災害時の要となる音声メディアは、番組やイベントを通じてより接

しやすい環境を整えます。デジタル発信では、ＳＮＳを通じてより幅広い世代に情報を

届けることを継続します。また東日本大震災については、岩手県内の復興の姿や課題を、

沿岸のみならず内陸の方々にも発信していきます。千島海溝、日本海溝を震源域とする

巨大地震と津波の発生も想定されており、過去の災害を風化させない、そして防災減災

を最優先にした放送を続けていきます。 
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福島放送局 

○ 福島県固有の課題に向き合い、東日本大震災・原発事故からの復興に貢献します 

東日本大震災から１１年となりますが、県内の復興は道半ばの状況です。各地に残る

帰還困難区域や、東京電力福島第一原子力発電所で増え続けるトリチウムなどを含む処

理水の問題など、復興に向けた現状や課題を継続してわかりやすく伝えます。また、放

送やインターネットを通じて、食や自然をはじめとする福島県の魅力を全国・世界へ発

信し、原発事故による風評の払拭（ふっしょく）に貢献します。情報の発信にあたって

は、県内の民放、新聞社や自治体とキャンペーンなどで連携します。 

 

○ 多くの県民にとってより身近で、必要とされる放送局を目指します 

番組の公開収録や放送連動のイベントを県内各地で実施し、県民が福島放送局をより

身近に感じることのできる機会を増やします。加えて、福島放送局のさまざまな取り組

みを広く知ってもらえるよう、ミニ番組の制作やＳＮＳでの情報発信を全局体制で行い

ます。また、生活に身近な情報や命と暮らしを守る情報の発信にも力を入れて取り組み

ます。県内の各自治体とも連携し、自治体からのお知らせなどの暮らしに役立つ情報や

発災時のライフライン情報などを、データ放送を通じてお伝えします。 

 

青森放送局 

○ 地域とのつながりを強め、視聴者に“使ってもらえる”放送局を目指します 

少子高齢化や人口減少をはじめ、さまざまな課題を抱える青森県だからこそ、人々の

身近な疑問や悩みの声を起点にした番組・企画を、平日午後６時台、金曜午後７時台、

さらに週末の午前も含めて幅広く展開し、地域とのつながりを強めます。それぞれの地

域で活躍する人々やコミュニティーをつなぐ“ハブ”の役割を果たし、視聴者に“使っ

てもらえる”放送局となることを目指します。 

 

○ 「日本海溝津波」をはじめとした防災意識の向上に努めます 

２０２０年に国が公表した「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」による津波では、

青森県の沿岸部で大きな被害が想定されています。しかし、２０２１年に青森放送局が

行った調査では、その危険が十分に認知されていないことが明らかになりました。津波

の浸水想定を市町村ごとに可視化した動画や印刷物の展開、出張イベントの実施など、

近隣道県の各放送局とも連携しあらゆる手段を用いて県民の防災意識向上に寄与します。 
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２０２２年度 北海道地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 
ＮＨＫ北海道は地域の人たちにとって“身近で必要とされる公共メディア”

になることを目指します。 

北海道地方の７つの地域放送局は、札幌拠点放送局・室蘭放送局の管内、旭

川放送局・北見放送局の管内、帯広放送局・釧路放送局の管内、函館放送局の

管内での地域放送サービスのさらなる充実に向けて、各放送局は引き続き地

域を取材するとともに、隣接する放送局と相互に連携して番組制作・情報発信

に取り組みます。 

平日午後６時台のニュース・情報番組を中心にテレビ、ラジオ、デジタルサ

ービスで地域情報発信の拡充に努めます。また、千島海溝・日本海溝沿いで想

定される巨大地震・津波被害、暴風雪、噴火などの災害への備えに役立つ情報

を発信するとともに、災害発生時には道内各放送局が連携してニュースやＬ

字型画面などによるきめ細かい情報の提供に努め、道民の命と暮らしを守り

ます。 

 

ＮＨＫ北海道が全局で取り組んできた“北海道タスクフォース”を通じて、

高校生や道内各地で奮闘する人たちとの交流や協同が生まれ、さまざまなコ

ンテンツを届けることができました。このつながりをさらに太く強くすると

ともに、もっと身近にもっと必要とされる公共メディアとなるために、これま

での取り組みを継承・進化させ、放送・デジタル・イベントを融合した新たな

視聴者コミュニケーションを模索します。 

 

コロナ禍で打撃を受ける観光など地域経済への影響、各地で急増するヒグ

マ被害、赤潮による漁業被害、人口減少や高齢化など、北海道を取り巻く社会・

経済などの動きを掘り下げ、多角的にわかりやすく伝えます。また、道内全１

７９市町村の新たな情報や知られざる魅力をこまやかに、親しみやすく届け

ます。 

第２６回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０２２年７月２５日）では、

公平・公正な選挙報道に努めます。 

新監督就任に沸くプロ野球「北海道日本ハムファイターズ」など地域に密着

するスポーツチームや、カーリングなど地域から愛されるウインタースポー

ツの積極的な情報発信を通じて地域振興に貢献します。 
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≪各局の重点事項≫ 

＜道央エリア＞ 

札幌や室蘭はもちろんのこと“石狩・空知・後志地方”と“胆振・日高地方”にも広

く焦点を当てて、きめ細かなニュースや気象情報、地域に根ざした課題を掘り下げる企

画や中継などを地元の目線で伝えます。さらに、ホームページやＳＮＳなどのデジタル

ツールを活用して視聴者に多角的、多面的に情報を届けるサービスを拡充します。 

 

札幌拠点放送局 

○ 地域を取り巻く課題や魅力を地域とともに考えます 

ＮＨＫ北海道の中核として新たな地域放送サービスの価値を創造します。今もなお地

域の対立が続く高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた問題、都市部で相次ぐ

ヒグマの出没などの山積する先の見えない課題に対して、地域の声に耳を傾け、引き続

き取材・報道していきます。また、２０２２年８月に市制施行１００周年を迎え、２０

３０年冬季オリンピック・パラリンピック大会の招致・開催を目指している札幌市の動

向を丹念に追います。 

また、ＮＨＫプラスでは平日午後６時台のブロック放送のニュース・情報番組の見逃

し配信サービスも新たに開始します。 

 

室蘭放送局 

○ 胆振・日高地方のさまざまな魅力を幅広く発信し、地域の活性化に貢献します 

全国有数の温泉地を抱え、美しい海岸線や牧場の風景が広がる地域の魅力を、デジタ

ルを含めた媒体で多角的に発信していきます。また、民族共生象徴空間「ウポポイ」の

取材などを軸に、アイヌ民族の歴史や文化をさまざまな視点から紹介し、共生のあり

方を考えます。２０１８年に発生した北海道胆振東部地震の復旧・復興に向けた動きを

追い続けるとともに、人口減少や高齢化の進行、赤潮による漁業被害など山積する課題

について精力的に取材を進め、解決に向けた道筋を探り、地域の活性化に貢献します。 

 

＜道北・オホーツクエリア＞ 

平日午後 6時台のニュース・情報番組の放送時間を拡充することやラジオの放送枠を

増やすことで、道北・オホーツク地方のより多くの市町村の話題やより細かい気象情報

を伝えます。また、地域のぜい弱な医療体制や交通基盤の不足・老朽化など両放送局共

通の課題をブロック放送とは異なる独自の目線でとらえて問題提起し、インターネット

などで双方向性を強化した視聴者コミュニケーションも活用して解決策を考えていきま

す。 
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旭川放送局 

○ 地域の安全・安心に関する情報など、視聴者が知りたいことをしっかり伝えます 

十勝岳の噴火や地震、大雨や暴風雪など、さまざまな自然災害に対して正確・迅速な

緊急報道を行うとともに、平時にも住民の防災意識の向上につながるような減災報道を

行います。また、旭川市出身の作家・三浦綾子さんの生誕１００年などの節目を捉えて、

地域の視聴者の関心に応える情報を多面的に伝えます。 

 

北見放送局 

○ オホーツクの魅力を幅広く発信し、地域を盛り上げます 

世界自然遺産・知床に代表されるオホーツク地方の豊かな自然など、さまざまな魅力

をインターネットなども活用して幅広く発信します。また、人口減少、医療・介護など

地域の課題解決に取り組む人たちの活動や、カーリングなど地元ゆかりのスポーツ選手

の情報をきめ細かく伝えます。開局８０年の放送局として、地域の役に立つ情報発信を

継続し、新型コロナウイルスの影響を受けたオホーツク地方を元気にします。 

 

＜道東エリア＞ 

平日午後６時台のニュース・情報番組で、釧根・十勝地方の視聴者のみなさま向けに

きめ細かい地域情報を伝えます。千島海溝・日本海溝沿いで想定される巨大地震・津波

被害の防災・減災報道、全３２市町村から伝えるわが町の情報、畑作・酪農・畜産・水

産・観光等、地域の基幹産業における新たな取り組み、各地域の豊かな自然や文化の情

報を発信するとともに、地域の課題を掘り起こし、地域の人々と連携しながら解決策を

探っていきます。放送番組と連動して、Ｌ字型画面、データ放送、インターネットサー

ビスも積極的に使い、より多くのみなさまに必要な情報を届けていきます。 

 

帯広放送局 

○ 地域に寄り添い、地域とともに未来を考える放送を届けます 

食料自給率１，３３９％を誇る国内有数の食料供給基地である十勝の、６次産業化や

輸出などの動きや、農作業の省力化に向けてスマート農業に活路を見いだす動きなどを

多角的に取材し、持続可能な農業の未来を地域とともに考えます。地域で特に関心の高

い介護や福祉の現状について取材を強化し、地域のみなさまに寄り添う放送を目指しま

す。 

 

釧路放送局 

○ 地域に寄り添い、地域を元気にする、地域からの情報発信に力を入れます 

北方領土問題や元島民の思い、語り継ぐ次世代の人たちの活動など、地域の人たちに

寄り添う取材を継続し課題解決につなげます。阿寒摩周、知床、釧路湿原の国立公園な
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どの雄大な自然の魅力、それに関わる人たちの姿を全国に向け発信します。アイスホッ

ケーなど地域で親しまれているスポーツ、古くからの伝統に根ざした文化、地域を活性

化しようと取り組む人たちの活動の取材・番組制作を強化し、地域の人たちに楽しんで

もらい、地域を元気にし、役に立つ、地域からの情報発信に力を入れます。 

 

＜道南エリア＞ 

テレビでは平日午後６時台の地域のニュース・情報番組の放送時間を拡充し、地域の

関心にしっかりと応えていきます。気になるニュースをより詳しくわかりやすく伝える

一方、地域での新たな動きや地元で活躍する人たちを広く紹介していきます。気象情報

は新たに気象予報士を起用。沖合の波情報や各市町村のポイント予報等を増やして充実

させます。防災・災害報道では、災害発生時には道南向けのＬ字型画面で、地域に向け

た情報をきめ細かく伝えます。ラジオは道南向け放送の回数を増やします。地域に役立

つ情報を発信する拠点として、存在感を感じていただけるよう取り組んでいきます。 

 

函館放送局 

○ 道南の魅力や地域の課題を道内外に発信し、地域振興に貢献します 

２０２２年８月に市制１００年を迎える函館市を筆頭に、魅力あふれる道南の話題を    

道内外に発信していき、地域振興に貢献します。また人口減少、水産業の不振、北海道

新幹線工事の行方など地域の課題は継続して深く掘り下げ、解決への糸口を探っていき

ます。７月に世界遺産登録から１年となる「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、さまざ

まな視点で地域社会の発展につながる取り組みを続けていきます。 
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２０２２年度 四国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

南海トラフ巨大地震をはじめ、近年被害が拡大している台風や豪雨などの

災害に備え、命と暮らしを守る情報の発信に引き続き取り組みます。放送やイ

ンターネット、データ放送など、さまざまな媒体で、日頃から地域の防災・減

災につながる情報を提供します。また、西日本各地の放送局との連携を強化し、

有事の際の緊急報道に万全を期します。 

 

四国の４つの放送局は、地域の視聴者との“つながり”を大事にし、現役世

代にも訴求する、多彩な番組を提供します。地域の課題を掘り起こし、視聴者

とともに解決策を探る新たなプロジェクトに取り組みます。また、「もっと四

国音楽祭」をさらに充実させ、幅広い視聴者層とのタッチポイントの創出に努

めます。 

 

地元のニュース・情報への関心により応えるため、県域での発信を強化しま

す。ウィズコロナ時代の暮らしに必要な情報や経済活性化の取り組みなどを

さまざまな角度からわかりやすく伝えます。地域の祭りやイベントの情報発

信にも注力し、地域に根ざしたメディアとして存在感を高めます。国政選挙や

地方選挙では、有権者の判断のよりどころとなる情報を公平・公正に伝え、正

確・迅速な報道に万全を期します。 

 

新たな紀行番組などを開発し、四国の豊かな自然や文化を広く発信します。

国際放送局との連携を深め、海外発信にも積極的に取り組みます。ＮＨＫプラ

スも活用し、広く四国の魅力を届け、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ

地域の観光振興、四国の活性化を応援します。 
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松山拠点放送局 

○ 安全・安心を守る報道に全力を尽くします 

南海トラフ巨大地震や、激甚化する台風や豪雨などの自然災害に備え、地域の防災・

減災につながる情報を提供し続けます。発災時には、地域の安全・安心の拠点として、

ＳＮＳでの発信にも重点をおきながら、正確・迅速な緊急報道に全力であたります。再

稼働した伊方原子力発電所の安全対策を引き続き注視して伝えていくとともに、西日本

豪雨の被災地を継続的に取材し、教訓を未来に生かす取り組みにつなげます。また、地

元民放局や新聞、ケーブルテレビ局との連携を強化し、地域の防災力向上に努めます。 

 

○ 視聴者の“知りたい”に応える情報を届けます 

オープン・ジャーナリズムに積極的に取り組み、視聴者の“知りたい”に応えます。

ＳＮＳを活用して視聴者の声を集め、地域の課題を掘り起こし、視聴者とともに解決策

を探るプロジェクトに取り組みます。また、取材の裏側や取材者の専門性を生かした話

題をインターネットと連携し発信することで、地域のニュースを深く掘り下げて、県民

一人一人の関心に寄り添います。 

 

○ 愛媛や四国の魅力を全国・世界へ発信します 

世界的な旅行ガイドブックが薦める旅行先として四国が６位に選ばれるなど、全国、

世界に誇れる四国の魅力を新たに開発する紀行番組などで積極的に国内外に発信します。

また、俳句を通して、人々の思いや人生を読み解く番組では、舞台を全国各地に広げ、

愛媛が誇る俳句文化を全国へ発信します。舞台となった地域の放送局と連携して、愛媛

以外の地域放送の充実にも寄与します。 

 

高知放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る情報の発信に全力で取り組みます 

南海トラフ巨大地震・津波、台風や豪雨などの災害から、一人でも多くの県民の命を

救うための情報発信に努めます。発災時の緊急報道に万全を期するのはもちろん、防災・

減災に役立つコンテンツをさらに充実させて日常的に放送やインターネットで展開する

とともに、南海トラフ巨大地震の発災時に使用する朝倉サテライトスタジオを、ふだん

の放送にも積極的に活用します。また、新型コロナウイルスなど新たな感染症の発生や

拡大時など、県民の生命や暮らしが脅かされる事態には、さまざまな手段を活用して正

確・迅速に情報を提供し、県民の命と暮らしを守ります。 

 

○ 開局９０年 そして１００年へ向け幅広い世代に親しまれる放送を届けます 

２０２２年３月、ＮＨＫ高知放送局は開局９０年を迎えます。この節目の年に、これ

までに放送したＮＨＫスペシャルやドラマなど、高知をテーマにした番組のアンコール

放送を行うほか、過去のニュース映像などを振り返るコンテンツを展開します。さらに

≪各局の重点事項≫ 
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１０年後の開局１００年に向けて、視聴者のみなさまにも参加していただけるさまざま

な放送やイベントを行います。これまで支えていただいた高知のみなさまに感謝すると

ともに、幅広い世代にこれからも公共メディア＝ＮＨＫを支持していただけるよう、高

知をすみずみまで取材し、高知の“よさ”を県の内外に発信して高知の活性化に寄与し

ます。 

 

徳島放送局 

○ 南海トラフ巨大地震に備える防災・減災報道に、地元と一体となって取り組みます 

徳島県は、四国４県の中でも南海トラフ巨大地震と津波による甚大な被害が想定され   

ています。県民の危機意識を一層高めるために、日頃から、県内の郵便局、地元ケーブ

ルテレビとの提携を深め、大規模災害の情報を迅速に伝えられる体制を強化します。 

いざ災害が起きた際には、まず命を守るための情報や被害状況、次に被災した人たち

に必要なライフライン情報や復旧・復興につながる情報を、ケーブルテレビに加えて、

地元民放局、ＦＭ局とも連携し、多くの人に情報を届けられる体制を強化します。 

 

○“徳島の栄枯盛衰”に着目して徳島を活気あふれる街にするカギを探ります 

  明治時代、藍をもとに東京、大阪、京都などに次ぐ全国で１０番目の財力を誇った徳

島。その勢いを取り戻すカギの一つが起業です。徳島を代表する大企業も、かつては徳

島の地からスタートアップした企業でした。２０２３年には起業をテーマにした高等専

門学校が神山町に開校します。徳島経済の現在、過去、未来に着目し、平日午後６時台

のニュース、金曜午後７時台の情報番組を通して、徳島再生のカギを伝えます。 

また、「ＡＷＡラウンドテーブル」「熱演！真昼の阿波おどり」「ＮＨＫ防災教室」など、           

視聴者とつながる公開番組やイベントを実施し、地元の声に耳を傾けながら徳島の未来

に貢献します。 

２０２２年に徳島県が幹事となって行われる高校総体や夏の高校野球、ＮＨＫ杯中 

学校サッカーなど、スポーツにかける若者たちの熱気。そして、サッカーＪリーグ「徳

島ヴォルティス」、四国アイランドリーグｐｌｕｓ「徳島インディゴソックス」といった

徳島に根ざして活動するプロチームや徳島ゆかりの選手の活躍を伝え、徳島の活力につ

なげます。 

 

高松放送局 

○ “香川県の情報に特化する”と強く打ち出し地域放送を充実させます 

民放各局が香川・岡山エリアの放送を実施する中で“高松放送局は香川県の情報に特

化する”と打ち出し県域での発信を強化します。平日午後６時台のニュース・情報番組

では地域をきめ細かく巡る中継やリポートを制作、ＳＮＳでも広く発信し、地域の課題

を掘り起こし解決の糸口を探ります。放送時間帯の異なる県域番組の内容を連動させて、

幅広い年齢層に地域の多彩な情報を届けます。 
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○ 瀬戸内の芸術アートの魅力を広く発信し地域に貢献します 

３年に１度の「瀬戸内国際芸術祭」開催にあわせて、瀬戸内の芸術アートをテーマに

した番組をシリーズで制作し、香川県と全国に発信し地域貢献につなげます。このうち

芸術祭の作品は４K で撮影し、作品の魅力を余すところなく紹介します。芸術アートを

地域活性化につなげる瀬戸内の取り組みについて、対岸の岡山県とも連携して詳しく伝

え地域を応援します。 

 

 


