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平成２７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≫ 
  

関東甲信越地域の 1 都 9 県には、日本の総人口の３８％、およそ４８０

０万人が暮らしています。台風や豪雨、火山噴火などの自然災害が相次ぐ中、

首都圏放送センターと９つの放送局は、命と暮らしを守る緊急報道に全力を

尽くします。首都直下地震などの大災害に備えるとともに、気象の急変に即

応し、安全・安心に役立つ情報を正確かつ迅速に発信していきます。 

     

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた社会の動きを伝

えるとともに、少子高齢化がもたらす課題をはじめ、犯罪の背景や社会問題

を多角的に掘り下げ、視聴者の関心に応えます。選挙報道では、争点や地域

への影響をわかりやすく伝え、開票結果を正確に速報していきます。 

 

関東甲信越地域に伝わる文化や暮らし、自然の美しさを描く番組を制作し、

地域の魅力を全国に伝えていきます。また、地元に密着したニュースや生活

情報を地域向けに発信する情報番組をさらに充実させます。 

 

戦後７０年の節目の年、改めて戦争体験者の証言を発掘し、その貴重な記

録を“平和”を考えるために役立てていきます。また、関東甲信越地域の戦

後の歩みを多角的に振り返り、今後の社会の展望を描くニュースや番組を発

信していきます。 

 

関東甲信越各局のデジタルニュースの内容を充実させるとともに、放送か

らインターネットまでさまざまなメディアを連携させて、安全・安心や暮ら

しに役立つ多彩な情報を速やかに提供し、新たな視聴者サービスの向上をめ

ざします。 
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≪重点事項≫ 

１．命と暮らしを守る災害報道の充実 

台風、地震、火山噴火など安全・安心を脅かす自然災害が頻発しています。公共放送

として、命と暮らしを守るための防災・減災報道に全力を尽くします。夏場の高温、

豪雨、竜巻、大雪など気象の急変にも即応し、視聴者のニーズに応えていきます。首

都直下地震などに備え、必要な情報を迅速にわかりやすく提供するための取材・放送

体制をさらに充実させます。また、東日本大震災から５年目に入った被災地や避難者

を継続取材し、復興の課題や震災の教訓を伝え続けます。 

 

２．将来を見据え、社会の多様な課題を掘り下げる公正な報道  

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はじめ、

少子高齢化と人口減少、女性の働き方、地方の衰退など社会構造の変化がもたらすさ

まざまな課題を掘り下げ、ニュースや番組を通じて解決の糸口を探ります。また犯罪

や虐待などに見られる社会のひずみに正面から取り組む報道を展開します。選挙報道

では、争点や地域への影響などをわかりやすく伝えるとともに、結果を迅速に速報し

ます。 

 

３．地域の魅力を掘り起こす番組作り 

県域放送や関東甲信越向けなどの情報番組で、地元に密着したニュースや身近な話題

を伝えるとともに、その土地の魅力を掘り起こし、“地域を元気にする応援団”の役

割を果たします。また、紀行番組で各地の自然や暮らし、文化を見つめ、それぞれの

魅力を全国に広く紹介していきます。 

  

４．戦後７０年、戦争体験の発掘と戦後社会の歩みの検証 

戦後７０年の節目の年、高齢化が進む戦争体験者の証言や資料を発掘し、戦争を知ら

ない世代が“平和”について考えるための貴重な記録として、広く発信していきます。

また、関東甲信越地域の戦後の歩みを多角的に振り返り、今後の社会の展望を描くニ

ュースや番組を発信します。 

 

５．多様なメディアを活用した新しい視聴者サービスの向上 

関東甲信越各局のデジタルニュースの内容を充実させるとともに、データ放送の

コンテンツをさらに進化させ、視聴者が必要とする情報を速やかに提供します。

また、番組へのソーシャルネットワーキングサービスの活用をさらに充実させ、

視聴者の満足度を高めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

東京・首都圏放送センター 

○台風、地震、火山噴火など自然災害の発生時には、命と暮らしを守るための防災・減災

報道に全力を尽くします。夏場の高温、局地的な豪雨、竜巻、大雪など、気象の急変に

対しては、必要な情報を、テレビ・ラジオ放送、データ放送、インターネットなどさま

ざまなメディアで迅速にわかりやすく提供します。 

 

○東日本大震災から 5 年目となる中、被災者や首都圏で生活する避難者に寄り添いなが

ら、復興の課題や震災の教訓を伝えます。 

 

○首都・東京の日々のさまざまな出来事を取材し、ニュース、番組で発信していきます。

凶悪犯罪やまん延する危険ドラッグ、お年寄りを狙った“振り込め詐欺”などを丹念に

取材し、シリーズ企画などを通じて、暮らしの安全・安心に貢献します。 

 

○平成２７年（２０１５年）４月の統一地方選挙をはじめとする各種選挙では、争点や地

域への影響などをわかりやすく伝え、開票結果を正確、迅速に伝えます。 

 

○２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた社会のさまざまな動きをきめ

細かく取材し、経済・街づくり・バリアフリー・国際化など多角的な視点で発信して、

視聴者の関心に応えます。 

 

○急速に進む少子高齢化と多重介護、女性の働き方など身近な問題を掘り下げて取材しま

す。また都市インフラの老朽化、エネルギーの確保、食の安全など、日本の将来に影を

落とす課題を追跡し、これらのテーマをニュースや番組で継続的にクローズアップして、

視聴者とともに考えます。 

 

○紀行番組や情報番組で、東京各地の自然や暮らし、独自の文化を取り上げて、それぞれ

の土地の魅力を広く紹介します。 

 

○戦後７０年の節目の年、改めて戦争体験者の証言を発掘し、戦争を知らない世代が“平

和”について考えるための貴重な記録として、広く発信していきます。また、首都圏の

戦後７０年の歩みを多角的に振り返り、今後の展望を描くニュースや番組を制作してい

きます。 

 

○首都圏放送センターのデジタルニュースの内容をさらに充実させるとともに、番組

へのソーシャルネットワーキングサービスの活用を充実させ、視聴者の満足度を高

めます。 
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横浜放送局 

○県民９００万人の関心に応えるため、少子高齢化や女性の働き方、地域が抱える社会問

題などさまざまな課題を掘り起こし、きめ細かく発信していきます。自然、歴史、文化、

スポーツ、国際交流など、神奈川、国際都市横浜ならではの魅力を積極的に取り上げて

全国に発信し、地域の活性化を支援していきます。 

 

○首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった大地震や津波、富士山の噴火など大規模災

害に備えた多角的な取材や体制の強化を進め、平成２６年（２０１４年）の台風１８号

で２名の犠牲者を出した土砂崩れのような、地域特性を踏まえた防災や減災にも役立つ

情報を提供します。台風や豪雨などの自然災害の報道ではテレビやラジオ、さらにはホ

ームページなどを通じてきめ細かい情報を発信し、県民の安全・安心につながるよう努

めます。 

 

○平成２７年（２０１５年）春の統一地方選挙では県知事選挙や県議会議員選挙のほか、

政令指定都市を含む５つの市長選挙と２町長選挙、さらに１７の市と町で議員選挙が行

われます。入念な準備と取材を重ねたうえで、公平でわかりやすい情報を県民に伝え、

正確かつ迅速な開票速報に努めます。 

  

○神奈川県内には原子力空母が配備されている横須賀基地や海軍の飛行場がある厚木基

地など１３の米軍基地・施設があります。こうした基地や施設の動向を注視し、必要な

情報をわかりやすく伝えます。 

 

○ 熱心なジャズファンが多い横浜で、月１回開催しているスペシャルジャズライブは根強

い人気を誇っています。移転から５年を迎える新会館のアトリウムを使った公開生放送

を継続して実施し、新たなファン層を開拓するとともに、県域放送をはじめとして幅広

く発信していきます。 

 

○ 横浜がヒロイン修業の地となる平成２７年度前期連続テレビ小説「まれ」。その放送に

合わせて関連番組やイベントを積極的に展開し、インターネットコンテンツも活用しな

がらＮＨＫ横浜放送局の認知度向上に努めるとともに、地域の活性化や文化振興に貢献

します。 

 

○ 子育てに関する事件が社会問題化し、ワークライフバランス推進に注目が集まる神奈川

で、平成２７年度も「子育て応援キャンペーン」を継続します。県内の若いファミリー

層と接触の機会を増やし、ＮＨＫへの理解促進をめざして、放送、イベント、ホームペ

ージを連動させて取り組み、視聴者のニーズに応えます。 
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前橋放送局 

○情報で減災に資するべく、災害時の報道に全力を挙げます。群馬県でも、大雨・洪水・

大雪といった気象災害や直下型の大地震、火山（浅間山・草津白根山ほか）の噴火など、

多くの“危険”が指摘されています。公共放送最大の使命として、こうした災害から県

民２００万人の生命や生活を守るため、取材・放送体制などを不断に点検・強化してい

きます。災害の切迫・発生時には正確で的確な情報を、総合テレビ・ＦＭ・データ放送・

インターネットなど多様なメディアで迅速に提供します。 

 

○民主主義の根幹をなす選挙について、的確な報道に取り組みます。平成 27 年（２０１

５年）４月に実施される統一地方選挙をはじめ、群馬県知事選挙（任期満了・平成２７

年７月２７日）、前橋市長選挙（任期満了・平成２８年２月２７日）などの各種選挙を、

公平・公正かつ正確に報じていきます。また、選挙の争点や地域への影響などをわかり

やすく解説し、有権者の関心に応えます。 

 

○地域の課題を掘り下げ、“群馬の明日”を考える放送に力を注ぎます。急速な高齢化や

人口減少が活力を低下させているほか、医療・社会福祉、食料、エネルギーなどさまざ

まな分野で、暮らしの安心・安全を揺るがす問題が顕在化しています。“より良いふる

さとの未来のために、いま何が必要か”という問題意識のもと、深い取材による多角的

なニュースや番組を放送し、視聴者とともに各種課題の解決策を探っていきます。 

 

○発生から３０年となる「日航ジャンボ機墜落事故」の教訓を後世に伝えます。５２０人

が犠牲になった墜落現場（群馬県上野村）の地元放送局として、未曽有の航空機事故の

記憶を風化させないよう、手厚い報道・放送に取り組みます。 

 

○放送を通じて“群馬”の知名度向上に貢献します。群馬県は、世界遺産の「富岡製糸場」

など特筆すべき歴史・伝統文化や豊かな自然環境に恵まれています。しかし、各種調査

で、県の知名度やブランド力は全国下位にとどまっています。多彩な群馬の魅力を積極

的に取材し、地域や全国に向けて発信するとともに、２０２０年の東京オリンピック・

パラリンピック開催をにらみ、海外に向けた発信にも力を入れます。また、群馬県とゆ

かりの深い内容になる平成２７年の大河ドラマ「花燃ゆ」関連の話題などもていねいに

伝え、県民の“ふるさとへの誇り”を高めます。 

 

○放送とインターネット・データ放送との連携で、視聴者サービスをさらに充実させます。

防災・減災情報や重要ニュースなどを多様なメディアで迅速に伝え、視聴者の生命・財

産を守り、関心に応えます。また、前橋放送局で取材、制作するニュース・番組やイベ

ントの情報をホームページなどで積極的に紹介し、満足度の向上に努めます。 
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水戸放送局 

○水戸放送局は、関東の各放送局に先駆けてテレビの県域放送を開始し、平成２６年（２

０１４年）に１０周年を迎えました。平成２７年度はＮＨＫと視聴者との“新たな１０

年”が始まる年として、茨城の将来を見据えた企画や特集番組を制作します。平日午前

１１時台と午後６時台の地域情報番組はスタジオ等を一新し、より親しみやすい地域放

送局をめざします。また県南・県西地域への県域放送の視聴拡大に向け、県内をあまね

く取材し、さまざまな課題や地域の魅力を発信していきます。 

 

○震災後も断続的に続く茨城県沖を震源とする地震、相次ぐ台風の襲来など、県民の

不安は拭い去れません。水戸放送局は、緊急報道に備え継続的に訓練を行うととも

に、簡易中継システムやスマートフォンなど新しいツールを積極的に活用するなど

して、防災・減災報道に全力を尽くします。 

 

○震災以降、命を守るメディアとして注目を集めているラジオ。平成２７年度はＦＭで月

１回程度の生放送番組を新設します。あらゆる世代に周波数の周知を図り常日頃から聴

いてくれる人を増やすことで、災害緊急時などにより頼りにされる地域放送局をめざし

ます。 

 

○平成２７年度は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から５年の

節目となります。復興はどこまで進んだのか、課題は何か、深く掘り下げて、きめ

細かいニュースや復興を後押しする番組を制作していきます。 

 

○平成２７年４月の統一地方選挙では、水戸市長選挙など６つの市町村長選挙と、１４の

市と町の議会議員選挙が予定されています。公平・公正に情報を伝え投票の判断材料を

提供するとともに正確・迅速な開票速報に万全を期します。 

 

○サッカーＪリーグ、Ｊ１で６年ぶりのリーグ優勝をめざす「鹿島アントラーズ」、Ｊ２

での飛躍が期待される「水戸ホーリーホック」の活躍ぶりを地域情報番組や試合中継で

伝えます。また、県内出身力士が多数在籍する大相撲や、毎年熱戦が繰り広げられる高

校野球など地域のスポーツをテレビ中継やデータ放送、インターネットなどを通じて、

きめ細かく伝えます。 
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千葉放送局 

○千葉放送局と４つの報道室（成田・銚子・東葛・房総）のネットワークを生かし、台風

や大雨、地震など災害の発生時にはいち早く状況を伝えるとともに、減災につながる報

道に努めます。また、生活者に必要なライフライン情報をＦＭ放送やインターネット等

できめ細かく伝え、“安全・安心ラジオ”のＦＭ局として県民の期待に応えます。 

 

○東日本大震災から５年目となる被災地の復興を支援し、県内への避難者に寄り添う企画

やニュースの発信に努めます。また、放射性物質を含む焼却灰の保管問題や最終処分場

の設置問題など、震災による課題を掘り下げる企画やニュースをこれまで以上に発信し

ます。 

 

○首都圏で共通する課題やテーマをシリーズ化し、放送に反映させます。農業や漁業など

第一次産業の活性化策や被災地の復興、高齢化社会の問題など、千葉の抱える課題を深

く掘り下げた報道・情報番組を多数制作し、問題解決の糸口を探ります。 

 

○ＦＭ放送の地域情報番組は、生き生きとしたトークをベースに、リクエスト曲やおたよ

り紹介を増やし、中継やキャラバンも交えながら、“聴いて楽しい”“参加感のある”内

容とします。ＦＭ放送の公開番組は、戦略的な編成と周知を行い、県民とのふれあいと

認知度アップをめざします。 

 

○千葉県内には、サッカーＪ１「柏レイソル」、Ｊ１昇格をめざす「ジェフユナイテッド

市原・千葉」、プロ野球「千葉ロッテマリーンズ」、社会人のアメリカンフットボールや

野球、車椅子バスケットボールの強豪チームもあります。その活躍とともに、２０２０

年東京オリンピック・パラリンピックをめざす若手の発掘など、地域のスポーツ情報を

積極的に発信します。 

 

○千葉の豊かな風土や温かい人の営みを描いた紀行番組や、課題を乗り越え懸命に前

に進もうとする人たちの生きざまを描いたドキュメンタリー番組を制作します。ま

た、中継やキャラバンを通じて“千葉の元気”を全国に発信します。 

 

○震災復興関連や県内ＦＭ局との連係を図る企画など、さまざまなメディアを駆使した 

新しい手法で放送と連動したイベントを展開し、リアルな感動を県民へ提供します。 
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宇都宮放送局                     

◯地域住民の生命・財産を守るため防災・減災につながる報道に全力を尽くします。県内

では３年続けて竜巻による大きな被害が発生したほか、台風や大雨、大雪などによる災

害も相次いでいます。このためテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどを通

じてきめ細かい情報発信に努めます。さらに気象庁が常時観測している活火山の「那須

岳」と「日光白根山」についても防災につながる情報発信に取り組みます。 

 

○開始から４年目を迎える県域テレビ放送の一層の充実に努めます。そのために県内の地

域の課題や魅力を幅広く掘り起こし、ニュースや番組、さらに中継などを通じて紹介し

ていきます。 

 

○とちぎブランドの国内外への発信に取り組みます。海外からの観光客も多い日光東照宮

で４００年式年大祭が開かれます。こうした地域の情報を県内外のニュース・番組だけ

でなく国際放送やインターネットを通じて海外へ発信していくことにも取り組みます。 

 

○地域が抱える課題を深く掘り下げ県民に伝えていきます。県内では福島第一原子力発電

所の事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物の最終処分場建設が大きな問題とな

ったほか、観光や酪農などにも東日本大震災の影響が残っています。こうした課題も含

め、地域再生は大きなテーマであり、幅広く取材し情報発信していきます。 

 

○県民の関心の高いスポーツ情報を幅広く発信していきます。県内にはサッカーＪ２の

「栃木ＳＣ」をはじめ、自転車、バスケットボール、アイスホッケーのプロスポーツチ

ームがあります。特に 6 月には那須町で国内最高峰の自転車レース「全日本自転車競

技選手権」が開催されることもあり、ニュース・番組を通じて自転車の魅力を発信し地

域の魅力作りに寄与します。 

 

○正確・迅速な選挙報道に取り組みます。平成２７年（２０１５年）の統一地方選挙で、

県内では県議会議員、2 つの町の首長、10 市町の議会議員の選挙が行われます。選挙

情勢をきめ細かく取材し開票速報の準備に万全を期します。 
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さいたま放送局 

○台風、大雨、竜巻など、埼玉県でも相次いだ自然災害に備え、防災や減災につながる幅

広いニュースや番組の制作に努めます。ＦＭ放送では、東日本大震災による東京電力福

島第一原子力発電所の事故などに伴い福島県から埼玉県に避難している、およそ５

000 人に向けた情報を発信するなど、震災の被災者への支援を続けます。 

 

○首都直下地震などの際の本部のバックアップ機能として整備された、取材・制作・伝送、

それに首都圏向けのラジオ放送の拠点、「報道別館」から通常時もラジオ放送を行って

万一の大災害に備え、公共放送として“国民の生命・財産を守る”という使命を果たし

ます。 

 

○平成２７年（２０１５年）４月の統一地方選挙と８月に任期が満了する知事の選挙では、

争点や地域の課題をニュース番組でわかりやすく伝えるとともに、開票結果を正確、迅

速に伝えます。 

 

○埼玉に暮らすことの誇りを大切にしたニュースや番組の発信に努めます。埼玉県では、

平成２９年（２０１７年）の世界盆栽大会や２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピックの一部競技の開催が計画される中、地域振興が注目されています。FM 放送で、

市町村が誇る地元の魅力や地域の活性化に取り組む人を取り上げ、全国にも発信します。 

 

○少子高齢化が急速に進む中、地域で安心して暮らしていくための課題に向き合います。

女性の労働力への期待が高まる中での子育て支援の課題や、高齢者に健康で長生きして

もらうための取り組みなど、解決に向けた動きや先進的な取り組みをニュースや番組で

取り上げます。 

 

○サッカーＪ１の「浦和レッズ」、Ｊ２の「大宮アルディージャ」に加え、女子なでしこ

リーグに２チームが名を連ねる“サッカー王国 埼玉”を応援する放送局として、ＦＭ

番組を中心に、さまざまな世代のサッカーファンの期待に応えます。J１復帰をめざす

「大宮」の注目の試合や、将来を担う少年サッカーの大会を中継で伝えます。 

 

○県内各地で公開番組を数多く実施することで視聴者サービスを充実させるとともに、地

域の取り組みに貢献する放送と連動したイベントを積極的に展開して埼玉を元気にし

ます。 
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長野放送局・松本支局 

○御嶽山噴火を継続取材し防災・減災報道の強化に取り組みます。長野県内では平成２６

年（２０１４年）９月に御嶽山が噴火し、火山災害として戦後最悪の被害となりました。

火山活動への警戒や観光・農業への影響などを掘り下げて取材するとともに、雪解け後

に再開される捜索活動なども継続取材して伝えていきます。同じ木曽地域では７月に南

木曽町で土石流災害により１人が犠牲になっており、被災地の木曽地域を元気にする放

送・イベントの展開も充実させます。１１月に震度６弱を観測した長野県北部地震で被

害を受けた白馬村や小谷村などの復興に向けた動きもしっかりと取材していきます。次

なる災害への備えとして防災ひと口メモなどラジオでの防災情報の発信を強化するこ

とに加え、ホームページやデータ放送も積極的に活用し県民の命と暮らしを守るため防

災・減災報道の強化に取り組みます。 

 

○正確かつ迅速な選挙報道に努めます。平成２７年（２０１５年）４月の統一地方選挙で

は、１２日投票の前半戦で定数５８議席の県議会議員選挙、２６日投票の後半戦で茅野

市や諏訪市などの市町村長選と市町村議選が予定されています。一連の選挙に向けて、

万全の準備を進めます。 

 

○“信州”の魅力を全国に発信し、“信州”の課題を検証します。平成２７年は３月に北

陸新幹線の長野－金沢間が開業するほか、４月からは７年に一度の善光寺御開帳が行わ

れます。こうした機会に合わせて、“信州”の魅力を全国に発信します。一方で、長野

県は主力産業である農業の担い手不足やスキーなど観光産業の低迷傾向といった厳し

い課題も浮き彫りになっています。“信州”の課題については現状を取材し番組やニュ

ースで検証するとともに、解決に向けた提案も示していきます。 

 

○次の大河ドラマ「真田丸」に向け地元を盛り上げます。平成２８年（２０１６年）１月

から始まる大河ドラマでは信州の戦国武将・真田幸村を取り上げる「真田丸」の放送が

決まっています。これに合わせホームページに専用サイトを設けるともに、ローカル番

組で真田家ゆかりの地を紹介するなどドラマ関連情報を発信します。また、地元自治体

などとも連携し、出演者や制作担当者らを招いてトークショーを開くなど視聴者参加の

イベントを展開し地元の機運を盛り上げます。 

 

○スポーツ放送の充実に力を注ぎます。サッカーＪリーグでは「松本山雅」が平成２７年

のシーズンからＪ１に昇格しました。長野県勢としては初めてのＪ１チーム誕生となる

だけに、試合情報や地元の熱気を分厚く放送します。また、Ｊ３の「長野パルセイロ」、

プロバスケットボールｂｊリーグ「信州ブレイブウォリアーズ」、プロ野球独立リーグ

ＢＣリーグ「信濃グランセローズ」など、地域のスポーツチームの活躍をしっかりと伝

えます。さらに、平成２７年１１月に長野市で開催されるＮＨＫ杯国際フィギュアスケ

ート競技大会など信州で盛んなウインタースポーツに加えて、高校野球など県内のアマ

チュアスポーツの情報も積極的に発信します。 

- 10 - 
 



新潟放送局 

○全国的にも大規模な土砂災害や噴火、地震などの災害が続き、新潟県でも西部にある活

火山「新潟焼山」が常時観測火山として注視されています。新潟局は、これまでの大規

模災害の経験を生かし、“地域の安全・安心を守る情報拠点”としての報道体制をさら

に充実させます。日頃から県民の防災意識を高め、災害発生時にはさまざまなメディア

を駆使して、県民の命を守るための情報をきめ細かく伝えます。 

 

○新潟県中越地震から１１年、中越沖地震から８年。被災した地域の復興への取り組みや、

地域の暮らしと経済に今も残されている課題を引き続き取り上げていきます。また、東

日本大震災から５年目となり、注目を集めている柏崎刈羽原子力発電所の運転再開に関

わる安全審査の動向や原子力防災の課題、地域住民の声を丹念に取材して伝えるととも

に、４１００人余りの福島県などからの避難者が抱える問題を引き続きフォローし、支

援していきます。 

 

○北朝鮮による日本人拉致問題について、政府が認定した拉致被害者をはじめ、特定失踪

者など、すべての日本人に関する北朝鮮の再調査と日本政府の動向を詳しく伝えるとと

もに、拉致問題の解決に向け、被害者家族に寄り添って粘り強く取材を続けていきます。 

 

○医師不足や高齢化に加え、深刻な人口流失など、新潟県の暮らしと医療に関わる課題の

克服につながる放送を行います。 

 

○結論が先延ばしとなっているＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）への参加や、コ

メの生産調整の見直しなど、国の政策による県内の農林水産業や経済への影響と生産者

の取り組みを伝えます。また、北陸新幹線の開業による地域経済の変化、次世代エネル

ギーや佐渡金銀山の世界遺産登録へ向けた取り組みなども多角的に取り上げ、地域の活

性化につながる報道に努めます。 

 

○戦後７０年。戦争の記憶が少しずつ風化しつつある中、県内の戦争体験者の証言や当時

の資料などをひもとき、ニュースや番組で取り上げるなど、若い世代にも教訓を継承し、

未来の平和につながる放送に取り組みます。 

 

○美しく雄大な自然と、その中で育まれた人々の知恵が生きる独自の文化など、新潟県の

魅力を掘り起こします。視聴者にふるさとのよさを再発見してもらえる番組を放送する

とともに、新潟県の活力を首都圏や全国に向けて、より積極的に発信していきます。 

 

○Ｊ１昇格から１２年目。県民に親しまれているサッカー「アルビレックス新潟」の試合

を積極的に取り上げます。また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックをめ

ざす若いアスリートをはじめ、県内のさまざまな種目の競技者を取り上げ、地域のスポ

ーツ振興に貢献します。 
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甲府放送局 

○県民の命と安全を守るため、災害報道と減災につながる報道に全力を尽くします。南海

トラフ巨大地震や、富士山噴火などの大規模災害に備えた取材報道体制を強化するとと

もに、大雪や豪雨などの自然災害時には、自治体などとの連携を強化し、テレビ・ラジ

オ・データ放送・インターネットなどを通じて地域の状況に即したきめ細かな情報を伝

えます。 

 

○いざという時に頼りになるラジオ放送をめざします。平成２７年（２０１５年）度は、

「暮らしの安全安心」をテーマにした月１回程度の生放送番組を立ち上げます。専門家

や記者による解説を交えて、防災意識の向上につながる情報などを伝えます。 

 

○「やまなし応援団！」をスローガンに掲げ、番組を通して「山梨の元気」を首都圏や全

国、海外に向けて発信します。世界文化遺産に登録された富士山、ユネスコのエコパー

クに登録された南アルプスの自然や生き物、息づく文化、日本一を誇る宝飾産業やワイ

ン醸造など、地域の魅力を掘り起こし伝えます。 

 

○山梨県が抱える課題に正面から向き合うニュースや番組を継続して放送し、視聴者とと

もに解決策を探っていきます。急激に進む少子高齢化や人口減少、相次ぐ企業の撤退、

交渉が続くＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の農業への影響、平成３９年（２

０２７年）に完成予定のリニア中央新幹線をめぐる動きなど、山梨の未来に関わる重要

テーマをスピード感を持って伝えていきます。 

 

○正確・迅速な選挙報道に努めます。平成２７年４月の統一地方選挙をはじめとする各種

選挙では、争点や地域への影響をわかりやすく伝え、視聴者の関心にこたえます。 

 

○スタジオを飛び出して地域から伝えるキャラバンを実施し、各地の魅力や課題を幅広く

つたえます。また、地元のイベントとの連携も深めより地域に親しまれる放送をめざし

ます。 

 

○サッカーの「ヴァンフォーレ甲府」は、新監督を迎えて、今年もＪ１での戦いに臨みま

す。上位進出に挑むチームの動向を詳しく伝えていきます。また、平成３２年（２０２

０年）の東京オリンピック・パラリンピックに向けた県内のアスリートなどを紹介し、

地域のスポーツ振興に貢献します。 
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平成２７年度 近畿地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

関西地方の 6 つの放送局は、地域の安全・安心を守る拠点として正確な情

報を迅速に提供します。地域の課題にしっかりと向き合い、暮らしに役立つ

情報を提供することで、視聴者の期待に応えます。また、多彩な番組を通し

て関西の魅力を広く発信し、地域の活性化につなげ、視聴者からの親しみと

信頼を得る放送局をめざします。 

  

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模災害に備え、本部バック

アップ機能の強化や、地域の防災・減災対策に引き続き取り組みます。災害

時には正確できめ細かな情報を迅速に伝えることで公共放送の使命を果た

します。 

 

地域との結びつきを一層強めるために、ドキュメンタリー番組や紀行番組、

経済番組や若者向け番組、演芸番組、スポーツ番組など多種多様な番組を通

して地域の活性化に貢献し、視聴者の満足度向上を図ります。 

 

４月に実施される統一地方選挙や今後が注目される関西経済などの関西

を取り巻く大きな動きから、相次ぐ犯罪や日々の暮らしに関わる身近な動き

まで、社会の動向・課題を幅広く正面から取り上げ、“報道のＮＨＫ”への

信頼を揺るぎないものにします。 

 

関西は、歴史・文化遺産や観光資源、さらには上方芸能をはじめとする文

化・芸術、学術など豊かな風土を擁しています。こうした関西固有の魅力や

各界で活躍する人々の話題を積極的に全国・世界へ発信していきます。さら

に字幕放送の充実を図り、より多くの方に視聴していただく環境も整えます。 
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≪重点事項≫ 

1．関西および全国の安全・安心を守る 

本部バックアップ機能を果たすために拡充した設備を活用し、習熟訓練を重ね、さら

なる機能強化を進めます。また、将来起こる可能性が高い南海トラフ巨大地震や首都

直下地震などの大規模災害に備え、阪神・淡路大震災から得られた教訓を生かし、地

域の防災・減災対策に取り組みます。 

 

2．関西を元気にする放送・サービスの実現 

ドキュメンタリー番組や紀行番組、若者向け番組は視聴者のニーズに応えるアプロー

チで人と地域の両面から関西をより深く掘り下げ、関西の魅力をたっぷりと伝えます。

地域経済番組は、個性的な取り組みやアジアへの進出などを積極的に行っている関西

の企業を多角的に紹介し、地域の活性化につなげます。また関西ではプロ・アマ問わ

ずスポーツが盛んです。平成２７年（２０１５年）夏に１００年の節目を迎える全国

高校野球選手権大会をはじめ、注目を集める関西の各種スポーツを中継や番組を通し

て盛り上げます。 

 

3．視聴者の期待に応える正確・迅速な報道 

平成 27 年度は統一地方選挙が実施されます。的確な選挙報道に努めるとともに、開

票速報では万全を期し、公共放送として公平で信頼される報道を行います。平日午後

６時台や金曜午後 7 時台では日々の事件や事故、災害などをタイムリーに伝えると

ともに、地域社会の現状や課題を深くわかりやすく掘り下げ、視聴者の暮らしに役立

つ情報を伝えていきます。地震や台風などの災害時には迅速に報道態勢を整え、放送

だけでなくデータ放送やインターネットなどさまざまなメディアを通じて正確な災

害情報と生活安全情報をきめ細かく伝えていきます。 

 

4．豊かな風土や人物など関西固有の魅力を全国・世界に発信 

関西は、日本を代表する歴史・文化遺産、国際的にも注目を集める観光資源、歴史と

伝統に裏打ちされた文化・芸術、先進的な学術研究や各界で活躍する人々など、世界

に誇る豊かな風土や人材を擁しています。こうした関西固有の魅力を多角的な切り口

で深く掘り下げ、全国そして世界に向けて多彩な番組を発信していきます。 
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5．人にやさしい放送の展開 

大阪府域向けニュース番組の字幕放送や、大阪局制作の全国向け歴史番組、福祉番組

の解説放送を継続するとともに、新たに金曜午後８時台の関西地方向け紀行番組、ド

キュメンタリー番組に字幕を付加することで、多くの方に視聴していただける環境を

より一層整えます。 
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≪各局の重点事項≫ 

大阪放送局 

○本部バックアップ機能の運用面での充実を図り、公共放送としてのさらなる機能強化を

進めます。拡充した設備の習熟訓練を重ね、首都直下地震などの際には正確・迅速に対

応できるよう体制を整えます。 

 

○南海トラフ巨大地震では津波や火災、建物の倒壊などで大阪府域も甚大な被害を受ける

ことが想定されています。また近年は局地的な豪雨とそれに伴う水害など、自然災害に

よる被害が相次いでいます。日頃からニュースや番組などを通じて防災・減災意識の啓

発を図るとともに、災害時の備えにつながる実践的な情報も伝えます。 

 

○注目を集める大阪都構想は、実現に向けて５月にも住民投票が実施される見通しとなっ

ています。４月の統一地方選挙や府知事選挙（任期満了・平成２７年１１月２６日）、

大阪市長選挙（任期満了・平成２７年１２月１８日）を経てどう推移するか注視し、府

民生活への影響をていねいに伝えていきます。 

 

○大阪に拠点を置く企業や地場産業は国際的に厳しい競争にさらされ、業績を回復させる

ことができるのか注目されます。一方アジア各地からの観光客が増加しており、こうし

た観光客をいかに取り込むのかが関西経済のカギとなります。これを受けて、大阪市沿

岸部の統合型リゾート開発構想などの動きもあります。今後の大阪経済の動向をさまざ

まな角度から検証していきます。 

 

○関西地方の情報発信拠点として多様な情報を発信してきた大阪放送局は、平成２７年６

月に放送開始９０年を迎えます。９０年の歴史をふかんできる特集番組を展開するなど、

より親しみを感じてもらえる取り組みを行います。 

 

○若者向け番組やエンターテインメント番組などの公開収録、アトリウムやＮＨＫ大阪ホ

ールでのイベントなど、ＮＨＫを身近に感じてもらう取り組みを通して満足度の向上を

めざします。 

 

○虐待や連れ去りなど子どもたちを取り巻く厳しい環境や、他地域に比べて高い失業率や

犯罪発生率など、さまざまな課題を正面から取り上げ解決策を探ります。地域と真摯に

向き合い、視聴者に寄り添うことで、ＮＨＫへの信頼を強固なものにします。 

 

○活躍が期待される「阪神タイガース」、「オリックス・バファローズ」やＪリーグ「ガン

バ大阪」、「セレッソ大阪」などのプロスポーツ、根強い人気を誇る高校野球や大学スポ

ーツといったアマチュアスポーツなど関西はスポーツが盛んです。番組や中継で取り上

げ、視聴者の期待に応えるとともに、地域スポーツの振興に貢献します。 
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京都放送局  

○京都府では、ここ数年、記録的な大雨による災害が相次いでいます。土砂災害警戒区域

は府内で１万２０００か所を超え、集中豪雨による被害が心配されています。また、「南

海トラフ地震防災対策推進地域」に府下１８市町村が指定され、著しい地震災害が生

じるおそれがあります。こうしたさまざまな災害に日頃から備え、地域に密着した正

確で迅速な防災・減災報道に全力を尽くし、きめ細かい情報発信で、府民の安全・安心

を守ります。 

 

○京都放送局新会館では、市内中心部に位置するという立地を生かし、これまで以上に市

民に親しまれる開かれた放送局をめざします。視聴者公開スペースでは週末に視聴者参

加の公開放送やイベントなどさまざまな催しを行います。学生の街・京都にある放送局

として、これまでの実績をもとに若者たちと連携した取り組みを継続・発展させます。

また、常設の２２０インチのスーパーハイビジョン（８Ｋ）マルチディスプレーでは、

京都の文化・芸術を発信する質の高いさまざまなコンテンツを随時上映します。平成２

８年（２０１６年）から始まるＢＳでのスーパーハイビジョン試験放送へ向け、広く魅

力をアピールします。 

 

○京都の観光産業や再生医療などの先端科学の動向には明るい兆しも見えています。また

４月には統一地方選挙が実施されます。地域放送の中核である午後 6 時台のニュース・

情報番組では、詳しくわかりやすくていねいに、地域に密着して地元が抱える課題や出

来事を伝えるとともに、地域の活性化に貢献する放送を実施します。 

○世界が注目する京都、後世に残すべき数多くの国宝・重要文化財、世界遺産を有する古

都の魅力を積極的に発信します。京都では、平成２７年（２０１５年）、琳派４００年

記念祭が行われます。俵屋宗達の作品を最先端のスーパーハイビジョンで撮影する特集

番組など、高精細映像の特性を生かした番組制作にも積極的に取り組み、日本文化の奥

深さを全国へ、そして世界へ発信します。 

○ホームページ、スマートフォン、データ放送に展開している河川カメラ画像を伴った「河

川水位雨量情報」を引き続き提供します。また防災・減災に努めるため、Ｌアラートか

らの情報を活用し、多様な手段で地域の避難情報を伝え、府民の安全・安心を守ります。 
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神戸放送局 

○阪神・淡路大震災は平成２７年（２０１5 年）１月で発災から２０年の大きな節目を刻

みました。平成２７年度は次の１０年を見据え、これまでの復興の歩みを検証するとと

もに、残された課題について考えるニュースや番組を、継続して発信していきます。“い

のちを守る放送局”として被災者の方々の思いや震災の教訓を伝え続けます。 

 

○緊急報道の強化に引き続き取り組みます。南海トラフ巨大地震をはじめ、台風・大雨な

どの災害に日頃から備え、地域の安全・安心を守る放送局としての体制づくりに努めま

す。またＬアラートなどを活用して各自治体との連携強化を図り防災・減災対策を進め

ます。さらに、ＪＲ福知山線脱線事故から１０年となる平成２７年度は、これまでの再

発防止対策について検証し、将来にわたる安全性の確保のための課題について伝えます。 

 

○放送局の“顔”である平日午後６時台のニュース・情報番組の充実に努めます。平成 

 ２７年度の番組改定に合わせて演出や内容を見直し、より地域に根ざし、より地域に親

しまれる番組づくりをめざします。広大な面積を有する兵庫県の各地域や、さまざまな

分野で活躍する若い人にもスポットを当てて幅広い視聴につなげていきます。また、兵

庫県の豊かな自然や歴史、ジャズに代表される多彩な文化活動、女子サッカーなどスポ

ーツの魅力を全国にも発信し、地域の活性化を応援します。 

  

○神戸放送局の公開スタジオ・トアステーションなどで行っているイベントと放送との連

動を増やし、“開かれた放送局”としてより多くの市民に親しまれるように努めます。

特に開局９０周年を記念したイベントや放送を多角的に展開し、視聴者の期待に応えま

す。 

 

○４月の統一地方選挙では、正確で迅速な報道に万全を尽くし、有権者の判断のよりどこ

ろとなる情報を公平・公正に伝えることで視聴者の信頼に応えます。 
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和歌山放送局 

○県総人口の 1 割近く 9 万人が犠牲になると想定されている南海トラフの巨大地震と大

津波など、災害からの“犠牲者ゼロ”をめざす「守るプロジェクト」を継続して展開し

ます。特に災害時の情報発信・収集に力を発揮するラジオを活用してもらうためにＦＭ

で地域向けの防災番組を放送します。平成２６年（２０１４年）度から放送やイベント

などで紹介している「ＮＨＫ ＢＯＳＡＩ体操」をさらに多くの視聴者に知ってもらう

取り組みを進め、地域の人たちの災害に立ち向かう「気力」と「体力」の向上を図りま

す。自治体や防災機関それに地域の人たちと積極的に連携して、災害に負けない街づく

りにつなげます。 

 

○開創１２００年を迎える高野山や熊野古道などの世界遺産を次の世代に伝えるため、そ

の魅力を見つめ直します。脈々と受け継がれてきた歴史や伝統を記録として残すために

もニュースや番組で紹介します。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを控え、

全国でも注目を集める第７０回国民体育大会「紀の国わかやま国体」、第１５回全国障

害者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」それに平成２７年度全国高等学校総合体育大

会「２０１５ 君が創る 近畿総体」の関連番組やイベントを通じて和歌山県を全国にＰ

Ｒするとともに、和歌山の“元気”につなげます。 

 

○平成２３年（２０１１年）に和歌山県南部を襲った大水害からの復興を引き続き支援し

ます。復興に取り組む地域の人たちや戻りつつある街の姿を紹介し、各地で発生した自

然災害の被災地にも役立つ情報を発信していきます。 

 

○開局８０周年を迎える和歌山放送局。これを記念した番組やイベントを展開し、情報発

信の拠点・地域の応援団ＮＨＫ和歌山を広くＰＲします。 

 

○平成２７年（２０１５年）４月に実施される統一地方選挙では、迅速で正確な報道に万

全を尽くし、有権者の判断のよりどころとなる情報を公平かつ公正に伝えます。 
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奈良放送局 

○４年目を迎える「こころの都」プロジェクトでは、飛鳥、白鳳、天平など奈良で花開き、

現代まで伝えられてきた文化をひもとき、日本人の心の原点を探っていきます。特に平

成２８年（２０１６年）にかけて行われる２０年に１度の春日大社の式年造替など、奈

良の伝統文化をていねいに記録し、現代、そして未来へと伝えていきます。 

 

○「南海トラフ巨大地震」や近年激しさを増す自然災害に備えて、防災・減災への意識を

高める情報を発信するとともに、発災時には“地域の安全・安心の拠点”として、生活

情報も含め、きめ細かい情報を提供します。また、平成２３年（２０１１年）の豪雨災

害の被災地の現状や復興、防災の取り組みについて、継続的に報道します。 

 

○奈良県知事選挙（任期満了日・平成２７年５月２日）を含む統一地方選挙をはじめ、平

成２７年度には１１の市と町の首長選挙が実施されます。各選挙については、正確・迅

速な報道に万全を尽くし、公正で信頼される選挙報道を行います。 

 

○奈良県民の生活に直結する県内の動きや事件・事故をきめ細かく取材し、わかりやすく

伝えます。また観光をはじめとした産業の活性化や、地域の医療・福祉、教育など、奈

良県の抱える課題についても県内はもとより、関西や全国へニュースやさまざまな番組

で発信していきます。 

 

○奈良には世界遺産をはじめとした文化財や神社仏閣、桜で有名な吉野山などの名勝が数

多く残されています。こうした世界に誇るべき奈良の財産を最先端のスーパーハイビジ

ョンで撮影し、全国や、さらに世界に向けて発信します。 
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大津放送局 

○“滋賀県民の命と暮らしを守る”報道に全力を挙げます。滋賀県では、南海トラフ巨大

地震により、最大約５００人の人的被害の想定が国から出されているほか、琵琶湖西岸

断層帯を震源とする地震でも、震度 6 強以上の揺れが想定されています。また隣接す

る福井県内に多く設置されている原子力発電所にも関心が高まっています。緻密な取材

とともにデジタルの新しい技術を活用して、正確で迅速な防災・減災報道を強化します。

またインターネットを活用した新しいサービスを積極的に導入し、県民にとってわかり

やすく役に立つ情報を発信していきます。 

 

○人口減少の局面に入った滋賀県の現状と課題を伝えます。人口の増加が続いていた滋賀

県は、平成２６年（２０１４年）１０月、４８年ぶりに人口減少に転じ、減少局面に

入ったと見られると発表しました。将来の県税収入の減少、高齢化に伴う社会保障費

の増大などが懸念されています。大津局では年間キャンペーンを実施し、人口減少の

現状と課題を多角的に取材し、ニュースや番組でわかりやすく提示します。また子育

て支援の動きや、いじめなど教育問題も含む幅広い視点から、どうすれば人口減少を

食い止めることができるのか、視聴者参加型のイベントも連動させて課題解決の道を

探り、県民の判断のよりどころとなるよう取り組みます。 

 

○統一地方選挙報道に全力を挙げます。平成 27 年（２０１５年）4 月に統一地方選挙が

実施されます。地域の課題や争点を多角的に伝えるとともに、開票速報などに万全を期

し、公平で信頼される報道を実施します。 

 

○滋賀県の“安全・安心の拠点”をめざして多彩なコンテンツを発信します。テレビ・ラ

ジオで若年層・主婦層をターゲットにした防災関連情報コーナーを拡充します。また平

成２５年（２０１３年）から取り組んでいる災害時に役立つ簡単料理「いざメシ」など

多彩なコンテンツを引き続き発信し、平成２７年度末に完成する滋賀県危機管理センタ

ーと連動して県民の防災意識の向上をめざします。 

 

○滋賀県の魅力を全国に発信し、県民を元気にする放送・イベントを実施します。母なる

湖・琵琶湖に代表される豊かな自然と、歴史や文化財に恵まれた滋賀県の魅力を掘り起

こし全国に発信します。暮らしや産業、生き生きとした人々の姿を通じて県民を元気に

する放送・イベントを届けます。 
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平成２7 年度 中部地方向け地域放送番組編集計画 

    

≪基本方針≫ 
 

中部地方の放送局は、地域の抱える課題に向き合い、地域の人々が安心し

て豊かに暮らせる社会の実現に向けて、役に立ち、親しまれ、信頼される放

送局をめざします。 

 

記録的な大雨や巨大台風、火山の噴火など、これまで経験したことのない

自然災害に直面することが多くなっています。また、東海地震をはじめ、南

海トラフ巨大地震では、甚大な被害も想定されています。こうした状況のも

と、各放送局は、命と暮らしを守る正確で迅速な報道に取り組むとともに、

日頃から「防災」・「減災」 に役立つ情報提供に努めます。 

 

中部地方はものづくりに優れ、豊かな自然に恵まれた地域です。地域が誇

る技術や大自然の魅力、環境への取り組みなど、中部地方の特色を積極的に

発信します。また、地域が抱える課題に真摯（しんし）に向き合い、地域の

未来を切り開く取り組みを応援します。 

 

地域の歴史や文化、スポーツや娯楽など幅広い世代の関心に応える番組を

制作します。そして、地域の技術の力や豊かな自然も含め、中部地方の特色

や魅力を地域に、全国に、世界に向けて発信していきます。 
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≪重点事項≫  

１． 防災・減災に役立つ情報提供、正確で迅速な報道に尽力します 

南海トラフ巨大地震や巨大台風などの災害に備え、防災・減災のための情報発信に全

力で取り組みます。日頃から防災意識を高める情報を積極的に伝えるほか、災害時に

は、テレビやラジオをはじめデータ放送やインターネットでも、地域の安全・安心を

支える情報をきめ細かく伝えます。また、春の統一地方選挙などの選挙報道では争点

や地域への影響などをわかりやすく伝えるとともに、公平・公正で的確な報道を行い

ます。 

 

２．地域の課題に向き合い、再生への処方箋を探ります  

地域産業を取り巻く状況、景気と雇用、原子力発電や再生可能エネルギーの動向など、

身近な暮らしに与える影響についてわかりやすく伝えます。また、少子高齢化、医療

や介護、若年層の都市部への流出、女性の活躍支援などは地域の未来を考えるうえで

大きな課題となっています。地域を取り巻くさまざまな課題を共有し、先進的な取り

組みや地域の活力に貢献する人たちなどを幅広く紹介することで、地域の再生に向け

た解決策を提言していきます。 

 

３．地域の特色や魅力を発信し、地域の活性化に貢献します 

中部地方はさまざまな生き物を育む海・山に囲まれ、豊かな自然に恵まれた地方です。

ものづくりも盛んで、最先端の技術や伝統の技が受け継がれた産業が根づき、日本の

産業を支えています。こうした地域の特色や魅力、誇るべき文化・伝統、そこに暮ら

す人々の息遣いなど、積極的に地域の良さを掘り起こし、地域の活性化に貢献します。 

 

４．視聴者の幅広い関心に応え、多彩な番組を発信します 

長年培ってきたドラマ制作のほか、ドキュメンタリーやエンターテインメントなど幅

広い視聴者をひきつける番組を放送し、視聴者に親しまれる放送局をめざします。ま

た、視聴者の関心が高い野球、サッカー、大相撲などプロ・アマ問わずさまざまなス

ポーツを取り上げるとともに、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向

けた若きアスリートたちの活躍を紹介し、地域のスポーツの振興に寄与します。こう

した多彩な番組を地域に、全国に、世界に向けて発信していきます。 
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≪各局の重点事項≫ 

名古屋放送局・豊橋支局 

○人々の暮らしを守るための情報発信に全力を尽くします 
 巨大地震や台風、豪雨などに備え、防災・減災のための情報発信に継続的に取り組みま

す。平日午後５時台のラジオの生放送番組はコミュニティーＦＭなどとのネットワーク

づくりを推し進め、地域の“安全・安心ラジオ”の機能強化に努めます。また、インタ

ーネットを使った中継機器や定点カメラを充実させ、緊急時に速やかに情報発信できる

体制を整えます。 

 

○選挙報道に万全の態勢で臨みます 

 平成２７年（２０１５年）４月の統一地方選挙をはじめとする各種選挙にあたっては万

全の態勢で臨み、信頼される選挙報道に一丸となって取り組みます。有権者の判断のよ

りどころとなる公平・公正な報道に努めます。 

 

○地域の課題に向き合い、未来をともに考えます 

ノーベル賞受賞者を数多く輩出してきたこの地域には一歩先を行く開発力が息づいて

います。リニア中央新幹線や燃料電池自動車といった未来の社会を支える先端技術のほ

か、地域の新たな成長産業として期待される航空宇宙や医療福祉産業の動向などを平日

午後６時台や金曜午後７時台の番組を中心に多角的に取り上げていきます。また地方の

女性が希望をもてる地域社会づくりを応援する企画を立ち上げ、女性をめぐる現状や先

進的な取り組みも合わせてさまざまな番組で紹介していきます。 

 

○視聴者の心を揺さぶる番組を放送します 

金曜午後８時台では、中部の自然とそこに暮らす人々の思いを伝えるシリーズ企画、戦

後７０年の節目にあたり埋もれてきた歴史や知られざる実態に迫り未来に役立てる企

画など、中部を見つめる番組を放送します。このほか、ものづくりが盛んな地域の特色

を生かし、日本が誇る技術力、またそれを支える人々の情熱を丹念に取り上げ、視聴者

の知的好奇心を満たし日本の良さを伝える番組を放送します。海外発信にも積極的に取

り組みます。 

 

○新たな視聴者層開拓に努め、視聴者に親しまれる放送局をめざします 

 名古屋放送局ならではのドラマやエンターテインメント番組を制作し、幅広い視聴者を

ひきつける番組を放送します。大学などでの公開収録やインターネット、データ放送も

活用して若い世代の視聴者層の開拓にも努めます。 

 

○地域のスポーツや世界をめざす若きアスリートを応援します 

プロ野球「中日ドラゴンズ」やサッカーＪ１「名古屋グランパス」のほか、高校野球な

どアマチュアスポーツも取り上げ、幅広い世代の関心に応えます。また、２０２０年の

東京オリンピック・パラリンピックを見据えながら練習に励む若きアスリートの姿を取

り上げ、地域を盛り上げます。 
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金沢放送局 

○いま、注目が集まる石川県。多彩な魅力を積極的に発信します 

北陸新幹線金沢ルートが開業した石川県は「第６６回全国植樹祭」など大きなイベント

を控え、平成２７年（２０１５年）度には能登を舞台にした連続テレビ小説「まれ」が

始まります。また、石川県には加賀藩伝来の和食文化や伝統工芸が息づき、霊峰「白山」

や世界農業遺産「能登の里山里海」に代表される北陸独特の自然環境にも恵まれていま

す。北陸新幹線やドラマをきっかけに大きな盛り上がりを見せる石川県を地域放送局と

して精いっぱい応援し、地域の魅力をあますところなく全国に届けられるよう努めます。 

 

○地方が直面する諸課題に向き合います 

北陸新幹線が石川県の経済にどのような影響をもたらすのか、開業によって見込まれる

観光客やビジネス客の増大が果たして県西部や能登地方にも波及するのか。また、国の

経済対策やＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）などが県民の暮らしや地元経済に

どのような恩恵や影響をもたらすのかなど、地域が直面している諸課題について深く掘

り下げ伝えます。停止したままの志賀原子力発電所の再稼働問題についても引き続き多

角的に取材し、多様な観点から県民の関心に応えます。 

 

○県民の命と暮らしを守る災害報道に尽力します 

集中豪雨や巨大台風、大雪などによる気象災害に加え、地震や津波さらには常時観測火

山に指定されている「白山」の噴火などさまざまな自然災害の発生が危惧されています。

災害時はテレビ・ラジオのほかデータ放送やインターネットでも正確・迅速な情報を提

供します。また日頃から、災害時に命綱となるラジオ放送の一層の強化を図ると同時に、

テレビ・ラジオ番組を通じて防災・減災情報を発信し啓発に努め、県民の命と暮らし、

財産を守れるよう尽力します。 

 

○公平・公正、正確・迅速な選挙報道に努めます 

平成２７年４月に予定されている統一地方選挙においては、県議会議員選挙、２市町で

首長選挙、１０市町で議会議員選挙が予定されています。公平・公正、正確・迅速な選

挙報道を行うため万全の体制を整え、公共放送としての使命を全うします。 

 

○地域のスポーツを応援します 

サッカーＪ２に昇格した「ツエーゲン金沢」やプロ野球独立リーグＢＣリーグ「石川ミ

リオンスターズ」、大相撲で活躍する郷土出身力士など、地元ゆかりのスポーツ選手や

チームを幅広く取材し、地域に元気を届けます。また、２０２０年開催の東京オリンピ

ック・パラリンピックをめざす県内の若手選手たちを積極的に紹介し、応援していきま

す。 
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静岡放送局・浜松支局 

○“防災放送局”として地域の“安全・安心”に貢献します 

南海トラフ巨大地震や台風・集中豪雨などの自然災害、原子力発電所での事故に備え、

“防災放送局”として防災・減災のための情報発信を充実させていきます。“命を守る

にはどうするか”の視点を持ち続け、さまざまな角度から防災・減災に向けた課題と対

策を考え、視聴者の関心に応えます。また、データ放送やホームページも活用し、災害・

避難情報、ライフライン情報をきめ細かく伝えて、正確で迅速な報道で地域の“安全・

安心”に貢献します。 

 

○地域の課題に向き合い、活力ある地域づくりを応援します 

自治体や企業の動向をもとに、経済や雇用、人口問題など地域が抱えるさまざまな課題

を捉え、地域活性化に向けたヒントを探ります。また、世界文化遺産の富士山は、平成

28 年（２０１６年）2 月までにユネスコに環境保全の報告が求められています。期限

が迫る中での対策の動きを追います。「振り込め詐欺」の撲滅に向けたキャンペーンも

継続するなど、地域の課題に向き合い、活力ある地域づくりを応援します。 

 

○地域の魅力・歴史を発信し、静岡を元気にします 

没後４００年を迎える「徳川家康」にちなんだ、県内のさまざまな催しや行事を伝え

るとともに、家康と静岡の歴史をひもといていきます。また、戦後７０年をテーマに

特集番組を制作し、静岡の人々の戦争体験と平和への願いを改めて広く伝えます。静

岡の多様な魅力や伝統、人々の活躍も発信して地域を元気にします。 

 

○地域のスポーツ・文化の話題を通じて、身近な放送局をめざします 

地元で関心の高いサッカーや高校野球をはじめ、バスケットボール、ラグビーなどの

各種スポーツ情報を積極的に伝えます。静岡が誇る演劇や芸術などの文化活動も地域

振興を応援する視点から取り上げ、県民にとって身近で親しみやすい放送局をめざし

ます。 

 

○正確・迅速な選挙報道に努めます 

春の統一地方選挙に向け、静岡市・浜松市をはじめとする自治体の首長・議会議員選挙

をきめ細かく取材し、正確な情報をもとに有権者にわかりやすく、公平・公正な選挙報

道に努めます。 
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福井放送局 

○原子力発電所をめぐる課題をわかりやすく伝えます 

福井県には、高速増殖炉「もんじゅ」を含め、国内最多の１４基の原子力発電所が集中

しています。避難や安全対策など、地域に住む人々にとって切実な課題をわかりやすく

伝えます。また、原子力発電所の再稼働、老朽化および廃炉、「もんじゅ」の今後につ

いてなど、国のエネルギー政策にも密接に絡む重要なテーマを深く掘り下げ、原子力発

電所とどう向き合うか、視聴者の判断に資する放送を行います。 

 

○災害・緊急報道の強化に努め、地域での存在感を高めます 

東日本大震災以降、広島の土砂災害や御嶽山の噴火など災害が激甚化する中、住民の命

と暮らしを守るため、防災・減災につながるテーマを積極的に取材・報道します。また、

緊急報道の際にはテレビやラジオ、Ｌ字型画面、データ放送、ホームページなど、さま

ざまな媒体を駆使してきめ細かい情報発信を行い、安全・安心の拠点として、さらに地

域に必要とされ貢献できる放送局になるよう努めます。 

 

○暮らしや経済を取り巻く課題を取材し、福井の“いま”を見つめます 

福井県にとって重要なテーマのひとつは敦賀までの早期開業を願う北陸新幹線です。一

足早く新幹線が通る石川県や富山県との地域格差は広がらないか、観光を中心とする経

済活動がどう変わるのか、動向をていねいに取材し伝えていきます。人口の減少も大き

な課題です。解決策を模索する地元自治体の動きを検証するとともに企業や地域の取り

組みを積極的に掘り起こし放送を通じて地域の活性化に寄与します。 

 

○選挙報道に万全を期し、公平・公正な情報提供に努めます 

福井県知事選挙（任期満了日・平成２７年４月２２日）や福井市長選挙（任期満了日・

平成２７年１２月２２日）など注目度の高い選挙が予定されています。選挙報道にあた

っては万全の体制で公平・公正な情報を提供し、視聴者の信頼に応えます。 

 

○福井ならではの自然や文化の魅力を、広くＰＲします 

白山国立公園をはじめ、福井県には山深さゆえに守られた豊かな自然が数多く残ってい

ます。また、福井県では世界的に貴重な恐竜の化石も発見され、研究が続けられていま

す。こうした特有の自然や、それに関わる文化、地域の人々の知られざる魅力を、県内

だけでなく全国・世界に届けられるような放送をめざします。 

 

○地域に根ざしたスポーツや選手を応援し、地元を盛り上げます 

ＪＦＬ昇格をめざすサッカー「サウルコス福井」やプロ野球独立リーグＢＣリーグの「福

井ミラクルエレファンツ」など地域スポーツの中継や特集を通じて地元が活気づくよう

な放送を行います。平成３０年（２０１８年）開催予定の「福井しあわせ元気国体」に

向けた動きや２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックに出場が期待される

若手選手を取材・発信し視聴者に未来への夢や希望を届けます。 
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富山放送局 

○開局８０年、富山県の豊かさを全国に発信します 
平成２７年（２０１５年）１２月、富山放送局は開局８０年を迎えます。暮らしやすさ

や教育・就業面で全国トップクラスの豊かさを誇る富山県は今、北陸新幹線開業という

歴史的な転換点にあります。地域の“いま”を見つめ、その魅力を全国に発信するとと

もに、地域に密着した番組やイベントを通して、世代を超えて親しまれ続ける放送局を

めざします。 

 

○北陸新幹線開業による地域活性化の動きを多角的に伝えます 

北陸新幹線の開業により、富山から東京は２時間ほどで結ばれ、首都圏との交流人口は

飛躍的に増加すると期待されています。これを機に、自治体や企業は子育て支援、女性

や若者の社会進出を後押しする活躍支援など新たな取り組みを始めています。これらの

動きを丁寧に取材してニュースや番組で分厚く伝えるとともに、人口減少など現代社会

の課題解決に向けたヒントを探ります。 

 

○防災・減災に役立つ情報発信の強化に努めます 

呉羽山断層帯の地震・津波の被害や豪雨による土砂崩れなどさまざまな災害に備え、 

ラジオを含めた防災・減災のための情報発信の強化に努めます。災害発生時には正 

確・迅速な緊急報道を展開し、データ放送やインターネットでも県民の安全・安心 

を支える情報を伝えていきます。 

 

○選挙報道に万全を期します 

４月に統一地方選挙が行われます。選挙の争点や行政の課題などをわかりやすく伝 

え、公平・公正で的確な報道を行います。 

 

○富山ならではの自然や文化の魅力を広く発信します 

３０００メートル級の山々が連なる立山連峰から“天然のいけす”と称される富山 

湾まで、富山県は日本有数の自然に恵まれています。また特色ある民俗芸能や祭り、 

伝統工芸が脈々と受け継がれ、最新のデザインや斬新な作品の創作に挑む人々も増 

えています。知られざる富山の魅力を掘り起こし、全国に発信します。 

 

○地域の応援団として、富山のスポーツを盛り上げます 

バスケットボールｂｊリーグの「富山グラウジーズ」、プロ野球独立リーグＢＣリー 

グの「富山サンダーバーズ」、サッカーＪ３の「カターレ富山」の３つのプロチームを

継続的に取材します。また２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

活躍を期待される若きアスリートたちを発掘し、競技にかける思いや奮闘の様子をタイ

ムリーに紹介していきます。 
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津放送局  

○災害報道に全力を注ぎ、防災・減災に努めます 

三重県では、台風や大雨による風水害、南海トラフ巨大地震や津波による甚大な被害が

想定されています。津放送局は、県民の安全・安心を守るため、あらゆる災害に際して、

テレビやラジオで、正確・迅速な報道に努めるとともに、データ放送やインターネット

で、避難情報、交通情報などをきめ細かく発信します。また、緊急送出訓練や報道拠点

運用訓練などを定期的に実施し、日頃の備えを万全に整えます。さらに、平日午後６時

台のニュース・情報番組で、防災・減災に役立つ情報や、各地の先進的な取り組みを伝

えます。 

 

○三重県の歩みを見つめる年間企画を制作します 

平成２７年（２０１５年）は戦後７０年。津放送局は開局７５年を迎えます。三重県の

活力ある未来創造に貢献するため、地域の近現代の歩みを見つめ、現在そして未来を考

える年間企画を制作し、ニュース・情報番組で放送します。四日市公害と環境改善の取

り組みや、技術革新で国内有数の産地に発展した英虞湾の真珠養殖業の歩み、東南海地

震・伊勢湾台風の災害の記録など、現存する写真や映像、新たな取材を織り交ぜて地域

の変遷を描き、未来を展望します。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組をさらに充実させます 

人口減少への対策、海外からの観光客誘致による地域振興の動き、子どもの学力向上、

産業振興と雇用確保による地域の活性化など、県民の関心が高い課題について、記者解

説などを交えてわかりやすく伝えます。また、県内の学校紹介、話題の人を招いてのゲ

ストトーク、中継などで三重県の魅力を届け、地域の活性化に貢献します。さらに、地

域に出向いて公開放送を実施し、視聴者との交流を深めます。 

 

○選挙報道に万全を期します 

 平成２７年４月には統一地方選挙が予定されており、三重県知事選挙（任期満了日４月

２０日）、津市長選挙（任期満了日４月２３日）などが行われます。これらの選挙にあ

たっては万全の体制で臨み、有権者の判断のよりどころとなる選挙の争点などをわかり

やすく伝え、公平・公正な報道を行います。 

 

○県域ＦＭ放送によるラジオの機能強化を図ります 

リスナーから募集した川柳作品を通して三重に暮らす人ならではの共感を伝える県域

ＦＭ番組の認知度を高め、ラジオ放送の一層の定着を進めます。毎回、県内各地から生

中継を行うことで、大規模災害時の情報発信力の強化につなげます。 
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岐阜放送局・高山支局 

○災害・緊急報道に注力し、防災・減災につながる情報を発信します 
岐阜県は御嶽山噴火、豪雨に伴う河川の氾濫や土砂災害など、突発的な災害に数多く見

舞われました。また直下型地震を引き起こすおそれのある活断層の動きにも気を配る必

要があります。そのため、日頃から災害への警鐘を鳴らす報道をめざし、県民の生命・

財産の確保に尽力します。また、被害を最小に抑えるため地域の課題を多角的に検証し、

防災・減災への指針を示します。発災時にはデータ放送やホームページでも情報を展開

し、地域の安全・安心につなげます。 

 

○地域の課題を見つめ、豊かで安心できる社会の実現を支援します 

 為替の大幅な変動やＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）への参加に伴う課題など、

先行き不透明な情勢は地域経済や産業にも大きな影響をもたらします。また、医療や福

祉、環境、食の安全など私たちの暮らしに関わる課題は多岐に及びます。平日午後６時

台ニュース・情報番組では、それらの課題に真摯（しんし）に向き合い解決策を探りま

す。そして地域が元気になる情報を発信していきます。また、春の統一地方選挙では、

選挙の争点を公平・公正な立場で放送し、有権者の判断のよりどころとなるよう努めま

す。 

 

○開局７５周年にあたり、多彩な番組を制作します 

岐阜放送局は平成２７年（２０１５年）９月１日に開局７５周年を迎えます。この機会

にこれからのめざすべき地域放送局のあり方を考えていきます。また地域に密着した放

送局としての役割を全うするべく、地域住民の関心にこたえる番組づくりを徹底します。

そして多彩な番組・手法で岐阜の魅力を全国・海外へ発信し、地域の活性化と発展に役

立つ放送局として存在意義を高めていきます。 

 

○世界に誇る“ものづくり”“伝統文化”の継承を支援します 

豊かな自然・資源を有する岐阜県は古くからものづくりが盛んです。平成２６年（２０

１４年）１１月にはユネスコの無形文化遺産に岐阜県美濃市を産地とする「本美濃紙」

が登録されるなど、岐阜県内のものづくりが脚光を浴びています。また、長良川鵜飼も

無形文化遺産に登録しようという動きもあります。地域の暮らしを支えてきた技術と知

恵を継承していくため、またそこから新たな文化を醸成するため、ものづくり・伝統文

化の現場を多角的に取材します。そしてそれらを育む地域のさらなる活性化に寄与しま

す。 

 

○地域のスポーツ振興に貢献します 

Ｊ１昇格をめざすサッカーＪ２「ＦＣ岐阜」の情報を引き続き積極的に伝えます。また

地域に根ざしたアマチュアスポーツチームの活躍も幅広く取り上げ、地域に元気を届け

ます。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックへの出場をめざす県内選手にも注

目し継続的に取材していきます。 
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平成２７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、地域の命と暮らしを守るため、安全・安心に役立

つ情報の提供に全力を尽くします。また、地域の課題に真正面から向き合う

とともに、各地の特色や魅力を全国に発信して、地域の活性化に貢献します。 

 

 平成２６年（２０１４年）８月に発生した広島の大規模土砂災害は、大き

な被害をもたらし、災害への備えについて多くの教訓を残しました。集中豪

雨などの自然災害が毎年のように発生している中、人々の暮らしの安全・安

心を守るため、ＮＨＫのネットワークを最大限生かしながら、全力で防災・

減災報道、緊急報道に努めます。 

 

 中国地方に息づく自然や文化、人と暮らしを改めて見つめ直します。地域

が抱える課題に、新たな発想や多角的な視点から解決策や可能性を追求し、

視聴者の生きる指針となるよう、ふるさとの価値を再発見します。 

 

 被爆７０年という大きな節目となる平成２７年（２０１５年）、被爆体験

の風化が懸念される中、貴重な被爆証言の記録と若い世代への継承を進める

ため、全国に向けて、また海外に向けて、さまざまなメッセージを発信しま

す。 

 

地域の応援団として、活躍が期待される地元スポーツや、視聴者の関心が

高いドラマ・音楽番組などを放送することで、地域の期待に応え、中国地方

を明るく元気にします。 
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≪重点事項≫ 

１．命と暮らしを全力で守ります 

中国地方の各放送局は、地域の安全・安心を守るため、緊急報道に全力を尽くします。

また日頃から、防災・減災のための情報発信に取り組みます。テレビ・ラジオはもち

ろん、データ放送やインターネットも活用して、正確で迅速な災害報道やライフライ

ン情報を提供します。また、今後想定される大規模災害に備えて、過去の教訓も生か

した情報の提供に努めます。 

 

２．地域の課題に向き合い、地域の魅力を再発見します 

少子高齢化や過疎化、経済活性化など、中国地方が抱える課題について、解決策や可

能性を提示しながら、中国地方の価値を再発見し、課題を乗り越えるための処方箋を

提言するシリーズを展開します。 

 

３．被爆７０年、被爆証言を記録し若い世代に継承します 

平成２７年（２０１５年）８月は被爆から７０年という大きな節目となります。被爆

体験の風化がますます懸念される中、引き続き、被爆証言の記録と若い世代への継承

を進めます。ドキュメンタリー、ドラマ、音楽などの多彩な番組を全国に向けて、ま

た海外に向けても発信します。 

 

４．正確・迅速な選挙報道で、視聴者の信頼に応えます 

平成２７年４月に予定されている統一地方選挙では、争点や地域への影響などをわか

りやすく伝えるとともに、正確で迅速な選挙報道に万全を期します。 

 

５．視聴者の関心が高いスポーツを放送し、地域を元気にします 

プロ野球「広島カープ」やサッカーＪリーグなど視聴者の関心が高いプロスポーツを

積極的に中継するとともに、アマチュアスポーツも幅広く取り上げて応援し、地域に

元気な話題を提供します。 

 

６．地域が舞台のドラマの放送で、地域を盛り上げます 

山口県萩市が主な舞台の大河ドラマ「花燃ゆ」に合わせて、地域の文化や歴史を発信

して盛り上げるとともに、イベントも展開して視聴者の期待と関心に応えます。また、

地域を舞台にしたドラマを制作し、視聴者との結びつきを強めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

広島放送局・福山支局 

○地域の安全・安心の拠点として、公共放送の使命を果たします 

平成２６年（２０１４年）８月２０日未明に発生した広島市の大規模土砂災害では、７

０人を超える命が奪われました。被災地の復興に関する動きをきめ細かく取材するとと

もに、さまざまな角度から土砂災害を検証し、県民の安全・安心を守ります。また、今

後の災害に備えて日頃から防災・減災の情報を積極的に提供していきます。 

 

〇被爆７０年、被爆の記録と継承に取り組みます 

広島放送局は被爆地の放送局として、８月６日の広島・原爆の日を中心に、核兵器の恐

ろしさや廃絶を訴える被爆地ヒロシマの声を広く国内外に伝えます。核兵器や被爆地を

取り巻くさまざまな状況や課題を継続的に取材するとともに、被爆建物や被爆遺品など

を高精細映像で撮影するなどして、戦争の悲惨さを後世に伝えていきます。 

 

○地域の課題や魅力を積極的に発信し、地域の活性化に寄与します 

美しい自然や人、歴史、食などの魅力を発信するほか、関心の高いテーマを長期取材で

掘り下げる大型企画など、見応えある番組を放送します。また、地域の課題の解決策を

追求し、その価値を再発見する番組をシリーズで展開します。 

 

○関心の高い地元スポーツを中継し、地域を元気にします 

２４年ぶりのリーグ優勝を狙う「広島カープ」や、Ｊリーグ王座奪還を狙う「サンフレ

ッチェ広島」など、関心の高いプロスポーツを中継やニュース、番組で放送し、地元フ

ァンの期待に応えます。また、「ひろしま男子駅伝」をはじめとしたアマチュアスポー

ツも積極的に取り上げ、地域のスポーツ振興に寄与します。 

 

○放送サービスの幅を広げ、視聴者の期待に応えます 

人にやさしい放送をめざして、一部の地域向けニュースや番組に字幕をつけて放送しま

す。また、データ放送やインターネットを活用した双方向サービスにも取り組み、視聴

者との結びつきを強めます。 
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岡山放送局 

○緊急・災害報道に全力を注ぎ、地域の安全・安心に貢献します 

事件・事故などの緊急報道や、地震・台風などの災害報道では、正確な情報を迅速に伝

えます。特に災害報道は視聴者の関心が年々高まっており、データ放送やインターネッ

トでも最新の状況を詳細に伝えます。また、毎日の暮らしの安全・安心を守るため、災

害対策の課題を多角的に検証し、県民の防災・減災意識を高める放送の充実に力を注ぎ

ます。 

 

○岡山発地域ドラマを制作し、地域の魅力を全国に発信します 

岡山放送局では初めてとなる「地域発ドラマ」の制作に取り組みます。岡山県を舞台に

人々の暮らしを生き生きと描き、岡山ならではの魅力を掘り起こして全国に発信します。

また、ドラマに関連した番組やイベントの展開により、視聴者との結びつきを強化しま

す。 

 

○地域の課題に向き合い、地域の活性化を支えます   

景気回復や人手不足、教育問題などの課題に正面から向き合い、岡山のこれからを考

える番組の制作に取り組みます。また、伝統工芸や文化などの歴史的な背景をもつテ

ーマや、若い世代の活躍、地域の明るい話題などを積極的に取り上げ、県民を元気に

する放送をめざします。 

 

○選挙報道に万全を期します 

平成２７年（２０１５年）４月に予定される統一地方選挙では、岡山県議会議員選挙

や各市議会議員選挙が行われます。平日午後６時台のニュース・情報番組で選挙の争

点や地域ごとの課題をわかりやすく伝え、有権者の判断のよりどころとなる公平・公

正な報道を行います。開票速報では、選挙結果を正確・迅速に伝え、県民の関心に応

えます。 

 

○地域スポーツを応援します 

新監督を迎えて心機一転のサッカーＪ２「ファジアーノ岡山」、女子サッカーなでし

こリーグで年間優勝を狙う「岡山湯郷べル」、女子バレーボールＶプレミアリーグの

「岡山シーガルズ」など、地元チームの活躍を中継や番組で伝え、県内スポーツを盛

り上げます。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックをめざす若いアスリート

たちの動きも紹介し、県民に希望や元気を届けます。 
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松江放送局 

○原子力発電所の動向と地域の安全対策を伝えます 

島根原子力発電所は全国で唯一、県庁所在地にある原子力発電所で、１０キロ圏内に島

根県庁や松江市役所が立地しています。再稼働に向けた安全審査や中国電力の動向とと

もに、自治体の安全対策や避難計画などをわかりやすく伝えます。また、地域の“安全・

安心”を守るため、放送機能の強化や体制作りを一層進めます。 

 

○災害報道や選挙報道に全局体制で取り組みます 

集中豪雨や台風などの自然災害に備え、防災や減災につながるニュースや番組を制作し、

発災時にはきめの細かい情報をいち早く伝え、“命と暮らし”を守ります。また、平成

２７年（２０１５年）４月に予定されている統一地方選挙の島根県知事選挙や島根県議

会議員選挙では、地域の課題や争点を掘り下げ、視聴者にわかりやすく情報を伝えると

ともに、正確で迅速な選挙報道に取り組みます。 

 

○地域の課題に向き合い、地域活性化に積極的に貢献します 

島根県は人口が７０万人を割り込み、過疎化や少子高齢化が一層深刻になっています。

一方で地域の魅力をアピールし定住者を増やす自治体など活性化に向けた取り組みも

行われています。このような先駆的な取り組みは、島根県だけでなく全国の課題の解決

に向けた手がかりになるとして注目を集めています。こうした取り組みや人々の思いを

地域や全国に発信します。 

 

○地域に根ざし、地域を応援します 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、その日の県内の動きや身近な話題を詳しく伝

えます。また、農業や水産業、観光など主力産業の新しい取り組みにスポットを当てる

とともに、島根県のスポーツ選手やチームの活躍について詳しく伝え、視聴者とともに

島根県を応援します。 
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鳥取放送局・米子支局 

○地域のいまを見つめ、信頼される放送局をめざします 

平日午後６時台のニュース・情報番組を、視聴者目線を一層大切にした魅力的でよりわ

かりやすい放送とするように努めます。ライブ感あふれる中継を随時織り交ぜながら、

地域の“いま”を発信します。また、人口減少に歯止めがきかない中、県外からの移住

者誘致に積極的な行政や民間の取り組み、経済再生の手がかりなど、鳥取県が抱える問

題について、取材者の解説を交えて伝えることでより深く掘り下げます。平成２７年（２

０１５年）４月に予定されている統一地方選挙の鳥取県知事選挙や鳥取県議会議員選挙

では、視聴者にわかりやすく情報を伝えるとともに、正確で迅速な選挙報道に取り組み

ます。 

 

○安全・安心のための情報を発信します 

 島根原子力発電所が再稼働した際の安全性や事故対応、行政が策定した避難計画や避難

訓練などを継続的に検証し、原子力災害に備えた緊急報道体制を構築します。また、大

雪や突風による自然災害のほか、近年全国各地で起きている記録的な豪雨や土砂災害に

どう備えるかなど、地域の暮らしを守る防災・減災に役立つ情報を発信します。 

 

○デジタル放送ならではのサービスを展開し、視聴者とのつながりを深めます 

 データ放送の双方向機能を活用し、平日午後６時台のニュース・情報番組の気象コーナ

ーで定着した、クイズやアンケートによる視聴者参加型の演出を、そのほかの県域番組

にも展開します。視聴者の関心が高まっている県内ゆかりの大相撲力士の情報を伝える

など、幅広い年代の視聴者の期待に応えます。 

 

○地域の魅力を発掘・発信し、地域の活性化に役立つ番組を制作します 

 金曜午後７時台は、関心の高いニュースを番組に展開したジャーナリスティックなもの

から、親しみやすいテーマのものまで多彩なコンテンツをそろえ、視聴者のニーズに幅

広く応えます。視聴者サービス向上のための独自のイベントを県域番組化し、海外向け

のニュースの発信にも努めるなど、地域の魅力を国内外に広めます。 

  

〇開局８０年に向けた取り組みを進めます 

 平成２８年（２０１６年）１２月に、鳥取放送局は開局８０年を迎えます。鳥取放送局

の放送の歴史や、鳥取県の戦前・戦後の歩みを映像記録でたどるなど、鳥取県の豊かな

地域資源や魅力を多面的に発信することで、身近で信頼される放送局としての放送サー

ビスに努めます。 
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山口放送局・下関支局 

○地域に寄り添い、地域の力となります 

平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の番組を中心に、地域に寄り添

った放送を行います。機能強化によりアジア最大級の米軍基地となりつつある岩国基地

について、きめ細かく、わかりやすく伝えます。また、上関原子力発電所建設計画、景

気・雇用不安、少子高齢化など、いま、地域が直面している課題と向き合い、視聴者と

ともに考え、地域で最も身近で信頼される放送局となることをめざします。 

 

○地域に安全・安心を届けます 

災害や事件・事故などの緊急報道では、テレビ・ラジオだけでなく、データ放送やイン

ターネットなども活用して正確・迅速に情報を提供し、公共放送としての使命を果たし

ます。また、豪雨や台風・地震などの自然災害においては、日頃から地域の防災・減災

に役立つ情報を提供するとともに、災害発生時にはライフライン情報も含めたきめ細か

な報道に努めます。 

 

○大河ドラマ「花燃ゆ」と連携して地域を盛り上げます 

平成２７年（２０１５年）の大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台である、地元山口県の放送局

として、引き続き自治体とも連携しながら、ロケ情報や関連情報、郷土の歴史などを、

地域情報番組の中で年間を通して伝えるとともに、関連イベントも行って地域にきめ細

かく情報を提供し、地域に元気と誇りを届けます。 

 

○地域の魅力を発信し、地域の声を届けます 

瀬戸内海と日本海に面した豊かな自然や産物、世界遺産登録をめざす「明治日本の産業

革命遺産」をはじめ、平安から室町、幕末、明治維新とさまざまな時代から残る歴史の

遺産、産業、文化、テクノロジー、人物など、地域の魅力を見いだして発信するととも

に、地域の人々の声や営みをきめ細かくすくいあげます。また、サッカーＪ３への昇格

が決まった「レノファ山口」なども番組で取り上げ、地域を応援します。 

 

○地域との一体感、視聴者とのつながりを大切にします 

地域の自治体や公共施設などと連携し、地域に親しまれる開かれた放送局をめざします。

また、ケーブルテレビによるテレビの視聴比率が高い地域性に即し、県内各地のケーブ

ルテレビ局と連携し、放送やイベントを通して地域との一体感や親近感を高めます。さ

らに、さまざまな手法を使って視聴者の参加感、双方向感のあるコンテンツの開発に努

め、より多くの視聴者の期待に応えます。 
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平成２７年度 九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画 

 
≪基本方針≫ 
 

九州沖縄の各放送局はネットワークを生かし、視聴者の関心に真摯（しん

し）に向き合い、期待に応えます。公共放送として、これまで以上に親しま

れ、信頼される放送局をめざすとともに、地域の再生・活性化に貢献します。 

 

災害発生時には、各放送局は“命と暮らしを守る”、正確で頼りになる報

道に取り組みます。平時から防災・減災につながる情報、生活に必要な安全・

安心情報の継続的な提供に努めます。また、安全保障問題やエネルギー問題

など、地域の抱える国民的な課題と向き合います。４月に予定される統一地

方選挙をはじめとする各種選挙については、万全の体制で臨み、正確・迅速、

公平・公正な報道を行います。 

 

平成２７年（２０１５年）、九州沖縄は沖縄戦や長崎の被爆から７０年の

大きな節目を迎えます。地域の視点から戦争を見つめ直し、平和について考

えます。また、地域の伝統・歴史・文化の魅力を改めて掘り起こし、さまざ

まな番組を通じて発信するとともに、郷土の魅力の再発見につながる地域ド

ラマを制作します。 

 

多様なメディアの特性を生かして、番組ごとに最適なサービスを提供し、

視聴者の期待に応えます。 
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≪重点事項≫ 

１．“安全・安心”を守る正確で迅速な緊急・災害報道 

九州沖縄地方の９つの放送局は、一体となってネットワークと機動力を生かし、地域

住民の安全・安心を守るために正確で迅速な緊急・災害報道に取り組みます。台風や

豪雨、噴火活動などの自然災害、鳥インフルエンザなどの感染被害から地域住民の命

と暮らしを守るため、防災や減災につながる情報や暮らしに役立つ生活情報の提供に

努めます。また、大規模災害発生時には、データ放送やインターネットも最大限活用

して、ライフライン情報をきめ細かく伝えます。 

 

２．地域に寄り添い、地域を応援する放送の充実 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、構成を見直し各県内向けのニュースや話題

をきめ細かく伝えます。また、ニュースや金曜午後７時台の番組の中で地域が抱える

課題を検証するほか、地域住民の生活や経済活動に密接に関わる話題、事件・事故の

再発防止への取り組みについても伝えていきます。金曜午後８時台の番組では、各地

の話題を親しみやすく紹介し、九州沖縄地方の活性化に貢献します。 

 

３．地域の文化・歴史情報の発信 

九州沖縄地方には、長い歴史と伝統の中で育まれてきた個性豊かな文化がありま

す。平日午後６時台のニュース・情報番組や全国番組とも連携しながら九州沖縄

各地の歴史や文化を掘り下げる番組を制作し、地域文化の振興と発展に寄与しま

す。また、世界遺産登録をめざして手続きが進む各地の動きをニュースや地域放

送番組を通じて伝えていきます。 

 

４．戦後・被爆７０年の取り組み 

８月は、終戦から７０年の節目となります。被爆地の長崎や住民を巻き込んだ地

上戦の舞台となった沖縄をはじめ、九州沖縄の各地にはいまも、戦争の深い爪痕

が残っています。戦争体験者・被爆２世などの証言や記録資料などを通して戦争

の悲惨さを後世に伝え、平和へのメッセージを発信していきます。 
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５．選挙への万全な対応  

４月の統一地方選挙では、福岡、大分の県知事選挙をはじめとして、９の市長選

挙などが予定されています。各種選挙については、有権者の判断のよりどころと

なる、信頼できる確かな情報の提供に努めるとともに、正確で迅速な選挙報道に

万全を期します。 

 

６．アジアに関する情報の発信  

九州沖縄は地理的・歴史的・文化的にアジアと深い関わりを持ち続けてきました。

アジアの中の日本の在り方が問われている中、日韓国交正常化５０周年の節目の

年を迎える韓国とのつながりなど、地域ならではの視点で、アジアの“いま”を

見つめます。 

 

７．多様なメディアに向けたデジタルサービスの提供 

双方向性を生かした番組の展開、ソーシャルメディアを使った新サービスの展開

を通じてデジタルサービスと連動した地域放送番組の強化を図ります。 
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≪各局の重点事項≫ 

福岡放送局 

○福岡県民の命と暮らしを守るため、災害や事件・事故発生時には、正確で迅速な緊急・

災害報道に全力で取り組みます。また、日頃から防災・減災につながる情報を積極的に

提供していきます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組は、大幅に刷新します。福岡県内のその日の動き

を掘り下げてわかりやすく伝えるほか、雇用や医療・福祉、教育、ライフラインなど暮

らしに直結した話題や地域の経済活動に関する話題を積極的に取り上げ、地域の視聴者

の関心に応えます。データ放送の双方向演出に引き続き取り組むほか、ソーシャルネッ

トワーキングサービスの活用にも力を入れていきます。 

 

○福岡局は開局８５周年を迎えます。豊かな自然や人々のつながりを描く地域ドラマを引

き続き制作し、地域の期待に応えます。 

 

○大河ドラマ「軍師官兵衛」をきっかけに関心が高まった地域の文化や歴史を掘り下げる

番組制作に引き続き取り組みます。また、「博多祗園山笠」など伝統文化の継承に貢献

する番組づくりに取り組み、地域文化の創造と発展に寄与します。さらに、明治日本の

産業革命遺産の世界遺産登録に向けた各地の動きを伝え、視聴者の関心にも応えます。 

 

○４月の統一地方選挙では、福岡県知事選挙をはじめ各地の首長選挙などが予定されてい

ます。正確かつ迅速な報道に万全を期し、地域の関心・信頼に応えます。また、選挙の

争点や地方自治体の課題など、有権者の判断のよりどころとなる情報を公平・公正に伝

えます。 

 

○終戦から７０年の節目を迎えます。地域の視点から戦争を振り返って戦争体験を継承し、

平和の大切さを視聴者とともに考えていきます。 

 

○アジアの“いま”を見つめるニュースや番組など、アジアの玄関口の放送局としてさま

ざまな視点で情報を発信していきます。 

 

○３年ぶりの日本一に輝き、連覇をめざす「福岡ソフトバンクホークス」、Ｊ１復帰をめ

ざす「アビスパ福岡」、大相撲などのプロスポーツ情報を積極的に伝えます。また、２

０２０年東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、視聴者の関心が高いアマチュ

アスポーツの情報も番組やニュースで伝え、地域のスポーツ振興に寄与します。 
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北九州放送局 

○北九州放送局は、“地域を元気にする応援団”として、放送などを通して、地域の魅力

や課題を地域と全国に向けて発信していきます。 

 

○北九州市は全国の政令指定都市の中で最も高齢化が進むなど、日本が直面する課題のい

わば“先進地”です。少子高齢化対策や経済活性化による雇用の創出、地域おこしの住

民活動などのさまざまな動きや、公害克服の技術と経験を生かした海外での環境ビジネ

ス・水ビジネスの展開を“地方再生”の視点から伝えます。 

 

○平成２７年（２０１５年）８月は終戦から７０年の節目となります。北九州には八幡製

鉄所や旧陸軍小倉造兵廠（しょう）など、先の戦争に関わった場所が数多くあり、広島

に次ぐ原爆の投下目標地でもありました。戦争を体験した人たちの高齢化が一層進む中、

当時を知る人たちを取材し、平和の尊さを伝えます。 

 

○地域の安全・安心に役立つ災害・防災報道の充実に全力で取り組みます。引き続きデー

タ放送やインターネットなどでも防災・減災のための情報提供に力を入れます。 

 

○関門地域唯一の放送局として、海上交通の難所と呼ばれる関門海峡をはじめ、地域で起

こる事件や事故などの緊急報道に的確に対応します。 

 

○福岡県知事選挙や福岡県議会議員選挙をはじめとする４月の統一地方選挙について、福

岡局と連携して正確で迅速な報道に全力で取り組みます。 

 

○昨シーズンのサッカーＪ2 で過去最高の５位と大躍進し、天皇杯でも初のベスト８に入

った「ギラヴァンツ北九州」の情報を中継やニュース・番組で伝えるなど、地域のスポ

ーツ振興に貢献します。 

 

○「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」の世界文化遺産への登録をめざす

動きや文化芸術活動などを伝えることで、地域文化の発展に寄与します。 
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熊本放送局 

○噴火活動が続く阿蘇山や、台風、集中豪雨などについての災害報道は、引き続き最重点

の取り組みとします。防災・減災に主眼を置き、防災機関や行政・地元との連携を強め

ます。テレビ、ラジオ、データ放送、インターネット等を使って、全局体制できめ細か

な防災情報・ライフライン情報の発信に努めます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、熊本県内のその日の出来事や、地域の課題

に関連する動きをわかりやすく伝えます。生活や地域に関する重要な課題などは、リポ

ートや解説を加えて掘り下げます。また衣・食・住など暮らしに密着した役に立つ身近

な情報も楽しくわかりやすく届けます。 

 

○ユネスコの世界遺産登録をめざして手続きが進む遺産群などに含まれる熊本県内の施

設、万田坑、三角西港、それに﨑津集落では、地域が一体となって活性化や観光振興へ

の期待が高まっています。また世界ジオパークに認定された阿蘇地域でも、草原再生の

取り組みとともに地域振興の機運が盛り上がりを見せています。関連した動きをニュー

スや番組で取り上げていきます。 

 

○水俣病は、平成２８年（２０１６年）に公式確認６０年となります。節目となる年を前

に、問題に長く関わってきた人々への取材を継続し、被害を二度と繰り返さないために

も、後世に語り継いでいく姿などを伝えます。 

 

○過疎化と少子高齢化は、地方経済と地域社会に大きな影響を与えており、これからの社

会づくりをどうしていくかが課題となっています。また、認知症の人たちとその家族を

どう支えていくのかも深刻な現実となっています。県内の自治体や福祉施設などで始ま

っている取り組みなどを取材・検証して、これからの時代の手がかりを探す番組・ニュ

ースを発信します。 

 

○平成２７年（２０１５年）４月に投票が行われる統一地方選挙をはじめとした県内の地

方選挙については、公平・公正な報道を徹底し、正確かつ迅速に伝えます。また熊本県

知事選挙（任期満了日・平成２８年４月１５日）に向けた準備を着実に進めます。 

 

○サッカーＪ２の「ロアッソ熊本」については、地元公式戦を中継するほか、リーグ戦の

戦いぶりをニュースや番組で詳しく分析します。２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピックなどをめざす若手アスリートたちの活躍にも注目し、地域のスポーツ振興に寄

与します。 
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長崎放送局・佐世保支局 

○平成２７年（２０１５年）8 月 9 日、長崎は被爆７０年を迎えます。被爆者の平均年

齢は７９歳を超えました。原爆の惨状や、放射線の影響による病気の苦しみを直接体験

した人たちの記憶を受け継ぐため、全力で取り組みます。被爆者の証言の記録・発信に

引き続き力を入れるとともに、７０年間の思いに寄り添った取材や番組制作を進めます。

また、体験の継承をめざす被爆２世や、平和のためにできることを模索する若者の姿な

どを通じて、核兵器廃絶に向けて私たちは何ができるのか、ともに考えます。8 月 9

日の平和祈念式典をはじめ、被爆７０年の長崎の声や思いを、生中継やさまざまな番組

で全国に発信します。 

 

○「軍艦島」の名で知られる長崎市の端島炭坑や、旧グラバー住宅などを含む「明治日本

の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」の世界遺産登録の可否が、平成２７年６月２

８日からドイツで開催されるユネスコの世界遺産委員会で審議されます。また、長崎市

の大浦天主堂など１３の教会や史跡などからなる「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」

も、平成２８年（２０１６年）の世界遺産登録をめざし、日本政府からユネスコに推薦

されることになりました。２つの世界遺産候補について、その歴史や魅力を発信すると

ともに、観光振興の大きな弾みになる登録実現に向けた関係者の取り組み、登録後を見

据えた課題などを、ニュースや番組で幅広く取り上げます。 

 

○全国で豪雨災害が相次ぎ、長崎でも気象台が“５０年に一度”と発表する大雨が降りま

した。視聴者の安全・安心を支える災害報道を引き続き重点項目とし、災害の発生時や、

そのおそれがあるときには、的確で迅速な報道に全力で取り組みます。また、防災・減

災につながる情報を日頃から積極的に取り上げます。 

 

○リニューアルした平日午後６時台のニュース・情報番組を一層充実させます。日々起き

るさまざまな出来事を正確・迅速に取り上げる一方、県民の関心が高いニュースの背景

やその意義について掘り下げて伝えます。金曜午後７時台の地域特集番組も連動し、引

き続き、県内のさまざまな問題や話題を取り上げ、視聴者の関心に応えます。 

 

○長崎市長選挙（任期満了日・平成２７年 4 月２３日）をはじめとする 4 月の統一地方

選挙では、入念な事前準備で正確・迅速な選挙報道を実施します。 
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鹿児島放送局 

○平成２７年（２０１５年）１０月、鹿児島放送局は開局８０年を迎えます。長きにわた

って県民に支えられてきた地域の放送局として“伝えます、これからも。”をキャッチ

フレーズに、さまざまな番組やイベントを展開します。 

 

○鹿児島県には、南北６００キロに及ぶ広大なエリアに、豊かな自然、産業、歴史、文化、

最先端技術のロケット基地などさまざまなテーマがあります。鹿児島の多様な話題、情

報、魅力を全国に発信します。また平成２７年に世界文化遺産登録をめざす「明治日本

の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」をめぐる動きや、秋に鹿児島で開催される国

民文化祭についても、ていねいに放送で取り上げます。 

 

○桜島では活発な火山活動が続いています。市民生活に大きな影響を与える降灰情報をき

め細かく伝えることはもちろん、大正大噴火規模の噴火に備えた火山研究の最前線や防

災対策などを、ニュースや番組で詳しく伝えていきます。また桜島と同様に活動を続け

る活火山、霧島山、口永良部島、諏訪之瀬島についても継続して取材し、活動の変化や

防災に関する情報を伝えます。 

 

○平成２６年（２０１４年）には８つの台風が鹿児島県に接近、うち２つは上陸して大き

な影響を与えました。梅雨時の大雨にも警戒が必要です。“防災放送局”として、安全・

安心に役立つ情報を、テレビ、ラジオはもちろん、データ放送、ホームページなどで、

迅速かつていねいに届けます。 

 

○太平洋戦争末期、本土最南端の鹿児島では、特攻隊の出撃基地となった飛行場や港湾、

本土決戦に備えた要塞が各地に造られ、多くの戦争の爪痕が今も残ります。戦後７０年

にあたり、さまざまな戦争の記憶を語り継ぎます。 

 

○全国で初となる川内原子力発電所の再稼働には依然賛否両論があります。住民の安全を

いかに確保し、社会の理解をいかに得ていくのかや、発電所稼働が地域経済に与える影

響など、原子力発電所をめぐるさまざまな課題を継続して取材します。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、経済活性化の課題や高齢化、介護など地域

が抱える問題について深く掘り下げます。数多くの離島を含む県内各地のさまざまな情

報発信に力を入れていきます。金曜午後７時台の番組では、地域の課題に正面から向き

合うほか、歴史や自然などの地域の魅力、人々のひたむきな姿などを、幅広く伝えます。 

 

○サッカーＪＦＬの「鹿児島ユナイテッドＦＣ」は昇格初年度にリーグ３位と好成績を残

しました。平成２７年シーズン後にはＪリーグ加盟をめざすことになります。加盟に向

けた課題や地元の期待を伝えます。そのほか大相撲の郷土力士の活躍や高校野球など、

スポーツ情報を幅広く取り上げます。 
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宮崎放送局 

○宮崎放送局は地域に寄り添った正確で迅速なニュース、多彩な番組・デジタルコンテン

ツ、イベントなどを通して宮崎県の発展を応援していきます。 

 

○南海トラフ巨大地震・津波では宮崎県は九州最悪の被害が予想されています。警戒が続

く霧島連山の硫黄山や噴火から５年目を迎える新燃岳、度重なる台風襲来など自然災害

への備えが欠かせません。県や自治体、地域の対応や計画、課題などを継続的に取材し、

県民の防災意識の向上、安全・安心な地域づくりに貢献していきます。また県内の防災

士との連携を強化し、各地の取り組みや減災への心構えなどを伝えていきます。 

 

○県の基幹産業である農林水産業や観光業ではいま、将来に向かってさまざまな取り組み

が行われています。また、中山間地の活性化・少子高齢化など、地域の抱える課題への

模索が続いています。その現状や課題を積極的に取材し県民の関心に応えます。併せて、

歴史と自然に恵まれた宮崎県の魅力を全国に発信していきます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、“宮崎のいまを伝える・これからを考える”

姿勢を引き続き貫き、さらなる充実を図ります。専門家への取材や記者リポートなどに

力を入れ、“わかりやすく正確に”伝えます。また、生活情報や気象情報の発信にもさ

らに力を入れていきます。 

 

○金曜夜間の番組では、“いま宮崎で最も熱い人、熱い地域、熱いトピック”を大胆にク

ローズアップして伝えます。また、県民の将来に密接に関わるテーマについて掘り下げ

て特集し、あるべき“宮崎の未来”像を探ります。平日午前１１時台の情報番組では、

暮らしに関する便利でお得な情報を充実させ、生活情報番組としての色を強く打ち出し

ます。子どもやお年寄りに楽しんでいただけるコンテンツも充実させ、昼前に“ほっと”

できる時間を提供します。 

 

○春の統一地方選挙に向けた準備を着実に行い、正確で迅速な選挙報道に全力で取り組み

ます。 

 

○データ放送、ホームページなどのデジタルコンテンツを充実させ、放送と一体となった

サービスを展開させます。また、データ放送と連動する番組制作やインターネットを介

した双方向アンケートシステムなど、デジタル技術を取り入れた演出に積極的に取り組

みます。 
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大分放送局 

○南海トラフ巨大地震や台風、それに火山の噴火などさまざまな自然災害に備え、県民の

生命・財産を守る災害報道や、事件・事故の緊急報道に取り組みます。また災害に備え

るノウハウなど、防災・減災につながる情報についても詳しく伝えていきます。 

 

○平成２７年（２０１５年）４月に投票が行われる統一地方選挙について、正確で迅速な

報道に努めます。 

 

○平成２７年春に東九州自動車道の佐伯インターチェンジと蒲江インターチェンジの間

が完成し、大分県と宮崎県が一本の高速道路で結ばれるのを機に、観光や経済などさま

ざまな面で結びつきを強める大分県と宮崎県の交流について詳しく伝えます。 

 

○建設が進められていた大分駅の駅ビルや大分県立美術館が平成２７年春に完成し、大き

く変貌する大分市の中心市街地について、その現状や課題を深く掘り下げて伝えます。 

 

○再生可能エネルギーの自給率が全国１位の大分県では、メガソーラーや地熱発電所など

が次々に建設される一方、電力会社が買い取り制限を行うなど課題も見えています。再

生可能エネルギーの現状や将来性をさまざまな角度から見つめます。 

 

○温泉や豊かな自然に恵まれて、アジア各国など海外からの観光客の誘致にも積極的に取

り組んでいる大分県の魅力を全国に発信します。 

 

○サッカーＪ２の「大分トリニータ」やフットサルの「バサジイ大分」など県内に４つの

チームがあるプロスポーツや、高校野球などのアマチュアスポーツを積極的に取り上げ、

活気あふれる県土づくりに貢献します。 

                        

○平日午後６時台のニュース・情報番組や、平日午前１１時台の情報番組、金曜午後７時

台のドキュメンタリー番組など地域に密着した番組で、地域が抱えるさまざまな課題や

取り組み、頑張る人たちを積極的に取り上げ、よりわかりやすく伝えます。 
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佐賀放送局 

○台風・豪雨など、自然災害が多発する中、県民の生命・財産を守るための情報を、ニュ

ース・番組のみならず、データ放送やインターネットも活用して、迅速かつ的確に伝え

ます。また、“地域の安全・安心”に関わる報道をタイムリーに発信していきます。4

月の統一地方選挙をはじめ、地域の関心事をていねいに伝えていきます。 

 

○平成２８年（２０１６年）、「有田焼」は創業４００年を迎えます。引き続き、平日午後

６時台のニュース・情報番組のコーナーとミニ番組を中心に、有田焼の歴史や魅力を発

信するとともに、特集番組を企画・制作し、地域のユニークな伝統産業・文化遺産を全

国に広めます。 

 

○九州唯一のサッカーＪ１チーム「サガン鳥栖」は、昨シーズン最後まで優勝争いに絡み

ました。平成２７年（２０１５年）シーズンも、サガン鳥栖のゲームを中継、チームの

最新情報などを積極的に伝えて、県内を一つに結びます。その際、データ放送やインタ

ーネットを活用した双方向企画を展開し、幅広い視聴者層がデジタル放送の魅力に触れ

られる放送をめざします。さらに、ラジオでもサガン鳥栖の情報を発信、それを通して

県内各地の自治体などと連携強化を図り、ラジオの機能を強化して、いざという時の防

災・減災報道に生かします。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、玄海原子力発電所、諫早湾干拓事業、オス

プレイ配備など、県民の重要課題をめぐる動きをていねいな解説を交えて報道するほか、

少子高齢化や経済不振の中、地域が抱える問題を積極的に取り上げ、県内外の最新情報

や県民が必要とする情報を手厚く伝えます。 

 

○平日午前１１時台の情報番組では、生活情報やカルチャー情報など、視聴者の生活を豊

かにする情報を引き続き発信します。また、佐賀県・佐賀大学と連携して展開している

“肝がん撲滅キャンペーン”を平成２７年度も継続し、肝がん発生率ワースト・ワン脱

出に向けて、県民への啓発に取り組みます。 

 

○金曜午後７時台・８時台の地域放送番組では、地域でたくましく生きる人々の姿を中心

に、“ふるさとの魅力”を掘り起こすとともに、県民が関心を寄せる地域の課題にも正

面から向き合います。 
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沖縄放送局 

○“沖縄戦７０年 語り継ぐ未来へ”をテーマに戦後７０年を考えます。県民の 4 人に

1 人が犠牲になる激しい地上戦を経験した沖縄にとって、平成２７年（２０１５年）は

悲惨な過去を思い起こし平和への誓いを新たにする節目の年です。戦争体験者の高齢化

が進む中、貴重な証言や当時を物語る資料をていねいに集め、さまざまな角度から沖縄

戦を見つめ直します。また平和祈念テーマソングや関連イベント、沖縄戦を伝える番組

のアーカイブスシリーズなどを通じて、忘れてはならない沖縄戦の記憶と平和を願う沖

縄の心を次の世代に引き継ぎます。また６月２３日の「慰霊の日」には「全戦没者追悼

式」を全国中継し、この時期に合わせて、ニュースや番組で沖縄からの平和のメッセー

ジを全国に向け集中的に発信します。 

 

○普天間基地の名護市辺野古沖への移設計画をめぐって、平成２６年（２０１４年）

１１月の選挙で県内移設に反対する知事が誕生するなど県民の反発は根強く、今後

の動向が全国から注目されています。また尖閣諸島をめぐる問題も日本の外交や安

全保障に大きな影響を与え続けます。こうした問題を県民の目線から深く継続的に

取材し全国に伝えます。 

 

○台風や地震、津波などの災害時には、テレビとラジオを通じたきめ細かな放送を行

うほか、L 字型画面、データ放送、ホームページ、ライフライン放送などあらゆる

手段を駆使して、県民の命を守る情報発信体制を強化します。さらに自治体の出す

防災情報を迅速に伝える「Ｌアラート」も新たに導入します。また防災・減災対策

を検証する番組やリポートを放送し県民を災害から守る取り組みを進めます。 

 

○沖縄の魅力アップを応援します。沖縄の豊かな自然と独自の歴史や文化は、全国か

ら高い関心を集めています。またスポーツや芸能で活躍する人々も数多く輩出して

います。こうした沖縄の多彩な魅力を積極的に発信していきます。一方で、低い県

民所得、高い失業率、長寿日本一からの転落などさまざまな課題についてもニュー

スや番組で検証し、県民とともに魅力的で暮らしやすい沖縄を考えていきます。 
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平成２７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５年目に入り、被災地の課題は一層深刻化・多様化して

います。東北地方の各放送局は、平成２７年（２０１５年）度、この震災と

東京電力福島第一原子力発電所の事故を見つめ直し、課題解決の道筋を探る

とともに、「被災地の人々へ“希望”を届けるキャンペーン」を展開します。

東北の魅力を全国に発信し、地域の未来や夢を描くことで、復興を後押しし

ます。 

 

被災地にある放送局の使命として、震災の教訓を生かし、人々の命と財産

を守るための情報を発信します。地域の安全と安心を守るため、各放送局の

ネットワークを生かした防災・減災報道に全力を挙げ、災害時に重要な役割

を担う県域ラジオ放送のさらなる定着を図ります。 

 

東北地方は、全国でも最も急速に人口減少が進んでいます。この喫緊の課

題に各放送局が正面から向き合い、地域の進むべき道を探ります。また、農

業、エネルギー、医療など、東北地方共通の課題についても、各放送局が一

丸となって取り組みます。 

 

多彩な番組や公開イベントを通して、東北に笑顔と元気を届けます。ふる

さとのすばらしさを広く伝えるとともに、地元に根ざしたスポーツを応援し、

視聴者の関心に応えます。 
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≪重点事項≫ 

１．被災地の人々を後押しし、“希望”を届けます 

東日本大震災から５年目に入る平成２７年（２０１５年）度、被災者が一歩前に踏み

出せるよう、「“希望”を届けるキャンペーン」に取り組みます。 

東北の魅力を伝え人を呼び込む番組やイベント、未来や夢を描く番組を企画・制作し、

地域の復興に貢献します。これまでの支援に対する感謝と、震災で得た教訓を全国に

伝え、被災地の思いを広く視聴者に届けます。 

 

２．被災地の現状を伝え、課題の解決策を探ります 

被災者一人ひとりが置かれた状況は時とともに深刻化・多様化しています。刻々と変

化する被災地の様子や、復興の課題に直面する住民たちの姿を伝えるとともに、現状

を深く広く取材し、問題解決の道筋を探ります。被災者の生の声を発信しつづけ、震

災の記憶の風化を防ぎます。 

 

３．地域の安全と安心を守ります 

震災から得た教訓をもとに、地域の防災力を高める情報を各放送局のネットワー

クを生かして発信します。災害時に重要な役割を担うラジオでは、県域放送のさ

らなる定着を図ります。また、緊急報道では、テレビとラジオに加え、データ放

送、インターネットなどさまざまなメディアを活用し、必要な情報をきめ細かく

発信します。 

 

４．地域の課題に向き合います 

全国の中でも最も急速に進む人口減少の問題に、東北地方の各放送局が一丸とな

って取り組みます。外国人観光客を呼び込む試みなど、苦境を抜け出そうとする

各地の動きを取材し、解決の糸口を探ります。 

また、基幹産業である農業を取り巻く環境の変化や、再生可能エネルギー事業の

動向、さらに医療、介護など、地域が抱える共通の課題をニュースや番組で伝え

ます。統一地方選挙をはじめとした選挙報道では、争点や構図をわかりやすく提

示し、正確・迅速な開票速報に努めます。 
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５．ふるさとのすばらしさを伝え、地域を応援します 

東北ならではの文化や豊かな自然を紹介する番組、地域の魅力を描くドラマを制

作することで、幅広い年代にふるさとのすばらしさを発信します。 

地域に根ざしたスポーツチームの活躍を伝えるとともに、２０２０年東京オリン

ピック・パラリンピックをめざす地元選手を取材し、地域を応援します。 
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≪各局の重点事項≫ 

仙台放送局 

東日本大震災から５年の節目となる平成２７年（２０１５年）度、仙台放送局は「被災

地の人々へ希望を届ける」キャンペーンを展開して復興を後押しします。被災地へ人を

呼び込む番組や公開イベント、全国からの支援に対する感謝の思いを伝える番組、未来

を担う子どもたちに寄り添う企画などを、一年を通して幅広く放送します。 

 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、震災からの復興や防災の課題を多角的に伝

え、解決策を探ります。また、下落する米価など産業の課題や、エネルギー、医療、介

護など、暮らしに深く関わる話題をわかりやすく伝えます。東北地方の各放送局と連携

し、広域の情報を充実させます。 

 

金曜夜間では、時とともに進む震災の記憶の風化に立ち向かうとともに、人々に希望を

届ける番組を制作します。また、急速に進む人口減少の問題にさまざまな角度から切り

込む番組など、視聴者の関心が高い話題を積極的に取り上げて伝えます。データ放送や

インターネットを活用した番組づくりにも取り組みます。 

 

宮城の安全・安心を守るため、防災・減災報道に全力を挙げます。いざという時に備え

て立ち上げたラジオ第１・地域放送番組の認知度向上をめざし、公開放送などでリスナ

ーとのつながりを深めます。災害時には、テレビ、ラジオをはじめ、データ放送やイン

ターネットなども活用し、きめ細かい防災情報や生活情報を発信します。 

 

○ふるさとの魅力や人々のつながりを描くドラマを制作し、宮城のすばらしさを紹介しま

す。プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」や、サッカーＪ１「ベガルタ仙台」、

バスケットボールｂｊリーグ「仙台８９ｅｒｓ」など、地元プロスポーツチームの活躍

を中継やニュースで伝えるとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを

めざす宮城県出身選手の活躍や、高校野球などのアマチュアスポーツも取り上げ、地域

を応援します。 
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秋田放送局  

○県民の安全・安心を守る放送に総力を挙げて取り組みます。正確で迅速な防災・減災情

報を、テレビ・ラジオとともにデータ放送やインターネットなどを活用して、より的確

に伝えます。災害時に重要な役割を担う県域ラジオ放送の一層の定着を図るとともに、

緊急時にきめ細かい情報発信が行えるよう県内のネットワークを拡充します。また、東

日本大震災から５年目に入り、復興を応援する放送、教訓を伝え継ぐ放送を続けます。 

 

○人口減少が全国最速のスピードで進む秋田県。急速に進む人口減少に真正面から向き合

い、秋田が抱える課題とその要因を徹底的に検証し、わかりやすく伝えます。人口減少

が引き起こす将来への影響について、データを交えて分析・予測するニュースや番組と

ともに、子育て情報の発信や、課題解決の糸口となる放送を通して、ふるさと秋田の存

続と発展のための新たな提言を行います。人口減少社会を秋田から考え、全国に発信し

ます。 

 

○減反政策の廃止、米価の急落など苦境に立つ県内のコメ作り、衰退が続いている地域経

済に対して、農業の６次産業化など未来への希望につながる取り組みを掘り起こして伝

えます。また、地熱発電・風力発電などの再生可能エネルギーや、新しい資源として注

目されるシェールオイルに関する最新の動きと可能性をより深く伝えます。 

 

○秋田の魅力を積極的に発信します。地域で大切に育まれてきた文化や伝統、秋田に息づ

く大自然、創造力豊かな取り組み、そして地域を元気にする住民の活動やコミュニティ

ーに光を当てるとともに、県民に感動と活力を与えるスポーツの力を引き続き伝えてい

きます。また、放送と連動したイベントを県内各市町村と連携し、地域に密着して行う

ことで、地域を盛り上げていきます。 

 

○平成２７年（２０１５年）度に行われる統一地方選挙において、正確・迅速な選挙報道

を行い、有権者の判断のよりどころとなる確かな情報を伝えます。 
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山形放送局・鶴岡支局 

○地域に密着した放送局として県内の話題や魅力を掘り起こし、地域放送の充実を図ると

ともに全国に発信していくことで、地域に元気を届けます。その核として「山形発地域

ドラマ」の制作に局一丸となって取り組みます。温かい県民性や地元への思いなどを織

り交ぜて、山形の魅力を凝縮したドラマを制作します。制作過程をニュースや番組企画

で取り上げるとともに、関連イベントやＰＲ活動も展開し、身近な放送局として親しん

でもらえるように努めます。 

 

○県民の“安全・安心”のため、緊急報道を正確かつ迅速に行います。日本海沖津波や蔵

王山の噴火などの大規模災害に備えて、取材体制を強化するとともに、防災・減災につ

なげるための企画を制作します。いざという時に役立つラジオ放送の機能強化を図るた

め、日常的に県内各所からの中継を行います。災害時には、インターネットも活用し、

いち早く災害情報・生活情報を提供して県民の信頼に応えます。 

 

○少子高齢化・人口減少や地域経済の衰退、ＴＰＰ（環太平洋パートーナーシップ協定）

で重大な岐路に立つ主要産業である農業の振興など山形県が直面する課題に真正面か

ら向き合います。地域を活性化させ、将来へとつながる解決策や課題を視聴者に提示し

ます。また、戦後７０年をテーマに、山形の過去・現在・将来を見据えたキャンペーン

を展開し、身近な問題として提供します。 

 

○サッカーＪ１への昇格を果たし、県民の期待が広がる「モンテディオ山形」や、蔵王温

泉スキー場で開催のスキージャンプ女子ワールドカップをはじめ、県内で行われるスポ

ーツを取り上げます。さらに２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて

県内の若手スポーツ選手の魅力も積極的に伝えます。 

 

○視聴者とのつながりを重視したデジタルサービスを展開していきます。データ放送・ホ

ームページを活用した視聴者参加型の番組を制作し、幅広い視聴者層を開拓します。 
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盛岡放送局 

○東日本大震災からの復興を引き続き全力で支援します。時間の経過とともに“変わって

いく課題”と“変わらない課題”を指摘し続け、乗り越えるための提言をしていきます。

放送を通じて被災者に寄り添い、生活再建やこころの復興を後押しします。また震災の

経験を踏まえて、引き続き正確・迅速な災害報道・緊急報道に努めます。“自助・共助・

公助”を促すため防災・減災に役立つ情報を提供していきます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組は、“岩手で最も見られるニュース・情報番組”

をめざします。被災地の現状や復興への課題のほか、急速に進む人口減少と少子高齢化、

農林水産・畜産業の振興や為替相場の地域産業への影響など課題を掘り下げて報道しま

す。また岩手の多彩な魅力を取り上げ、県民が誇りと活力を持てる番組をめざします。 

 

○東日本大震災以降、ラジオの重要性が見直されてきました。地震・台風などの災害時に

は、ラジオの県域放送を行い、きめ細かく情報を発信します。災害時に備えて立ち上げ

た平日午後５時台の地域放送番組では、さらなる県民への浸透を図るために、ラジオな

らではのフットワークの軽さを生かして、ふるさとに密着した旬の話題を提供します。

また公開放送などを活用しリスナーとの結びつきを深めます。 

 

○金曜夜間の県域放送では、被災地の復興に伴走する番組はもとより、岩手のすぐれた地

場産業や伝統芸能・文化など幅広いテーマを取り上げていきます。 

 

○震災５年に向けたプロジェクトとして、東京藝術大学などと協力しふるさとの映像を収

集するキャンペーンを展開します。一般の人たちが撮影した震災前の映像を集めドキュ

メンタリー番組を制作するとともにイベントにも展開。被災者が、失われた町並みやコ

ミュニティーを確認して新たな「ふるさとづくり」に取り組むことができるようサポー

トします。 

 

○サッカーＪ３「グルージャ盛岡」、バスケットボールｂｊリーグ「岩手ビッグブルズ」、

ラグビートップリーグ「釜石シーウェイブス」など地元チームの活躍に県民の期待が高

まっています。また平成２８年（２０１６年）には震災後、初の被災地開催となる「２

０１６希望郷いわて国体」が予定されています。地元プロスポーツやアマチュアスポー

ツを幅広く取り上げ、県民の関心に応え、国体に向けた機運を盛り上げていきます。 

 

○放送に加え、データ放送やホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスも活用

し、災害時にはきめ細かい情報を伝えるとともに、番組やイベント情報を幅広い視聴者

に提供します。 
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福島放送局・郡山支局・いわき支局 

○平成２８年（２０１６年）３月に東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故

から５年になります。廃炉への道筋、健康への影響、ふるさと再生、産業振興など、福

島は多くの課題を抱え、県民には先の見えない不安が広がっています。こうした現状や

問題解決への道筋を真摯（しんし）に取材し、ニュースや地域放送番組で掘り下げて伝

えていきます。 
 

○福島の魅力を届ける番組・イベントなどを展開し、福島に人を呼び込むための情報発信

を継続します。平日午後６時台のニュース・情報番組ではリポートやキャラバンで多く

の市町村を紹介し、震災後、原子力発電所事故の風評被害にさらされている観光・食な

どの魅力を発信していきます。また、さまざまな分野で活躍する県内の若者を取り上げ、

復興を支える原動力として紹介するとともに、ボランティアなど他県から福島に来てい

る人々もクローズアップし、福島が復興していく姿をきめ細かく伝えます。県域ラジオ

番組では、出張スタジオや県内の民放との連携企画などに取り組みます。 

 

○防災・減災につなげるため、緊急報道時の体制強化に継続して取り組みます。災害時に

はテレビ・ラジオに加え、データ放送、インターネットなどあらゆる方法を使い、幅広

く情報を発信します。ラジオ放送については番組内容を充実させることでリスナーを増

やし、災害時の情報伝達手段としてもより身近に感じてもらえるようにします。また、

災害時の情報収集や送出体制に活用するため、ラジオ放送を通して築いてきた県内の民

放、通信員に加え、コミュニティーＦＭとのネットワークを構築します。さらに、震災・

復興をテーマにしたラジオ番組に取り組み、震災の経験を踏まえた福島ならではの防

災・減災に役立つ情報を伝えていきます。 

 

○サッカーJ３「福島ユナイテッドＦＣ」や、プロバスケットボールｂｊリーグ「福島フ

ァイヤーボンズ」、プロ野球独立リーグ「福島ホープス」など、視聴者の関心が高い県

内のスポーツをニュース・番組で積極的に取り上げていきます。また、２０２０年東京

オリンピック・パラリンピックをめざす県内の若者を応援し、復興の活力に結びつけて

いきます。 

 

○幅広い視聴者に情報を届けるため、データ放送やホームページの魅力を向上させるとと

もに、情報発信をより緊密にしていきます。ソーシャルネットワーキングサービスやブ

ログを活用して、福島局の番組やニュースを幅広くＰＲします。また、震災・原子力発

電所関連のニュース動画を、引き続きホームページに掲載することを通じて、今なお県

外に避難している４万５０００人以上の県民に福島の情報をよりわかりやすく提供し

ます。 
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青森放送局・弘前支局・八戸支局 

○これまでに経験したことのないような突発的な豪雨や竜巻などが増えています。また三

陸沖では東日本大震災後も地震が頻発しています。こうした自然災害に対して県民の生

命や安全を確保するため、テレビとラジオに加えて L 字型画面やデータ放送、ホーム

ページなどでも県民に情報を迅速に伝達するとともに、機動的な機材を駆使して取材の

初動対応に力を入れ、防災・減災報道に努めます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、地域や生活に密着した情報をさらに充実し、

新たな視聴者層の開拓をめざします。またスポーツや文化、芸術、産業などさまざまな

分野で活躍する青森県民および県内出身者を数多く紹介し、視聴者を元気づけるととも

に感動を届けます。 

 

○急激に進む人口減少と少子高齢化で将来、県内の自治体の多くが消滅する可能性も指摘

される中、地域の現状を直視し課題を把握するとともに、地域活性化の参考になる取り

組みを幅広く紹介し、地域の再生を後押しします。 

 

○平成２７年（２０１５年）度末に予定されている北海道新幹線の新青森～新函館北斗間

の開業に向けての青森県内の動きや、開業を機に高まる北海道との経済的な連携および

文化的な交流、また青森県に及ぼす影響などについて、函館局と連携しながらニュース

や番組を通じて伝えます。 

 

○原子力発電所や再処理工場など青森県に集中する原子力関連施設が、国の新たな原子力

規制基準の安全審査に適合するのかどうか、その動向をていねいに伝えるとともに、長

引く稼働停止や竣工の延期が地元経済や住民の生活にどのような影響を及ぼしている

のか伝えます。 

 

○“脱！短命”キャンペーンを平成２７年度も継続し、県民が楽しみながら無理なく健康

増進に取り組める企画や番組を制作し、放送を通じて全国最下位の平均寿命の県民の意

識変革に取り組みます。 
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平成２７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７つの放送局が緊密に連携し、豊かで質の高い地域放送サ

ービスを行ってきました。新しいＮＨＫ３か年計画の初年度である平成２７

年（２０１５年）度も、７つの放送局が一丸となって、地域放送サービスの

充実に取り組みます。 

 

視聴者の安全・安心につながる情報の提供に全力を尽くし、公共放送の使

命達成に取り組みます。７つの放送局のネットワークを最大限に生かしなが

ら、新技術を利用した機動的な緊急報道体制の整備や、インターネットやデ

ータ放送の活用などで、正確・迅速にきめ細かく災害報道を行い、地域のラ

イフラインとしての役割を果たします。 

 

北海道の政治・経済・社会の課題にしっかりと向き合い、視聴者の関心が

高いテーマにタイムリーに取り組んでいきます。戦後７０年を迎え、北海道

の“戦後”を検証し、今直面する課題に向き合い、北海道の将来の展望を描

きます。 

 

地元北海道の魅力を再発見し、地域の元気をもり立てます。道民の多様な

関心に応えた多彩な番組を地域向けに放送するとともに、北海道の魅力を全

国の視聴者に発信し、地域の活性化に貢献する放送に取り組みます。 

道民に人気の高いプロスポーツチームやウインタースポーツについては、

情報をきめ細かく伝えていきます。 

また、“Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道” キャンペーンを継続し、地

域の視聴者とともに、北海道の暮らしを応援していきます。 
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≪重点事項≫ 

１．７つの放送局のネットワークを生かし地域の安全・安心を守ります 

広大な北海道をカバーする７つの放送局のネットワークを最大限に生かし地域の安

全・安心につながる情報を正確・迅速に伝えます。自然災害が激化、突発化する中、

テレビ・ラジオの特設ニュース、Ｌ字型画面、データ放送・インターネットなどさま

ざまな手段を使って、きめ細かな地域情報を早い段階から積極的に発信し減災報道に

努めます。インターネット回線を利用して機動的に中継・伝送できるシステムの活

用・習熟、一報映像を撮影してもらう視聴者のネットワークづくりなどに取り組み、

現場の状況をいち早く放送します。 

 

２．北海道の課題に向き合い 地域の今と将来を見据えます 

北海道の政治・経済・社会の課題にしっかり向き合い、視聴者の関心の高いテーマを

平日午後６時台のニュース・情報番組と金曜午後７時台の番組を中心にタイムリーに

放送します。戦後７０年を節目に、北海道が歩んできた“戦後”をさまざまな分野で

検証し、地域がいま直面する課題と結びつけながら、将来への展望を描きます。北海

道新幹線開業まで１年の動きを丹念に追いながら、北海道と本州が新幹線で結ばれる

ことによる地域活性化への期待や経済波及効果、観光への影響などについて年間を通

して多角的に掘り下げます。また、北海道知事選挙や札幌市長選挙など４月の統一地

方選挙にあたって、開票速報など関連放送に万全を期し、視聴者の信頼に応えます。 

 

３．北海道の魅力を積極的に発信し 地域の活性化に貢献します 

北海道各地の魅力をより深く知り、新たな切り口で伝える多彩な番組を金曜午後８時

台を中心に編成するとともに、全国へ発信します。世界自然遺産登録１０年になる知

床をはじめとする北海道の大自然を、高精細映像を含めた圧倒的な映像でとらえ、全

国・全道へ届けます。北海道を舞台にした地域発ドラマを制作し、地域の活性化に貢

献します。また、地元北海道で暮らす人たちとともに地域をもり立てる“Ｉ ＬＯＶ

Ｅ ＪＩＭＯＴＯ北海道”キャンペーンを引き続き展開します。「北海道日本ハムフ

ァイターズ」や「コンサドーレ札幌」など、北海道を拠点にするスポーツチームをニ

ュースや中継などで地域の人たちとともに応援します。 
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≪各局の重点事項≫ 

札幌放送局 

○北海道の７つの放送局の中核として地域放送サービスを充実・強化します。災害のおそ

れのある時は、道内各放送局へ早い段階から支援体制をとり、現場の状況を迅速に取

材します。そして道内全体の情報を収集し、テレビ・ラジオの特設ニュース、Ｌ字型

画面、データ放送・インターネットなどを通じて、地域の安全・安心に役立つ情報を

全道へ発信します。 

 

○北海道の人口の約半数が集中する道央圏に位置する放送局として、政治・経済・社会の

動向や課題、さらに将来への展望を全道的な視野でしっかりと伝えていきます。北海道

の戦後７０年の検証や北海道新幹線の開業などを道内各放送局と連携しながら重点的

に放送します。また４月の知事選挙や札幌市長選挙は地域の今後を占う重要な選挙と位

置づけ、有権者の判断に資する報道に力を入れていきます。 

 

○北海道各地の自然や食、地域の人たちの魅力を全道・全国へ伝え、道民がふるさとの良

さを再発見し、誇りに思ってもらえるようなニュース・番組を放送します。「北海道日

本ハムファイターズ」や「コンサドーレ札幌」などプロスポーツをはじめ、北海道のス

ポーツを応援していきます。“Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道”キャンペーンを

各放送局とともに展開し、地域の視聴者に身近でより親しまれる放送局をめざします。 

 

◯金曜午後７時、８時台の地域放送番組を中心に引き続き字幕放送を付与するほか、地域

向けニュースの一部でも生字幕放送を開始し、“人にやさしい”放送の充実に積極的に

取り組みます。 
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函館放送局 

○防災・減災報道に力を注ぎ、視聴者の暮らしを守るニュース・番組を放送します。地震

や津波、大雨、暴風雪など自然災害に関する情報を的確に伝えます。また、御嶽山の噴

火災害を教訓に道南地方の２つの火山、北海道駒ケ岳・恵山についての報道にも力を入

れます。 

 

○地域の人たちが関心を持つテーマをきめ細かく取材し、視聴者の期待に応えます。特に

平成２８年（２０１６年）３月に開業する北海道新幹線には、大きな注目が集まってお

り、経済への波及効果や安全性などさまざまな視点から伝えていきます。このほか、道

南地方では、青森県に建設中の大間原子力発電所をめぐる問題や人口減少問題など課題

が山積しており、こうしたテーマにも積極的に取り組んでいきます。 

 

○地域の文化や自然の魅力を全国へ発信し、道南地方の発展に寄与します。 

北海道新幹線の開業を控え、関心が高まる道南地方の豊かな文化や自然を地元局ならで

はの視点で取材します。また、ニュースや番組、公開放送、イベントなどを通して、道

南地方の魅力を伝え、視聴者により親しまれる放送局をめざします 

 

旭川放送局 

○防災・減災に役立つ放送を通じて、地域住民の安全・安心を守ります。十勝岳の火山活

動をはじめ、大地震や津波、大雨、暴風雪などの自然災害に備え、緊急報道には正確・

迅速に取り組みます。いざという時に役立つ防災の知識や火山の観測情報も提供し、命

を守る放送に努めます。 

 

○旭川・道北地域の課題にしっかり向き合い、地域の未来づくりに貢献します。深刻な人

口減少や高齢化の問題、国際競争の時代を迎えた農業や食、風力やバイオマス発電など

新エネルギーの課題などについて、道内各局と連携しながら取材を深め、ニュースや番

組を通じて解決の糸口を探ります。また戦後７０年を節目に歴史を検証し、将来への展

望につなげます。 

 

○大雪山系など豊かな自然環境や人々の営み、旬の話題を取り上げ、地域の魅力をより深

く、新たな切り口で全道・全国に発信します。農業後継者の女子たちを描くドラマを通

じて地域を応援していくほか、地域情報番組で道北の元気な若者たちを紹介するなど視

聴者との結びつきを強め、地域に愛される放送局をめざします。 
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帯広放送局 

○十勝地方は、過去に太平洋を震源とする大地震とそれに伴う津波、十勝岳や雌阿寒岳の

火山噴火、局地的な大雨などの災害を経験しています。災害から地域の人たちの生命や

財産を守るため、札幌局や道内各局と連携して、迅速な緊急報道や防災・減災の意識を

高める報道に一層力を注ぎます。 

 

○日本の食料基地と呼ばれる十勝地方では、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）を

めぐる交渉の行方が大きな関心を集めています。農業が国際的な競争にさらされようと

している中で、農業を観光に生かすアグリツーリズムなどの新たな取り組みも見られま

す。十勝の農業の最新の動きを全道・全国に伝えていきます。 

 

○身近な話題や暮らしに役立つ情報を昼前の情報番組などで紹介し、地域の放送局として

の存在感を高めます。また、会館公開などのイベントや公開番組、インターネットのホ

ームページなどを通じて、地域の人たちにとって身近な放送局であり続けることをめざ

します。 

 

釧路放送局 

○４～５００年に一度といわれる釧路沖を震源とする大地震・大津波を想定した緊急報道

訓練を日常的に行い災害報道の備えを万全にします。適切な避難方法を周知するととも

に、避難困難地域の実態を継続的に取材します。また、過去に大きな被害を出した暴風

雪への備え・対策を呼びかける放送も積極的に行い、防災・減災に役立てます。 

 

○戦後７０年の節目を迎えた北方領土問題については、元島民の証言記録を基にした番組

や特集番組の制作を行います。気候変動による漁業資源の変化、ＴＰＰ（環太平洋パー

トナーシップ協定）による影響など、地域の基幹産業である漁業・農業の現状を取材・

放送していきます。人口減少や医師の不足、生活保護の問題など、地域が抱える課題が

暮らしや経済に与える影響を継続的に取材し、ニュース・番組で発信していきます。 

 

○釧路湿原や知床半島・道東三湖などの雄大な自然、タンチョウ・シマフクロウなど希少

な生物を抱える道東地域の魅力とそこに暮らす人々の姿を、ニュースや番組を通じて全

道・全国に発信します。またアイスホッケーなど、地域で盛んなウインタースポーツの

魅力を積極的に伝えます。 
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北見放送局 

○平成２５年（２０１３年）３月の暴風雪被害の教訓を受けて、災害報道に一層力を入れ

ていきます。暴風雪や台風の際は、被害が出る前に住民に情報を伝える減災報道に力を

入れます。特に暴風雪に関しては、全道の放送局で取り組む被害防止のキャンペーンに

積極的に参加し、住民の防災意識向上につながるよう力を注ぎます。地震や津波にも正

確・迅速に対応し、いざという時に頼りになる放送局として、地域の暮らしと安全・安

心を守ります。 

 

○知床が世界自然遺産に登録されて１０年を迎えるのを機に、知床の豊かな自然の魅力や

課題を全道・全国に向けて発信していきます。また、オホーツク海の水温上昇による流

氷の減少や魚介類の変化など、環境変化の現状についても、継続的に取材・放送してい

きます。一方、過疎化や高齢化、医師不足による医療崩壊、ＴＰＰ（環太平洋パートナ

ーシップ協定）など国際競争の中で生き残りをめざす農業、新エネルギー開発など、地

域が抱える課題に真正面から取り組みます。 

 

○公開番組やイベントと連動しながらオホーツク地域１８市町村の話題を紹介し、地域の

活性化を応援していきます。地域に根ざしているカーリングなどのスポーツや、各種の

文化活動もきめ細かく発信し、オホーツク地域の元気につながる放送をめざします。 

 

室蘭放送局 

○戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火を教訓に、胆振地方で２４時間監視が行われて

いる樽前山、倶多楽、有珠山の３つの活火山について、噴火警戒レベルや防災対策など

を積極的に発信して視聴者の安全・安心につながる放送をめざします。また、地震や津

波、暴風雪や局地的豪雨など、自然災害の被害を未然に防ぐため減災報道に力を注ぎ、

視聴者の生命・財産を守ります。 

 

○製造業や一次産業、観光地や馬産地など、多彩な産業と雄大な自然がある胆振・日高地

方を元気にするため、地域の産業や観光が抱える課題や新たな取り組みをきめ細かく取

り上げます。また、むかわ町で行われている日本初の恐竜の全身骨格発見をめざす発掘

調査や、国がアイヌ文化復興等に関するナショナルセンターとして白老町に整備する

「民族共生の象徴となる空間」などを継続的に取材し、全道・全国に向けて発信します。 

 

○人々の暮らしや地域の話題を数多く取り上げてニュースや番組などで紹介するほか、地

域で盛んなアイスホッケーや社会人野球などの地域スポーツも幅広く発信していきま

す。地域で開催する公開番組やイベントと合わせて、胆振・日高地方を元気にするため

さまざまな情報を発信し、地域の応援団として視聴者サービスに努めます。 
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平成２７年度 四国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

 四国地方のＮＨＫは、放送を通じて人々の生命と安全を守り、地域が抱え

る課題と向き合うことで、心安らかで豊かな暮らしを支えます。また自然豊

かで独自の産業・文化が根づくこの地の魅力を、多彩な角度から伝え、四国

で生きる幸せを実感できる番組を、全国にも発信していきます。 

 

南海トラフ巨大地震では、震度７の揺れと３０メートルを超える津波が四

国を襲うおそれがあります。また近年、巨大台風に伴う集中豪雨や突然の大

雪にも見舞われており、こうした災害に備える放送設備と報道体制をより一

層強化していきます。また日頃から防災・減災に役立つニュースや番組を発

信し、住民の防災力を高めることに貢献します。 

 

急速に進む高齢化と人口減少に加え、消費税の引き上げやＴＰＰ（環太平

洋パートナーシップ協定）でも揺れる四国の生活・雇用・産業について、課

題を明確にして解決策を探り、地域に活力を与える番組を放送します。金曜

夜間の番組では、自然や食、ユニークな習慣などにスポットを当て、家族そ

ろって楽しめる番組の開発に努め、四国のお茶の間に笑顔を届けます。 

 

戦後７０年となる平成 27 年（2015 年）、四国の人々に感動や衝撃を与

え、大きな変化をもたらした戦後のトピックを取り上げる、四国４局合同の

キャンペーンを展開します。過去をしっかり見つめることで、未来を考える

手がかりとする番組やニュース企画を、年間を通じて放送していきます。 

 

統一地方選挙や知事選挙、市長選挙、議会議員選挙、伊方原子力発電所に

ついては、正確な情報を迅速に提供します。また地域の文化、祭り、スポー

ツなど関心が高い話題を継続的に取り上げ、信頼できて親しまれる放送局を

めざします。 

 

デジタル放送の特徴であるデータ放送を、積極的に活用する番組やコーナ

ーを開発するほか、インターネット連動の双方向番組にも引き続き取り組み

ます。多彩なデジタルサービスの向上に努め、四国のより多くの視聴者の声

を番組に反映させます。 
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≪重点事項≫ 

１．四国の“安全・安心”を守ります 

台風や豪雨など多発激化する災害から、四国の人々の生命・財産を守るため、正確な

情報を速やかに伝えます。南海トラフ巨大地震の発生に備え、放送設備の整備と情報

発信の訓練を重ねるとともに、インターネット回線やスマートフォンを使った中継や

取材を進めることで、緊急報道の体制と機動力を強化していきます。災害時にはテレ

ビ、ラジオ、データ放送、ホームページなどあらゆる手段を駆使し、国や自治体とも

連携しながら、地域密着のきめ細かい情報を届け、安全と安心の確保に努めます。ま

た年間を通して多くのニュースや番組で、災害対策や避難に関わる情報を提供すると

ともに、地域の防災に携わる人々や取り組みをていねいに紹介することで、四国の防

災力を高めます。 

 

２．暮らしの課題に向き合い 四国の活性化につなげます 

全国でも特に深刻な少子高齢化や過疎、地域に活力をもたらす産業や雇用の確保、農

林水産業の後継者不足など、暮らしに直結する問題が四国には山積しています。また

消費税の引き上げやＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、原子力発電所の再稼

働など、生活への影響が深刻な問題も抱えています。こうした課題や地方創生の施策

を、ニュースや報道番組で継続的に取材検証し、地域再生の道を探ります。また移住

や観光、若者の起業など活性化の鍵となるテーマを積極的に取り上げ、四国の豊かな

未来に貢献します。 

 

３．四国の魅力を再発見し “喜び”と“感動”を届けます 

四国は、山・川・海・島の多彩な自然に、個性的な産業や営みが息づき、町ごとにユ

ニークな祭りや文化が伝わる、魅力あふれる地域です。そんな各地の自慢や名物を再

発見し、幅広い世代の方に楽しく味わってもらう番組を、一層充実させます。四国に

暮らし四国を旅して味わえる“喜び”と“ぬくもり”、四国の人たちに根づくおもて

なしの心“お接待文化”に触れる“感動”を、四国そして全国に向けて発信します。 

 

４．四国の“戦後７０年”を見つめます 

平成２７年（２０１５年）は戦後７０年となる節目の年です。この７０年、本州との

架橋、原子力発電所の運転開始、平成の大合併など、四国の歩みを語るうえで欠かせ

ない出来事がありました。こうした問題を四国の人々はどのように受け止め、また選

択し進んでいったのか。産業、災害、スポーツなどテーマごとに証言や資料で振り返

り、四国の将来を考える契機とする番組やニュース企画を年間シリーズで放送します。

ミニ番組やホームページ、イベントとも連動する大型キャンペーンとして展開してい

きます。 

- 66 - 
 



 

 

５．公正で正確な選挙報道に努めます 

平成２７年４月に行われる統一地方選挙では、徳島県知事選挙をはじめ首長選挙、議

会議員選挙があります。秋には高知県知事選挙（任期満了日・１２月６日）も予定さ

れています。有権者の判断のよりどころとなる、公平・公正な情報提供に努め、正確・

迅速な選挙放送に万全を期します。 

 

６．データ放送、インターネットとの効果的な連携を促進します 

連動データ放送や双方向機能、ソーシャルネットワーキングサービスなどを活用した

番組の充実化と開発を継続し、接触者の増加をめざすとともに、番組と視聴者の距離

を縮めるサービスを追求します。選挙情報やスポーツなど視聴者の関心が高いコンテ

ンツでも利便性や精度をより高め、テレビやラジオの放送を補完します。また急速に

普及が進むスマートフォンに対応したページの開発を引き続き進め、視聴者サービス

の向上に努めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

松山放送局 

○正確で迅速な緊急・災害報道に努めます 

地震・台風・集中豪雨・大雪などの自然災害報道や、事件・事故などの緊急報道では、

八幡浜・今治・新居浜・宇和島の４つの報道室とのネットワークを生かし、正確な情報

を迅速に伝えます。また、インターネットやデータ放送でもきめ細かく情報を提供しま

す。南海トラフ巨大地震に備える最新の動きを積極的に取り上げるほか、防災・減災に

つながる情報を発信し、愛媛の人々の“安全・安心”を守ります。 

 

○地元の出来事や課題をわかりやすく伝えます 

平日午後 6 時台のニュース・情報番組では、日々の出来事や話題を的確にいち早く伝

えるとともに、伊方原子力発電所の動向、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の

影響や少子化・高齢化対策など、愛媛県が抱える課題や取り組みについて、リポートな

どできめ細かく伝えます。 

 

○戦後７０年を見つめる多彩な企画を発信します 

愛媛の戦後７０年の出来事を振り返り、それが“いま”にどうつながっているか、金曜

夜間の特集番組や日々のニュース企画はもちろん、ミニ番組やホームページ、イベント

など多彩な企画で考えていきます。忘れられない記憶をつづったお便りや、思い出の風

景の写真も募集し、県民の心に寄り添う企画として展開します。 

 

○信頼に応える選挙報道を万全の体制で行います 

平成２７年（２０１５年）４月に予定されている統一地方選挙では、有権者の判断のよ

りどころとなる公平・公正な情報を、正確・迅速に伝えます。 

 

○俳句の街・松山から幅広い世代が楽しめる番組を発信します 

全国各地の魅力を俳句で読み解く俳句紀行バラエティー、俳句自慢の高校生や大学生が

松山で競い合うテレビ番組、全国から寄せられたユニークな５７５の作品を生放送で紹

介していくインターネット連動のラジオ番組など、俳句に興味がある人もない人も存分

に楽しめる多彩な番組を届けます。 

 

○デジタルコンテンツを最大限に活用し放送の世界を広げます 

放送番組と、データ放送やホームページなどデジタルコンテンツとの連携を推進し、番

組の多様な楽しみ方を提供します。また視聴者とのつながりを深めるため、ソーシャル

ネットワーキングサービスなども積極的に活用し、双方向サービスの充実に取り組みま

す。また県民の安全・安心に関わる情報は、データ放送やインターネットでもきめ細か

く情報を発信し、県民の生命と財産を守ります。 
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高知放送局 

○地震や津波、台風などに備えるため、防災・減災報道に力を入れます 

近い将来に予想される南海トラフ巨大地震とそれに伴う津波による被害を最小限にと

どめるため、食料備蓄や高台移転など、県内の最新の動きと課題をきめ細かく具体的に

伝え、県民に地震への備えをわかりやすく呼びかけます。加えて、高知県は台風や局地

的豪雨に見舞われることが多いため、日頃からラジオの機能強化に努め、気象災害に備

えるための情報も伝えていきます。また、発災時には速やかに緊急報道態勢を築き、番

組・データ放送・ホームページなど多様な手法を用いて、正確・迅速に情報を提供し、

県民の命を守ります。 

 

○高知のさらなる魅力を発信します 

県が開催する「高知家・まるごと東部博」に合わせ、平成２７年（２０１５年）は高知

県の東部地域を中心に、番組などを通して自然・文化・歴史など、地域の誇りを発信し

ていきます。また、戦後７０年の節目にあたる平成２７年は、四国の各放送局と連携し

てキャンペーンを展開します。戦後７０年間の過去をひもときながら、現在の高知を見

つめ直し、新たな魅力を発掘します。 

   

○県民の目線で地域に密着したニュース・情報を届けます 

平日午後６時台を中心に、ニュース・情報番組をさらに充実・強化していきます。少子

高齢化や公共交通の在り方、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の産業への影響

など、地域が直面する課題を伝えます。また、増加しつつある県外からの移住者の視点

も取り入れ、高知で暮らす“幸せ”を見つめ、地域の豊かなライフスタイルを再発見し

ます。さらに、地元ケーブルテレビ局との連携を強化するほか、視聴者からの情報提供

を継続的に受け入れる番組を放送するなど、災害時に活用できるネットワークを万全な

ものにしていきます。県民の暮らしに密着した多様な話題をさまざまな観点から届けま

す。 

 

○選挙報道に万全を期します 

統一地方選挙（平成２７年４月）に加え、高知市長選挙（任期満了日・１１月２９日）

と高知県知事選挙（任期満了日・１２月６日）が予定されています。争点を明らかにし

つつ、公平・公正な立場できめ細かい取材を行い、正確・迅速な報道で地域の視聴者の

信頼に応えていきます。 

 

○親しみやすいホームページ・データ放送コンテンツを制作します 

県民最大の関心事である「よさこい祭り」では、番組と連動したホームページ・データ

放送コンテンツを制作し、ソーシャルネットワーキングサービスを使った新しい演出を

取り入れ、番組を盛り上げます。また、災害時の情報源として積極的に利用してもらえ

るよう、日頃からコンテンツの充実・利用促進に努めます。 
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徳島放送局 

○防災・減災につながる情報の発信に最大限取り組みます 

南海トラフ巨大地震の発生に備え、日頃から防災・減災につながる情報を発信するとと

もに、災害時の緊急報道拠点など放送設備の整備や各種システムと機器を円滑に運用す

るための訓練を重ねます。また、行政の施策を検証する一方、各地の取り組みをていね

いに取材して、県民の意識を喚起する番組を制作します。さらに、台風や豪雨などに際

して、自治体と連携しながら災害対策や避難、生活の安全に資する情報をホームページ

やデータ放送で提供します。臨機応変かつ速やかに態勢を構築して、県民の“いのち”

を守るための放送に最大限取り組みます。 

 

○徳島が抱える課題に真正面から向き合います 

徳島県は過疎化、少子高齢化で人口減少が続いています。また、ＴＰＰ（環太平洋パー

トナーシップ協定）など、地域の暮らしに影響を与える動きも見過ごせない状況です。

一方、糖尿病や野菜摂取不足といった県民の健康面の課題や宿泊旅行者数の低迷など観

光産業の課題も対策が急がれています。ニュースや番組でその背景や問題点などを取

材・検証し、県民の安心や地域の再生につながる放送を届けます。 

 

○徳島の魅力を広く発信し地域の元気を伝えます 

徳島には歴史に育まれた文化や芸能、豊かな自然が各地にあります。戦後７０年を機会

に、「阿波おどり」を戦後の厳しい時代から今日に至るまで守り、発展させてきた人々

を題材に、番組やニュース企画で展開します。また、地域の財産でもあるブランド食材

をテーマに、その歴史などを絡めたコンテンツを制作し、広く発信することで、徳島県

の魅力と活力をアピールします。 

 

○地域に根ざしたスポーツの発展に貢献します 

徳島の“サッカー文化”を発展させる起爆剤となった「徳島ヴォルティス」。新シーズ

ンも、関連番組の放送に力を入れます。また、２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピックを見据えて県内では競技スポーツが熱を帯びているほか、参加型の“楽しむスポ

ーツ”も人気です。最新の情報を伝え、地域のスポーツ振興にも寄与します。 

 

○選挙報道に万全の態勢で臨みます 

平成２７年（２０１５年）４月に行われる徳島県知事選挙をはじめとする統一地方選挙

など自治体の首長選挙、議員選挙に向け、選挙報道の準備と体制に万全を期し、有権者

の判断のよりどころとなる情報を公平・公正かつ正確・迅速に伝えます。 

 

○若い世代を中心に視聴者層拡大に努めます 

若者向け公開番組では、大学キャンパスを活用し若者たちとともに番組を作るなど、若

い世代を応援するキャンペーンへとつなげていきます。また、地域密着の放送・イベン

トを通じて、県内の人々に親しまれる放送局をめざします。 
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高松放送局 

○災害・緊急報道体制のさらなる強化と情報発信力の充実に努めます 

南海トラフを震源とする巨大地震をはじめ、大規模気象災害の発生に備え、緊急報道拠

点「高松サブステーション」からの放送やインターネット回線を利用した中継体制の整

備に取り組みます。また防災・減災意識を高める企画や番組を継続的に放送するほか、

災害時にはデータ放送やホームページを活用することで、より多角的な情報発信力を強

化し、県民の安全・安心を守る情報拠点として機能を高めます。 

 

○地域の暮らしに密着した情報発信を充実します 

県内の動きや事件・事故、地域が直面する課題、暮らしに役立つ情報をていねいに取材

し、ニュースや情報番組でわかりやすく伝えます。番組内容については、キャスターが

積極的に地域に飛び出し、現場からリポートするなど、より関心を持って視聴していた

だけるよう、さらなる充実を図ります。 

 

○香川県の地域力、自然・文化・歴史を番組発信します 

香川県を代表する夏の大規模音楽フェスティバル「ＭＯＮＳＴＥＲ ｂａＳＨ」の番組

発信を継続します。また瀬戸内海の豊かな自然と人々の暮らし、地域に深く根づいてき

た「さぬきうどん」など香川県ならではの文化、歴史を積極的に取材、番組展開するこ

とで香川県の魅力を地域に、そして全国に発信し、地域の応援団としての役割を果たし

ます。 

 

○正確で迅速な選挙報道に努めます 

４月に予定されている統一地方選挙では万全な準備と取材を重ね、信頼される選挙報道

に取り組みます。 

 

○県内のスポーツを応援し、地域を盛り上げます 

香川県を拠点とするプロスポーツチームに注目します。とくにサッカーＪ２残留を決め

た「カマタマーレ讃岐」については、注目される試合の中継をはじめ、ニュース・情報

番組でも積極的に伝えます。アマチュアスポーツにおいても、高校野球香川県大会を中

継するほか、さまざまな競技に取り組む選手を積極的に取材し、地域の視聴者に向け発

信するとともに、地域スポーツの振興につなげます。 

 

○放送と連動したイベントを通じて視聴者サービスを充実します 

放送と連動したイベントを積極的に実施し、地域の活性化に貢献します。さまざまなイ

ベントを通じて、視聴者とふれあう機会を増やし、地域に親しまれる放送局をめざしま

す。 
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