
平成２９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、取材力・制作力の強化をさらに進めます。視聴者

の関心やニーズに的確に応える質の高い放送を追求し、これまで以上に視聴

者から親しまれ信頼される放送局を目指します。 

 

熊本地震は地震による直接の被害だけでなく、経済や観光など地域全体に

大きな影響を及ぼしています。地域が直面している課題を検証して解決に向

けたヒントを探るとともに、復興を支え地域を応援する放送に取り組みます。 

 

台風や大雨、地震や火山噴火などの自然災害に日頃から備え、９つの放送

局がネットワークと機動力を生かし、命と暮らしを守る、正確・迅速で頼り

になる報道に努めます。 

 

地域に密着して情報をきめ細かく伝えるとともに、原子力発電所や基地を

めぐる動きなど地域全体が抱える課題を深く掘り下げて検証し、視聴者とと

もに地域の未来を考えていきます。また、戦争体験や平和をめぐるさまざま

な動きを丁寧に伝えていきます。九州沖縄の多様な伝統、文化、歴史のすば

らしさを再発見する番組やドラマ、地域ならではのエンターテインメント番

組にも引き続き取り組み、幅広い世代の期待に応えていきます。 

 

各種選挙には万全の態勢で臨みます。正確・迅速、公平・公正な報道を行

い、地域への影響など有権者の判断のよりどころとなる情報を提供します。 

 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて各種スポーツや地元の選手に

注目し、九州沖縄からも機運を高めていきます。 

 

アジアと地理的・歴史的につながりの深い地域ならではの視点で、九州沖

縄とアジアの関わりを見つめます。また、国際放送を通じて地域の情報を広

く世界に発信していきます。 

 

公共放送として新しいサービスを積極的に行い、デジタルツールを活用し

たインターネット展開をさらに進め、視聴者に幅広く情報を伝えます。スー

パーハイビジョンの番組制作にも取り組みます。  



≪各局の重点事項≫ 

福岡放送局 

○ 地域の安全・安心を守ります 

福岡県をはじめ、九州沖縄の安全・安心を守ります。平成２９年（２０１７年）４月

で熊本地震の発生から１年、日頃から防災・減災につながる情報の提供を心がけ、デー

タ放送・インターネットなども活用し多方面に届けます。ラジオ第１の平日午後５時台

に九州沖縄で放送している番組では、定期的に各局からの放送も継続し、ネットワーク

の強化を図ります。 

 

○ 地域の課題とこれからを考えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、福岡県内の一日の動きをわかりやすく伝

えます。金曜夜間の番組では、人口流出や地域経済の衰退、平和や基地問題などのテー

マに鋭く迫り、視聴者の幅広い関心に応えます。若い世代がさまざまなテーマを討論し、

自分たちの未来を考える番組を引き続き制作します。 

 

○ 地域の魅力を届けます 

地域の豊かな自然や人々のつながりを描く地域ドラマや、地元を強く意識したエンタ

ーテインメント番組など、世代を超えて楽しめる番組を制作します。ユネスコの無形文

化遺産に登録された「博多 園山笠」など伝統文化の継承に貢献する番組に取り組むほ

か、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録に向けた動きを継続

的に取材します。平成２９年１０月に宗像市で予定されている「全国豊かな海づくり大

会」を機に、水産資源に恵まれた福岡県の魅力を全国に届けます。 

 

○ 地域とアジアの未来を見つめます 

地理的にアジアと深く関わりを持ってきた地域ならではの視点で、日本と世界の“い

ま”を見つめ、相互理解を深めることを目指します。国際放送を通じて九州沖縄の魅力

的な人々や文化などを世界中に伝えていきます。 

 

○ 地域のスポーツを応援します 

プロ野球やサッカーＪリーグ、九州場所をはじめとした大相撲、バスケットボー

ルＢリーグなど、地域に根づいたプロスポーツを全力で応援します。ラグビーワー

ルドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリンピックに向けて各種スポーツの

魅力をさまざまな視点で伝え、地域のスポーツを後押しします。 

 

○ スーパーハイビジョンで地域の自然・文化を記録します 

  スーパーハイビジョン番組の制作に積極的に取り組み、地域の豊かな自然や多彩な文

化を記録していきます。新サービス普及のため、地域放送での活用も進めます。 

  



北九州放送局 

○ 地域の課題を見つめ、未来をともに考えます 

全国の政令指定都市の中で高齢化率が最も高く、少子化や人口減少の問題にも直面す

る北九州市は、日本の大都市の近未来図といわれます。北九州市では対策として、新た

な産業を立ち上げ雇用を増やすなどの取り組みが続けられています。官民を挙げて行わ

れているアジアへのインフラ輸出や、国際会議・映画ロケの誘致などの現場を深く掘り

下げて取材します。平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の番組など

で放送し、北九州地域の将来像を視聴者とともに考えます。 

 

○ 地域に安全・安心を届けます 

災害・防災・緊急報道に全力で取り組みます。台風や大雨・地震など自然災害への備

えを怠らず、緊急時には地域に安全・安心情報をいち早く届けます。福岡放送局と連携

し、日頃からデータ放送やインターネットなどでも防災・減災のためのきめ細かい情報

を提供します。また、地域で起こる事件や事故にも即応します。海上交通の難所・関門

海峡に面する放送局として、海難事故の際には山口放送局と連携し迅速に対応します。 

 

○ 北九州発ドラマで地域を元気にします 

  “映画の街・北九州”を盛り上げている市民の姿を描く地域発ドラマを制作し、全国

放送します。地元のさまざまな場所でロケを行うほか、市民が参加できる関連イベント

を数多く展開し、地域を盛り上げます。 

 

○ 地域の歴史・伝統・文化を発信します 

  ユネスコの無形文化遺産に登録された「戸畑 園大山笠」をはじめ、地域には多くの

伝統文化が根づいています。さらに北九州市は最近、漫画や“コスプレ”などのサブカ

ルチャーの発信地として若者の人気を集めています。こうした地域の魅力を丁寧に取材

し、ニュースや番組で取り上げます。国際放送を通じて世界に発信します。 

 

○ 地域スポーツの振興に貢献します 

地域で唯一のプロスポーツチーム・サッカーＪ３「ギラヴァンツ北九州」がＪ２再昇

格に挑戦する姿を伝えます。また、マラソンや駅伝・ラグビーなどアマチュアのさまざ

まな競技も取り上げ、地域スポーツの振興に貢献します。視聴者の関心が高い東京オリ

ンピック・パラリンピックについては、将来有望な若手選手などを積極的に取材し、紹

介します。 

  



熊本放送局 

○ 熊本地震を教訓に、命と暮らしを守ります 

震度７を２回記録した熊本地震から平成２９年４月で１年。いざというとき、頼りに

なる地域放送局であり続けるため、防災・減災報道を強化します。今後起こりうる地震

や台風、それに噴火などの被害を最小限に食い止めるため、日頃から情報の提供を心が

け、気象予報士による解説の拡充、ロボットカメラ体制の強化、データ放送・インター

ネットの活用などを通じて、最新の気象情報や警戒すべきことなどを、いち早く、詳し

く伝えます。 

 

○ 水俣病や人口減少など、地域の課題を掘り下げます 

平成２８年に公式確認から６０年となった水俣病は、問題が風化しないように、伝え

続けていきます。人口減少や、少子高齢化に伴って深刻化する介護の問題など地域の課

題を掘り下げます。熊本市内の病院が貧困や望まれない妊娠によって生まれた子どもを

預かる「こうのとりのゆりかご」は、開始から１０年となります。さまざまな角度から

問題の背景や課題に向き合います。 

 

○ 熊本の元気を伝えます 

地域の元気につながる明るい話題を届けます。地震や噴火で被害を受けた阿蘇など観

光資源の復興も取材し、ニュースや番組で積極的に取り上げるほか、アジアをはじめ世

界からの観光客を呼び戻すことにも貢献するため、国際発信します。被災地を元気づけ

る公開イベントを開き、放送で紹介します。東京オリンピック・パラリンピックや、熊

本が舞台となる平成３１年の女子ハンドボール世界選手権、ラグビーワールドカップ２

０１９も見据えて、スポーツ界の動きに注目し、地域に根ざしたサッカーやバスケット

ボールのプロチームの活躍を伝えます。 

 

○ 熊本地震を伝え続けます 

熊本地震からの復旧・復興に向けて、被災者の暮らし、経済再生や雇用、社会資本の

整備、被災者の心のケアまで、現状はどうか、何が必要なのかを検証します。県外の関

心が薄れていくことを心配する声も出ています。取り上げられることの少ない地域にも

積極的に足を運び、生の声を伝え続けます。また、熊本市などとも協力して熊本城再建

をテーマにプロジェクトを立ち上げており、熊本城の復旧を継続的に撮影し、節目で放

送するなど、息の長い報道に取り組みます。 

 

○ 新熊本放送会館から発信します 

平成２９年６月にオープンする新放送会館を情報発信の拠点とし、スタジオ・演出・

内容も刷新して、地域の話題や重要なニュース、気象情報をよりわかりやすく伝えます。

人々が交流し、にぎわう空間となるよう、放送と連動したイベントの展開を図り、地域

の活性化に貢献します。 

  



長崎放送局・佐世保支局 

○ 核兵器廃絶や平和を願う長崎の声を国内外へ発信します 

  被爆から７０年以上がたち、被爆者の平均年齢が８０歳を超える中で、当時の惨状や

その後の苦しみなど、話を聞くことができる時間が少なくなっています。被爆者の証言

を記録するとともに、体験の継承に努める被爆２世や、平和のためにできることを模索

している若者を取材し、ニュースや番組で伝えます。８月９日に行われる平和祈念式典

の生中継を中心にさまざまな番組を放送し、核兵器の廃絶や平和を願う長崎の声を、国

際放送を通じて海外にも発信します。 

 

○ 視聴者の安全・安心を守るための防災報道を強化します 

  全国各地で地震や台風、豪雨の被害が相次ぎ、長崎県でも“５０年に１度の大雨”に

何度も襲われるなど、災害への備えが緊急の課題となっています。視聴者の安全・安心

を守るため、災害発生や、そのおそれがあるときは、正確・迅速な報道に全力で取り組

みます。また防災や減災につながる情報を積極的に提供します。 

 

○ 長崎県が持つ歴史や魅力を発信し、観光振興に貢献します 

  世界文化遺産では「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が国の推薦候補とし

て選定され、平成３０年の登録を目指すことになりました。登録に向けた地域の取り組

みや、登録後を見据えた課題について幅広く取り上げます。鎖国時代に海外との窓口と

なった「出島」の復元整備や、海外航路で栄えた当時をしのばせる、異国情緒あふれる

街づくりも進められています。長崎が持つ魅力を多くの人に知ってもらい、基幹産業で

ある観光にも貢献します。 

 

○ 地域が抱える課題を提示し、県民とともに解決策を探ります 

  人口減少や少子高齢化が全国を上回るスピードで進行する長崎県。離島が多い、平た

んな土地が少ないといった地理的条件も加わり、問題がさらに深刻になっています。開

門の是非をめぐりこう着状態が続く諫早湾干拓事業、車両開発の遅れで計画が見直され

た九州新幹線西九州ルート、県庁の移転に伴う周辺地区の都市計画など、今後も状況が

めまぐるしく変化していく地域の課題を、わかりやすくお伝えし、県民とともに解決策

を探ります。 

 

○ 公平・公正な選挙報道に万全の態勢で臨みます 

  平成２９年度は県知事選挙（任期満了日・平成３０年３月１日）が行われます。また

４つの市と町で首長選挙が、８つの市と町で議会議員選挙が予定されています。選挙で

は公平・公正を貫き、万全な態勢を築いたうえで、正確で迅速な選挙報道を行います。 

  



鹿児島放送局 

○ 正確かつ丁寧な防災・減災報道に取り組みます 

台風や大雨による被害が想定される鹿児島県では、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、ホームページなどを通じて正確・迅速に届けます。

また、県内には活発な火山活動が続く桜島や平成２７年５月に爆発的な噴火を起こした

口永良部島新岳などがあります。県民の生活に大きな影響を及ぼす火山活動について、

きめ細かく伝えるとともに、防災対策や火山研究の最前線の情報をニュースや番組で詳

しく伝えます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

鹿児島県内では、平成２９年度に１０の市の市長が任期満了を迎えます。テレビ・ラ

ジオに加え、データ放送やインターネットでも情報をきめ細かく伝え、正確・迅速な選

挙報道を行います。 

 

○ 地域のニュース・話題を発信します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、防災・減災や少子高齢化、介護など地域

が抱える課題について詳しく伝えるほか、数多くの離島を含む県内各地のさまざまな情

報を発信します。金曜午後７時台の番組では、郷土に生きる人々のひたむきな姿、知ら

れざる活躍や困難への挑戦に光を当てます。鹿児島の風土、魅力を伝え、地域の活性化

にも貢献します。 

 

○ 明治維新１５０年と大河ドラマ「西郷（せご）どん」を盛り上げます 

平成３０年は明治維新１５０年の節目を迎えるとともに、１月からは鹿児島県出身の

西郷隆盛を主人公にした大河ドラマ「西郷（せご）どん」も始まります。鹿児島県は明

治維新の立て役者を多く生み出しており、ご当地局として明治維新や大河ドラマに関連

する番組を放送することで地域を盛り上げます。さらに、県内各地で展開される、大河

ドラマに関連する取り組みも積極的に伝えます。 

 

○ 幅広いスポーツ情報を発信します 

サッカーＪ３に参入し、好成績を挙げた「鹿児島ユナイテッドＦＣ」を中継やニュー

スなどで引き続き取り上げていきます。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

クや同じ年に開催される第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」・第２０回

全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」に向けて、スポーツ情報を幅広く

伝えます。 

  



宮崎放送局 

○ 命と暮らしを守る、正確・迅速で頼りになる報道に取り組みます 

宮崎県の想定では南海トラフ巨大地震による津波の人的被害として最大で約３万５

０００人の死者が想定されています。霧島連山の噴火への警戒も続き、台風、大雨、地

震、火山など自然災害への備えが欠かせません。地域の防災への取り組み、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するとともに、

災害時には正確・迅速で頼りになる情報の提供に努めます。 

 

○ 開局８０年を機に地域との一体感をさらに高めます 

平成２９年４月に宮崎放送局は開局８０年を迎えます。かつて空前の新婚旅行ブーム

を招き、和牛やマンゴー、焼酎の日本有数の産地となった宮崎県。一方で、幾多の自然

災害や家畜伝染病などの困難も乗り越えてきました。その歩みを振り返るとともに、今

後の姿を展望します。また、地域の魅力を発信する番組やイベント展開により、視聴者

との結びつきを強化して地域との一体感を高めます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、解決策を探ります 

県の基幹産業である農林水産業を取り巻く状況は厳しさを増し、過疎化や少子高齢化、

若者の県外流出も深刻になっています。地方の活力をどう取り戻すのか、地域を支える

後継者をどう育てるのか、高齢者の福祉をどう充実させるのか、課題は山積しています。

解決策を探る番組を放送し、地域の取り組みを支援します。 

 

○ 地域の魅力を再発見し、全国・世界へ発信します 

ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）登録を目指す「祖母・傾・大崩地域」や、平

成２７年に世界農業遺産に認定された「高千穂郷・椎葉山地域」の自然豊かな風景、各

地に息づく神楽をはじめとした伝統・風俗・文化など、地域の魅力を全国・世界へ発信

します。 

 

○ 地域のスポーツ振興に寄与します 

東京オリンピック・パラリンピックに向け、宮崎県にゆかりのある選手の活躍を伝え

ます。また、野球やサッカー、ラグビーなど多くの競技でキャンプ地、合宿地として利

用される宮崎県のスポーツ環境の魅力やアスリート情報などを全国に発信し、地域のス

ポーツ振興に寄与します。 

  



大分放送局 

○ 大分県民の命と暮らしを守る防災・減災報道に全力を尽くします 

南海トラフ巨大地震が発生した場合、大分県によると県内沿岸部では最大で１０メー

トルを超える大津波が到達し、死者は最大で２万人以上になると想定されています。ま

た県内には３つの活火山があり、活動を注視していく必要があります。大雨や台風も含

めたさまざまな災害による被害を最小限に食い止めるため、テレビ、ラジオ、データ放

送、インターネットを通じて、防災・減災につながる情報をきめ細かく県民に伝えます。 

  

○ 熊本地震からの地域の復興を支援します 

熊本地震では、大分県内でもおよそ８０００棟の住宅に被害が出たほか、主要産

業である観光や農業なども大きな影響を受けました。復興への取り組みを幅広く紹

介するとともに、地域再生への課題を検証して解決への道を探るなど、復興を全力

で支援します。 

 

○ 地域が抱える課題を深く掘り下げて検証し、地域の未来を考えます 

平成２８年８月に再稼働した愛媛県の伊方原子力発電所をめぐっては、事故が起きた

際の海を越えた避難住民の受け入れや、放射性物質の飛散の可能性など、大分県も大き

な課題を抱えています。こうした課題のほか、過疎や高齢化、それに人口の減少など地

域が抱える課題を深く掘り下げ、その対応策を探ります。 

  

○ 大分県の魅力を国内外に広く発信し、地域の振興につなげます 

“日本一のおんせん県”として広くＰＲ活動を展開する大分県は豊かな自然に恵まれ、

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ます。大分県の自然、

文化、食など多彩な魅力を、県内外のニュースや番組を通じて幅広く発信します。また

平成３０年に大分県で開かれる「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」に向けた

県内での取り組みや話題を積極的に紹介していきます。 

 

○ 各種選挙に万全の態勢で臨み、正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

大分県内では、平成２９年度に７つの市の市長が任期満了を迎えます。選挙情勢をき

め細かく取材し、有権者の判断のよりどころとなる情報を伝え、選挙の結果を正確・迅

速に報道します。 

 

○ 県民の関心の高いスポーツ情報を幅広く発信します 

サッカーＪ２に復帰した「大分トリニータ」の再建に向けた取り組みを詳しく伝えま

す。また大分県でも試合が行われるラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた話題を積極的に紹介し、活気のある地域づくりに寄与しま

す。 

  



佐賀放送局 

○ 命と暮らしを守る報道を強化します 

  平成２８年４月の熊本地震では、県内でも大きな揺れがあり、県民の防災意識が高ま

りました。県民の命と暮らしを守るための情報を、テレビ・ラジオはもちろん、データ

放送やインターネットなどあらゆる手段で正確・迅速に伝えます。平成２８年に運用を

開始したＬアラートの活用をはじめ、各自治体や河川事務所などとも緊密に連携します。 

 

○ “原子力発電所”、“オスプレイ”を徹底的にわかりやすく伝えます 

玄海原子力発電所は、再稼働に向けて手続きが進んでいます。また、佐賀空港への自

衛隊輸送機オスプレイの配備計画についても、事態が動いています。有明海の再生、九

州新幹線の延伸、農業問題など、県の将来を大きく変える動きをタイムリーに伝え、ニ

ュースや番組で詳しく、かつわかりやすく解説していきます。 

 

○ 佐賀発地域ドラマで地域を元気にします 

美しい自然や温泉などの観光資源を背景に、地域で頑張る人々を描くドラマを制作し、

佐賀の魅力を全国に発信します。さらに、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め、より親しまれる放送局を目指します。 

 

○ 「サガン鳥栖」をテレビとラジオで応援します 

九州で唯一のサッカーＪ１チーム「サガン鳥栖」の試合を中継するほか、ニュース・

番組で、チームの最新情報などとともに積極的に伝えます。さらに、「サガン鳥栖」の

情報を伝えるラジオの県域定時番組を継続し、ラジオの地域放送を強化します。 

 

○ 地域放送番組を充実させます 

平日午後６時台のニュースは、“これさえ見れば佐賀がすべてわかる”を目指します。

平日午前１１時台の情報番組では、県内の文化情報をきめ細かく発信します。金曜夜間

や日曜午後１時台などで、地域の社会問題、産業、芸能を取り上げた番組や、明治維新

１５０年に向け地域の歴史や文化を再発見する番組を制作し、視聴者の期待に応えます。 

  



沖縄放送局 

○ 沖縄戦と基地問題を通して、平和のメッセージを発信します 

県民の４人に１人が犠牲となった沖縄戦。６月２３日「慰霊の日」の前後にニュース

企画や番組を数多く放送するほか、「沖縄全戦没者追悼式」の模様を中継することで、

苛烈な地上戦を語り継ぎます。また、国と県が対立する普天間基地の移設問題などアメ

リカ軍基地をめぐる動きを継続的かつ多角的に伝え、県民とともに平和を考えます。 

 

○ 手厚い報道で、頻繁に襲来する台風から県民を守ります 

数多くの台風に見舞われる沖縄県では、たびたび暴風警報が発表され、県民の台風報

道への関心は極めて高くなっています。台風の襲来時には、テレビ・ラジオをはじめ、

データ放送・インターネットなど、あらゆる方法を駆使して手厚く報道し、地域の安全・

安心の拠点としての役割を果たします。 

 

○ 本土復帰４５年、沖縄の過去を見つめ未来を考えます 

平成２９年５月に本土復帰から４５年の節目を迎える沖縄。経済的に大きく発展した

一方で、依然、アメリカ軍基地の負担は重く、改めて沖縄と本土の関係を問い直す動き

が強まっています。さまざまな角度から本土復帰以降の歴史や課題を掘り下げる番組を

発信し、沖縄のあるべき未来を模索します。 

 

○ 沖縄独特の豊かな文化・自然の魅力を、全国・世界に届けます 

沖縄には、琉球王国時代から受け継がれた伝統芸能や“しまくとぅば（島言葉）”な

どの独特の文化、島々が育んできた豊かな自然が息づいています。さらに平成２９年は、

沖縄戦で破壊された琉球文化の象徴・首里城が復元されて２５年となります。そうした

沖縄の魅力を全国に発信し、国際放送で世界にも届けます。 

 

○ 県民の関心に応える情報を伝え、沖縄をもっと元気にします 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、観光や農業、子どもの貧困や高齢者福祉

など、県民の関心が高い、暮らしに直結する課題を深く丁寧に掘り下げていきます。ま

た、公開生放送や中継などを通じて地域の話題を積極的に取り上げ、さらにスポーツコ

ーナーではバスケットボールＢリーグ「琉球ゴールデンキングス」や沖縄発祥の空手な

ど、沖縄で人気のスポーツの話題を継続的に伝え、東京オリンピック・パラリンピック

に向けて機運を盛り上げます。 

 

○ 宮古・八重山テレビ放送開始５０年、離島で多彩な番組を展開します 

沖縄放送局の前身、沖縄放送協会（ＯＨＫ）が昭和４２年（１９６７年）に宮古・八

重山でテレビ放送を開始してから半世紀になります。宮古・八重山でさまざまな公開番

組を展開するなどして個性あふれる離島の魅力を発信するとともに、視聴者と触れ合う

機会を増やします。 

 


