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   平成３０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≫ 

４８００万人が暮らす関東甲信越地方の安全と安心に貢献するため、各

放送局が連携し、正確かつ迅速な情報発信に取り組みます。地震や台風を

はじめ、突然の豪雨や突風といった局地的な自然災害にも素早く対応する

ため、テレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどさまざまな伝え方

を用いて、命と暮らしを守る情報をきめ細かく確実に届けていきます。首

都直下地震に備えた取材・放送体制の強化、東日本大震災の復興につなが

る放送を続けます。 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたニュース・番

組の発信をさらに進めます。本番に向けた準備や課題をはじめ、関東甲信

越ゆかりのアスリートや会場となる地域の期待などさまざまな動きを、ニ 

ュース・番組で新しい演出方法も駆使して積極的に伝えていきます。外国

人観光客の増加を見据えた課題やパラリンピックをきっかけに関心を集め

る共生社会のあり方など幅広い視点で見つめていきます。 

 事件・事故に的確に対応し視聴者の関心に応えるとともに、少子高齢化

による人口減少など、社会の変化やひずみから浮かび上がる課題を深く掘

り下げ伝えていきます。介護、経済格差、働き方改革など幅広い事象をわ

かりやすくひもとくとともに、課題解決へのヒントを探っていきます。選

挙報道は公平・公正かつ正確な報道に徹し視聴者の信頼に応えます。 

 関東甲信越の各県域放送の一層の充実を図ります。地域特有の課題を見

つめ、解決の道筋を視聴者とともに考えるほか、自然や文化、歴史といっ

た魅力を全国や海外へも発信するなど地域の期待に確実に応え各放送局の

存在感を高めていきます。本部と放送局との連携を進め、独自のテレビ地

上波を持たない南関東３放送局（横浜・千葉・さいたま）は首都圏放送セン

ターと一体化した取材・制作体制で発信力を強化します。

スーパーハイビジョン本放送を見据えた４Ｋ・８Ｋ制作をさらに進めてコ

ンテンツの蓄積を図り、超高精細映像の魅力を広く伝えていきます。関東甲信

越のインターネットサービスについては、視聴者により身近で役に立つよう、

地域のニュースや番組情報を充実させます。また企画の動画掲載や独自コン

テンツなど多彩なデジタル展開で幅広い層の接触拡大につなげていきます。
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≪各局の重点事項≫ 

東京・首都圏放送センター 

○ 関東甲信越の安全・安心を守る防災・減災報道を充実させます 

  暮らしと命を守る報道を目指し、台風や豪雨、地震、火山噴火など自然災害の発生時

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さまざまなメディアで

的確かつ迅速に伝えていきます。また、突然の豪雨による河川の急激な氾濫、突風によ

る住宅被害などこれまでにない災害が相次いでいることから、関東甲信越の各放送局と

の連携をより綿密にし、地域のニーズに即したきめ細かく役に立つ防災・減災報道を充

実させます。首都直下地震などに備えた取材・制作体制の強化、東日本大震災の課題を

見つめ復興を後押しする取り組みは引き続き進めていきます。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた情報発信をさらに強化します 

開催まで２年となった東京オリンピックに向けては、関東甲信越のアスリートの活躍

をはじめ、準備の状況や課題、大会を待つ地域の期待などを幅広く伝えていきます。パ

ラリンピックに向けては、視聴者になじみの薄い各競技をわかりやすく伝える番組の制

作や、若者層に訴求力の高いアニメによる理解促進を図るなど、障害者スポーツの魅力

を知ってもらう取り組みを充実させていきます。また２０２０年に向けダイナミックに

変貌する首都圏の姿を捉えながら、増加する外国人観光客の受け入れ、障害者と健常者

の共生のあり方といった課題をニュース・番組で積極的に取り上げていきます。 

 

○ 事件・事故の発生に的確に対応するとともに地域の課題を深く掘り下げます 

首都圏を揺るがす事件・事故に迅速に対応できるようニュース・番組の発信力を強化

するとともに、その背景や広がりについては詳しく丁寧に取材し視聴者の関心に応えて

いきます。人口減少時代を迎え暮らしはどう変わるのか、介護や教育、地域経済の課題

など視聴者の身近な関心にも向き合い、関東甲信越地方の各放送局とも連携しながらシ

リーズ企画や番組の制作を進めていきます。 

 

〇地域の魅力を取り上げ全国や海外へ積極的に発信していきます 

  自然、文化、歴史、生活など多様な切り口から首都圏を取材し伝えていきます。地域

に根ざして生きる人たちに寄り添い、地域を活性化する取り組みを紹介するなど、関東

甲信越地方の魅力発見に努め、全国放送や海外にも発信し地域貢献につなげていきます。 

 

○ 新しいメディアに即した情報発信を充実させます 

１２月に始まるスーパーハイビジョン本放送に向け４Ｋ・８Ｋコンテンツの制作をさ

らに進め、視聴者の関心を高めていきます。デジタルサービスについては従来のニュー

ス発信や番組ＰＲにとどまらず、放送した企画をネット向けの動画に再編集して掲載す

ることや、“東京２０２０”関連のオリジナルコンテンツを増やすなど積極的な展開を図

り、公共メディアとしての存在感を高めるとともに、新たな視聴者層の獲得を目指しま

す。 



- 3 - 
 

横浜放送局 

○９１０万人の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  

大地震や津波、火山の噴火などの大規模災害に加えて台風や局地的な豪雨などの自 

然災害に迅速に対応するため、首都圏放送センターと一体化した取材体制をさらに整備

します。災害発生の際にはデータ放送、インターネットも活用して命を守るための情報

を素早く伝えます。また、４Ｋをはじめとするスーパーハイビジョンをニュース取材や

災害、緊急報道にも活用し、超高精細で臨場感のある映像を提供します。 

 

○共生社会への取り組みを伝えます 

平成２８年（２０１６年）７月に発生した相模原市の障害者施設殺傷事件では、１９

人の大切な命が奪われました。このような事件が二度と起きない社会にするために、遺

族の思いや関係者の声、そして差別や偏見を無くす取り組みなどを継続して伝えます。

また、人口減少や高齢化、医療福祉、教育、経済格差、県内に１２の基地や施設が集中

している駐留米軍の問題など、地域が抱えるさまざまな課題に向き合い、解決の糸口を

探ります。 

 

○神奈川の多彩な魅力を全国・世界へ向けて発信します 

自然、歴史、文化、国際交流など、神奈川、国際都市・横浜の魅力を全国や世界に向

けて積極的に発信し、地域の活性化に貢献します。放送とイベントを連携させて地域発

ドラマの制作およびプロモーションに取り組み、地域を盛り上げます。また、野球やサ

ッカー、バスケットボールなど地域のプロスポーツチームの活躍やその魅力を、ニュー

スや県域ＦＭ放送を通じて伝えます。あわせて、第１００回を迎え神奈川から２校が出

場する全国高校野球選手権大会をはじめ、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や、出場を目指す県内の選手を取材して発信します。 

 

○ＦＭ定時番組の双方向性を高め、新規リスナーの獲得と定着に取り組みます 

スマートフォンを活用した簡易中継をより機動的にし、リスナーとの接点を増やすこ

とで新規ファンを獲得するとともに、ライブ感のある番組を目指します。平成２９年度

より開始したＪポップライブを定着させ、定期的に開催しているスペシャルジャズライ

ブと２本柱で公開生放送を行い、リスナーと来場者の満足度を高めます。また、防災情

報などコンテンツをより充実させ、内容の濃い番組を目指します。 

 

○自治体と連携し、地域の活性化に貢献します 

横浜市が３年に１度開催するダンスの祭典「Ｄａｎｃｅ Ｄａｎｃｅ Ｄａｎｃｅ＠

ＹＯＫＯＨＡＭＡ２０１８」と連携した放送・イベント展開を図り、地域に根ざした放

送局として存在感を高めます。さらに２０２０年に向け、東京大会の競技の魅力を伝え

るほか、機運醸成に資する取り組みを自治体とともに実施します。 
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前橋放送局 

○ 防災・減災に向けて、迅速に役立つ報道を一層充実させます 

浅間山・草津白根山・日光白根山などの火山噴火をはじめ、地震、台風、豪雨、突風

などの自然災害から県民の命と暮らしを守るため、取材・放送体制を強化し、地域の安

全・安心の拠点となります。災害発生時には、本部や近隣の放送局との連携、また L 字

型画面や平成２９年度から運用を開始したＬアラートを活用しながら、県民の的確な避

難行動や被災者の生活支援などにつながる正確でわかりやすい情報を、テレビ、ラジオ、

データ放送、インターネットなど多様なメディアで伝えます。 

 

〇２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた放送を充実させます 

  東京オリンピック・パラリンピックに向けて、活躍が期待される地元アスリートの話

題や障害者スポーツを巡る動き、地域の取り組みを積極的に取り上げます。また、外国

人観光客の増加を見据えて、その誘致に向けた課題を掘り下げるとともに、国内外への

発信を通じ地元の応援団となります。 

 

○ 地域の課題を深く掘り起こし、解決の道を探る情報発信に取り組みます 

少子高齢化による人口減少により、経済格差や伝統文化の継承、高齢者の孤立など、

さまざまな生活の場面で深刻な影響を及ぼしつつあります。こうした現状を伝え、多角

的な検証を通じて課題解決の気付きを得る機会を視聴者に提供し、打開策をともに考え

ていきます。地域放送サービスのさらなる充実のため、県民の関心が高いテーマをタイ

ムリーに深く掘り下げた県域特集番組を定期的に放送します。そして、群馬の未来を明

るくすることを目指し、県内の高校生など若い世代の活動を、積極的に発信します。ま

た、群馬県が墜落現場となった「日航ジャンボ機墜落事故」について、惨事の記憶を風

化させないよう、社会の安全を願う遺族の思いを継続取材します。 

 

○ 群馬県の多彩な魅力を取材し、その知名度を高めて地域の活性化に貢献します 

群馬県は、ユネスコ「世界の記憶」への登録が決定した「上野三碑」や世界文化遺産

である「富岡製糸場と絹産業遺産群」などの歴史や伝統文化、さらに６５年ぶりに総合

学術調査が実施されている「尾瀬国立公園」や「みなかみユネスコエコパーク」など、

世界に誇るべき豊かな自然・観光資源に恵まれています。そうした多彩な魅力を、全国、

海外へ積極的に発信していきます。 

 

〇的確な選挙報道に取り組みます 

富岡市・安中市・みどり市長選挙（任期満了日・平成３０年４月２２日）、沼田市・藤

岡市長選挙（任期満了日・平成３０年５月９日）など、県内の各選挙について、争点や

地域への影響などをわかりやすく伝えます。そして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・迅速に報じ、視聴者の期待と信頼に応えます。 
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水戸放送局 

○命と暮らしを守る報道で地域の安全・安心の拠点となります 

茨城県は東日本大震災の被災地であり、平成２７年の関東・東北豪雨でも甚大な被害

を受けました。東日本大震災以降、県内では地震が相次いでおり、大規模な自然災害が

いつ発生してもおかしくありません。平成３０年度も命と暮らしを守る防災・減災報道

に全力で取り組み、地域の安全・安心の拠点としての役割を果たします。災害が発生し

た際は、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十分に活用し

て、必要な情報をきめ細かく発信します。また東日本大震災や関東・東北豪雨の被災地

の現状や課題を継続的に伝え、復興を支援します。 

 

○判断のよりどころとなる情報を“より深く”“より身近に”伝えます 

茨城県では、県北地域を中心に人口減少が進んでいるほか、地域間格差の拡大や医師

の偏在などの課題を抱えています。また東海第二原子力発電所を巡っては、３０キロ圏

内に住む人が９６万人と全国の原子力発電所で最も多く、運転延長や再稼働の是非が争

点となっています。茨城県が抱える多様な課題に向き合い、地域の人たちの判断のより

どころとなる情報を“より深く”“より身近に”伝えます。平日午後６時台のニュース・

情報番組に加え、視聴者の関心が高いテーマをタイムリーに深く掘り下げる番組を定期

的に放送し、課題解決の糸口を地域の人たちとともに探っていきます。 

 

○地元唯一のテレビ局として地域の活性化に貢献します 

茨城県は山、海、川、湖に恵まれ、四季折々の豊かな自然を有しています。茨城県内

唯一のテレビ放送局として、県内の自然や歴史、育まれた文化などの多彩な魅力を全国

や世界にも発信し、地域の活性化に貢献します。また県域放送の開始から１０月１日で

１５年目に入ります。“県民にもっと近く”をコンセプトに、平日午後６時台のニュース・

情報番組をリニューアルし、地域の人たちに一層寄り添って取材・制作を行うことで、

茨城の魅力を再発見していきます。 

 

○スポーツの魅力をたっぷり伝え地元を盛り上げます 

  サッカーＪリーグやバスケットボールＢリーグをはじめ、県内出身力士が活躍する大

相撲や春夏の高校野球、アマチュア競技などのスポーツの魅力を、平日午後６時台のニ

ュース・情報番組や中継でたっぷり伝え、地元を盛り上げます。また２０１９年に茨城

県で開かれる「国民体育大会・全国障害者スポーツ大会」や２０２０年の東京オリンピ

ック・パラリンピックの機運を高めるため、地元アスリートの活躍や地域・市民の取り

組みを積極的に発信します。 

 

○公平・公正、正確・迅速な選挙報道で信頼に応えます 

  統一地方選挙の前哨戦として注目される茨城県議会議員選挙（任期満了日・平成３１

年１月７日）など各種選挙では、地域の課題や選挙の争点などをわかりやすく伝えると

ともに、公平・公正、正確・迅速な報道で視聴者の信頼に応えます。 
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千葉放送局 

○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 

地元の自治体やＦＭ局など関係機関との連携をさらに進めて取材体制を強化し災害に

備えるとともに、発災時にはテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどを駆使

して視聴者が知りたい情報をいち早く提供します。東日本大震災を教訓とした防災や減

災に役立つ取り組みを積極的に取材し発信することで県民の防災意識の向上につなげま

す。 

 

○千葉の“いま”を見つめ地域の課題を多角的に伝えます 

成田空港の滑走路増設の動きと周辺地域への影響、農林水産業をはじめとする地域振

興の課題、少子高齢化と人口減少が地域社会にもたらす影響など“都市と地方の課題を

併せ持つ千葉”の現状を幅広く取材して伝えます。多発する事件・事故の背景を深く掘

り下げて伝えるとともに、暮らしの安全・安心につながる情報を発信します。 

 

○東京オリンピック・パラリンピックに向けて多彩な情報を発信します 

県内でも競技が開催される東京大会に向けて、活躍が期待される地元の選手や大会を

支える地域の取り組みとともに、成田空港や競技会場のセキュリティー強化やバリアフ

リー化など受け入れの課題を掘り起こして伝えます。障害者スポーツの魅力の発信に力

を入れて県民の関心を高めることで、多様な価値を認め合い、ともに生きる社会の実現

に貢献します。 

 

○千葉の魅力を全国や世界に発信し地域の活性化に貢献します 

豊かな自然や歴史・文化、地域で活躍する人たちを見つめる番組を制作して全国に伝

えるとともに、国際放送を通じて世界にも千葉の多彩な魅力を発信し外国人観光客の誘

致や地域の産業・文化の海外展開を後押しします。 

 

○ＦＭ県域放送で“千葉の元気”を応援します 

プロ野球、サッカーＪリーグ、バスケットボールＢリーグなどさまざまな競技の選手

や、芸術・文化など幅広い分野で活躍し県民に元気や生きがいを与えている人たちをＦ

Ｍ県域放送で積極的に取り上げて地域を応援します。 

 

○“地域とつながる”取り組みを展開して放送局の存在感を高めます 

１０月１日、開局７５年を迎えます。多彩な公開番組やイベントを放送会館や県内各

地で展開し、視聴者と触れ合う場を増やすとともに、ＦＭ県域放送やインターネットを

通じて千葉の魅力を多角的に発信し、より地域に親しまれ信頼される放送局を目指しま

す。 
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宇都宮放送局 

○命と暮らしを守る報道を充実させます 

県民の命と暮らしを守るため、防災・減災につながる報道に全力を尽くします。栃木

県では、平成２９年３月、那須町で、登山訓練中の高校生ら８人が雪崩に巻き込まれて

死亡しました。遺族など関係者に寄り添いながら事故の原因や経緯についての取材を続

け、再発防止につなげていきます。また平成２７年９月、関東・東北豪雨により大きな

被害を受けました。豪雨災害の教訓を踏まえた防災の取り組みについて、きめ細かく伝

えます。地震や竜巻などの突風、大雪などによる災害にも迅速に対応します。テレビ・

ラジオ、データ放送、インターネットなどを通じて、災害の状況を伝えることはもちろ

ん、生活に役立つ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。 

 

○東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の影響を継続取材します 

東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の教訓を防災に生かしていくうえでの課題

や、放射性物質を含む指定廃棄物の処分問題、農産物の一部で続く出荷制限など、今な

お残る原発事故の影響を幅広く取材していきます。 

 

○開局７５年を機に改めて地域密着の視聴者サービスに取り組みます 

宇都宮放送局は、１１月１日に開局７５年を迎えます。これを機に過去に栃木を扱い

好評だった番組を再放送します。“栃（とち）・土地を愛する”という意味“とちラブ”

を合言葉にしたキャンペーンを継続し、ホームページとも連動して、視聴者サービスの

充実に取り組みます。 

 

○視聴者の関心に応えるニュースや番組を制作します 

開始から７年目を迎えた県域テレビ放送の一層の充実と定着に努めます。地元の人で

は気付きにくい魅力を掘り起こして伝えるとともに、地元の観光客誘致の取り組みとも

連携しながら県外へも発信していきます。人口減少、医療・介護、経済、まちおこしな

ど地域の課題や、伝統文化や地元出身のアーティストなどの魅力を深く掘り下げ、視聴

者の関心に応えるニュースや番組を制作します。 

 

○栃木のスポーツを応援します 

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。バスケットボールＢリー

グ初代王者に輝いた「栃木ブレックス」をはじめとする県内のプロスポーツチームの活

動や、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、２０２２年に栃木で開催され

る「国民体育大会・全国障害者スポーツ大会」に向けて有望なアマチュア選手を取材し、

栃木のスポーツを応援します。 

  



- 8 - 
 

さいたま放送局 

○自然災害の情報をきめ細かく伝え、防災や減災に役立てます 

地震や風水害の発生時には、安全を確保しつつ取材・放送の態勢を迅速に構築し、災

害に関する多様な情報を収集してテレビやラジオ、データ放送やインターネットで多角

的に発信します。特に、河川面積の割合が日本一の埼玉県は、記録的豪雨の増加によっ

て都市部の浸水被害や山間部の土砂災害が目立ってきています。全国で５番目に人口が

多い埼玉県の安全・安心の拠点として、多発する災害の情報をきめ細かく迅速に伝える

ことで７３０万人の県民の命と暮らしを守ります。ふだんからＦＭの県域放送でリスナ

ーの防災意識を高める放送を行い、防災や減災への取り組みを続けます。 

 

○非常災害時に本部のバックアップ機能の使命を果たします 

首都直下地震などで本部が被災し放送が停止した場合、さいたま放送局報道別館から

の関東広域向けラジオ放送などに全力を挙げて取り組みます。大規模災害時の取材、放

送、ロジスティックスの態勢を点検し、報道別館で本部と連携した訓練を重ねながら、

万一の事態に公共メディアとしての使命を的確に果たします。 

 

○“東京２０２０”とラグビーワールドカップ２０１９に向けて情報発信を強化します 

埼玉県では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカ

ップ２０１９で一部の試合と競技が行われます。埼玉県ゆかりの有力選手や世界を目指

す若手アスリートの挑戦などを積極的に取り上げるとともに、ＦＭの県域番組で大会に

向けた県内各地の動きや期待感を定期的に伝えます。サッカーＪ１「浦和レッズ」とＪ

２「大宮アルディージャ」の情報発信を継続し、スポーツ王国・埼玉をもり立てる放送

に努めます。 

 

○地域から日本社会の課題を見つめ、南関東エリアの広域連携で発信します 

地域の安全を脅かす犯罪や事故に向き合い、真実に鋭く迫る放送を目指します。都市

部と農山村部が混在し“日本の縮図”とも言われる埼玉県で人口減少や格差、雇用など

社会の課題を取材し、深層に切り込みながら解決への手がかりを探ります。首都圏放送

センターをはじめ南関東エリア各放送局と取材や制作の連携を深め、広域一体的な運用

で発信力を強化します。 

 

○県域放送の内容充実を図り、さいたま放送局の存在感を高めます 

平日の午後６時台のＦＭ県域番組の内容を一部見直し、埼玉県に詳しい複数のコメン

テーターを起用するなどして、埼玉の豊かな文化、自然、歴史、魅力や話題をよりビビ

ッドに伝えます。特定の地域やテーマを集中的に取り上げる「ＦＭウイーク」の放送を

続けるほか、公開番組や海外への国際発信も積極的に行ってさいたま放送局の存在感を

アピールし、ＮＨＫへの期待に応えます。 
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長野放送局 

○防災・減災報道を最重点に取り組みます 

長野県ではこれまで、地震や火山噴火、土砂災害など、数多くの災害に見舞われまし

た。大規模な災害が起きるおそれは常にあり、県民の命と暮らしを守る放送局として備

えを万全にし、万一の際は必要かつ十分な防災・減災報道を実施します。その手段とし

て、テレビ・ラジオの放送だけでなく、インターネット、データ放送などさまざまなメ

ディアを駆使し、防災・減災情報をマルチ発信します。また、御嶽山の噴火など、災害

の影響が残る地域については、復興の過程を丁寧に伝えるなど、地域の人々に寄り添っ

た放送を展開します。 

 

○正確・迅速、公平・公正な選挙報道に徹します 

各種選挙の報道は、公平・公正、正確さを第一に心がけます。長野県知事選挙（任期

満了日・平成３０年８月３１日）など、有権者の関心が高い選挙については、万全な態

勢で臨み、正確・迅速に結果を伝えるとともに、選挙の争点や地域の課題などについて、

深く掘り下げて報道します。 

 

○信州の魅力を発掘・発信し地域をもり立てます 

  平成２９年度に引き続き“Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ信州！”をテーマとして掲げ、信州に

あるすばらしいもの・魅力的なものを発掘・再発見し、ニュースや番組など、さまざま

な形で発信します。県土面積全国４位という地理的特性を生かしたキャラバンを平日午

後６時台のニュース・情報番組で展開するほか、信州の人々に親しまれ、県歌として制

定されて５０年になる「信濃の国」ゆかりの企画や番組を通年で制作し、“ふるさと信州”

をもり立てます。スーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）での制作も取り入れます。 

 

○信州の課題を正面から取り上げます 

地域が抱える問題・課題についてニュースや番組で深く掘り下げます。平成３０年は、

長野オリンピック・パラリンピックから２０年という節目の年で、オリンピックの遺産

（レガシー）が地域にもたらした効果・影響などを検証します。また、人口減少、高齢

化などが与える影響についても、さまざまな機会を捉えて取り上げます。こうした取り

組みを通じて、地域の課題解決に向けたヒントを探っていき、視聴者に信頼される放送

局を目指します。 

 

○スポーツを通じて地域を元気にします 

大相撲で活躍する郷土出身の力士など、信州のスポーツ選手・チームの話題をふんだ

んに伝えます。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックで活躍が期待される選

手についても注目します。地域スポーツの応援団として、サッカーＪ１への再昇格を目

指す「松本山雅ＦＣ」をはじめとするプロスポーツチームの活躍や、高校野球、男子バ

レーボールＶリーグで躍進目覚ましい「ＶＣ長野トライデンツ」など、県内のアマチュ

アスポーツの情報ももれなく伝えます。 
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新潟放送局 

○ 県民の命と安全を守るための情報をきめ細かく伝えます

記録的な大雨による水害や土砂災害など、全国で災害が多発しています。新潟放送局

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

ざまなメディアを通じて、県民の命を守るための情報を伝えます。 

○ 被災した地域の復興への取り組みや課題を取り上げます

新潟県中越地震から１４年、中越沖地震から１１年。さらに平成２8 年には、糸魚川

市で大規模な火災が発生しました。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、東日本大震災や

原発事故による２０００人以上の避難者が抱える問題を取材し、支援していきます。 

○原子力発電所の再稼働問題についてきめ細かく伝えます

東日本大震災以降注目を集めている、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた動きや

原子力防災の課題、地域住民の声を丹念に取材して伝えます。 

○ 日本人拉致問題について継続的に伝えます

日本政府による北朝鮮との交渉や動きを伝えるとともに、拉致問題の解決に向け、被

害者家族に寄り添って取材を続けていきます。 

○ 地域の課題解決に向けて役立つメディアを目指します

深刻な人口減少に加え、医師不足や高齢化問題、農林水産業および商工業の分野での

地域経済活性化策など、新潟県が抱える課題を伝え、多角的な検証を通じて課題解決の

気付きを得る機会を提供し、若い世代を含めた視聴者とともに打開策を考えていきます。 

○ 地域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します。「金を中心とする佐

渡鉱山の遺産群」の世界文化遺産登録に向けた動き、新潟開港１５０周年、長岡開府４

００年、地域の食文化発掘の取り組みなどを継続的に取材し、歴史や文化の継承、地域

の誇りの醸成に貢献します。 

○ 的確な選挙報道に取り組みます

新潟市長選挙（任期満了日・平成３０年１１月１7 日）や各種選挙の報道にあたって

は、公平・公正を第一に心がけます。また、候補者の主張や選挙戦の争点など、有権者

が投票先を判断するために役立つ情報をわかりやすく伝えます。 

○ 地域のスポーツ振興に貢献します

サッカーＪ１への再昇格を目指す「アルビレックス新潟」を取り上げます。また、東

京オリンピック・パラリンピックを目指す若いアスリートについて発信します。 
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甲府放送局

○県民の命と暮らしを守るため、防災・減災報道に全力を尽くします

地震や大雨、大雪などの自然災害時には、速やかにＬ字型画面で情報提供を開始、テ

レビ・ラジオとともにデータ放送・インターネットでマルチ発信を行い、きめ細かく情

報を伝えます。富士山噴火に備え、ロボットカメラ設置の準備を加速させ、取材報道体

制を強化します。また、平日午後６時台のニュース・情報番組では、気象コーナーのさ

らなる充実を図るほか、ラジオ番組でも、身近に役立つ防災情報を丁寧に伝え、いざと

いうときに頼りになる放送局を目指します。

○地域の課題に向き合い、日々の暮らしを豊かにする放送を届けます

平日午後６時台、金曜午後７時台の地域放送番組をさらに充実させ、地域に貢献する

放送を進化させます。若者の県外への流出、高齢者の移動手段の確保、産業の活性化な

ど地域の課題に向き合い、解決の糸口を探ります。芸術や文化、新たなライフスタイル、

子育ての悩みなども積極的に取材し、若者や現役世代の関心にも応えていきます。また、

天皇退位に向け、平成の山梨県を振り返り、次の時代を考えます。 

○山梨の魅力を全国や世界に発信し、地域の活性化に貢献します

世界文化遺産に登録されて５年となる富士山、全国１位の生産量を誇る桃やぶどう、

伝統の宝飾産業や世界的に注目される甲州ワインなど、地域の魅力を掘り起こし、新た

な担い手となった若者の姿も紹介しながら、地域の活性化に貢献します。また、２０１

９年に、武田信玄の父・信虎が甲府に館を構えて５００年になるのに合わせ、地域の歴

史や伝統、文化に目を向け、ふるさとを見つめ直す情報を発信します。 

○公平・公正、正確・迅速な選挙報道に取り組みます

山梨県知事選挙（任期満了日・平成３１年２月１６日）や甲府市長選挙（任期満了日・

平成３１年２月１日）では、地域の課題や選挙の争点など幅広い観点からわかりやすく

伝え、有権者の判断のよりどころとなる報道を行い、視聴者の信頼に応えます。 

○地域のスポーツを積極的に紹介し、元気を届けます

サッカーＪ１に１年で復帰を目指す「ヴァンフォーレ甲府」、バスケットボール女子Ｗ

リーグ「山梨クィーンビーズ」、大相撲の山梨県出身の力士をはじめ、東京オリンピック・

パラリンピックを目指すアスリートたちも紹介し、地域のスポーツ振興に貢献します。

○東京オリンピック・パラリンピックへの動きを通して、機運を盛り上げます

２０２０年の東京大会に向け、各国の事前合宿地や、参加する国や地域との交流事業

を担うホストタウンの動き、聖火リレーのコースやボランティア、自治体の取り組みな

ど県内の動きをきめ細かく伝え、東京大会への機運を盛り上げるとともに産業や観光な

どへの影響も考えます。 
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平成３０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６つの放送局はネットワークを生かし、地域の安全・安心に寄与

します。南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、地域の防災・減災に全

力で取り組みます。また、首都直下地震や、そのほかさまざまな非常事態にお

いても放送・サービスを維持するため、本部代替機能の充実に努めます。大阪

放送局からの全国向けテレビニュース発信体制を継続するほか、インターネ

ットによる情報発信強化に努めます。 

 

近畿地方は、世界的観光資源や歴史・文化・芸能、日本を代表する産業、第

１００回を迎える全国高校野球選手権大会をはじめとするスポーツイベント

など、多彩な魅力にあふれています。近畿地方の６つの放送局は、インターネ

ットや１２月に本放送が始まるスーパーハイビジョンも駆使して、こうした

世界的にも注目される魅力を取り上げ、日本の文化の豊かさや価値観の多様

性をみずみずしく発信します。さらに、マイノリティーを取り上げる番組を制

作するほか、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、トップ

アスリートや学生スポーツ、障害者スポーツを丁寧に伝えるなど、誰もが自分

らしく生き生きと暮らせる、多様性のある社会のすばらしさを伝えます。 

 

地元の身近な放送局として、日々、公平・公正で正確な情報、暮らしに役立

つ情報を、早く、わかりやすく地元の人たちに伝えます。あわせて、大きな文

化・経済圏である近畿の課題や魅力を掘り下げる番組や、近畿の自然や暮らし、

歴史を伝える番組を視聴好適時間帯に放送します。さらに、近畿地方向けのき

め細かい情報に、スマートフォンやパソコンからも、いつでも触れられるよう、

地域情報のインターネット発信強化に努め、より愛される公共メディアにな

ることを目指します。 

  



- 13 - 
 

≪各局の重点事項≫ 

大阪放送局 

○ 正確・迅速な災害報道で地域の防災・減災に全力で取り組みます 

南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、地域が抱える課題を検証します。台風

などの災害報道では、正確な情報を迅速に伝え、防災・減災に全力で取り組みます。関

西ＮＥＷＳ ＷＥＢなどインターネットを活用した情報発信を強化するとともに、地域に

おける防災の専門家とネットワークを築き、きめ細かい防災・災害情報を発信します。 

 

○ 本部代替機能の充実に努めます 

首都直下地震をはじめとする非常事態の際に本部に代わって放送・サービスを維持で

きるよう、大阪発の全国向けニュースと情報番組を継続します。また、一部ローカルニ

ュースでの２か国語放送の継続や、本部バックアップ放送のインターネット同時配信の

整備を進めるなど、本部バックアップ機能の運用・実施体制を一層強化していきます。 

 

○ 地域が誇る多様な魅力を全国・世界へ発信します 

世界的に注目される観光資源や奥深い歴史のほか、伝統芸能、上方演芸、エンターテ

インメントなど多様な魅力を、インターネットやスーパーハイビジョンも活用し、全国

そして世界へ発信します。今年度後期の連続テレビ小説「まんぷく」では、ドラマ本編

をはじめ、関連番組やイベント、ソーシャルネットワーキングサービスなどを通じて、

より多くの視聴者が楽しめるサービスを展開していきます。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、地域の活性化に貢献します 

地元から熱い視線が注がれるプロ野球、２０１８ＦＩＦＡワールドカップロシアの開

催で盛り上がるサッカーＪ１など地元プロスポーツや、第１００回全国高校野球選手権

大会などのアマチュアスポーツを積極的に伝えます。また、ラグビーワールドカップ２

０１９や東京オリンピック・パラリンピックに向けて、近畿ゆかりのアスリートの活躍

を丁寧に伝え、地元での期待や声援を後押しします。 

 

○ 地域の課題に向き合い、より深くわかりやすく伝えます 

大阪万博の誘致や大阪都構想、ＩＲ（統合型リゾート）の誘致を巡る動向など、視聴

者の関心が高いテーマを綿密に取材し、伝えます。また、訪日観光客が求めるサービス

の変化や少子高齢化など、地域社会の課題をさまざまな角度から取り上げ、課題解決の

糸口と地域経済活性化につながるヒントを探ります。こうした地域の課題を深く掘り下

げる番組を金曜夜間に編成し、視聴者の関心に応えます。 

 

○ 親しまれる放送局を目指し、存在感を高めます 

若者向け番組の公開収録、ＢＫプラザやＮＨＫ大阪ホールで行われる番組と連動した

イベントやインターネットサービスを通じて、地域に親しまれる放送局を目指します。 
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京都放送局 

○ 正確・迅速な報道で地域の安全・安心を守ります 

 西日本では、甚大な被害をもたらす直下型地震が相次いでいるほか、台風や局地的豪

雨による河川の氾濫や土砂崩れが頻発し、年々大規模化しています。こうした自然災害

から府民の安全・安心を守るため、ロボットカメラやＩＰ中継の活用などを進め、地域

に密着した正確で迅速な災害報道に全力で取り組みます。また、ホームページやデータ

放送など多様なメディアを駆使して、「河川水位雨量情報」など、防災・減災に役立つ情

報を提供していきます。 

 

○ 地域の課題と向き合い、地域の活性化に貢献します 

外国人観光客の増加を背景にした観光の活況、電子部品の製造を中心に増加する企業

活動、ｉＰＳ細胞をはじめとする最先端の研究、東京オリンピック・パラリンピックに

向けたスポーツ・文化の振興など、社会の最新の動きを丁寧に取材し、地域の活性化に

貢献します。また、加速する少子高齢化や農村部を中心に進む過疎化、伝統産業の衰退、

隣接する福井県にある原子力発電所の再稼働を巡る動向など、地域の課題を深く掘り下

げ、ニュースや番組を通じて解決の糸口を探ります。 

 

○ 正確で公平・公正な選挙報道に万全を尽くします 

京都府では、京都府知事選挙（投票日・平成３０年４月８日）が行われるほか、７つ

の市町の首長が任期満了を迎えます。知事選では、有権者の判断のよりどころとなる情

報を正確に提供し、争点や地域への影響などについてもわかりやすく解説します。また、

各選挙では、公平・公正で信頼される選挙報道に万全を尽くします。 

 

○ 奥深い京都の魅力を全国・世界に発信します 

文化庁が、２０１９年度以降に全面移転することが決まり、京都は、日本文化の戦略

的な発信拠点としての役割が期待されています。日本が世界に誇る伝統文化が受け継が

れている奥深い京都の魅力を、スーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）で制作した番組な

どを通して全国そして世界に発信していきます。 

 

○ 視聴者との結びつきを強め、親しまれる放送局を目指します 

  数多くの大学がある京都市は、人口の約１割を学生が占める“学生の街”です。若者

を主人公にした地域発ドラマを大学や学生たちと協力して制作し、視聴者との結びつき

を強めます。また、２２０インチのスーパーハイビジョンディスプレーを設置した「８

Ｋプラザ」を引き続き活用してスーパーハイビジョンの魅力を幅広く伝えるとともに、

番組の公開収録やイベントを実施し、年間来館者１０万人を超える身近で親しまれる放

送局を目指します。  
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神戸放送局 

○ 阪神・淡路大震災からの復興・発展と課題の両面を検証し、教訓を伝えます 

  神戸のまちは阪神・淡路大震災からの復興の段階を越え、新たな発展を着実に遂げて

います。一方で、被災者は高齢化し、震災を経験していない市民が４割を超えるなど風

化が大きな課題となってきています。震災から２３年たったからこそ見えてくる現実を

検証するとともに、東北や熊本など他の被災地と連携しながら教訓を次の世代につなげ

ていきます。 

  

○ 広い県土をカバーし、防災・減災報道に尽力します 

  兵庫県は広い県土を有しており、ひとたび台風や豪雨が起きると広範囲かつ長時間影

響が出る傾向にあります。中継などの態勢を綿密に検討し、現在影響が出ている地域や、

今後被害が予想される地域に向けて、防災・減災報道に全力を挙げます。南海トラフ巨

大地震についても、日頃から被害予想や備えの必要性を伝えていくことで、地域の“安

全・安心”の拠点としての役割を果たします。 

  

○ スーパーハイビジョンのコンテンツ制作と普及促進に力を入れます 

  神戸放送局では、平成２８年（２０１６年）度に、阪神・淡路大震災の遺構や「特別

展 古代ギリシャ」の展示で、平成２９年度には「資料が語る阪神・淡路大震災」や、

神戸港開港１５０年に関連した企画「はじまりの港」などで、積極的にスーパーハイビ

ジョンのコンテンツを制作し、ノウハウを蓄積してきました。平成３０年１２月にスー

パーハイビジョン本放送が始まるのを前に、地域放送局におけるスーパーハイビジョン

（８K）コンテンツの効率的かつ持続可能な制作体制を構築します。また、上映会などを

通じてスーパーハイビジョンの認知向上・普及促進に努めます。 

  

○ 兵庫県の日々の出来事を丁寧に伝え、多彩な魅力を発信します 

  平日午後６時台のニュース・情報番組では、兵庫県内の多様な出来事や話題を丁寧に

わかりやすく伝えることで視聴者の期待に応えます。また、県内のプロスポーツチーム

の動きはもちろんのこと、ラグビーワールドカップ２０１９に向けた動きや、２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピックを目指す県内のアスリートの活躍を積極的に伝

えます。 

 

○ 兵庫県のこれまでとこれからを検証します 

  平成３０年は兵庫県が成立して１５０周年の節目の年です。摂津、播磨、但馬、丹波、

淡路の五国から成り、今なお地域ごとの多様性を持ち続ける兵庫県のさまざまな魅力を

再発見する企画や番組を制作・放送します。一方で、県の玄関口ともいえる三宮の再開

発、民営化される神戸空港、少子高齢化や人口減少などの地域の課題にも目を向け、今

後の兵庫県の姿を考え検証していきます。 
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和歌山放送局 

○ 南海トラフ巨大地震に備えます 

南海トラフを震源とする巨大地震の発生確率は今後３０年間に７０％とされ、最悪の

場合、県の人口の１割近い９万人が犠牲になると想定されています。県民の命と暮らし

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・情報番組の中で防災・減災に関するニュースや企画を重点的に放

送します。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、Ｆ

Ｍで地域向けの防災番組を放送します。さらに、防災に関するイベントを実施し地域住

民の意識を高めるとともに、放送にも展開して広く県民に伝えます。自治体や防災機関、

地域の人々に加え、共通の課題を抱える県外とも幅広く連携して、災害に負けない街づ

くりにつなげます。 

 

○ 紀伊半島豪雨の教訓を伝え復興を支援します 

平成２３年に紀伊半島を襲った大水害から７年がたちます。引き続き土砂災害、大雨

洪水に対する体制を整え、県民の意識を高めるニュースや企画を放送していきます。ま

た、復興に取り組む地域の人々や活気を取り戻しつつある街の姿を紹介するとともに、

被災地に役立つ情報を発信します。「ＮＨＫのど自慢」をはじめ、さまざまな番組やイベ

ントを被災地となった地域で実施し、地元の復興を引き続き支援します。 

 

○ 地域の魅力を多面的に伝えます 

若者の流出や過疎化など人口の減少に歯止めがきかない和歌山県の活性化に貢献する

とともに、視聴者から親しまれる放送局を目指します。地域の応援団として自治体やＮ

ＰＯの町おこし、地域の伝統行事を放送やイベントを通じてサポートします。また、和

歌山放送局が取り組む番組やニュース、イベントは、ホームページやソーシャルネット

ワーキングサービスを使い、より多くの人に届けるよう努めます。さらに国際放送局と

連携して世界に発信するなど多面的な展開を目指します。 

 

○ 公平で信頼される選挙報道に取り組みます 

平成３０年度、和歌山県では和歌山県知事選挙（任期満了日・平成３０年１２月１６

日）や和歌山市長選挙（任期満了日・平成３０年８月２４日）など関心の高い選挙が実

施されます。視聴者の判断のよりどころとなる的確な情報提供に努め、公共放送として

公平で信頼される選挙報道に取り組みます。 
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奈良放送局 

○ 地元・奈良の情報発信を強化し続けます 

 平日午後６時台のニュース・情報番組の充実に引き続き取り組みます。奈良の情報や

人に徹底的にこだわり、記者解説なども加えてわかりやすく伝えます。観光などの産業、

山間地域の振興、子どもの安全など、奈良の抱える課題と向き合い、奈良の活性化につ

ながる情報の発信強化に努めます。また、市町村の首長選挙について、公正で信頼され

る報道を行います。 

 

○ 地域の安全・安心の拠点を目指します 

自然災害に備えて、県内各地域の特性を踏まえた防災や減災に役立つ生活情報をテレ

ビ・ラジオなどで発信するとともに、発災時には地域の安全・安心の拠点として、放送

だけでなくインターネットなどの多様なメディアを通して、きめ細かく提供していきま

す。また平成２３年の豪雨災害からの復興状況や教訓なども引き続き伝えていきます。 

 

○ 全国に奈良の魅力を発信します 

  世界文化遺産や数々の国宝・文化財、古来より続く伝統文化など、国内外から注目さ

れる奈良にふさわしい番組を制作し、全国放送・地域放送の定時番組などを通し、古都

の魅力を全国そして世界へ積極的に発信します。 

 

○ 地域のスポーツの発展に貢献します 

  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、県

内のアスリートや多様な競技を積極的に紹介します。また奈良県内のプロバスケットボ

ールチームやアマチュアスポーツをニュースや番組で取り上げることで、地域のスポー

ツの活性化や発展に貢献します。 

 

○ 新しい技術を生かして奈良の魅力を伝えるコンテンツを制作します 

  １２月開始のスーパーハイビジョン本放送に向けて、県内の豊かな自然、歴史ある建

造物や文化財などを、スーパーハイビジョン（４K）などで積極的に撮影、制作します。

２０２０年の新会館移転を見据え、スーパーハイビジョン番組の制作に必要な映像を蓄

積していきます。 

 

○ 放送とホームページの連携を強化します 

平成２７年から続けてきたホームページコンテンツの拡充に引き続き取り組み、平日

午後６時台のニュース・情報番組で放送した内容や発災時の最新情報に加えて、ホーム

ページを積極的に楽しんでもらえるコンテンツづくりに取り組んで、より多くの方に接

触してもらえる公共メディアを目指します。 
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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 

平成２９年は、滋賀県内でもたび重なる台風災害に見舞われました。また、琵琶湖西

岸断層帯を震源とする地震では、震度６強以上の揺れが想定され、被害は最大で、死傷

者２万人以上、建物の被害は１２万棟以上にのぼると試算されています。滋賀県民の生

命と財産を守るため、正確で迅速な災害報道に加えて、防災・減災に寄与する情報を積

極的に発信します。 

 

○滋賀県の魅力を広く全国に発信し、地域活性化に貢献します 

  平成３０年度も年間キャンペーン「しが！！応援宣言」を継続し、滋賀県を盛り上げ

ていきます。４年目の今年は、日本一の湖・琵琶湖に代表される豊かな自然と歴史や文

化財、伝統行事に恵まれた滋賀県の魅力を丁寧に掘り起こし、スーパーハイビジョンの

美しい映像で全国に発信するとともに、国際放送でも滋賀県観光の魅力を広く世界に発

信することで、インバウンド増加による地域活性化に貢献します。 

 

○地域の課題やテーマを取り上げ、地域の将来を考えます 

  滋賀県の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。隣接す

る福井県にある大飯原子力発電所が再稼働に向け動きだし、滋賀県内でも原子力発電所

への関心が高まっています。また、大津市のいじめ自殺問題の続報とその対策、県内へ

のインバウンド施策、産業振興の取り組みや医療・介護、子育て支援など、視聴者の関

心が高いタイムリーなテーマを深く掘り下げ、滋賀県をよりよくするためのヒントを県

民とともに考えていきます。 

 

○正確で迅速な選挙報道に取り組みます 

  平成３０年度、滋賀県では滋賀県知事選挙（任期満了日・平成３０年７月１９日）を

はじめ、近江八幡市（任期満了日・平成３０年４月２４日）、栗東市（任期満了日・平成

３０年１１月１７日）の首長選挙が予定されています。各選挙について、視聴者の判断

のよりどころとなるように、地域の課題や争点を多角的に伝えるとともに、正確で迅速

な開票速報などに万全を期し、公平・公正で信頼される選挙報道に取り組みます。 

 

○地域のスポーツを積極的に紹介し、応援します 

  東京オリンピック・パラリンピックを目指す県内のアスリートを継続的に紹介して滋

賀県のアマチュアスポーツを盛り上げます。特に、障害者スポーツに取り組む人を積極

的に取り上げ、障害者スポーツの理解促進に向け、広く情報を発信します。また、プロ

バスケットボールＢリーグ「滋賀レイクスターズ」、プロ野球独立リーグのＢＣリーグ「滋

賀ユナイテッドベースボールクラブ」の情報を試合の中継や平日午後６時台のニュース・

情報番組の企画で発信するなど、滋賀県のプロスポーツを全力で応援していきます。 
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平成３０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７つの放送局は、それぞれの地域の特色を踏まえ、視聴者の関心

やニーズにより的確に応える放送・サービスを追求します。各地の魅力を国内

だけではなく世界にも発信し、視聴者に信頼され親しまれる放送局を目指し

ます。 

 

巨大台風や記録的豪雨、各地で頻発する地震など、私たちはいつどこで自然

災害に遭遇するかわかりません。特に、中部地方は南海トラフ巨大地震で甚大

な被害が想定されています。日頃から防災・減災に役立つ情報の提供に努め、

放送とともにインターネットなどさまざまな方法も駆使して命と暮らしを守

る報道に全力を尽くします。 

 
地域の産業や少子高齢化を巡る問題、多様化する社会の動きなどを深く掘

り下げ、課題を浮き彫りにします。また、さまざまなテーマを視聴者とともに

考える番組の制作や生活者の視点から時代を読み解く丁寧な解説に努めます。

正確で公正な選挙報道を通じ、有権者の判断のよりどころとなる情報を提供

します。 

 

中部地方の豊かな文化や、美しい自然、高い技術を誇る“ものづくり”の力

など、各地の魅力を内外に発信し、地域に貢献します。また、ドラマやエンタ

ーテインメントなど多彩なジャンルの番組を放送することで、幅広い視聴者

層の期待に応えます。スーパーハイビジョンの本放送開始に合わせて、より質

の高い番組づくりに取り組みます。 

 

中部地方には、野球、サッカー、バスケットボールなど、プロ・アマチュア

を問わず地域に根ざした多くのチームがあります。中継や番組を通じて地域

のスポーツを応援していきます。また、２０２０年の東京オリンピック・パラ

リンピックに向けて、活躍が期待されるアスリートを継続取材し、スポーツの

魅力を伝えながら大会の機運を盛り上げていきます。 
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≪各局の重点事項≫ 

名古屋放送局 

○人々の命と暮らしを守る情報の発信に全力を尽くします 

東海地方は南海トラフ巨大地震で甚大な被害が想定され、近年は巨大台風による被害

や記録的豪雨が数多く起きています。日頃から自然災害に備えて、身近な防災知識から

緊急時の対応に至るまでさまざまな角度から防災・減災に役立つ情報を発信します。ま

た、自治体や各地のコミュニティーＦＭとの連携を深めることで情報ネットワークを強

化し、災害時にはラジオやインターネットでよりきめ細かに情報を伝えます。 

 

○“地域のいま”を伝え、視聴者とともに課題に向き合います 

愛知県では、人工知能を利用した自動運転システムや国産初の小型ジェット旅客機の

開発、さらにリニア中央新幹線開業に向けた名古屋駅周辺の再開発の取り組みが加速し

ています。同時に少子高齢化に伴う人手不足などの課題にも直面しています。全面刷新

する平日午後６時台のニュース・情報番組では、こうした視聴者の関心に応え、よりわ

かりやすく丁寧に伝えます。また、金曜夜間には域内ネットワークを最大限に活用して

中部地方共通の課題に向き合う番組や、東海３県に向け、より地域に密着した番組も制

作します。 

 

○“地域の魅力”を発信し、活性化につなげます 

  中部地方の豊かな自然や、高い技術力を誇る“ものづくり”の力を描く番組を全国・

世界に発信します。また愛知県の文化、歴史などの魅力を掘り起こし、平成の３０年間

を振り返る番組にも取り組みます。これまで培ってきた名古屋放送局の制作力を生かし、

ドラマやエンターテインメントなど幅広い世代の興味関心に応える番組も放送します。 

 

○スーパーハイビジョンの特性を生かした番組制作に取り組みます 

  平成３０年（２０１８年）１２月の本放送開始に合わせ、中部地方の大自然や絶景、

後世に残すべき伝統や文化などを、圧倒的な映像美で描く番組制作に取り組み、地域の

映像文化の発展に寄与します。 

 

○地域のスポーツやアスリートを応援し盛り上げます 

プロ野球「中日ドラゴンズ」やサッカーJ１に復帰を果たした「名古屋グランパス」な

ど視聴者の関心が高いプロスポーツとともに、夏に第１００回を迎える全国高校野球選

手権大会などアマチュアスポーツを積極的に取り上げます。東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、地元ゆかりのアスリートを応援していきます。 

 

○選挙報道に万全を期します 

愛知県知事選挙（任期満了日・平成３１年２月１４日）では選挙の争点をわかりやす

く伝え、公平・公正、正確・迅速な報道で視聴者の信頼に応えます。 
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金沢放送局 

○人々の命と暮らしを守る報道や情報発信に全力で取り組みます 

  梅雨や秋雨前線、台風がもたらす集中豪雨により毎年、日本各地で大きな被害が生じ

ており、北陸地方でも災害発生が危惧されています。地震や大雪などの自然災害への備

えも必要不可欠です。テレビでは県域の気象情報の発信を強化するとともに、人々の命

と暮らしを守るため、日頃からテレビ・ラジオで防災・減災につながる報道に積極的に

取り組みます。また、災害時はＬアラートにより自治体とも連携を図りながら、インタ

ーネットやデータ放送でも情報発信を行っていきます。 

 

○石川県の課題を深く掘り下げ、公平・公正、正確・迅速な報道に努めます 

近年、能登半島沖の漁場である「大和堆」における違法操業が多発しています。この

ほか、北陸新幹線の延伸や志賀原子力発電所、少子高齢化による影響など、県民の関心

が高い地域の課題について多角的に掘り下げ、視聴者の目線からわかりやすく伝えます。

また、平成３０年度に予定される県内４市町の首長選挙、３町の議会議員選挙を含め、

公共放送として公平・公正、正確・迅速な報道に尽力します。 

 

○地域に根づく伝統文化や自然など、石川県の魅力を幅広く取り上げます 

  石川県は九谷焼や輪島塗、加賀友禅をはじめとする伝統工芸、加賀宝生などの伝統芸

能が長きにわたり継承され、重要無形文化財保持者（人間国宝）を多く輩出しています。

また、２０２０年に「東京国立近代美術館工芸館」の金沢市移転に向けた準備が進むな

ど、伝統工芸の拠点として注目されています。加えて、日本三名山の一つである白山や

能登の里山里海などの豊かな自然、加賀百万石の歴史に培われた伝統文化や食文化、歴

史的建造物もあり、北陸新幹線開業後は国内外の観光客も数多く訪れています。こうし

た地域の魅力を番組などで積極的に取り上げ、地域活性化に貢献します。 

 

○地域に親しまれる放送局を目指します 

平成３０年１０月に新会館への移転を控えています。地域の魅力を発信する新たな拠

点づくりに全局体制で取り組みます。また、夕方のニュース・情報番組や金曜夜間の地

域放送番組を通じて、地元に密着した話題を数多く提供するなど、県民の関心やニーズ

に応える放送やイベントを展開します。さらに、金沢放送局で初となる石川発地域ドラ

マでは、小松市を舞台に家族の絆と地域とともに生きる大切さを描きます。スーパーハ

イビジョンも活用した番組制作を通して、石川県の魅力を全国に発信していきます。 

 

○地域のスポーツ選手やチームを応援し、スポーツ振興に寄与します 

  ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催が近づく中、さまざまな競技で

活躍が期待される県内選手を番組などで継続的に取り上げ、応援していきます。また、

大相撲の郷土出身力士を地元の期待や声援とともに紹介するほか、サッカーＪ２「ツエ

ーゲン金沢」やバスケットボールＢ２「金沢武士団」など、地元のプロスポーツやアマ

チュアスポーツの選手、チームを積極的に取り上げ、地域のスポーツ振興に寄与します。 
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静岡放送局 

○放送会館移転をきっかけに地域への貢献、地域情報の全国・海外発信を強化します 

新放送会館への移転をきっかけに、地域に一層身近で親しまれる放送局を目指して、

特別番組やさまざまな事業を展開します。静岡の豊かな自然と歴史、文化の魅力や、暮

らしに役立つきめ細かな地域情報を丁寧に取材してニュースや番組で発信するとともに、

地域を舞台にしたドラマも制作して放送・サービスの充実に努めます。また、静岡県の

魅力を広く全国に届けるだけでなく、国際放送と連携して海外への発信も強化し、地域

の活性化に貢献する取り組みを進めます。これらの取り組みを、働き方改革の推進など

効率的な業務体制を築きながら実行していきます。 

 

 

○地域の安全・安心に貢献する、きめ細かな情報発信の強化に努めます 

地域の防災情報拠点として、南海トラフ巨大地震や富士山噴火などの大規模災害、さ

らに巨大台風や記録的豪雨などの自然災害に備えて緊急報道の体制強化に取り組み、県

民の命と暮らしを守る報道に全力を尽くします。とりわけ南海トラフ巨大地震について

は、国の対応の見直しを受けて、行政や地域の取り組みと課題、最新の知見などをニュ

ースや番組で伝えていきます。また、視聴者の関心が高い気象情報の充実にも努め、役

に立ちわかりやすい地域の気象情報をテレビ、ラジオ、インターネットなど多様な手段

を用いて、きめ細かく発信していきます。 

 

○地域の課題と真摯（しんし）に向き合い、解決の糸口を探ります 

景気と雇用、人口流出や少子高齢化など地域が直面する課題に正面から向き合い、グ

ローバルな視点からも検討を加え、解決の糸口はどこにあるのかを探る、豊かな地域社

会の実現に向けた放送を展開していきます。日々のニュースでタイムリーにわかりやす

く伝えるだけでなく、テーマを深く掘り下げた番組を放送するなど多角的に伝えていき

ます。 

 

○“東京２０２０”に向けて地元のスポーツ選手と関連地域の取り組みを応援します 

静岡県ではサッカーＪリーグをはじめ、プロスポーツや企業スポーツの多くのチーム

が地元密着の活動を続けています。野球やラグビーなど高校スポーツにも高い関心が集

まっています。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、これまで以

上に地域のスポーツを積極的に取材し、静岡県ゆかりのアスリートの活躍を後押ししま

す。さらに、２０１９年のラグビーワールドカップ、２０２０年の東京オリンピック・

パラリンピックと相次ぐ大型スポーツイベントの開催で地域がどう活性化し、変わって

いくのか、継続的に取材していきます。 
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福井放送局 

○福井発の放送を強化して地域サービスをさらに充実させます 

金曜午後７時台は、福井県の視聴者に向けた放送を強化します。人口減少・地域経済

など県民の関心が高い課題に正面から向き合い、解決につながる放送を目指します。ま

た、福井地震７０年や幕末明治１５０年などのテーマや、つながりが強い北陸地域の情

報も積極的に取り上げます。平日午後６時台のニュース・情報番組と、金曜午後７時台

の番組の両輪で、県民の暮らしや経済、歴史など幅広く目を向け県民とともに考えるこ

とで、より身近な地域放送局になることを目指します。 

  

○原子力発電所に関する最新情報を迅速かつわかりやすく伝えます 

廃炉が決まった施設も含め、国内最多の原子力発電所が立地する福井県。１年３か月

ぶりに再稼働した「高浜原子力発電所」、避難計画が課題となっている「大飯原子力発電

所」、さらには廃炉に向けて動きだした「もんじゅ」など、国のエネルギー政策を反映す

る施設に引き続き注目が集まっています。原子力災害への備えや国・県の動きなどにつ

いて、地域の放送局としてきめ細かく取材するとともに、最新の情報をわかりやすく視

聴者に伝えます。 

 

○地域の安全・安心を守るため災害・緊急報道に全力を尽くします 

記録的豪雨や大型台風などが多発し、自然災害に遭遇する可能性が高まっています。

繰り返される北朝鮮のミサイル発射も、私たちの暮らしを脅かす問題です。県民の安全・

安心を守るため、県内のロボットカメラや最新機器などを駆使した迅速な情報伝達に努

めるなど、緊急報道体制の整備を進めて防災・減災に貢献します。午後５時台のラジオ

番組などで防災情報を積極的に発信するほか、放送とともにインターネットなどさまざ

まな方法も駆使して緊急報道に取り組みます。 

  

○５０年ぶりに開催される国民体育大会を放送で盛り上げます 

「福井しあわせ元気国体」・「福井しあわせ元気大会」について、地元選手や特色ある

競技、市民ボランティアなどについて大会前から丁寧に伝え、機運を高めます。県民参

加型の開会式を全国に紹介し、“幸福度日本一”といわれる福井をアピールするほか、注

目の競技を中継し、県代表選手の活躍を伝えることで、福井を一層元気にします。東京

オリンピック・パラリンピックにつながる競技や選手も積極的に発信します。 

 

○福井の文化や自然を国内外に積極的に発信して地域の活性化につなげます 

越前がにやおろしそばに代表される食文化、嶺北・嶺南の特色ある豊かな自然など、

福井の文化や風土を国内で広く紹介するとともに、世界に向けて国際放送でも発信しま

す。また、超高精細映像のスーパーハイビジョンによる撮影や、会館ロビーや県内各地

での公開に積極的に取り組むほか、１２月のスーパーハイビジョン本放送に向けた、魅

力的な福井を紹介するコンテンツの制作を推進します。 
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富山放送局 

○“多様性”を見つめるキャンペーンを引き続き展開します  

平成２９年度に開始し、視聴者からの反響も大きかった“多様性”を見つめるキャン

ペーンでは、番組やイベントを通じて、誰もが輝ける社会を実現するための取り組みや

課題に真摯（しんし）に向き合ってきました。東京オリンピック・パラリンピックが２

年後に迫り、多様性のある社会を求める機運はますます高まっています。引き続きキャ

ンペーンを展開し、番組、イベント、ホームページを効果的に連動させ、発信していき

ます。 

 

○地域番組を一層充実させ、視聴者の期待に応えます 

  平日午後 6 時台のニュース・情報番組や毎週金曜午後 5 時台のラジオ番組では、地域

の情報をきめ細かく伝えることで、視聴者に寄り添った内容を目指します。北陸新幹線

開業４年目の地域経済の動向、高齢化に伴う働き手の不足、交通事故や特殊詐欺の防止

策、富山県美術館に代表される文化・芸術活動など、視聴者の関心に的確に応え、地域

の活性化に寄与する放送やサービスを追求します。 

 

○防災・減災報道に努め、地域の安全・安心の拠点となります 

  近年全国各地で多発している地震や、台風・大雨による河川氾濫・土砂崩れなどの自

然災害へ備える重要性を伝え、県民の命と暮らしを守る報道に努めます。災害発生時に

はテレビやラジオ、インターネットなどを駆使し、あらゆるメディアで正確かつ迅速な

緊急報道を行い、県民の安全・安心の拠点として責任を果たします。 

 

○地域のスポーツをしっかりと見つめて発信します 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック出場が期待される県内ゆかりの選手

たちを取り上げて発信していきます。また、大相撲の郷土出身力士やバスケットボール

Ｂリーグの「富山グラウジーズ」など、県内のさまざまなスポーツ活動を幅広く取材し、

地域とともに盛り上げていきます。 

 

○スーパーハイビジョン本放送に向けた準備に力を入れます 

１２月から始まるスーパーハイビジョン本放送に向けて、県内の貴重な文化遺産や美

しい自然を撮影・記録するプロジェクト「富山の宝」を継続します。スーパーハイビジ

ョン（４Ｋ）撮影による番組制作に力を入れることで、コンテンツの強化を図ります。 
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津放送局 

○災害（防災・減災）報道に全力で取り組みます 

  南海トラフ巨大地震による津波や建物の倒壊などの災害や、毎年のようにある台風や

豪雨など、自然災害への危機感が高まっています。こうした災害に備え、気象災害セン

ターのデータやスクープＢＯＸの視聴者映像などを駆使しながら、より“自分のこと”

と受け止められる災害報道を目指し、地域のきめ細かい情報発信に努めます。さらに南

海トラフ巨大地震などによる大津波警報発表時には、放送会館から放送が出せなくなる

という想定で、いち早く報道拠点に移動し、被災地から情報を確実に伝えられるよう訓

練を継続して行います。 

 

○地域放送をより充実させます 

津局の地域放送の柱は、県内向けの放送と東海３県向けの放送です。東海３県に向け

ては三重県の情報をより積極的に発信するとともに、名古屋局・岐阜局との連携を深化

させ、東海３県の視聴者ニーズに応じた地域の情報を伝えていきます。地域放送の“主

軸”でもある平日午後 6 時台は、スタジオセットを一新し、内容のさらなる充実を図る

ほか、地理的に隣接し視聴者の関心の高い近畿地方の情報も適宜取り上げます。 

 

○地域の課題に真摯（しんし）に向き合います 

  地域の経済や産業、少子高齢化を巡る問題、農林水産業の担い手不足など、県民の関

心が高い課題にもしっかりと向き合い、ニュースや番組を通してわかりやすく伝えます。 

 

○スポーツ報道に力を注ぎ、東京オリンピック・パラリンピックに向けて機運を高めます 

  平成３０年夏には、三重県を中心とした東海地方で全国高等学校総合体育大会（イン

ターハイ）が開催されます。こうしたスポーツイベントなどを通して、東京大会で活躍

が期待される三重県出身の若きアスリートたちを取り上げ、スポーツの魅力を伝えてい

きます。また、サッカーやハンドボール、バレーボールの各リーグに所属するクラブチ

ームの情報などを定期的に伝え、地域を盛り上げていきます。 

 

○自然豊かな三重県の魅力を全国に発信します 

  三重県は山と海に面しており、その地理的な特徴と豊かな自然を生かして漁業・農業

ともに盛んです。こうした海と山が織り成す豊かな自然や、育まれた恵みの幸のほか、

伊勢神宮をはじめ熊野古道などの古代から息づく伝統文化といった、三重県の魅力をス

ーパーハイビジョン（４Ｋ）も積極的に活用しながら、全国に発信します。 
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岐阜放送局 

○地域を元気にする拠点として、視聴者に親しまれる放送局を目指します 

 岐阜県が舞台となる平成３０年度前期の連続テレビ小説「半分、青い。」の放送を機会

に、県や東濃の自治体の施策とも協調し、関連番組やイベントなどを通じて、岐阜なら

ではの魅力を積極的に県内外にＰＲするとともに、地域の豊かさを県民が再認識できる

ような情報を発信し、ＮＨＫの存在感を高めます。 

 

○地域の安全・安心に役立つ情報発信の充実に努めます 

 岐阜県は、大規模な活断層が多く、地震による大きな被害のほか、台風などが発生す

ると木曽三川からの水害につながるリスクを抱えています。また、警戒すべき活火山も

あります。そのため、日頃から地域に必要な防災・減災のための情報発信に取り組み、

人々の命と暮らしを守ります。また、自治体と連携し、データ放送、インターネットな

ども活用しながら多角的な情報発信に努めます。 

 

○地域の課題に向き合い、岐阜の“いま”を見つめます 

 岐阜産の農産物、工芸品等の名産物を積極的に海外に売り出そうという動きが加速化

しています。岐阜県民の暮らしも国際的なダイナミックなうねりと無縁ではいられませ

ん。その一方で高齢化、過疎化、人口減少も進んでいます。平成が終わろうとする節目

に時代のすう勢を見つめるとともに、こうしたグローバル化と暮らしの課題を多角的に

取り上げ、県の移住定住促進への取り組みや教育制度改革等、より豊かな暮らしにつな

がるような糸口を探ります。 

 

○世界遺産や豊かな自然・文化など、地域の魅力をスーパーハイビジョンで発信します 

  岐阜県は、３０００メートルを超す山岳地帯から海抜０メートルの肥沃（ひよく）な

土地まで豊かな自然環境を擁し、日本の歴史上、重要な地域も点在しています。そのよ

うな美しい自然や、日本らしい文化を求めて海外からの観光客も増加の一途をたどって

います。１２月には、スーパーハイビジョン本放送が開始します。自然や伝統、文化と

いった岐阜の誇る魅力をスーパーハイビジョンの超高精細な映像で、広く発信していき

ます。 

 

○地域のスポーツを応援します 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、出場を目指す県内のアス

リートはもちろん、ホストタウンや事前キャンプ地として海外のチームを受け入れる自

治体の動き、聖火リレーへの取り組みにも注目が高まります。オリンピック種目に復活

するソフトボールで悲願の女子日本リーグ１部昇格を果たした「大垣ミナモ」や、サッ

カーＪ２の「ＦＣ岐阜」をはじめ、日本で初めて岐阜市で開かれる「アジアジュニア陸

上競技選手権大会」などを熱く、幅広く取り上げ、岐阜のスポーツを応援します。 
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平成３０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５つの放送局は、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・迅速に提供します。近年、全国各地で激甚化している

台風、豪雨、地震など大規模な自然災害に対して、中国地方ではデータ放送や

インターネットも引き続き駆使し、防災や減災につながる情報発信に日頃か

ら尽力します。 

 

地域の視聴者に寄り添い親しまれる身近な放送局を目指して、各地の魅力

や課題を丁寧に掘り起こし、県域放送サービスの強化に努めます。人口減少や

地域経済の活性化など中国地方共通の課題には、５つの放送局のネットワー

クを生かし、地域の課題解決の糸口を探ります。また、国内外から訪れる人々

の関心に応える情報を発信し、観光振興にも貢献します。 

 

核兵器廃絶と平和へのメッセージを全国、世界へ向け積極的に発信し、被爆

体験を次世代へと継承します。北朝鮮の核兵器開発を巡り国際的な緊張が高

まる中、「核兵器禁止条約」を巡る動きや、北朝鮮による拉致問題、岩国基地

の動向といった、中国地方に関わる安全保障と平和維持についての課題を継

続して取材し、多様な角度から伝えます。 

 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて中国地方ゆかりの選手の動向

を丁寧に取り上げます。野球やサッカー、バスケットボールなど、中国地方各

地で盛り上がりを見せるスポーツの試合や情報を積極的に伝え、地域全体を

元気にします。 

 

平成３０年（２０１８年）１２月から開始予定のスーパーハイビジョン本放

送に向けて、スーパーハイビジョンの制作ノウハウとコンテンツの蓄積を引

き続き進めます。中国地方の豊かな自然や特色ある文化・伝統を最先端の放送

技術を活用して発信し、視聴者の期待に応えます。 
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≪各局の重点事項≫ 

広島放送局 

○ 正確・迅速な災害報道で視聴者の信頼に応えます 

激甚化する自然災害に対して、テレビ、ラジオ、さらにデータ放送やインターネット

などで、日頃から防災・減災につながる情報発信に尽力します。緊急時には、判断のよ

りどころとなる情報を正確かつ迅速に提供し、公共放送の使命を果たします。 

 

○ 核兵器廃絶に向けて、広島から平和への強い思いを伝えます 

“核と平和”を巡り国際情勢がめまぐるしく動く中、被爆地・広島から核兵器の恐ろ

しさや廃絶を訴える声を全国・世界に向けて発信します。ドキュメンタリーやドラマ、

音楽、アニメなど多様な演出の番組を通して、平和のメッセージを幅広い世代へと伝え

ます。また、デジタルサービスも活用して、風化する被爆体験の記録と継承に取り組み

ます。 

  

○ 開局９０年を機に、地域とのつながりを深め未来をともに考えます 

広島局は、平成３０年７月に開局９０年を迎えます。原爆投下直後から現代まで４世

代にわたる家族の物語を描くドラマなどの大型番組を中心に、放送と連動したイベント、

県内各地に出向いて視聴者と一緒に番組を届けるキャラバンなど多彩な取り組みを

通して、地域に寄り添い地域の将来を視聴者とともに考えます。 

 

○ 地域の多様な課題や魅力を発信し、活性化に貢献します 

  人口減少や地域社会の活性化など地方の抱える課題について、多様な地域の声を丁寧

にすくい上げながら伝えます。また、中国地方の豊かな自然や特色ある文化など、国内

外から訪れる人々が関心を持つような魅力の数々を発信し、地域の発展と観光振興に寄

与します。 

 

○ 地域で関心の高いスポーツを積極的に取り上げ、地域を元気にします 

東京オリンピック・パラリンピックを見据え、広島ゆかりのアスリートを取り上げた

番組によって地域を盛り上げます。また、リーグ連覇を達成したプロ野球「広島カープ」

をはじめ、サッカーＪ１「サンフレッチェ広島」や「ひろしま男子駅伝」など県民の関

心が高いスポーツ中継を通して、地域のスポーツ振興に貢献します。 

 

○ スーパーハイビジョンの魅力を伝えます 

  平成３０年１１月に広島で開催する「２０１８ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技

大会」や、中国地方の多彩な風土や人々の営みを描いた番組などを通し、最先端の放送

技術を県民にＰＲするとともに、スーパーハイビジョンの制作ノウハウとコンテンツの

蓄積を引き続き進めます。 
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岡山放送局 

○ 防災・減災報道に全力で取り組みます 

自然災害に備え、テレビ、ラジオ、データ放送やインターネットなどで、防災・減災

につながる情報を日頃から積極的に提供するとともに、緊急報道の際には、ＩＰ中継な

どの技術や機材も駆使して正確な情報をいち早く県民に伝えます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、地域に寄り添い親しまれる放送局を目指します 

岡山県の魅力や課題を丁寧に掘り起こし、県域サービスの強化に努めます。金曜午後

７時台は、瀬戸大橋開通３０年など、県内の視聴者の関心が高い地域の話題を取り上げ

た番組を積極的に放送し、ＮＨＫの存在感を高めます。平日午後６時台のニュース・情

報番組を中心に、人口減少など地域の抱える課題や暮らしに直結した話題を掘り下げ、

視聴者の関心に応え、地域の暮らしを応援します。 

 

○ スポーツで地域を盛り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて岡山県ゆかりの選手の動きを詳しく取

り上げます。また、サッカーＪ２「ファジアーノ岡山」、女子バレーボールＶリーグ

「岡山シーガルズ」、「おかやまマラソン」などの試合の模様や情報などを積極的に

伝え、スポーツの話題で地域を活性化します。 

 

○ 岡山ならではのスーパーハイビジョンコンテンツの制作に取り組みます 

  これまで積み重ねてきたスーパーハイビジョンの制作ノウハウを生かして、平成３０

年１２月から開始予定のスーパーハイビジョン本放送に向けたコンテンツの制作を進め

ます。岡山県の豊かな自然や伝統・文化を、最先端の放送技術を活用して発信し、視聴

者の期待に応えます。 
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松江放送局  

○ 命と暮らしを守る情報を、きめ細かく迅速に伝えます 

台風、豪雨、地震など大きな自然災害に備え、日頃から防災・減災につながる放送に

力を入れます。災害時にはいち早く態勢を構築し、ニュースをはじめ、Ｌ字型画面やデ

ータ放送、インターネットなどを駆使し、地域の人々の命と暮らしを守るため、正確で

迅速な報道、きめ細かい情報発信に努めます。 

 

○ 島根原子力発電所を巡る動きや地域の安全対策を詳しく伝えます 

全国で唯一県庁所在地にある松江市の島根原子力発電所を巡るさまざまな動きをつぶ

さに取材・検証するとともに、自治体の避難計画など安全への取り組みや課題をわかり

やすく伝えます。地域の安全・安心を守るため、緊急時にも放送を継続するための機能

強化に引き続き取り組みます。 

 

○ 山陰地方の特性を踏まえた放送サービスの充実に努めます 

  地域のニーズに応えるため、金曜午後 7 時台の地域放送番組を充実させます。島根県

のみならず、山陰地方としてつながりが強い鳥取県と共通の課題や魅力を、鳥取放送局

とも連携して両県に向けて放送します。平日午後６時台のニュース・情報番組でも、地

域の特性を生かした企画を伝えるなど、互いの県への高い関心に応えます。 

 

○ 地域の課題と向き合い、地域活性化に資する情報発信に努めます 

深刻な人口減少をはじめ、ＪＲ三江線廃止後の沿線地域の変化や松江市の中核市移行

など、地域の重要な課題を掘り下げ、解決につながる取り組みを丁寧に取材することで、

地域活性化に資する情報発信に努めます。 

 

○ 地域の魅力を掘り起こし、広く発信します 

豊かな自然に恵まれ、独自の歴史や伝統文化を育んできた島根の多彩な魅力を、国内

外に広く発信します。平成３０年は、江戸時代後期に茶人として活躍した松江藩主・松

平不昧の没後２００年となる節目の年です。関連番組などで地域を盛り上げます。また、

スーパーハイビジョン本放送に向けたコンテンツ制作やホームページをはじめとするデ

ジタルサービスの充実にも取り組み、あらゆる世代に向けて島根のよさを伝えていきま

す。 

 

○ 地域の生きた情報を的確に伝え、地域を応援します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、その日の県内の動きや、視聴者が知りた

い話題を掘り下げて伝えるとともに、鮮度の高い情報を中継などで生き生きと紹介しま

す。また、東京オリンピック・パラリンピックに挑戦する島根県出身選手の動向や、大

相撲、テニス、バスケットボールＢ１「島根スサノオマジック」など、地元ゆかりの選

手やチームが活躍するプロスポーツの情報を詳しく伝え、地域を応援します。 
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鳥取放送局 

○ 地域の課題を掘り下げ、地域活性化に貢献する情報を発信します 

より幅広い層から見られるように、平日午後６時台のニュース・情報番組をリニュー

アルします。深刻化する過疎・高齢化など地域の現状を丁寧に取材し、ニュースや番組

を通して課題解決の糸口を探ります。平成３０年に開山１３００年を迎える中国地方最

高峰の大山をはじめ、自然豊かなふるさとの魅力、各種スポーツや伝統文化など県民が

関心を寄せる話題を発信し、視聴者の期待に応えます。また、データ放送を活用した双

方向サービスも取り入れ視聴者の声を生かした番組制作に取り組みます。 

 

○ 県民の安全・安心につながる情報を発信します 

地域の暮らしを守る防災・減災に役立つ情報を発信し、視聴者のニーズに応えます。

地震・豪雨・豪雪などの災害に備え、日頃から訓練を重ね、ロボットカメラなどの設備

も整え、県民の知りたい情報を詳細に発信できる体制を強化します。平成２８年に鳥取

県中部で起きた地震をはじめ、自然災害から復興する故郷の様子を継続的に取材し、被

災地の活力となる放送を目指します。島根原子力発電所の安全性や事故対応、行政が策

定した避難計画や訓練なども継続的に検証し、緊急時に備えた報道体制を構築します。 

 

○ 山陰地方の特性を踏まえたさまざまな放送サービスの強化に努めます 

地域のニーズに応えるため、金曜午後７時台の地域情報番組を充実させます。鳥取

県のみならず、山陰地方としてつながりが強い島根県と共通の課題や魅力を、松江放

送局とも連携して両県に向けて放送します。平日午後６時台のニュース・情報番組で

も、地域の特性を生かした企画を伝えるなど、課題解決・活性化につながる情報を発

信します。 

 

○ 県民のチャレンジする姿を積極的に取り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックに挑戦する鳥取県ゆかりの選手たちを幅広く取り

上げ、地域を盛り上げます。パラリンピックだけでなく、障害のある人たちのさまざま

な分野での活動についても積極的に伝え、障害のある人とない人がともに暮らす社会に

向けて、課題解決につながるヒントを提示します。 
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山口放送局 

○ 県域放送を拡充し、地域を元気にします 

地域で最も身近で、視聴者から親しまれる放送局を目指し、金曜午後７時台の県域放

送を拡充します。自然や文化など郷土の魅力、地域活性化への取り組みなど、地域を元

気にするさまざまな番組に挑戦し、視聴者の期待に応えます。 

 

○ 安全・安心につながる情報を全力で届け、地域を守ります 

地域に暮らす人たちの安全・安心を守るため、防災・減災報道に総力を挙げて取り組

みます。テレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどあらゆる手段を活用し、き

め細かい情報発信に日頃から尽力します。台風や豪雨、地震など災害時には正確な情報

を迅速にわかりやすく伝え、地域の人の命を守ります。 

 

○ 地域の課題に向き合い、未来をともに考えます 

東アジア最大規模の米軍基地となる岩国基地、上関原子力発電所の建設計画、人口減

少、地域経済の振興など地域の課題に向き合い、さまざまな角度から取材してわかりや

すく伝え、地域の未来をともに考えます。 

 

○ 地域の魅力を再発見し、全国・世界へ発信します 

平成３０年の「明治１５０年」を機に注目される郷土の歴史を見つめ直し、年間を通

じて伝えるとともに、未来を切り開く若者のメッセージをデジタルサービスも活用して

発信します。さらに、豊かな自然や伝統文化を含めた地域の魅力を再発見し、全国・世

界に発信するとともに、平成３０年１２月から始まるスーパーハイビジョン本放送に向

け、コンテンツと制作ノウハウの蓄積や活用に努めます。 

 

○ “東京２０２０”に向け、地域を盛り上げます 

  平成３０年６月に山口県で開催される「日本陸上競技選手権大会」や、高校野球、サ

ッカーＪ２「レノファ山口」など地元で関心の高いスポーツを、中継やニュース、番組

で詳しく伝え、地域に元気を届けます。また、２０２０年の東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、郷土ゆかりの選手や、国際交流の進展に向けた各地の取り組みを紹

介し、地域を盛り上げます。 
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平成３０年度 九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画 
 

≪基本方針≫ 
 

九州沖縄地方の各放送局は、地域の視聴者の関心に向き合い、正確で有用な

情報を迅速かつ的確に提供していきます。地域に密着したきめ細かな対応で

これまで以上に視聴者から信頼される放送局を目指します。 

 
台風、大雨、地震、火山噴火など、災害発生時には機動的な態勢で正確・迅

速に情報を伝えるとともに、インターネットやデータ放送など、さまざまな伝
送路で情報を届けます。また自然災害に備え、地域の視聴者に向けて防災・減
災につながる情報を発信していきます。近年、熊本地震、九州北部豪雨などの
大規模な自然災害が発生し、被災地は今なお復興の途上にあります。被災地の
現状を継続して伝えていくとともに、復興に資する番組を放送していきます。 
 

県域放送をこれまで以上に充実させ、地域の課題や魅力を伝えていく番組
を放送していきます。また、原子力発電所、米軍基地、高齢化など、ブロック
共通の課題に向き合い、解決に向けた手がかりを探っていきます。そのほか、
地域をテーマにしたエンターテインメント番組などを制作し、地域の視聴者
の期待に幅広く応えていきます。 
 
 プロ野球やサッカーをはじめとしたスポーツの熱戦を中継で伝えるほか、
チームの最新情報を伝え、地元視聴者の高い関心に応えます。また、東京オリ
ンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ２０１９などの大型スポ
ーツイベントの開催が目前に迫る中、地元出身の選手や競技の関連情報を多
角的に伝え、大会に向けて視聴者の関心を高めていきます。 
 

各種選挙には万全の態勢で臨みます。沖縄県知事選挙（任期満了日・平成３
０年１２月９日）など注目度の高い選挙もあり、有権者の判断に有用な情報を
伝えていきます。 
 

アジアと文化・経済・地理的に深い関わりを持ってきた九州沖縄ならではの
視点で、アジア各国との関連を見つめ、最新の情報を国内外に発信します。 
 
 スーパーハイビジョン本放送に向け、さまざまな美しい風景や人々の多彩
な営みを記録し、九州沖縄の特性を生かした番組制作の体制整備を進めます。 
 

平成３０年（２０１８年）は西郷隆盛が主人公の「西郷どん」、平成３１年
は金栗四三が主人公の「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」と、九
州沖縄にゆかりのある大河ドラマが２年連続で放送されます。合わせて関連
番組を放送し、地域の活性化に貢献していきます。  



- 34 - 
 

≪各局の重点事項≫ 

福岡放送局 

〇地域の安全・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３０年は熊本地震から２年、

平成２９年の九州北部豪雨から１年。日頃から防災・減災につながる情報の提供を心が

けるとともに、災害・事故発生時には正確・迅速な緊急・災害報道に取り組み、ライフ

ライン情報も提供します。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。テレビ・ラ

ジオともにデジタルの伝送路を活用し必要な情報を多方面に伝えます。 

 

〇地域の課題と“これから”に向き合い、視聴者の興味・関心に応えます 

北部九州エリアの広域的な情報発信の強化を目指します。平日午後６時台のニュース・

情報番組では、これまで以上に北九州放送局との連携を強化します。福岡県内のその日

の動きを詳しく伝えるとともに、地域の課題を深く掘り下げます。金曜午後７時台では

福岡県域向けの番組の制作にも取り組み、福岡に密着した課題や話題を新たな演出で伝

えます。また、戦争と平和や人口減少、地域経済など九州沖縄の重要なテーマに深く切

り込み、これまで以上に多様な編成で視聴者の関心に応えます。 

  

〇地域の多彩な魅力を届けます 

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。「博多 園山笠」な

ど伝統文化の継承に貢献する番組に引き続き取り組むほか、九州にゆかりのある大河ド

ラマ「西郷どん」「いだてん」の放送にあたり、関連番組を放送するなど、地域の活性化

に貢献します。また、スーパーハイビジョンの特性を生かし、美しい風景や豊かな自然、

文化を記録するとともに、本放送に向けて体制整備を進めます。 

 

〇地域とアジアとの関係から、地域の未来を見つめます 

アジアと文化・経済・社会的につながりの深い地域ならではの視点で、地域とアジア

との関わりの最新動向をニュース・情報番組などで伝え、地域の未来を見つめるヒント

を探ります。国際放送を通じて九州沖縄の魅力や文化、最新情報を世界へ発信します。 

 

〇地域のスポーツを応援します 

プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」やサッカーＪ２「アビスパ福岡」、大相撲など

地域の関心が高いスポーツ情報をニュースや番組で積極的に伝え、地元視聴者の期待に

応えます。ラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリンピックなど

の大型イベントに向け、地元選手や競技の関連情報を伝えることで視聴者の関心を高め

ます。 
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北九州放送局 

○地域に安全・安心を届けます 

台風や大雨・地震など自然災害への備えを怠らず、緊急時に地域の人々に役立つ安全・

安心情報をいち早く、かつきめ細かく届けます。福岡放送局と連携して日頃からデータ

放送やインターネットなどで防災・減災のためのきめ細かい情報を提供し、必要に応じ

て北九州放送局単独でも伝えます。また、地域で発生した事件や事故への対応にも万全

の態勢で臨みます。特定危険指定暴力団・工藤会の裁判や現状についても詳しく伝えま

す。海上交通の難所・関門海峡での海難事故の際には、山口放送局と連携し迅速に対応

します。 

 

〇地域の課題に向き合い、未来をともに考えます 

高齢化や人口減少、地域産業の創出、それに介護や保育の問題など北九州市が抱える

課題に正面から向き合い、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

組などで掘り下げて放送します。北九州地域の未来を視聴者とともに考えます。 

 

○地域の魅力を全国・世界に発信します 

  地域に根づく伝統文化から漫画やコスプレなどのサブカルチャーまで、地域の魅力を

ニュースや番組で幅広く取り上げます。全国放送だけでなく国際放送を通じて世界に発

信することを目指します。 

 

○地域のスポーツを盛り上げます 

サッカーＪ３「ギラヴァンツ北九州」がＪ２昇格に挑む姿を詳しく伝えます。また、

ラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリンピック出場が期待され

る選手を積極的に取材して紹介します。このほかマラソンや駅伝、卓球など地域で盛ん

な競技を取り上げ、地域のスポーツを盛り上げます。 

 

〇正確で迅速な選挙報道に取り組みます 

 平成３０年度に行われる北九州市長選挙（任期満了日・平成３１年２月１９日）につ

いては、万全の態勢を整え視聴者に判断のよりどころとなる情報を届けます。公平・公

正な姿勢で、正確・迅速な選挙報道を行います。 
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熊本放送局 

○ 熊本地震を教訓に、引き続き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３０年４月で２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。また、地震や台風、

火山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や、ロボットカメラ体制の強化、最新の映像伝送技術などを利用

することで、気象情報や避難に必要な情報を、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２９年８月に「水銀に関する水俣条約」が発効された水俣病について、問題が風

化しないよう、これからも伝え続けます。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。また熊本市長選挙（任期満了日・平成３０

年１２月２日）や地震で大きな被害を受けた益城町の町長選挙（任期満了日・平成３０

年５月４日）など、１１市町村で予定される首長選挙の結果を正確・迅速に報道します。 

 

○ 熊本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を取材し、ニュースや番組で積極

的に取り上げるほか、国際発信を推進し、アジアをはじめ世界からの観光客を呼び戻す

ことにも貢献します。熊本が舞台となる２０１９年の女子ハンドボール世界選手権大会、

ラグビーワールドカップ２０１９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 

いまだに４万人以上が避難生活を余儀なくされている中で、一日でも早く震災前の姿

を取り戻すにはどうするべきか、放送を通し視聴者とともに考えていきます。また、被

災者の暮らし、経済再生や雇用、社会資本の整備、心のケアまで、現状や必要な施策な

どを検証します。一方で、被害が少ないと思われがちな地域にも積極的に足を運び、生

の声を伝え続けます。スーパーハイビジョン、ドローンなどの最新機材を用いながら、

熊本城再建の歩みや各地に残る震災遺構を記録し、これからも熊本地震を伝え続けます。 

 

○ 大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」を盛り上げます 
平成３１年１月から、熊本県出身のマラソン選手・金栗四三が主人公のＮＨＫ大河ド

ラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」が放送されます。地元の放送局と

して大河ドラマに関するさまざまな情報を発信し、地域をさらに盛り上げていきます。 

 

○ 開局９０年を迎える熊本放送局からより充実した地域放送をお伝えします 

平成３０年６月に開局９０年を迎える熊本放送局では、地域の歴史や課題、出来事を

深く掘り下げて取材し、平日午後６時台のニュースや金曜午後７時台などの地域放送番

組をこれまで以上に充実させます。 
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長崎放送局 

○ 被爆地にある放送局として、核兵器廃絶と平和を願う長崎の声を伝えます 

  「長崎原爆の日」を中心に、式典中継や関連する番組、ニュースなどを通じて核兵器

廃絶や平和な世界を求める長崎の声を広く国内外に伝えます。被爆者の高齢化に伴って

難しくなってきている被爆体験の記録や次の世代への継承活動などを重点的に取り上げ

ることで、被爆地にある放送局として責務を果たしていきます。 

    

○ 防災・減災放送をさらに強化し、地域の安全・安心に貢献します 

  地震や台風・大雨といった自然災害に備えて、機材の整備と訓練を重ねることで防災

体制の強化を進めます。緊急時にはテレビとラジオで正確で迅速な放送を実施します。

またＬ字型画面を積極的に活用し、データ放送やインターネットも駆使して、きめ細か

い情報を伝え、県民の生命と暮らしを守ります。日頃から防災・減災につながる情報を

提供し、地域の防災力と意識の向上に貢献します。 

  

○ 長崎発の地域ドラマなどを通じて、長崎の魅力を全国に伝えます 

  地域の人たちの協力と長崎放送局の総力を挙げて、長崎発の地域ドラマを制作します。 

 ドラマを通じて地域の人々の暮らしや豊かな自然などを全国に向けて放送します。また

平成３０年には「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の県内で２つ目の世界遺

産登録を目指しています。このほかにも長崎には歴史的・文化的な魅力が数多くあり、

全国に発信して県民に誇りを持ってもらうとともに、多くの観光客の誘致につなげて地

域の活性化に貢献します。 

 

○ チャレンジする県民の姿を紹介し、長崎を元気にします 

  サッカーＪリーグの「Ｖ・ファーレン長崎」がＪ１に昇格しました。大きな舞台で強

豪チームに挑む姿や試合結果、チーム状況など多角的に伝え、県民の期待に応えます。

また次第に関心が高まっている東京オリンピック・パラリンピックでは、長崎県ゆかり

の選手や大会を目指し頑張る地元選手などをしっかりと取り上げて長崎を元気にします。 

  

○ 地域の問題や課題と向き合い、県民とともに解決に向けて力を尽くします 

  長崎県では少子高齢化や人口減少などの問題が、地理的な条件も重なって、より深刻 

 な状況になっています。道筋が見えない九州新幹線西九州ルートや新幹線開業を前提と

した街づくり計画、異なる司法の判断で出口が見えない諫早湾干拓事業やこう着状態が

続くダム建設計画など課題が山積しています。長期化してわかりにくくなっている問題

や課題を掘り下げて丁寧に伝え、県民とともに解決に向けて力を尽くします。 
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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、インターネットなどを通じて正確・迅速に届けま

す。また、県内には噴火を続ける桜島や平成２９年１０月に再び火山活動が活発化した

新燃岳などがあります。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。 

 

○ 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、世界自然遺産の「屋久島」や登録を申請して

いる「奄美大島」など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「西郷どん」を盛り上げます 

平成３０年は明治維新１５０年の節目の年になります。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「西郷どん」も始まりました。鹿児島県は明治維新の

立て役者を多く生み出しており、ご当地の放送局として明治維新や大河ドラマに関連す

る番組を放送して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。 

 

○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３０年度に４つの市で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。また、２０１９年は春に県議会議員選挙（任期満了日・２０１９年

４月２９日）を含む統一地方選挙、夏には参議院議員選挙（任期満了日・２０１９年７

月２８日）が予定されています。選挙に向けた動きや県内の課題を、節目を捉えて伝え

ていきます。 

 

○ 幅広いスポーツ情報を発信します 

サッカーＪ３に所属し、Ｊ２昇格を目指している「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。 
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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 

宮崎県では南海トラフ巨大地震による津波の死者数が最大で約３万５０００人と想定

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。 

 

○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、依然として厳しさを増しています。

加えて、過疎化や少子高齢化、若者の県外流出、地域医療や福祉、県内の交通網をどう

充実させるのか、課題は山積しています。地方の活力をどう取り戻すのか、解決策を模

索する番組を放送し、地域の課題克服に向けた取り組みを支援します。 

 

○県域放送のさらなる充実を図り、地域にこだわった番組を放送します。 

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”

をテーマに、さらなる充実を図ります。金曜午後７時台の地域放送番組では、地域の魅

力や課題をこれまで以上に掘り下げ、視聴者ニーズに応えていきます。 

 

○地域の歴史・伝統・文化の魅力を全国・世界へ発信します 

ユネスコエコパークに登録された「祖母・傾・大崩地域」や、世界農業遺産に認定さ

れた「高千穂郷・椎葉山地域」をはじめとする魅力あふれる宮崎県の自然豊かな風景、

各地に息づく伝統・風土・歴史・文化など、地域の魅力を全国・世界へ発信します。 

 

○スーパーハイビジョンの本放送開始に向けた取り組みを進めます 

宮崎県内の豊かな自然や文化を４Ｋの超高精細映像で記録するほか、記録した素材の

スーパーハイビジョンでの展開を図り、新時代の放送サービスに向けた取り組みを進め

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。野球、サッカー、ラグビーなど多くの競技でキャンプや合宿が行われる宮崎県の

スポーツ環境の魅力を全国に発信し、地域のスポーツ振興に寄与します。 

 

○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 

  平成３０年度は県知事選挙（任期満了日・平成３１年１月２０日）のほか、６つの市

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

○安全・安心につながる防災・減災報道を強化し、県域ラジオの充実を図ります 
自然災害に備え、テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じた安全・安心につなが

る防災・減災情報のマルチ発信を強化します。災害時に強いラジオの特性を生かすとと

もに、聴く習慣をつけてもらうためにラジオ番組の制作にも取り組みます。 

 

○災害からの復旧・復興を支援します 

平成２８年の熊本地震、平成２９年の九州北部豪雨、台風１８号と県内では大きな自

然災害が相次いで起きました。被災した地域に寄り添って現状を伝え、課題や解決策を

探り復旧・復興を支援します。 

 

○大分の豊かな魅力を国内外に発信します 

秋に「第３３回国民文化祭・おおいた２０１８」と「第１８回全国障害者芸術・文化

祭おおいた大会」が開催されるほか、平成３０年に大分放送局は今の放送会館に移り２

０年を迎えます。こうしたイベントや節目の取り組みを活用しながら、大分県の豊かな

自然や食、伝統文化といった魅力を国内外に発信し、観光産業などを活気づけて地域振

興に貢献します。 

 

○地域の課題を深く掘り下げて検証し、地域の未来を考えます 

天皇退位や改元など時代が大きな節目を迎える中で県内のさまざまな動きを捉え、高

齢化や人口減少に伴う労働力不足、過疎が抱える課題、障害者とともに暮らしやすい社

会づくりには何が必要なのかなどを考える放送を行います。また、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巡っては、事故が起きた際の避難住民の受け入れ

や放射性物質の飛散のおそれなど大分県も大きな課題を抱えています。こうした課題を

掘り下げ、その対応策を探ります。 

 

○公平・公正な選挙報道に取り組みます 

各種選挙にあたっては、情勢や動向をきめ細かな取材で伝えるほか、平成３１年に行

われる、統一地方選挙の準備を着実に進めます。 

 

○スポーツ情報を幅広く発信します 

大分県内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取り上げ、活気ある地域づくりに寄与します。

また、サッカーＪ２「大分トリニータ」のＪ１昇格に挑戦する姿を追います。 
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佐賀放送局 

○ 県民の安全・安心を守るため、正確・迅速で頼られる報道を目指します 

  平成２８年の熊本地震、平成２９年の九州北部豪雨では、隣接した県に甚大な被害が

発生し、県民はいつ自らが被災するかわからない状況を認識し、防災意識が飛躍的に高

まりました。県民の命と暮らしを守るための情報収集の幅を一層広げ、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、きめ細かな情報をあらゆる手段で正確・

迅速に伝えます。 

 

○ “原子力発電所”“オスプレイ”など、地域の抱える課題をわかりやすく伝えます 

玄海原子力発電所は、平成３０年には再稼働する予定です。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、日々事態が動いています。こうした課題の

ほか、有明海の再生、九州新幹線長崎ルートの建設、農業問題など、県の将来を左右す

る動きをタイムリーに伝え、ニュースや番組でその問題点を詳しく、かつわかりやすく

解説していきます。 

 

○ 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、視聴者の目線、地域ならではの特徴を強く意識しなが

ら“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、県内の文化情報や生活情報、イベント情報をきめ細かく発信します。さらに、金

曜午後７時台の番組をてこ入れします。地域の社会問題、産業、芸能を取り上げた番組

はもちろん、地域の宝、地域の自慢がたくさん見られる、地域に寄り添った番組を制作

し、視聴者の期待に応えます。 

 

○ 「サガン鳥栖」をはじめ、県内のスポーツを応援します 

「サガン鳥栖」はサッカーＪ１に昇格して７年目となり、近年は“九州のＪ１チーム”

として県内外から大きな期待を集めています。今季は、隣県の「Ｖ・ファーレン長崎」

がＪ１に昇格、“九州ダービー”が実現するなど、一層の盛り上がりが予想されます。佐

賀放送局では、試合中継のほかニュースや番組で、チームの最新情報などを伝えます。

また、野球やラグビー、陸上競技など、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。特に、視聴者の関心が高い２０２０年の東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて、将来有望な若手選手などを積極的に取材し、紹介してい

きます。 

 

○ 明治維新１５０年を盛り上げます 

平成３０年は明治維新から１５０年の節目です。“薩長土肥”の一角であり、明治維新

のキーマンを数多く生み出した佐賀県は、県や市町村を挙げてのイベントが一年を通じ

て行われます。地元の放送局として “明治維新”“近代化”を多角的に見つめ、佐賀の

発展や伝統の文化に関連する番組を放送し、地域を盛り上げます。 
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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。体験者は年々少なくなっています。６月２

３日「慰霊の日」の前後にニュース企画や番組を放送するほか、「沖縄全戦没者追悼式」

を全国中継し、苛烈な地上戦を語り継ぎます。また、国と県の対立が続く普天間基地の

移設問題など、アメリカ軍基地を巡る動きを深く伝え、県民とともに平和を考えます。 

 

○ 公平・公正かつ正確・迅速な選挙報道で、県民の信頼を高めます 

  平成３０年は、沖縄県知事選挙（任期満了日・平成３０年１２月９日）が行われ、同

時期に那覇市長選挙（任期満了日・平成３０年１１月１５日）も行われます。万全の態

勢で臨み、有権者の判断のよりどころとなる情報を提供するとともに、公平・公正かつ

正確・迅速な選挙報道を行い、県民の信頼を高めます。 

 

○ 手厚い報道で、頻繁に襲来する台風から県民を守ります 

猛烈な台風に毎年幾度も見舞われる沖縄県では、たびたび暴風警報が発令され、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、Ｌ字型画面、特設

ニュース、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。 

 

○ 沖縄独特の自然や文化の魅力を国内外に届け、未来に伝えます 

沖縄本島北部と西表島は、平成３０年夏に日本で５か所目の世界自然遺産登録を目指

しています。沖縄の豊かな自然を見つめ、未来に残すために何をすべきか考える番組を

放送します。また、沖縄に息づく音楽芸能や工芸など、琉球王国以来の独特な文化を国

内外に伝え、次世代への継承に貢献します。スーパーハイビジョン（４K）での記録にも

取り組みます。 

 

○ 地域の課題を深く掘り下げ、沖縄の将来を考えます 

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、全国一高い非正

規雇用率、全国平均のおよそ２倍に達する子どもの貧困率など、県民の関心が高く、暮

らしに直結する課題を深く掘り下げます。また、観光客の急増で結びつきが深まるアジ

アとの経済交流の可能性など、沖縄の将来につながるテーマも考えます。 

 

○ 沖縄のスポーツを盛り上げます 

バスケットボールＢリーグ「琉球ゴールデンキングス」や高校野球など、県民に人気

の高いスポーツを中継やニュースで手厚く伝えます。また、東京オリンピックの追加種

目に選ばれた沖縄発祥の空手については、８月開催の「第１回沖縄空手国際大会」を盛

り上げるなどして、東京オリンピック・パラリンピックへの機運を高めます。 
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平成３０年度 東北地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

東日本大震災の発生から７年。災害公営住宅や防潮堤の整備など、インフラ

を含めた復興が着実に進む地域と原発事故の影響などにより遅れている地域

との“復興格差”が顕著になり、それぞれが抱える問題も多様で根深くなって

います。一つの節目となる震災から１０年に向けて復興を推進するため、被災

地に暮らす人々や、故郷に帰ることができない被災者が必要とする情報を的

確に伝え、震災の風化を防ぎ、心の復興を支援する放送に力を入れます。 

６つの放送局がそれぞれの地域の魅力や課題を県民に伝える番組を強化し

ます。東北の豊富な観光資源を紹介するキャンペーンを進化させ、地域が誇る

祭りや伝統芸能、豊かな自然といった情報を全国や海外に発信していくこと

でインバウンドを活性化し、観光振興を後押しします。 

平成２８年（２０１６年）に東北地方に初めて上陸した台風による被害や、

平成２９年に秋田県や岩手県を襲った集中豪雨など、地球規模による気候変

動の影響が東北地方にも影を落としています。公共メディアとして、あらゆる

手段で防災・減災情報をこれまで以上に迅速、的確に伝え、県民の命と暮らし

を守ります。 

 東北地方は人口減少率が全国で最も高い地域を抱えています。また、震災に

よる水産環境の変化や平成３０年から始まった主食用米の生産調整見直しな

ど、地域経済の基盤を揺るがしかねない課題が山積しています。東北の活力に

直結するさまざまな問題について、その現状や解決策を視聴者に伝えること

で、地域の未来をともに考えていきます。 

 東京オリンピック・パラリンピックでは東北地方も競技会場に選ばれてい

ます。地元ゆかりのアスリートの活躍を伝えるとともに、震災時にさまざまな

支援を受けた海外の国や地域の選手を受け入れる“復興「ありがとう」ホスト

タウン”の動きなど、被災地ならではの視点で東京大会に向けての機運を高め

ていきます。 
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≪各局の重点事項≫ 

仙台放送局 

〇地域の情報発信拠点として存在感を高めます 

平成３０年２月に新会館がオープンし、６月には開局９０年を迎える仙台放送局は、

これまで以上に身近な放送局を目指します。地域放送の基幹である平日午後６時台のニ

ュース・情報番組は、県内の日々の出来事が暮らしにどう関わるのかを生活者の目線で

発信するとともに、番組を公開し、県民により親しまれる番組とします。さらに、宮城

県が直面する課題を深く掘り下げ、解決策を探る新たな番組を放送するなど、県域情報

の発信に一層力を入れます。 

 

○震災の記憶を後世に残すとともに、正確・迅速な報道で信頼に応えます 

東日本大震災から７年が過ぎ、記憶の風化が進んでいます。失われつつある震災の映

像や写真などを掘り起こし、番組やホームページ、新会館の展示に活用するなど、さま

ざまな手段で震災の記憶を後世に残します。また、ニュースや番組を通して、被災地の

現状や課題を発信するとともに、復興に取り組む地域の活力を高めていきます。災害な

ど緊急時には、Ｌ字型画面をいち早く立ち上げて生活に密着した情報を届けるとともに、

テレビやラジオ、ホームページ、データ放送を駆使して県民の安全・安心を守る情報を

正確・迅速に伝えます。 

 

○観光振興を通じて地域活性化に貢献します 

東北の魅力を広く発信するキャンペーンを一層強化し、観光振興を通じて地域の活性

化に貢献します。観光名所や祭り、食文化について地元局ならではの切り口で紹介する

番組を、金曜午後７時台の家族がそろって見られる時間帯に放送します。さらに、海外

の放送局と連携して東北の魅力を世界に発信します。 

 

○２０２０年に向けて宮城県のスポーツや文化を盛り上げます 

宮城県も会場となる東京オリンピック・パラリンピックに向け、地元にゆかりのある

アスリートを応援するとともに、文化の祭典としての側面にも着目し、県民の機運を高

めていきます。プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」、サッカーＪ１「ベガルタ仙

台」などのプロスポーツや、高校野球などのアマチュアスポーツを中継やニュース・情

報番組で詳しく伝え、スポーツの力で地域を活気づけます。 
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秋田放送局 

○地域の安全と安心を守ります 

平成２９年、秋田県はたび重なる自然災害に見舞われました。７月と８月には大雨、

９月には震度５強の地震が発生し、秋田放送局では、きめ細かな情報を発信し続けまし

た。平成３０年度も、引き続き、防災・減災報道に全力で取り組みます。災害発生時は、

Ｌアラートをはじめとした自治体からの情報も取り込みつつ、Ｌ字型画面、データ放送、

ホームページなどさまざまな伝送路を使って、正確・迅速に情報を伝えて“公共メディ

ア”としての役割を果たします。また、日頃から平日午後６時台のニュース・情報番組

や県域のラジオ番組などで気象予報士による丁寧な気象情報の発信に努め、視聴者・聴

取者の信頼に応えていきます。 

 

○地域の課題に向き合い、地域とともに考えます。 

  平成２９年、秋田県の人口がついに１００万人を下回りました。また、平成３０年に

は長年続いた米の減反政策が廃止されます。人口減少・少子高齢化・農業政策の転換な

ど秋田県には課題が山積しています。秋田放送局では、平日午後６時台のニュース・情

報番組や金曜午後７時台の情報番組、全国放送番組などを通じて、このような課題に真

正面から向き合い、解決に向けた意欲的な取り組みを積極的に紹介することで、地域の

人々とともに地域の未来を考えていきます。 

 

○スーパーハイビジョンを通じて、地域の誇りを伝えます 

  平成３０年度には、スーパーハイビジョン本放送が始まります。秋田放送局では、試

験放送のさまざまな番組を通じて、秋田の四季折々の風景や伝統の民俗芸能を超高精細

映像で記録・発信してきました。本放送開始にあたっては、大曲の花火など、後世に伝

えるべき伝統・文化や自然をこれまで以上に記録・発信し続けるよう努めます。 

 

○地域の魅力を国内外に届け、活性化に貢献します  

  東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人観光客数が日本全体で増加してい 

 る中で、秋田県を訪れる外国人観光客はそれほど多くはありません。しかし秋田には、

日本一の数を誇る重要無形民俗文化財や、白神山地・鳥海山・男鹿半島など豊かな自然

があります。こうした秋田の魅力を全国や海外へ発信し、インバウンド増加・地域の活

性化に寄与します。 
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山形放送局 

○地域の安全・安心を守ります 

  大雨や地震に加えて、日本海側の津波、蔵王山の噴火、冬の大雪と暴風といった地域

特有の災害に対する備えを強化します。緊急時には地域の防災・減災情報をＬ字型画面、

テレビ・ラジオのニュース、データ放送、インターネットとあらゆる手段できめ細かく

伝え、県民の命と暮らしを守ります。平日午後６時台のニュース・情報番組では気象情

報を拡充し、日頃から防災意識を高める情報を発信します。 

 

○地域の課題を伝え、未来を考えます 

  人口減少や減反政策廃止の影響などが、山形県が直面する課題です。平日午後６時台

のニュース・情報番組では最新の動きを伝えます。金曜午後７時台の県域番組を強化し、

地域局の制作者ならではの視点で、課題解決に向けた道筋と地域の新たな未来像を考え

ます。 

 

○地域の魅力を発信し、地域活性化につなげます 

  山形県には、蔵王や最上川の豊かな自然と、米、日本酒、果物などの世界に誇る食、

山寺や出羽三山といった歴史と文化の観光地があります。大河ドラマ「西郷どん」の放

送に合わせ、関わりが深い庄内地方の話題を取り上げます。山形県の魅力を全国・世界

に向けて発信することで、外国人観光客の増加に力を入れる地域の取り組みを後押しし、

地域の活性化につなげます。 

 

○東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンを応援します 

  県内の多くの自治体が東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンに登録し、

視察や合宿など、参加国を受け入れる動きが盛んです。地域全体で東京大会に参加する

国を応援しています。ホストタウンと選手との国際交流をさまざまな角度から伝え、地

域からオリンピックに向けた機運を高めていきます。 

 

○スポーツで地域を盛り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックへの出場を目指す、地元ゆかりの選手の活躍を伝

え、東京大会出場に向けて努力する選手を応援します。地元のプロスポーツチーム、サ

ッカーＪ２「モンテディオ山形」とバスケットボールＢ２「パスラボ山形ワイヴァンズ」

も積極的に取り上げます。地元のスポーツチームへの応援を通して、地域を盛り上げま

す。 
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盛岡放送局 

○東日本大震災の記憶の風化を防ぎ、地域の再生・復興を積極的に応援します 

  東日本大震災の発災から７年、記憶の風化という課題に直面しています。被災地では

商業施設など新たな町づくりが進む一方で、コミュニティーの再生など、時の経過とと

もに、課題は多様になり複雑化しています。人々の思い、復興の状況や取り組みなど、

東日本大震災や台風などの被災地の“いま”をきめ細かく取材して全国・海外に伝えま

す。三陸鉄道で沿岸の南北が一つに結ばれ、復興支援道路が延びていくことなどを踏ま

え、沿岸と内陸の交流や全国・海外からの来訪者を増やせるよう発信を強化し、応援し

ます。 

 

○あらゆる自然災害に備え、防災・減災報道に全力を挙げます 

  相次ぐ台風や局地的な大雨などの自然災害から命と暮らしを守るため、最新技術を活

用し、機動的なＬ字型画面を含む放送やインターネットを駆使して、生活圏を意識した

一人ひとりに届く正確・迅速な防災・減災報道を強化します。平時から気象や防災に関

わるニュース・番組を一層充実させ、住民に防災・減災への意識を高めてもらう取り組

みを進めます。災害時に強いラジオを日頃から聴いてもらえるよう、魅力ある番組づく

りに努め、聴取者のすそ野を広げます。 

 

○地域に寄り添う放送・サービスを充実させ、地域の活性化に貢献します 

平日午後６時台のニュース・情報番組をよりわかりやすく魅力的にするとともに、金

曜午後７時台の岩手県向け番組を強化するなど、地域に寄り添う情報発信を効果的に充

実し、さまざまな世代のより多くの方に見てもらえるようにします。人口減少、暮らし

や産業振興などの課題を深く掘り下げ、解決策をともに考えます。伝統芸能などの大切

な文化や豊かな自然、それらを守りつなぐ人々をスーパーハイビジョンも活用して記録

し、地域の多彩な魅力を再発見し、全国・世界にも発信し、応援します。開局８０年を

踏まえ、全国放送番組などと連動させ地域の方々とともに「いわてにおいでよ」キャン

ペーンを展開するなど、地域の活性化に一層貢献し、盛岡放送局の存在感を高めます。 

 

○地元ゆかりのスポーツ選手やチームを応援し、地域を盛り上げます 

  ラグビーとともに歩んできた釜石市で開催されるラグビーワールドカップ２０１９に

向けて、ラグビーの魅力や地域の取り組みを伝え、盛り上げます。東京オリンピック・

パラリンピックを見据えて、次代を担う若手からベテランまで、アスリートの活躍を積

極的に追うとともに、東日本大震災の被災地から、全国・海外に積極的に発信します。 
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福島放送局     

○ 一層複雑化する復興の課題をわかりやすく伝え、解決策を探ります 

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７年。避難指示が解除され

たものの帰還が進んでいない地域の再生、見通せない廃炉への道のり、住民への賠償、

風評被害など、被災地の声にきちんと耳を傾けながら現状をわかりやすく伝え、解決策

を探ることで復興を支援します。同時に、被災地で初めて開催される「第６９回全国植

樹祭」など、復興に向けた前向きな話題も積極的に取り上げます。 

                   

○ 多様な手段による緊急報道で、防災・減災に努めます 

  相次ぐ地震・台風などの自然災害に俊敏に対応し、インターネットを活用した中継、

Ｌ字型画面、データ放送、ホームページなど、より多様な手段を組み合わせて、命と暮

らしを守る情報を的確に伝えます。ラジオでは、平日午後５時台の地域情報番組を通じ

て築いた聴取者や県内各市町村とのネットワークをさらに強固なものとし、災害時のき

め細かい情報収集や発信に生かします。 

 

○ 選挙報道では争点をわかりやすく伝え、正確かつ迅速に結果を報道します 

福島県知事選挙（任期満了日・平成３０年１１月１１日）をはじめ、選挙では復興や

地域の活性化などさまざまな課題を踏まえて争点をわかりやすく伝え、有権者の選択に

役立つ情報を提供します。選挙結果についても正確かつ迅速に報道し、視聴者の関心に

応えます。 

 

○ 福島の多彩な魅力を県内外に発信します 

浜通り、中通り、会津地方それぞれの伝統文化、温泉や桜の名所などの観光地、全国

新酒鑑評会で５年連続の金賞最多受賞を果たした日本酒など、福島県にはさまざまな魅

力があります。これらの魅力をテレビ、ラジオのほかホームページやイベントなども活

用して県内外、そして世界に広く伝えます。 

 

○ ２０２０年に向けて地元のスポーツを盛り上げます 

  東京オリンピックの野球・ソフトボールが福島県で開催されることが決まり、県内で

は２０２０年に向けて、さまざまなスポーツへの関心が高まっています。東京オリンピ

ック・パラリンピックで活躍が期待される選手を幅広く紹介して地元のスポーツを盛り

上げるとともに、県を拠点に活動する選手が世界選手権で総合優勝したエアレースなど、

注目されるスポーツも多角的に伝えます。 
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青森放送局 

○ 防災・減災報道や緊急報道に万全の態勢で取り組みます 

災害時や、災害が予想される場合は、早い段階からテレビ・ラジオで最新情報を提供

するとともに、Ｌ字型画面やデータ放送、インターネットなどあらゆる手段を駆使して、

地域にこだわったきめ細かな情報を発信し、県民の安全・安心と生命・財産を守ります。 

 

○ 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 

人口減少や少子高齢化、農林水産業や原子力関連施設を巡る動き、全国最下位の平均

寿命など、県内に山積する課題を多角的に捉えてわかりやすく伝え、対策を探ります。

平成２８年度から始めた特殊詐欺撲滅キャンペーンを継続し、安心して暮らせる地域社

会の実現に貢献します。 

 

○ 青森と道南の魅力を全国・世界に発信していきます 

北海道新幹線で強まった“青函連携”の動きをさらに注視し、観光面や経済面への波

及効果などを幅広く取材してニュースや番組で伝えます。また、青森県の豊かな自然や

伝統文化、豊富な食材など、他県にはない魅力を題材にしたニュースや番組を制作し、

全国だけでなく海外にも積極的に発信します。 

 

○ ラジオ番組の充実を図り、より親しみをもってもらえるよう取り組みます 

ラジオの地域放送番組をさらに充実させるほか、スペシャル番組を制作して、若年層

を中心とした新たなリスナーの獲得を目指します。また、防災情報を定期的に発信する

ことで、災害報道をはじめとしたラジオの重要性への理解を促進します。 

 

○ スポーツ選手の活躍を積極的に伝え、青森県の元気を視聴者に届けます 

東京オリンピック・パラリンピックで活躍が期待される県内の注目選手を継続的に取

材し、２０２０年に向かって取り組む人々を応援します。また、県内にプロチームのあ

るバスケットボールやサッカー、アイスホッケーだけでなく、相撲や全国的な名選手を

多く輩出してきた卓球なども取り上げ、地域のスポーツ振興に貢献します。 
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平成３０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、道内７つの放送局が一丸となって、地域の安全・安心の拠

点としての役割を果たすとともに、地域の活性化に積極的に貢献します。道内

各地をきめ細かく取り上げ、北海道の魅力を広く発信し、地域からの信頼と期

待に応える放送局を目指します。 

 

道内７局ネットワークの総力を結集して、命と暮らしを守る災害・緊急報道

に全力で取り組み、テレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなど多様な

手段を活用して正確・迅速に伝えます。平成２８年（２０１６年）の連続台風

による道内の被災地を継続して取材するとともに、地震や津波、台風、火山噴

火、暴風雪などさまざまな自然災害に備える防災・減災報道に取り組みます。 

 

人口減少と少子高齢化、鉄道路線見直しをはじめとする公共交通の行方、農

業、漁業、観光などの地域産業や道内経済の活性化策、子育て世代や若者が直

面する問題など、北海道はさまざまな課題に直面しています。北海道の政治・

経済・社会のニュース・情報を、わかりやすくタイムリーに伝えるとともに、

地域に密着して掘り下げ、課題の解決策を探ります。元島民の墓参や日ロ共同

経済活動を含め、北方領土を巡る動きを継続して伝えます。 

 

平成３０年は、北海道と命名されてから１５０年目の節目にあたります。北

海道の歴史やアイヌ文化などを見つめ直し次代につなぐ番組や、道民ととも

にこれまでを振り返りこれからを考えていく取り組み、北海道の名付け親と

いわれている松浦武四郎を足がかりに各地の風土や特色を描く企画など、さ

まざまな視点で“北海道１５０年”を伝えます。また、北海道の豊かな自然、

食、文化を世界へ向けて継続して国際発信していくとともに、スーパーハイビ

ジョンの超高精細映像で記録し、臨場感あふれる音で伝える新しい番組制作

にも取り組みます。 

 

地元応援キャンペーン「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道」を継続し、道

内各地を地域のみなさんと盛り上げます。プロ野球「北海道日本ハムファイタ

ーズ」、サッカーＪ１「北海道コンサドーレ札幌」をはじめ、北海道を拠点と

する地元スポーツチームの活躍を伝えます。また、地域のスポーツ振興に貢献

し、ウインタースポーツの活動を応援するとともに、２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックに向けた動きや、北海道ゆかりの選手を紹介します。 
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≪各局の重点事項≫ 

札幌放送局 

○北海道７局の中核として各放送局と緊密に連携し、地域の安全・安心を守ります 

道内７局ネットワークの総力を結集して、命と暮らしを守る災害・緊急報道に全力で

取り組みます。災害・緊急時には、当該地域への支援態勢を速やかにとり、テレビ・ラ

ジオをはじめ、Ｌ字型画面、データ放送、インターネットなど多様な手段を活用して、

正確・迅速に情報をきめ細かく伝えます。平成２８年の連続台風による被災地を継続し

て取材するとともに、さまざまな自然災害に備える防災・減災報道に取り組みます。 

 

○北海道の課題に向き合うとともに、歴史や文化を見つめ直します 

 北海道の政治・経済・社会の課題に向き合い、道内各局と連携した取材でより深く掘

り下げ、わかりやすくタイムリーに伝えます。また、北海道の歴史やアイヌ文化などを

見つめ直す番組や、松浦武四郎の足跡を交えて各地の風土や特色を描く企画、平成３０

年に開局９０年を迎える札幌放送局のこれまでの蓄積を活用した発信など、多彩な取り

組みで“北海道１５０年”を幅広く伝え、次代につなぎます。 

 

○ 北海道各地の魅力を広く発信するとともに、地域を盛り上げます 

地元応援キャンペーン「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道」を継続し、道内各局と

連携して地域を元気づける取り組みに注力します。北海道・十勝が舞台となる２０１９

年度前期の連続テレビ小説「夏空」に関連する情報を積極的に発信し、全道を盛り上げ

ていきます。豊かな自然、食、文化など北海道の魅力を全国に、そして世界へ向けて発

信し、地域の振興や活性化に貢献します。 

 

○ 北海道を拠点とする地元スポーツチームや地域のスポーツ活動を応援します 

プロ野球「北海道日本ハムファイターズ」、サッカーＪ１「北海道コンサドーレ札幌」

をはじめ、北海道を拠点とする地元スポーツチームの活躍を伝えます。ウインタースポ

ーツや地域のスポーツ活動を応援するとともに、２０２０年の東京オリンピック・パラ

リンピックに向けた動きや、北海道ゆかりの選手を紹介します。 
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函館放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

台風や地震・津波のほか、北海道駒ヶ岳や恵山の噴火などの自然災害から命と暮ら

しを守る防災報道に全力で取り組むとともに、減災に役立つ情報も発信していきま

す。また、突発的な緊急報道にも万全を期し、地域の安全・安心につながる放送を目

指します。 

 

○ 地域の課題を見つめ、掘り下げて伝えます 

道南地方の主要産業の一つである、いかや昆布の不漁が続き、地域経済に大きな打

撃を与えています。また、北海道新幹線による経済効果の推移、観光資源のさらなる

活性化、過疎化が進んでいる道内でも特に深刻な人口減少問題など、地域の視聴者に

とって関心の高いテーマを深く掘り下げて取材し、解決への糸口を探ります。 

 

○ 北海道と本州をつなぐ道南の地域性を生かした情報発信や地域振興に努めます 

道南は、歴史的に東北地方とのつながりが深く、平成２９年に東北地方などととも

に道南の自治体が、文化庁が認定する日本遺産に北海道から初めて選ばれました。新

幹線やフェリーで本州と結ばれる北の玄関口として、青森放送局との青函連携を強化

し、東北地方に関連した情報も発信し、地域振興に寄与します。 

 

旭川放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

近年、道北地方でも台風や局地的な豪雨、暴風雪の被害が増えているほか、十勝岳の

噴火、地震や津波のおそれもあります。住民の命と暮らしを守る災害・緊急報道に全力

で取り組み、地域の状況をきめ細かく発信します。さらに被災地の取材を継続し、防災・

減災報道に役立つ教訓や課題を伝えます。 

 

○ 地域が抱える課題や新しい取り組みを掘り下げて伝えます 

地元の産業や生活に大きな影響を与える鉄道路線の見直し、資源を巡る国際的な競争

の激しさが増す水産業、高齢化と後継者不足が深刻な農業など、道北地方の課題を掘り

下げて伝えます。また、医療分野での日ロ共同経済活動やサハリンなどに眠る戦没者の

遺骨収集といった地域の新しい取り組みも発信していきます。 

 

○ 豊かな自然や食、暮らしを紹介し、親しまれる放送局を目指します 

大雪山系など道北地方の豊かな自然や食、そこに暮らす人々を幅広く紹介します。ま

た、東京オリンピック・パラリンピックに向けて道北地方ゆかりの選手を積極的に取り

上げます。公開番組やイベント、インターネットコンテンツを通じて視聴者との結びつ

きを強め、親しまれる放送局を目指します。 
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帯広放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

十勝地方は、地震・津波をはじめ、雌阿寒岳や十勝岳の噴火による災害のおそれも

あります。また、平成２８年夏には相次いで台風に見舞われ、大きな被害が出まし

た。こうした大規模災害から命と暮らしを守る災害・緊急報道に万全を期すととも

に、日頃から防災・減災につながる情報を積極的に発信します。 

 

○ 地域が直面する課題や、地元の新たな取り組みを発信します 

日本の“食糧基地”といわれる十勝の農業も、貿易交渉や新たな農業政策など岐路

に立っています。生産の効率化、６次産業化や販路拡大への取り組みとともに、平成

３０年に帯広で開催される「国際農業機械展」を機に、スマート農業の進展や課題を

掘り下げます。また民間宇宙ロケット開発の挑戦など地元の新たな動きを伝えます。 

 

○ 十勝の魅力・元気を積極的に発信し、地域の活性化に貢献します 

十勝の食に関する話題や地域のユニークな活動、自治体・住民による地域おこしの

取り組みなどを積極的に発信します。“北海道１５０年”に合わせて、アイヌの伝統

文化や開拓の歴史を見つめ直します。十勝が舞台となる２０１９年度前期の連続テレ

ビ小説「夏空」を地域とともに盛り上げ、地域の活性化に貢献します。 

 

釧路放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

世界有数の地震・津波の多発地帯を抱える放送局として、地域の安全・安心につなが

る情報を日頃から伝えるとともに、災害・緊急時にきめ細かい情報の発信に取り組みま

す。暴風雪や台風に備えて、防災・減災に役立つ放送を行います。常時観測火山の雌阿

寒岳とアトサヌプリの取材を継続し、的確な情報を発信していきます。 

 

○ 北方領土問題をはじめとした釧路・根室地方の“いま”に向き合います 

北方四島での共同経済活動など日本とロシアの政府間交渉の行方や地域の動きを丹

念に伝えるとともに、高齢化が著しい元島民の貴重な証言を記録に残していきます。国

際的な貿易交渉による酪農への影響や気候変動による水産資源の変化、鉄道路線見直し

の課題などを掘り下げて取材し、地域の将来像について考えるための情報を伝えます。 

 

○ 開局８０年を迎え、地域により親しまれる放送局を目指します 

開局８０年と“北海道１５０年”を機に、地元の歴史や魅力を再発見する放送・イベ

ントに力を入れます。知床や釧路湿原など北海道東部の雄大な自然と生き物を超高精細

映像で記録し、全国・世界へ発信します。５０回目を数える「ＮＨＫ杯アイスホッケー

大会」や「釧路冬季国体２０１９」などを盛り上げ、ウインタースポーツを応援します。 
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北見放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

オホーツク地方では、暴風雪や台風による大雨、河川の氾濫などの自然災害が相次い

で起きています。地域の安全・安心を守る災害・緊急報道に全力で取り組むとともに、

日頃から防災・減災意識の向上につながる放送を充実させていきます。 

 

○ 地域の課題と向き合い、解決に向けたヒントを探ります 

鉄道路線の見直しや国際的な貿易交渉で揺れる農業、地球温暖化による自然環境の変

化など、地域が抱える課題に真正面から向き合います。地域の人たちの目線に立って解

決策を探るニュースや番組を発信します。 

 

○ オホーツク地方の魅力や歴史を、全国、世界に向けて発信します 

世界自然遺産・知床をはじめとする地域の魅力や、かつて隆盛を誇った北見市のハッ

カ産業など地域の歴史や文化を見つめ直し、“北海道１５０年”の節目に合わせて、全

国や世界に向けて積極的に発信することで、地域を応援します。 

 

室蘭放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

胆振地方の３つの活火山、有珠山・倶多楽・樽前山について、何を備えなければなら

ないのか、地域の安全・安心につながる具体的な情報を積極的に発信します。地震や津

波、局地的な豪雨や暴風、暴風雪などに際して、地域の視聴者の役に立つ防災・減災報

道に全力で取り組みます。 

 

○ 胆振・日高地方の課題に向き合い、未来への展望を探ります 

北海道でも直面している、少子高齢化や転出超過に伴う人口減少の影響による空き家

や買い物過疎、公共交通など、地域産業が抱える問題を多角的に捉えて、解決への取り

組みやヒントを発信します。また、がんの死亡率が極めて高く、北海道の中でも深刻な

室蘭で、放送やイベントを通じてがん対策の啓発活動に取り組みます。 

 

○ “地域の応援団”として、胆振・日高地方の魅力を発信します 

農林水産業、工業、観光など、幅広い産業から成る地域の魅力を“北海道１５０年”

に合わせて発信します。胆振・日高地方に受け継がれているアイヌ文化を、２０２０年

の開設に向けて準備が進む「民族共生象徴空間」の情報とともに伝えます。“地域の応

援団”として、地域の活性化に積極的に貢献します。 

 

 

 



- 55 - 
 

平成３０年度 四国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

 四国地方の各放送局は、「命と暮らしを守る」放送に全力で取り組みます。

各放送局が、県域放送の充実に積極的に取り組み、地域の身近な公共メディア

として親しまれ、信頼される放送局を目指します。高齢化・人口減少が進む今

だからこそ、地域の夢や希望につながり、人々を元気にする番組を届けます。 

  

四国の人々に最優先で届けるのは、地域の安全・安心に関する情報です。南

海トラフ巨大地震・津波、中央構造線による直下型地震、また台風や豪雨など

の災害から 1 人でも多くの命を救うために、四国からの発信で避難や被害に

関する情報を、四国の隅々までより迅速に届けられるよう、放送設備や体制を

一段と強化し、防災・減災につながる放送を進化させます。 

 

平成３０年（２０１８年）は、瀬戸大橋開通から３０年、明石海峡大橋開通

２０年となります。人の流れは大きく変わり、さらにインターネットの普及で、

四国の人々が知りたい情報の質も変化してきました。ＮＨＫが四国各県の

人々に行った調査によると、関心の高いエリアとして第１に日々の暮らしに

関わる地元、次に経済や文化が集積するエリアが続きます。四国地方の各放送

局は、まず地域の話題を丁寧に伝える身近な番組を開発します。さらに、視聴

ニーズに応える新しい枠組みを創出し、地域放送の充実に努めます。 

 

四国は、長らく課題先進地と言われています。この地に暮らす人々は、さま

ざまな課題に向き合い、日々を過ごしています。そのような人々に、あすへの

希望を届けます。四国出身で世界の舞台で活躍する人、日本のさまざまな分野

をリードする企業やサービス、そして、どこにも負けない豊かな自然。四国の

秘めた可能性を見つけ出し、地域の人々が自慢できる、そして元気になる放送

を目指します。 
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≪各局の重点事項≫ 

松山放送局 

○地震や豪雨などに対して、防災・減災報道に全力で取り組みます 

南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模な災害が発生した際は、速やかに四国４県

向けの放送を開始します。避難を呼びかけ、命を守る情報をインターネット・データ放

送も駆使して、きめ細かく隅々まで伝えます。また、災害への備えや対策に関する報道

を多角的に行うほか、再稼働している原子力発電所の安全対策も引き続き注視して伝え

ていきます。また夏の渇水については、県内のダム貯水率を放送するなど、生活に密着

した情報で視聴者の関心に応えます。 

 

○地域の話題と活力を伝える番組を充実させます 

日々のニュース・情報番組や愛媛県内向けの番組を充実させ、県民の暮らしに関わる

経済・産業の動きや気象に関する話題などをわかりやすく伝えます。道後温泉やしまな

み海道、各地の郷土色豊かな祭りなど、人気の高いスポットやイベントの最新情報、県

内外で活躍する愛媛出身の人々も紹介していきます。 

 

○愛媛や四国の魅力を伝える番組を発信します 

俳句の楽しさや奥深さなどを伝えるバラエティーやドキュメンタリーをさらに拡充し、

全国に発信していきます。また、四国各県の風土や食、人物など、さまざまな魅力を掘

り起こしながら、家族一緒に楽しめるテレビ番組の制作にも取り組みます。“神宿る山”

として人々の心のよりどころとなってきた西日本最高峰の石鎚山などをスーパーハイビ

ジョン（４Ｋ）で撮影し、愛媛の豊かな自然やその恵みを伝える番組を制作していきま

す。 

 

○地域のスポーツの魅力を伝えます 

東京オリンピック・パラリンピックを目指す県内出身アスリートの奮闘ぶりを、日々

のニュースや番組などで積極的に発信し、その活躍を応援します。高校野球は、夏と秋

の地方大会だけでなく全国大会においても、県代表校の戦いぶりを、さまざまなメディ

アで伝えていきます。また、地域活性のイベントとしても活用されるサイクリングやラ

ンニングなどの気軽にできるスポーツや健康維持に役立つ情報に注目し、体を動かすこ

との楽しさも伝えます。 

 

○地域の将来への展望を深く掘り下げます 

全国に先駆けて進む高齢化や人口減少など、課題解決のヒントを取材し県内外に発信

します。さらに、瀬戸大橋が開通して３０年、平成という時代に四国や愛媛がたどって

きた歩みを見つめつつ、地域の潜在的な可能性に着目し、将来に向けた希望や元気を伝

えます。また、今治市に開学する学校法人「加計学園」の獣医学部の動きなどを取材し、

地域の実態や変化を深く掘り下げて伝えます。愛媛県知事選挙（任期満了日・平成３０

年１１月３０日）および松山市長選挙（任期満了日・平成３０年１１月２７日）では、

公平かつ正確・迅速な報道で県民の期待に応えます。 
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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、台風や局地的豪雨などの災害から、一人でも多くの命を

救うために全力を尽くします。防災・減災に役立つコンテンツを充実させるとともに、

放送設備や体制を一層強化し、緊急報道に万全を期します。発災時には速やかにテレビ

やラジオ、データ放送、インターネットなどを用いて正確・迅速に情報を提供し、県民

の命と暮らしを守ります。 

 

○地域のニーズに応えるニュース・情報を県民に届けます 

  平日午後６時台のニュース・情報番組は、さらに親しみやすく、信頼される番組を目

指します。県民の関心の高いニュースを詳しく、わかりやすく解説するほか、地域に密

着した生活情報、きめ細かい気象情報を通じ、日々の暮らしの充実と地域の課題解決に

貢献します。金曜午後７時台は、高知からの発信を拡充し、地域の新たな魅力を発掘し

ていきます。 

 

○高知の魅力を全国や海外に発信し、地域を元気にします 

平成３０年は明治維新から１５０年という節目の年。県内全域では２年目に入る「志

国高知 幕末維新博」が開催されており、大河ドラマでは「西郷どん」が放送されます。

高知の人々が誇る、歴史や自然・食などの多彩な魅力を、地域に全国に海外に積極的に

発信します。国際化も進む県内最大の観光資源「よさこい祭り」についても生中継や関

連番組で多角的に伝え、地域の人々を元気にします。 

 

○スポーツ報道を通じて地域活性化に貢献します 

  東京オリンピック・パラリンピックを目指して奮闘を続ける高知県ゆかりのアスリー

トの活動を取り上げ、応援します。四国サッカーリーグ「高知ユナイテッドＳＣ」やプ

ロ野球独立リーグの四国アイランドリーグ plus「高知ファイティングドッグス」、大相

撲や高校野球など地域の関心が高いスポーツの試合や話題を積極的に伝え、県民と一体

となって地域を盛り上げていきます。 

 

○県域向けラジオ放送を充実させ、暮らしに役立つ情報を届けます 

  夕方５時台のラジオの地域情報番組では、お天気や料理などの身近な話題から命を守

る防災情報まで幅広く伝えます。さらに公開放送を行うなど聴取者との結びつきを強く

し、災害時に身近で頼れるメディアとして定着させます。 

 

○幅広い世代に親しまれる放送局を目指します 

より多くの若者や子育て世代に親しんでもらえるよう、テレビ・ラジオの公開番組を

はじめ、市町村などの事業と番組を連動させ、地域に喜ばれる放送サービスの充実を図

ります。データ放送やホームページ、インターネットなどデジタルサービスを積極的に

活用し、幅広い世代に親しまれる放送局を目指します。 
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徳島放送局 

○犠牲者をゼロに、全力で命と暮らしを守る情報を発信します 

徳島県では、南海トラフ巨大地震と中央構造線活断層地震の 2 つの大きな地震リスク

があります。また毎年のように台風・豪雨等による風水害に備えなくてはなりません。

県民の命を１人でも多く救うことを使命に、ふだんから、津波対策や耐震化、発災後の

生活や復旧を見据えた備えなどを伝えて防災や減災意識の向上に努め、放送やインター

ネットなどを活用して命と暮らしを守る情報を速やかに発信していきます。 

 

○視聴者ニーズに応えた番組・ニュースを届けます 

  四国にありながら近畿地方への志向が強い徳島の地域性を踏まえて、金曜午後７時台

では県域向けの地域放送番組の制作に取り組み、視聴者ニーズに応えます。平日午後６

時台のニュース番組では、正確で公平・公正な情報をわかりやすく伝えます。また、徳

島局のホームページの充実を図り、幅広い世代により信頼されより親しまれる放送局を

目指します。 

 

○地方が抱える課題の解決の糸口を徳島から全国に伝えます 

  急速に進む人口減少、少子高齢化は深刻な問題ですが、その一方で、豊かな自然環境

の中でクリエーティブな仕事をしようとサテライトオフィスの進出が相次ぎ、ドローン

やスーパーハイビジョンを活用した新たな起業の動きも出ています。さまざまな課題に

向き合う人や取り組みを深く掘り下げて、課題解決のヒントを探ります。 

 

○徳島の魅力や元気を全国と世界に発信し、地域を盛り上げます 

日本の夏祭りを代表する「阿波おどり」の熱気を今年も特集番組で伝えます。アジア

初演とされる鳴門市でのベートーベンの交響曲「第９番」の演奏から平成３０年で１０

０年を迎えるにあたり、地元の盛り上がりを追いかけます。“ジャパンブルー”を代表す

る徳島特産の藍染めをはじめ、今残しておくべき徳島の豊かな自然や文化の魅力を、ス

ーパーハイビジョンも活用しながら、全国と世界に向けて発信し、地域を盛り上げてい

きます。 

 

○“東京２０２０”に向けて、地域のスポーツを応援します 

  サーフィン、バドミントンなど、東京オリンピック・パラリンピックに向けて若い世

代のアスリートが育ってきています。徳島から世界に羽ばたく若きアスリートを積極的

に応援します。また、サッカーＪ１復帰にかけるＪ２「徳島ヴォルティス」、プロ野球独

立リーグ日本一の「徳島インディゴソックス」、世界一のラフティングチーム「ザ・リバ

ーフェイス」など、地域に根ざしたチームを応援して地域の活性化につなげます。 
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高松放送局 

○地域の“安全・安心”につながる情報発信に努めます 

  南海トラフ巨大地震・直下型地震などから１人でも多くの命を救うため、避難や災害

に関する情報を迅速に届けられるように設備・体制の強化を進めると同時に、防災・減

災意識の向上につながる情報発信にも力を入れます。また、多発する集中豪雨や台風、

高潮など災害報道の際には、テレビやラジオに加え、データ放送、ホームページなど、

さまざまな手段を駆使して、県民の生命と財産を守る情報を迅速にきめ細かく伝えます。 

 

○地元の課題に積極的に向き合い、地域放送を充実させます 

  架橋３０年を迎える瀬戸大橋がもたらした“光と影”を見つめるなど、地域の課題を

深く掘り下げる番組を充実させます。高い有効求人倍率が続く人手不足問題、発足から

３０年がたったＪＲ四国の路線維持の課題、香川県知事選挙（任期満了日・平成３０年

９月４日）など、地域にとって切実なテーマについて、平日午後６時台のニュース・情

報番組に加え、金曜午後７時台の県域向け情報番組を充実させます。また、県民のニー

ズが高い岡山県の情報も拡充するため、岡山放送局との連携を強化します。 

 

○香川の魅力を再発見し、地元の人が元気になる放送を目指します 

  平成２９年度に引き続き“香川がイチバン！”をキャッチフレーズに、香川ゆかりで

各界の第一線で活躍する人や、さまざまな分野で世界をリードする企業、豊かな自然な

ど、香川の魅力を見つけ出し伝えます。また、毎年開催される中四国最大級の音楽イベ

ントも番組で取り上げるほか、ラジオの地域情報番組などを通して、地元がもっと好き

になる放送を目指します。また、地域の自然、風物、歴史をスーパーハイビジョンで撮

影した番組を随時放送し、映像記録としても公開していきます。 

 

○地域のスポーツに注目し、視聴者の期待に応えます 

サッカーＪ２「カマタマーレ讃岐」をはじめとする地域のプロスポーツチームの試合

や話題を積極的に伝えます。また、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポ

ーツ振興の現状や選手が奮闘する姿を伝え、スポーツの魅力を幅広く伝えます。 

 

○さまざまなサービスを通して地域放送を充実させます 

テレビやラジオの公開放送、地域に喜ばれるイベント、ソーシャルネットワーキング

サービスでの情報発信などを積極的に行うことで、身近で親しみのある放送局を目指し

ます。また、データ放送やホームページなどのデジタルサービスと番組の連携をさらに

進め、幅広い世代に支持されるよう努めます。 

 

 

 




