
   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。



≪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。



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。 



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。 



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。 



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。 



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。 



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。



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。



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。 



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。 




