
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。  



≪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。 

  



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。 

  



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。 



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。 

  



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。 

  



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。  



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。 

  



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。 



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。 

 


