
地域放送局・四国

四　　　　　国
◇09年11月から放送予定のスペシャルドラマ『坂

の上の雲』のロケを，08年 8 月24日～28日まで愛

媛県内で実施。27日には松山局のスタジオで記者

会見を行った。08年度は県内各地で写真パネル展

を開くなど，周知広報活動に積極的に取り組ん

だ。

◇高知局はテレビ放送開始50年を記念し， 5月23

日と11月21日，この半世紀に伝えてきた懐かしい

映像や関係者の話を紹介する番組を一日を通して

特集で放送した。

◇徳島局は開局75周年を迎え，さまざまな記念番

組を放送。イベントも数多く開催し，地域との結

び付きをよりいっそう深めた。

◇高松局では，開通20周年を迎えた瀬戸大橋の関

連番組を08年 4 月に集中編成。四国と本州を初め

て陸路でつないだ瀬戸大橋の歴史を振り返った。

また，08年度地域企画イベントとして，菊池寛生

誕120年・没後60年を記念した講演，朗読劇など

を開催した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

〔松山局〕
松山局は政治や経済の動きが地域社会に与える

影響をしっかりと見据え，タイムリーで情報性の

高い番組・ニュースを地域と全国に発信するとと

もに，海外取材を行うなど地域番組の質を高め，

デジタル時代にふさわしい新しい放送サービスに

積極的に取り組んだ。

金曜午後 7時30分からの『四国羅針盤』では地

域経済の動向を中心に地域が抱えるさまざまな課

題を検証した。ブラジル移住100年を扱った番組

では海外取材を交えて深く掘り下げたほか，うな

ぎの産地偽装や外国人介護士など関心の高い事件

や話題にはその経緯や課題を整理してわかりやす

くタイムリーに伝え，『クローズアップ現代』な

どにも積極的に展開した。さらに，大雨・台風や

地震などの防災に関する課題については『四国羅

針盤スペシャル』として73分に放送時間を拡大し，

視聴者の意見を電話やホームページ，携帯サイト

から募集してリアルタイムにその集計結果を番組

中に紹介する双方向を実施するなど，新しい試み

に挑戦した。

金曜午後 8 時からの『四国スペシャル』では，

09年秋からスタートするNHKスペシャルドラマ

{坂の上の雲』の主人公である秋山兄弟や正岡子

規に焦点をあてた番組を制作したほか，四国各県

の地域の課題や暮らし・文化など地域を多角的に

取り上げた。ゲストとともに県内各地を訪ねる

{えひめスペシャル　伊予路てくてく』や誰もが

行ってみたいと思う中国・四国地方の場所を訪ね

る『今日はここ行こ』など地域の魅力を再発見す

る番組も放送した。

金曜夕方の『週刊ほりのうち 5』は放送時間を

10分拡大し，午後 5時 5分から松山放送局ロビー

スタジオから公開生放送した。

平日午後 6時10分からの『いよかんワイド』は

“その核心へ，より深く”をモットーに，防災や

経済など地域のさまざまな課題から大リーガー岩

村選手や愛媛FCなどのスポーツ情報，そして視

聴者からの気象に関する質問に答えるコーナーま

で生活者の視点でわかりやすく伝えた。

午前11時40分からの『えひめおひるのたまご』

では暮らしに役立つ旬の話題や情報をゲストの解

説を交えて分りやすくていねいに伝えた。

環境問題に対する関心が高まる中，『四国スペ

シャル』では30年前の映像と比較して温暖化が及

ぼす宇和海の現状を検証する「宇和海異変」（7.4），

{週刊ほりのうち 5 』では「エコざえもんが行

く」のコーナーで身近なエコの取り組みを紹介す

るとともに，コーナーを再編集して 1分のミニ番

組として集中編成した。さらに，県内のエコ達人

たちの活動と環境問題について考える『めざせ！

エコの達人～えひめで環境，考えよう』（6.29）

をラジオ第 1で生放送するなど，さまざまな関連

番組を放送した。

3月には県内の若者たちのパフォーマンスを競

う『デチコンカTV！』（3.7）や各地に語り継が

れる“なぞ”や“うわさ”をひも解く『四国なぞ

解き行脚（愛媛編）』（3.21，22），そして『バト

ル五・七・五～学生俳句チャンピオン決定戦』

(3.20）などさまざまな世代をターゲットにした

トライアル番組を放送した。

スポーツ中継では地域スポーツを中心に放送し

た。J2の「愛媛FC」戦ではこれまでのテレビ中

継に加え，新たにラジオでも中継を行った。四

国・九州アイランドリーグでは，ラジオ中継を中

心に「愛媛マンダリンパイレーツ」の熱戦を伝え

た。なお，高校野球などでは，試合と同時進行で

得点状況を表示するライブスコアをホームページ

や携帯サイト，データ放送で開始した。また，北
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京五輪の開幕を控えた四国出身の選手と競技の見

どころを紹介した「北京で輝け～がんばれ四国の

選手たち」（7.18）のほか，大リーグで活躍した

岩村明憲選手の活躍を振りかえる『四国スペシャ

ル』（12.12）と『スポーツ大陸』（12.19，全国放

送）を放送した。

衛星放送の定時番組『俳句王国』（BS2）では，

全国 4か所での公開放送も実施したほか，松山市

でも 2 回の公開放送を行った。また，｢17音で輝

く夏～俳句甲子園2008」（9.13）や「俳句キッズ

大集合！句会ライブIN松山」（3.14）など俳句の

魅力を全国に紹介した。『街道てくてく旅　四国

八十八か所を行く』（BS2，HV）は朝の生中継を

総合テレビの午後 3時台で時差放送したほか，愛

媛県内の旅のもようはダイジェスト版として当日

の『えひめ　おひるのたまご』で紹介するなど地

域番組とも連携して放送した。

FM放送では，FM放送開始40周年を記念して，

昭和50年代に放送していた「FMリクエストアワ

ー」を『帰ってきた！FMリクエストアワー』

(3.7）として 4 時間50分の生放送を行った。番

組ではホームページで曲のリクエストや番組にま

つわるメッセージを募集するとともに，寄せられ

たメッセージをホームページに掲載するサービス

を実施した。また，『私は，先生』（7.14），『密航

者たち』（2.21）をFMシアターで全国放送した。

〔高知局〕
08年度は「土佐を元気に～テレビ放送開始50

年」のキャンペーンを実施した。 5月には 2時間

の特番『高知を見つめて』，11月には75分の特番

{秘蔵番組蔵出しスペシャル』を放送，また年間

を通じて，『NHK特集　四万十川』などのアーカ

イブス番組や著名人のスポットインタビュー，キ

ャンペーンソングを放送，また会館公開やカメラ

講座など50年関連イベントも数多く催した。

地域番組はより県民の関心に寄り添う内容に深

化した。金曜夜の番組『とさ金』は，「珊瑚争奪

戦」「都会に売り出せ土佐の食」「思い出の味」な

どスタジオ演出や中継にくふうをこらし，12％を

超える平均視聴率を維持した。また「93歳の現役

カツオ漁師」「ペットフード共同開発」「建設会社

の農業参入」などの企画は，その後全国放送した。

視聴者投稿のフォトエッセイ番組「土佐の一枚」

はデータ放送，ワンセグ放送とも連動し， 3月に

は「土佐の一枚大賞展覧会」を放送会館で実施，

1,000人以上の人が訪れた。

昼前の『こうち情報BOX』や夕方の『高知ま

るごと情報市』では，気象・防災のコーナーやテ

レビ50年関連企画を充実させたほか，「変わる若

者の言葉」「手作り浄化剤」「卒業式の似顔絵」な

ど全国放送に展開した。

また，全国向けの番組として『のど自慢～土佐

市』『街道てくてく旅』『おはよう日本特集～カツ

オ』『生活ほっとモーニング～四万十川』などが

反響を呼んだ。

ラジオでは，10月に『脚本家・田淵久美子さん

の公開セミナー』，11月に『朗読ステージ　篤

姫』を実施，さらに防災特番『南海地震に備えチ

ョキ』『きままにクラシック』『皿鉢
さわち

トーク　土佐

の食のこれから』など，地域住民とともに考え，

ともに楽しむ公開番組を多数放送した。

〔徳島局〕
7 月23日に開局75周年を迎え，徳島局と徳島の

75年の歩みを重ねながら振り返る特集企画を制

作。県域での放送のほか，ハイビジョンで全国に

向けても発信した。

夕方の地域番組『ニュースとくしま610』では，

ウナギの産地偽装や阿南東部土地改良区の多額横

領事件などの大きな事件が県内で相次ぐなか，各

現場が連携を取りながら，正確・迅速・きめ細か

な報道を行い，地域の視聴者の期待に応える放送

を行った。また，県内で部活・サークルに青春を

かける学生たちを紹介するコーナーを新設，「若

者が頑張っている姿から元気をもらえる」「同年

代の自分の子どもに見せたい」などの好評が寄せ

られた。 5 月には，「初夏の中継シリーズ」と題

して， 1週間のキャラバンを実施，県南部の魅力

をたっぷりと伝えた。

金曜夜間の『阿波スペシャル』では，戦後60年

以上の月日が過ぎた今，徳島市を一夜で焼け野原

と化した徳島大空襲を，経験した人々の証言を基

に制作。市民を巻き込む戦争の悲惨さを後世に伝

えるべく放送した。このほか，地域活性化につい

ての討論番組や，雄大な自然の魅力たっぷりの紀

行番組，また徳島の若者を主人公にした番組など，

毎回さまざまなテーマで“徳島”を伝えた。

また，「南海地震」に備え，シリーズ企画やラ

ジオでの防災特番を放送し，データ放送などのデ

ジタルコンテンツを通じて徳島県民の防災意識向

上を図るなど，地域の防災ステーションとしての

役割を果たした。

〔高松局〕
地域の応援団として地域が直面する課題に正面

から取り組み，県内のニュースや話題を多角的に

取り上げてきた。夕方のニュース情報番組『ゆう

どき香川ニュース610』のシリーズ企画では「検
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証かがわ」として毎月 1つのテーマで放送，国際

化，農業，裁判員制度，医療問題などをテーマに

した。このうち国際化では地域ブランドの商標登

録の問題で青森局のほか，中国総局とも連携して

{おはよう日本』の全中特集枠，『BSきょうの世

界の特集』枠でも伝えた。 2月には県立病院で受

精卵取り違えの医療ミスが判明したが，独自情報

も含め，全中発信に努めるとともに，番組にも展

開し，視聴者の関心に応えた。

金曜夜 8時台は『笑ってうたって　しあわせ家

族』を08年度も月 2回程度放送した。地域で暮ら

すさまざまな家族との出会いを求めて演歌歌手が

県内各地を訪ねる番組で， 2年目の今年度は16本

制作し，12月には73分の公開生放送も実施した。

毎回収録に合わせて行うコンサートには100～200

人が入場し，会場では営業部とも連携し，受信料

収納，信頼回復活動も行っている。地域の視聴者

からの評価は高く，高松局の看板番組に育ってき

ている。

08年度香川県は瀬戸大橋開通20年，菊池寛生誕

120年，オリーブ植栽100年など記念行事が相次い

だが，高松局では瀬戸大橋関連番組の集中編成や

菊池寛の作品の朗読イベント・特集番組の制作，

オリーブ植栽100年の小豆島からの『ふるさと一

番』中継など，それぞれの節目で関連番組の制作

や集中編成を実施した。

また，幅広い世代に親しまれるように，データ

放送の充実に努めると共に，公開ホームページを

10月に刷新し，11月には新たに携帯サイトも開設

した。テーマを「キャッチボール」として，視聴

者との双方向性を高め，視聴者との結び付きを強

化した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『おはようえひめ』 G

各県域　月～金　07:45～08:00
第 1 回93.4.5／各県単位でニュースや企画・中

継のほか四国 4県の朝の表情を伝える天気カメラ

リレーなどで構成。随時，四国 4県や西日本各局

と共同で，季節の中継や企画シリーズを放送し

た。／各局タイトル：『～こうち』『～徳島』『～

かがわ』08.03.31より時間変更。

『おはよう四国』 G
四国ブロック　土　07:30～08:13

第 1 回93.4.10／四国の 1 週間の出来事をまとめ

た「四国ウイークリー」，四国各地の伝統文化や

イベントを訪ね歩き，リポーターの体験取材でお

伝えする「四国ウオッチング」，さらに各県の美

術館や博物館の展覧会情報などを紹介する「四国

カルナビ」など，さまざまなコーナーで構成した。

西日本各地の朝の表情を伝える「西日本中継」や

ミニ紀行「西日本の旅」なども放送した。

『えひめ　おひるのたまご』 G
各県域　月～金　11:40～12:00

第 1 回07.4.4／暮らしに役立つ情報を伝える生

活情報番組。メインコーナーは，月曜は話題の人

や流行など気になる情報，火曜は暮らしを豊かに

する趣味や工芸のノウハウ，水曜は料理・健康に

関する情報，木曜は旬の魚や野菜・果物などの情

報，金曜は週末のイベント情報。さらに，地域の

お知らせや，ふれあいミーティングなどNHKの

取り組みを紹介するコーナーのほか，のど自慢予

選会や学校音楽コンクールのもようを放送し

た。／各局タイトル：『こうち情報BOX』高知

局，『とくしまi』徳島局，『ひるまえかがわ』高

松局

『週刊ほりのうち5』 G
県域　金　17:05～18:00

第 1 回07.4.6／松山放送局ロビースタジオから

公開生放送でお送りする地域密着情報番組。身近

な地域の知られざる情報をさまざまな人に参加し

ていただきながら紹介した。メインコーナーでは，

視聴者から地域を応援する俳句を募る「えひめご

当地俳句ing」，金婚式を迎えた夫婦を招いて地域

での生活の歴史を振り返る「金婚さんいらっしゃ

い」など多彩な企画を放送した。また，ミニコー

ナーとして，地域におけるエコ活動を紹介する

[エコざえもんが行く」， 1 年間継続取材を行っ

た「山の小さな小学校だより」，視聴者からお便

りを募る「私の絵手紙」などを放送した。／松山

局

『いよかんワイド』 G
各県域　月～金　18:10～18:59

第 1 回　04.3.31／愛媛県域／県内の動きを中心

に，地域の生活情報などを総合的に伝えるニュー

ス情報番組。その日一日に愛媛県内であったニュ

ースや話題を中心に放送する構成。曜日ごとのコ

ーナー企画では，年間テーマの防災に関する取り

組みを伝える「災害に備える」を引き続き水曜に

放送するとともに，カメラマンや報道室記者によ

るリポートのコーナーも継続した。また，月曜に

中四国各局制作による「心に残る風景」のコーナ

ーを新たに設けた。気象情報は，地元出身の気象

予報士が毎日出演し，生活に身近な気象の話題を

提供。スポーツコーナーも地元出身の岩村明憲選
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手の大リーグ 2 年目の活躍やJ2の「愛媛FC」の

戦いぶりをきめ細かく伝えた。さらに四国管内の

連携強化の一環として，地域活性化，地球温暖化，

健康といった関心の高いテーマなどについて，管

内各局参加による単発のシリーズ企画を 5回放送

した。／各局タイトル：『高知まるごと情報市』

高知局，『ニュースとくしま610』徳島局，『ゆう

どき香川ニュース610』高松局

『四国羅針盤』 G
四国ブロック（※除く高知）金　19:30～19:55

日　08:00～08:25
第 1 回00.3.31/四国各県が抱える課題や地域を

元気にする取り組み，そして事件や事故の背景な

どを伝える情報番組。VTRやスタジオに招いた

専門家の解説などで速く，深く，わかりやすく伝

えた。08年度は「追跡・うなぎ産地偽装」「動き

だした外国人介護」「緊急報告・なぜ起きたのか

受精卵取り違え」などタイムリーな企画に重点を

置いて放送した。

『四国おはようネットワーク』 R1
四国ブロック　月～土　07:40～08:00

第 1 回93.4.5／最新の気象情報，ニュース，交

通情報のほか，四国各地の朝のようすや話題を，

各県の「おはようリポーター」に電話で伝えても

らった。このうち月曜は「防災ネットワーク」と

して，各地の自主防災組織や防災関係者に，地域

での取り組みを電話で聞いた。土曜は「四国自然

博物館」として，動植物・昆虫・天文などの専門

家に自然の話題を伝えてもらった。祝日は「四国

を読む」として，各局のアナウンサーが四国ゆか

りの文芸作品を朗読した。

『ゆうやけジョッキー』 FM
四国ブロック　月～金　18:00～18:50

第 1 回93.4.5／夕方の時間を音楽と語りで構成

するディスクジョッキー番組。曜日ごとに「Jポ

ップ」「クラシック」「洋楽ポップス」「ジャズ」

[ノンジャンル・リクエスト」というテーマを決

め，地元四国の音楽の話題を交え，話題のアルバ

ムやリクエスト曲を紹介している。DJは地元で

著名な声楽家やジャズピアニスト，地元の大学の

放送研究会の学生などバラエティー豊かで，幅広

い層の人たちに楽しんでもらうことを目指した。

（2） 特集・特別番組
〔四国ブロック〕
『四国羅針盤スペシャル』 G 19:30～20:43
「集中豪雨に備える～私たちに何ができるの

か」 四国地方 4局　09.05

「待ったなし“公的建築物”の耐震化」

四国地方 4局　01.16

『四国スペシャル』 G
「贈られた言葉～正岡子規と秋山真之　交流記

録」 松山局　04.04／20:00～20:43
香川県域は04.06／10:05～10:48

「鈴をふりふりお四国の土になるべく～山頭火

の辿
たど

った遍路道」

松山局　06.06／20:00～20:43
香川県域は06.29／10:10～10:53

「宇和海　異変～温暖化が豊かな海を脅かす」

松山局　07.04／20:00～20:43
「拝啓　秋山校長殿～日本騎兵の父秋山好古の

晩年」 松山局　10.03／20:00～20:43
「小さな王国を築きたい～天敵栽培に挑む若き

農家」 高知局　11.07／20:00～20:43
（高知局は19:30～20:15『とさ金』で放送）

徳島県域は11.09／10:05～10:48
「人生たのしく～菊池 寛からのメッセージ－」

高松局　11.14／20:00～20:43
高知県域は11.16／10:05～10:48

「何苦楚魂で世界一を～レイズ・岩村明憲」

松山局　12.12／19:30～20:42
（除く高知・香川）

「剣山　いのち輝く四季」

徳島局　02.06／20:00～20:43
香川県域は02.08／10:05～10:48

「 4 県知事会談2009～“雇用危機”“暮らしの

不安”広がる中で」

四国地方 4局　02.08／13:05～14:25
「故郷行　中国・家族のルーツをたどる旅」

松山局　03.06／20:00～20:43
『北京で輝け～がんばれ四国の選手たち』

四国地方 4局　07.18／19:30～20:43
『今日はここ行こ！』 G 20:00～20:38
「体感！しまなみの暮らし～愛媛県今治市」

松山局　05.09

香川県域は05.16

「波と砂浜に魅せられて～高知県 黒潮町」

高知局　7.11

香川県域は07.13／10:05～10:43
「笑顔を大漁！海が育てるサカナと人情～徳島

県美波町」 徳島局　10.10

香川県域は10.12／10:05～10:43
「“坊っちゃん”のまち　漱

そう

石
せき

の原点を探し

て～愛媛県　松山市」 松山局　12.05

「出発進行！こんぴら参り～四国の鉄道ルーツ

をたどる」 高松局　02.20

『NHK全国学校音楽コンクール・四国ブロック

再 
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コンクール～小・中・高校の部』 E
松山局　09.28／14:00～16:30

『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2008～四国地区大会』 G

松山局　11.16／13:05～13:59
『NHKトーク＆ライブスペシャル～Mus i c
Festival in 松山大学　熟田津祭』 FM

松山局　11.22／14:00～16:00
『帰ってきた！FMリクエストアワー』 FM

松山局　03.07／14:00～18:50
『ラジオ朗読紀行　特集・四国を読む』 R1

四国地方 4局　03.14／22:15～22:55
〔県域〕
『NHK全国学校音楽コンクール・各県コンクー
ル』
「愛媛県」E08.23，24 「高知県」E08.18，19

「徳島県」FM08.28 「香川県」FM08.20，21

〔愛媛県域〕
『“坂の上の雲”に親しむ3日間』 G

05.06～08／22:00～23:30
『松山発　スペシャルドラマ「坂の上の雲」シン
ポジウム～“開花期”の青春群像』 G

06.28／15:05～16:10
『デチコンカTV！』 G 03.07／00:10～01:03
『バトル五・七・五～学生俳句チャンピオン決定
戦』 G 03.20／08:35～09:48
『四国なぞ解き行脚　愛媛編』 G

03.21，22／18:10～18:38
『めざせ！エコの達人～えひめで環境，考えよ
う』 R1 06.29／13:00～13:55，14:00～14:55
『帰ってきた！FMリクエストアワー』 FM

03.07／14:00～18:50
〔高知県域〕
『NHK高知放送局　テレビ放送開始50年特別番
組』 G
「テレビ50年　高知を見つめて」

05.23／18:00～19:00，19:30～20:55
「秘蔵番組蔵出しスペシャル～再発見！高知の

50年」 11.21／19:30～20:55
『よさこい祭り2008』 E

08.11，12／19:25～20:45
『とさ金Xmasスペシャル　ささやかな幸せ』
G 12.12／19:30～20:38
『とさ金　一年こんなにありました～高知は元気
だ！』 G 03.13／19:30～20:40
『NHK公開セミナー　プレミアムトーク　大河
ドラマ「篤姫」の魅力を語る』 R1

10.13／20:00～21:00

『防災ラジオ特番　南海地震に備えちょき』
R1 01.17／13:00～14:55
『ラジオ特番　土佐の食のこれから』 R1

03.08／13:00～13:55，14:05～14:55
〔徳島県域〕
『徳島放送局開局75周年』 G

07.26／10:05～11:53
『阿波スペシャル』 G
「どうする徳島～明石海峡大橋　開通10年」

04.11／19:30～20:43
「あの日ふるさとは焦土となった～徳島大空襲

市民たちの記録」 07.25／20:00～20:43
「ピンチをチャンスに～逆境を生き抜く　経営

哲学」 01.23／20:00～20:43
「就活応援バスツアー～企業が求める人材と

は」 03.13／20:00～20:43
『防災ラジオ特集　あなたは大丈夫？聞いて備え
る大地震』 R1・FM 01.17／14:00～16:00
〔香川県域〕
『香川スペシャル』 G 20:00～20:43
「スポナビ　いつか大輪の花を～四国Eighty8

Queenの挑戦」 05.09

「スポナビ　Jリーガーになろうぜ！～車いす

の監督とカマタマーレの挑戦」 2.06

『ゆうどき香川　ハイライト2008』 G
12.26／17:30～19:00

『笑ってうたって　しあわせ家族』 G
「寒さをふっとばせ！しあわせ家族でぽっかぽ

っかスペシャル！！」 12.12／19:30～20:43
「SPECIAL」 03.13／20:00～20:43
『朗読　壺井栄賞』 R1 07.14／21:05～21:55
『香川ラジオ特集』
「文豪・菊池寛～流行を生みだした男」

R1 10.30／20:05～21:00，21:05～22:00

3 ．スポーツ中継（四国地域）

〔高校野球〕
全国高校野球選手権大会・地区大会（各県域）

愛媛県 1回戦 R1／07.11～15

2 回戦 R1／07.15～17

3 回戦 R1・FM／07.19，20

準々決勝 G・E・R1・FM／07.21，22

準決勝 E・FM／07.24

決勝 G・E・R1／07.25

高知県 1回戦 R1・FM／07.19

2 回戦 R1／07.20

準々決勝 G・E・R1・FM／07.21，22

準決勝 G・E・R1／07.24
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決勝 G・R1／07.25

徳島県 3回戦 R1・FM／07.15～17

準々決勝 G・E・R1・FM／07.19，20

準決勝 G・E・R1／07.22

決勝 G・R1／07.23

香川県 3回戦 R1・FM／07.18～20

準々決勝 R1・FM／07.21

準決勝 G・E・R1／07.23

決勝 G・R1／07.24

秋季四国地区高校野球・各県大会（各県域）

愛媛県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.04，FM／10.6

高知県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.11，12

徳島県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.04，11

香川県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.11，12

秋季四国地区高校野球・四国大会（四国ブロック）

準決勝，決勝　　　　 G・E・R1／11.01，02

〔全日本サッカー選手権〕（各県域）
〔地区大会〕

愛媛県　代表決定戦 G／08.31

高知県　代表決定戦 E／08.24

徳島県　代表決定戦 E／08.24

香川県　代表決定戦 G／08.30

〔サッカーJリーグ中継〕
愛媛県域　G・R1

愛媛FC戦

対「ベガルタ仙台」 04.19

対「モンテディオ山形」 05.06（R1），11.30

対「サンフレッチェ広島」 07.10（07.09深夜）

対「水戸ホーリーホック」 03.08

徳島県域　G

徳島ヴォルティス戦

対「ロアッソ熊本」 05.18

対「サガン鳥栖」 11.22 

対「東京ヴェルディ」 03.07

〔四国・九州アイランドリーグ〕 R1・FM
香川県域

香川オリーブガイナーズ戦　

対「長崎セインツ」 04.12，09.07

対「福岡レッドワーブラーズ」

06.22，08.01（FM）

対「徳島インディゴソックス」 09.13

愛媛県域

愛媛マンダリンパイレーツ戦

対「高知ファイティングドックス」6.21，09.19

対「香川オリーブガイナーズ」 09.21

愛媛・香川ブロック

愛媛マンダリンパイレーツ戦

対「香川オリーブガイナーズ」 09.27

香川オリーブガイナーズ戦

対「愛媛マンダリンパイレーツ」 10.04

※09.27，10.04はリーグチャンピオンシップ

〔バスケットボールbjリーグ〕 香川県域　G

「高松ファイブアローズ」対「東京アパッチ」

03.15

Ⅱ．技　術

1 ．地上デジタル放送への取り組み

11年 7 月の完全デジタル化まで残すところ 3年

となり，08年度は地上デジタル放送の中継局整備

と並行して総務省テレビ受信者支援センターとの

連携や自主共聴などへの経費助成を通じてすべて

の受信インフラのデジタル化を強力に推進する体

制が確立された。

また，松山局が全国に先駆けて開発したデータ

放送の技術を活用した天気マークスーパーなどデ

ジタル放送ならではの放送サービス充実に技術が

一体となって取り組んだ。

2 ．地域放送の充実

地上デジタル放送の普及促進には，魅力的な番

組の提供が欠かせず08年度は番組設備のハイビジ

ョン化が目白押しとなった。松山局でも映像・音

声編集スタジオのハイビジョン化に続き，08年度

には 1スタ更新工事が完了した。新装成った設備

をフル稼働させて地域放送の充実に貢献してい

く。三か年経営計画の方針である“3-Screens”

展開に，ネット技術スキルを生かして取り組み，

携帯公式サイトへの野球のライブスコアの提供，

公開ホームページ上でのスポット番組の動画サー

ビスなど順調にスタートを切ることができた。今

後も「いつでも，どこでも，もっと身近に」を合

言葉に新たな放送サービスを展開していく。

番組関係では，全中番組『街道てくてく旅・四

国八十八か所を行く』を前・後期に分け20週かけ

て生放送し，四国技術の総力あげて，四国の魅力

を余すことなく全国に紹介した。

また，技術提案番組『ふるさとの栞
しおり

』を，年間

12本制作し地域サービス充実に貢献するととも

に，年度後半には，「デチコンカ！TV」「俳句キ

ッズ大集合！句会ライブIN松山」「バトル五・
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七・五」「四国なぞ解き行脚」など接触率の向上

や視聴者層の拡大を目標とするトライアル番組に

取り組んだ。

5月以降，杖ノ淵公園，堀江海水浴場，石手川

ダム，新居浜中央公園など各所に季節ロービング

カメラを順次設置し，愛媛県内の四季折々を伝え

た。春の桜のシーズンには，宇和島と城山にロボ

ットカメラを仮設し満開の桜の映像をタイムリー

に放送した。スポーツ中継では，J2リーグや高校

野球で5.1サラウンドに取り組み，地域放送の充

実を図った。

08年度は総選挙に向けたシステム構築や訓練な

どの準備作業を進める一方，10月から順次スター

トした自治体選挙報道に万全の取り組みを行っ

た。

3 ．緊急報道の取り組み

08年度は，四国に大きな災害・事故は無かった

が，今世紀前半に発生する可能性が高いといわれ

ている東南海・南海地震に備えた設備の充実と訓

練が課題となっている。09年 2 月には南海地震を

想定した総合災害報道訓練を高知局で実施した。

また，夕方のローカル情報番組『いよかんワイ

ド』の中で，毎週月・木曜に 1 カメとFPU（緊

急パック含む）による「街角中継」を実施し，緊

急対応力の強化を図っている。

08年度に整備した緊急地震速報が今年度の 4月

28日に初めて発報， 7月 8日には全国で初めての

ローカル放送中での対応となったが，いずれも無

事送出することができた。

設備面では，南予地域の緊急報道態勢を強化す

るために， 7 月に愛南町消防本部にST-Net回線

による伝送拠点， 1 月に宇和島（泉ケ森）TV中

継放送所に簡易FPU基地をそれぞれ整備した。

また，道後，松山空港ロボカメのハイビジョン化

と行道山の高倍率化および愛南と来島大橋の天気

カメラのUPS化の整備を実施するなど設備面での

強化を図った。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

（1）地域実施全国放送公開番組
総合テレビ『NHKのど自慢』をはじめ，BS2

やラジオ，FMなど，四国 4県で計24本を実施し，

四国全体で 2万6，000人を超える入場者があった。

{BS日本のうた』（松山局），『BSななみDEどー

も！』（徳島局）では，優待サービスとして受信

料支払者のみを対象に実施した。

（2）公共放送ならではのイベント・キャンペー
ン

「歳末・海外たすけあい」「ハートフォーラ

ム」「ハート展」などのNHKハートプロジェクト

や，「防災キャンペーン」関連の展示，「ふるさと

の食にっぽんの食」地域フェスティバル開催など，

公共放送ならではのイベント展開に積極的に取り

組んだ。

（3）こども・青少年，教育・教養イベント
『おかあさんといっしょ』などのファミリーイ

ベントや「放送体験クラブ」「全国学校音楽コン

クール」「放送コンテスト」などのほか，地域の

音楽文化・教育振興を目的とした「学校にN響の

メンバーがやって来る」（松山局）を07年に引き

続き 4校で開催し，こどもやファミリー層への理

解促進に務めた。また，「第45回放送教育研究会

四国大会」を松山市と東温市で開催した。そのほ

か「第55回日本伝統工芸展」（松山局，高松局）

を開催し，日本の優れた伝統工芸の紹介にも取り

組んだ。

（4）音楽イベント
「第10回N響松山定期演奏会」（松山局）を開

催し，良質な生の音楽を視聴者に提供するととも

に，地域の音楽文化向上に寄与した。

（5）スポーツイベント
「ラジオ体操・みんなの体操会」「各県サッカ

ー選手権大会（天皇杯各県予選）」を実施したほ

か，「ジュニア野球教室」（松山局）や地域放送局

杯各種大会実施など，スポーツ振興にも貢献した。

（6）地域企画イベントなど
09年秋から放送開始のスペシャルドラマ『坂の

上の雲』に関連したシンポジウムやFM放送開始

40年と連動させ，昭和50年代のFM人気番組を再

現した『帰ってきた！Fリク』公開録音（以上，

松山局），朗読ステージ「宮尾登美子の世界～

{天璋院篤姫』を読む」公開収録や地域情報番組

で募集した写真を紹介する「土佐の一枚展」（以

上，高知局），「源氏物語朗読会～京ことばで綴る

千年紀」公開録音や地域情報番組『あわメロ』の

クリスマスライブスペシャル公開収録（以上，徳

島局），文芸家・菊池寛生誕120周年・没後60周年

記念「菊池寛が描く　愛すべき日本の家族」（高

松局）など，地域の話題をタイムリーに取り上げ

たイベントや，視聴者層拡大に向けたイベントを

四国 4県で積極的に実施した。
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2 ．営　業

08年度の営業活動は，下半期以降に実施される

訪問集金廃止に向け，上半期中は口座・クレジッ

ト支払などへの間接化を強力に推し進め，下半期

は活動の基盤となる地域スタッフ活動の業務転換

による契約取次活動力強化に重点を置いた活動を

推進した。

また，受信料体系変更による事業所契約の見直

しに合わせ，各局とも全局的に事業所対策に努め，

四国域内全 4 局が事業所契約増加目標を達成し

た。また松山・徳島・高松の 3局が世帯契約増加

目標を，さらに全 4 局が衛星契約増加目標と口

座・クレジット増加目標を達成した。

一方，下半期から障害者免除の拡大による免除

申請の受付が開始されるため，事前に各自治体に

対し説明を行ったが，当初見込んでいた件数を大

幅に上回る免除申請があった。

松山局では，下半期からの地域スタッフ活動の

業務転換を強く指導し，世帯契約増加目標，衛星

契約増加目標，口座・クレジット増加目標，事業

所契約増加目標を達成した。また，09年11月から

放送が予定されているスペシャルドラマ『坂の上

の雲』に関し，広報事業との連携を図り，契約増

加につながる活動に全局で取り組んでいる。

高知局では，職員による地域スタッフの活動量

向上に重点を置いた取り組みを強化し，衛星契約

増加目標，口座・クレジット増加目標，事業所契

約増加目標を達成した。また，10年の大河ドラマ

が『龍馬伝』に決定したことを受け，番組と連携

した営業活動の準備を進めている。

徳島局では，地域スタッフの活動量確保に加え，

効率的な業務推進に取り組み，世帯契約増加目標，

衛星契約増加目標，口座・クレジット増加目標，

事業所契約増加目標を達成した。また，09年度下

期の朝の『連続テレビ小説～ウェルかめ』が同県

の美波町日和佐を舞台とすることが決定し，地元

との連携の中で営業活動を展開している。

高松局では，地域スタッフの生産性向上を図る

とともに，年間を通じてバランスの取れた営業活

動を推進した結果，営業収納額を除き，支払総数

増加をはじめとした全目標を達成した。また，10

月に高松市内の病院で，BS番組『ドゥ！エアロ

ビック』を実施し，業績に結び付けるなど，放送

と連携した取り組みも積極的に進めてきた。

08年10月からの訪問集金廃止，受信料免除の適

用範囲拡大，09年 2 月からの事業所割引の導入・

家族割引の拡大などの“営業改革”については各

局の取り組みにより，大幅な業績改善と混乱のな

い制度導入となった。

3 ．広　報

〔松山局〕
（1）地上・BSデジタル放送普及拡大への取り

組み
四国総合通信局，民放 4社と連携して，各局の

女性キャスターがデジタルマドンナとして出演す

るテレビスポットの制作，イベントへの出演，ポ

スターの作成などにより地デジPRを展開した。

また，「北京オリンピック」や『街道てくてく

旅～四国八十八か所を行く』「大リーグ・レイズ

岩村明憲」などの周知を通して，BSデジタル放

送のPRに取り組んだ。

（2）スペシャルドラマ『坂の上の雲』の広報
松山が舞台のスペシャルドラマ『坂の上の雲』

による地域活性化が期待されるなか，次のように

さまざまな周知活動を行った。▽ 8月松山ロケで

の取材会，記者会見▽写真パネル展（東京・放送

博物館，坂の上の雲ミュージアム，NHK主催イ

ベントなど県内外で合計20回開催）▽放送日発表

に伴う集中広報（新聞・雑誌への掲載，広報物の

配布など）▽オリジナル・ポストカードの作成

（3）視聴者とのふれあい活動
ファミリー層が大半を占める毎年恒例の会館公

開「春のふれあい広場」では，キャラクターショ

ーや技術体験コーナーのほか，NHK「テレ遊び

パフォー!～お笑いオンステージ」や『坂の上の

雲』特別展などを実施。 2 日間で3,353人が来館

した。

毎年恒例の「チャリティーロビー展」では，手

芸や工芸など43団体が展示即売を行うとともに，

Jリーグ愛媛FCの選手によるトークショーなどを

行い，206万円の義援金が寄せられた。

会館内「NHKアートギャラリー」の展示は年

間で46回開催し，入場者数は5万1,946人。会館見

学者は8,043人，来館者総数は6万4,528人を数えた。

（4）公共放送の理解促進活動　
「ふれあいミーティング」を年間で38回実施し，

447人の視聴者が参加。活発な意見交換が行われ

た。また，11月にはNHK経営委員会による「視

聴者のみなさまと語る会」を開催し，48人の視聴

者が参加した。

（5）誠実，迅速，的確な視聴者対応と「視聴者
の声」の事業運営への反映

ふれあいハートプラザには年間で 2 万1,153件

の質問や意見・要望が寄せられ，各部と連携して

NHK年鑑’09 458



地域放送局・九州

迅速に対応している。視聴者の声に基づき改善さ

れた事例は年間で35件あった。

〔高知局〕
テレビ放送開始50年を記念して「土佐を元気

に！」をキャッチコピーにさまざまなイベントを

実施。会館公開ではキャンペーンソングを歌う女

性デュオのライブ演奏，地デジPRコーナーなど，

2日間で約1,000人が来館した。また，公開派遣番

組などの機会をとらえてふれあいミーティングを

積極的に実施し，理解促進活動に取り組んだ。

〔徳島局〕
会館ロビーとロビー前通路を活用し，「NHK・

熱い夏　みんなロビーで阿波おどり」，年 2 回の

[ふれあいフェスティバル」などを開催して，

NHKへの親近感向上に取り組んだ。また，県内

自治体の広報担当者とのネットワーク構築を行

い，地域情報の充実を図るとともに，引き続き地

域の団体と共催で「糖尿病予防キャンペーン」を

展開するなど，地域密着の活動に取り組んだ。

〔高松局〕
日ごろ，接点の少ない若い人の意見や意向を伺

おうと，幅広い分野の人々とのふれあいミーティ

ングを精力的に実施。放送事業の改善につながる

多様な意見を得た。また，プロバスケツトボール

bjリーグの中継に合わせて，地デジ周知広報活動

を展開。中継とイベントで若者へアピールし理解

促進に取り組んだ。

九　　　　　州
◇08年度九州・沖縄のデジタル中継局の開局は

106局で，カバーエリアは94％となった。

◇熊本局は開局80周年を迎え， 6 月に記念番組

{みつめるふるさと　みつめる未来』を放送。10

月に「大公開！スーパーハイビジョン」を実施，

入場者は 3日間で6,000人を超えた。

◇佐賀局は開局40周年を迎え， 3 月に会館公開

[NHK佐賀まつり」を開催。 2 日間で1,700人が

来場した。キャスター体験のもようを携帯動画配

信し，好評を得た。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

（1）地域放送
平日夕方のニュース情報番組は，各県ごとに地

域の動きを迅速に伝えたほか，暮らしに役立つ身

近な情報を提供した。

また，金曜夜 7～ 8時台を九州・沖縄に向けた

地域放送番組の時間帯としていっそう強化し，多

彩な番組を毎週編成した。

夜 8時台は『九州沖縄スペシャル』の時間帯と

し，鉄道で九州各地を巡りながら地域の魅力を再

発見する「林家いっ平のテツタビ」や，地域で生

きる人たちの姿を描くドキュメンタリーをオムニ

バスで紹介する「リレードキュメント」を新設し

たのをはじめ，九州・沖縄の若手アーティストを

発掘・応援する「トンコツTV」，地域ゆかりの

著名人とともにふるさとを見つめ直す「ただい

ま！」など，多彩な内容の番組を放送した。

また，「後期高齢者医療」「不況」をテーマに生

放送の大型討論番組『ふるさと再生スタジアム』

を実施したほか，経済・医療・教育など，地域が

抱える課題を考える番組や，戦争と平和について

考える番組などを積極的に放送した。

2月15日，九州沖縄の豊富な食材をテーマにし

たラジオ特集番組『美味いものにはわけがある』

(R1 九州沖縄向け）を放送。鹿児島のカンパ

チ，福岡のアラなど，九州沖縄 8県の自慢の味を

全県のNHKが中継で参加し紹介。牡
か

蠣
き

が旬を迎

え，賑わう佐賀県太良町の道の駅に特設スタジオ

を設け，九州にゆかりのゲストとのトークも交え

て伝えた。自慢の「味」をラジオでいかに描写す

るかという課題に対し，さまざまな音をくふうす
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ることで臨場感を高めた。

好評の朗読番組『南の文芸館』（R1 九州沖縄

向け）は放送時間を，毎月最終土曜　21時05～55

分に移し放送時間を10分拡大し，九州沖縄の朗読

ファンの期待に応えた。

（2）全国発信
“アジア太平洋戦争”の惨禍を記録し，未来に

向けて語り継ごうとした『NHKスペシャル～解

かれた封印』『長崎・埋もれた地下兵器工場は語

る』『しげちゃんに会いたい～長崎・原爆孤児の

戦後』『ETV特集』「ここが私のふるさと～福

岡・中国残留孤児　新たな出発」「女たちの地上

戦～沖縄　埋もれた録音テープ　150時間の証

言」。

全国の関心を集めた事件の底流を探り，あるい

は地域社会の課題を普遍的な視点で掘り下げて，

{クローズアップ現代』「C型肝炎患者救済」「水

資源争奪」「海が枯れる」「大分教員採用汚職」

[汚染米摘発」「産廃放置」「シロアリの脅威」

[売買される沖縄軍用地」を制作した。『にっぽ

んの現場～千客万来　まちの“不夜城”～鹿児

島・巨大スーパー』は，現代日本の断面を鮮やか

に切り取り，第28回地方の時代映像祭で放送局部

門賞を受賞した。

文化・自然・歴史の豊さを伝えた『その時　歴

史が動いた～稲尾和久』『ダーウィンが来た！～

トビウオ大滑空』『探検ロマン世界遺産～屋久

島』『絶対！ふるさと主義～佐賀焼き物大全』。大

河ドラマ『篤姫』で全国の関心を集めた鹿児島か

らは 6時間の生放送『おーい，ニッポン　私の・

好きな・鹿児島県』。制作技術カメラマンの企

画・取材による『ハイビジョン特集～駅・四季の

物語』は，映像の持つ力をあらためて喚起させた。

困難な時代と向き合う人々の姿を『ハイビジョ

ンふるさと発』「53歳ボクサー」（長崎），「おふく

ろ商店」（大分），『にっぽん紀行　伊良部高校男

子バレー』『小さな旅～ボタ山の町・飯塚』で伝

えた。

福岡発地域ドラマ『博多　はたおと』は，博多

織の世界を舞台に若者たちの悩みと喜びを描き，

地域住民と連携したパブリシティー展開に取り組

んだ。

中高年バンドブームの先駆けとなった『熱血！

オヤジバトル』は数えて第12回。イベントステー

ジとドキュメントをあわせた“人間ドラマ”をう

たいあげ，地域で生きる人たちへの応援メッセー

ジを発信した。

6月 6日，ラジオ特集『温暖化時代の水害にど

う備えるか』（R1 福岡アナウンス　アナウンス

室共同制作）を放送した。温暖化が進む中，世界

各地の都市部で集中豪雨が頻発している。ハリケ

ーン・カトリーナの被害実態をアメリカに取材す

るなど，従来の想定を超える大雨被害への備えを

検証した。

1 月17日，BSイベントホール『サーカスの世

界へようこそ～朗読と音楽・映像のコラボレーシ

ョン』（BS2，18:00～18:54）を放送した。福岡市
在住の画家・岡部文明さんの創作絵本「ピエロに

なった王様」など，サーカスをテーマにした作品

の朗読と，パントマイムや最新の映像技術と音楽

のコラボレーションを盛り込んだイベントを実

施。このもようをBSイベントホールのほか，九

州沖縄向けには総合テレビやFMでも放送した。

3 月20日，『博多屋台こまっちゃん～いらっし

ゃい中国人旅行客』（R1，20:30～20:55）を放送
した。舞台は九州博多の屋台。生粋の博多っ子，

小松政夫さんふんする大将のもとには，いつも，

九州沖縄で活躍する各界の人々がやってくる。今

回は，ここ数年大型客船で訪れ，九州一の商業地

区福岡市天神の百貨店や家電量販店で買い物を楽

しむ中国の富裕層の受け入れを担当している，大

手旅行会社の営業部長。言葉や習慣の違いから起

こるさまざまなできごとに対応する奮戦記を披露

した。

（3）選挙報道
九州・沖縄では， 6 月 8 日「沖縄県議会議員

選挙」， 7月13日「鹿児島県知事選挙」，11月16日

[那覇市長選挙」，11月30日「鹿児島市長選挙」，

2 月 1 日「北九州市議会議員選挙」などが行われ

た。

このうち，沖縄県議会議員選挙は，次の衆議院

選挙の動向などに影響を与える選挙として注目さ

れた。地方議会選挙では異例の大勢判明を行い，

他社に先駆けて与党の過半数割れを伝えたほか，

2 時間余りの開票速報番組を放送し，最高で26.4

％の視聴率を記録するなど，視聴者の関心に応え

た。

北九州市議会議員選挙では，自民が大幅に議席

を減らしたのに対して，民主は立候補した全員が

当選するという結果になった，61の議席すべてに

ついて正確かつ迅速な当確を打ち出し，自民後退

という結果をいち早く伝えた。

（4）事件・事故，災害報道
08年 6 月，大分県で，教員採用汚職事件が発覚

し，県教委幹部や現職の校長らが相次いで警察に

逮捕された。教員の採用試験をめぐって，県の教
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育委員会内部で，商品券などの贈答を伴った“口

利き”が常態化し，不合格者の点数をかさ上げし

て合格させるなどの不正行為が繰り返されてい

た。教育現場に対する信頼を揺るがす重大な事件

に，大分局を中心に，全国ニュースで連日，不正

の実態や教育現場への影響などについて伝え続け

たほか，『クローズアップ現代』などの番組も制

作し，問題の背景を掘り下げる報道を続けた。

9月18日，福岡市の公園で，小学 1年生の男の

子が殺害される事件が起きた。幼い子どもが犠牲

になり，地域の住民を不安に陥れた事件に対して，

発生当初から中継体制を取り続け，病気と子育て

に悩む母親の逮捕を全国放送の速報で伝えた。

9月24日，三笠フーズによる汚染米の不正転売

事件が摘発された。基準を超える農薬が検出され

たりカビが発生した汚染米を，食用と偽って酒造

会社などに出荷していたもので，福岡県にある九

州工場を舞台に偽装工作が繰り返されていた。福

岡局では取材班をつくり，なぜ不正転売が繰り返

されたのか，その実態と背景について取材を進め，

九州の各局も，汚染米を使った商品の回収の動き

などについて精力的に取材し，視聴者への情報提

供に努めた。

1月23日，大分市の造船所で，船と岸壁をつな

ぐタラップが落ち， 2人が死亡，24人がけがをす

る事故が起きた。

また 3月17日には，大分県由布市で，野焼きの

火が燃え広がり，作業にあたっていた 4人が死亡

した。死亡したのは，いずれも70歳以上の高齢者

だった。事故の起きた背景や原因などについて，

中継やリポートなどで伝えた。

09年に入ってから，鹿児島県の桜島で，爆発的

な噴火が相次いだ。噴石が火口から 2キロのとこ

ろまで飛ぶなど火山活動が活発になった。鹿児島

局をはじめ，福岡局でも，大規模噴火に備えた体

制をつくり，警戒を続けた。

福岡局の飲酒運転追放キャンペーンは，08年も

継続した。幼児 3人が犠牲になった福岡市の飲酒

運転事故から 2年になる 8月25日には，九州・沖

縄域内で，飲酒運転の追放を呼びかける特別番組

を放送した。飲酒運転がもたらす悲劇，アルコー

ル依存症の問題，飲酒運転追放を目指す九州各地

の取り組みなどを多角的に伝えた。

2 ．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう日本』 G

各県域　月～金　07:45～07:51

土　07:30～07:36
九州ブロック　月～金　07:51～08:00

第 1 回93 .4 . 5／県域時間帯では各県のニュー

ス・気象情報を，ブロック時間帯では各局のネッ

トワークを生かしたニュースやリポートに加え，

各地の“朝”を中継で伝えた。

『おはようサタデー九州沖縄』 G
土　07:36～08:13

第 1 回93.4.10／九州ブロック／ゲストを迎えて

のインタビュー「サタデートーク」，各地からの

中継，「西日本の旅」，週末の「お出かけ情報」な

どで構成。

『ぐるっと8県　九州沖縄』 G
九州ブロック　月～金　11:30～11:45
福岡県域　月～金　11:45～12:00

第 1 回03.9.29／九州・沖縄各局のネットワーク

を生かして，各地の自慢のものの紹介やインタビ

ューで構成。福岡・北九州局は，引き続き11時45

分から県域で，食や健康など暮らしの中の身近な

話題を伝えた。／各局タイトル：『テレメッセく

まもと』熊本局，『ながさきナビゲータ　ヒルミ

テ』長崎局，『ひるまえクルーズかごしま』鹿児

島局，『みやざき情報ひろば』宮崎局，『好きっち

ゃ　おおいた』大分局，『はぴはぴテレビ』佐賀

局，『りっかりっか沖縄』沖縄局

『ニュースなっとく福岡』 新 （福岡局）G
福岡単　月～金　18:10～18:59

第 1 回08.3.31／単／地元福岡に密着し，視聴者

の“なぜ”を徹底追究する番組。 1日のニュース

はもとより，医療，福祉，教育など暮らしに直結

する話題，政治・経済から環境問題など地域の課

題を取り上げ，視聴者の関心に応えた。福岡以外

の各放送局でも同時間帯にニュース番組を編成し

た。宮崎局のみ 5時台に県内の話題を盛りだくさ

んに紹介する情報番組， 6時台はニュース番組を

編成した。各局タイトル／『こんばんは北九州』

北九州局，『クマロク！』熊本局，『長崎EYE

610』長崎局，『情報WAVEかごしま』鹿児島局，

{いっちゃがTV』（17:05～），「ニュースWAVE
宮崎」（18:10～）宮崎局，『おおいたホットニュ
ース』大分局，『NEWSファイル佐賀』佐賀局，

{ハイサイ！ニュース610』沖縄局。

〔ブロック番組〕
（1）定時番組
『九州沖縄インサイド』 G

金　19:30～19:55
日　08:00～08:25

第 1 回07.4.20／第 2～ 5週：九州ブロック／

再 
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九州・沖縄の課題や人々が注目する出来事に正

面から向かい，検証や提言をしていくスタジオ報

道番組。不況や雇用の問題，高齢化や医療の問題，

教育問題，食の安全，環境と開発の問題などをタ

イムリーに検証した。

04.11 C型肝炎　救われない患者たち～“全員

救済”から 3か月

（福岡・鹿児島・佐賀）

00.18 攻防　九州家電市場～ベスト電器の生

き残り戦略 （福岡）

05.09 売り上げアップの鍵は留学生～大分・

中小企業の生き残り術 （大分）

05.16 狙われる女性たち～性犯罪からどう守

る （福岡）

05.23 傷ついた子どもをどう救うのか～児童

虐待・里親ホームの試み （福岡）

06.20 “脱・談合”はどこへ向かうのか～東

国原知事の入札制度改革 （宮崎）

07.18 ヘルパーはフィリピン人女性～介護の

現場で　いま （福岡）

07.25 大分教員汚職事件～信頼は取り戻せる

のか （大分）

08.29 お年寄りの医療費　どう支えるか～後

期高齢者医療制度の波紋 （福岡）

09.19 身近な水路が危ない～“ゲリラ豪雨”

にどう備えるか （福岡）

09.26 42年後の“反対表明”～川辺川・巨大

ダムに揺れる住民たち （福岡・熊本）

10.24 アフガニスタン　緑の大地を夢見て～

伊藤和也さんが遺した写真 （福岡）

10.31 揺れる“縛られない老後”～検証・抑

制廃止宣言から10年 （福岡）

11.14 産廃放置～取り残される住民たち

（福岡）

11.21 安心して産みたい～綱渡りの周産期医

療 （福岡）

01.09 開門か否か～揺れる諫早湾干拓事業

（福岡・長崎・佐賀）

01.16 新型インフルエンザ　脅威にどう備え

る （福岡・佐賀）

01.30 ふるさとは　どこへ～ダム計画に揺れ

る五木村 （熊本）

02.20 そして高齢者が残った～百万都市の

“限界集落” （北九州）

02.27 そこに雇用はあるのか （福岡）

〔第1週の各県域番組〕
『福岡にんげん交差点』 （福岡・北九州）

04.04 春　貸衣裳物語

05.02 子供と真剣に向き合いたい～“ 6 人の

母”を目指す　24歳の奮闘記

06.06 ラストチャンスをつかめ～野球選手・

中江信　二十歳

07.04 泣き寝入りしたらいかん～小さな労働

組合の闘い

09.05 漁師町のふだん着先生

10.03 九州ば元気にするばい！～プロレスラ

ー筑前りょう太の挑戦

11.07 あきらめずに寄り添う～難病相談支援

員　大道綾さん

12.05 もうひとつのドラマ～博多織に生きる

02.06 ずっと家族と　この街で～宅老所“よ

りあい”の日々

03.06 きょうも角打ちであいましょう

『くまもとの“風”』 （熊本）

04.04 玄海発見伝「本丸御殿を飾る技」

04.11 スタジアムへ行こう！～熊本にJリーグ

がやってきた

04.18 生かせ　ソーラーエネルギー～熊本の

挑戦

05.02 玄海発見伝「プロレスで元気を」

05.09 ひのくに発信塔「終わらない闘い～胎

児性水俣病患者　しのぶの50年」

05.16 初夏　わくわく阿蘇紀行～生中継ふる

さと一番！ダイジェスト

05.23 バイオ燃料最前線～“脱”化石燃料の

取り組み

06.06 玄海発見伝「鉄を鍛えてものづくり」

07.04 玄海発見伝「4WDで世界を目指せ」

07.18 エコたび　水俣

07.25 天草の“被爆”を伝えたい～高校教諭

の願い

08.29 玄海発見伝「くまもとの“水”」

09.05 玄海発見伝「ジャズピアニスト豊田隆

博さん」

09.19 社会人たれ！～“スーパー”野球団の

挑戦

10.03 玄海発見伝「歌手　坂本スミ子さん」

10.24 秋華やぐ観音の里～相良三十三観音巡

り

10.31 輝くタチウオを届けたい～芦北町田浦

11.07 カントリーゴールド2008in阿蘇～20回

目の約束の日

11.14 特集　冬・小さな旅　清流の里　焼酎

の薫り～熊本　人吉・球磨地方

11.21 カメラの向こうに見えたもの～わたし

のまちの○と×・熊本　環境フォトコ
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ンテスト

12.05 玄海発見伝「手描き看板のぬくもり」

01.09 玄海発見伝「書道家　武田双葉さん」

01.16 ふるさとは近きにありておもうもの

02.06 玄海発見伝「ロックシンガー　萩原陽

一さん」

02.20 クマエコ！スペシャル～ふるさとの環

境は今

02.27 絆で挑め～ロアッソ熊本 2 年目の挑

戦

03.06 玄海発見伝「ショコラティエ　岡田美

智子さん」

『ながさきヒート』 （長崎）

04.04 直売所経営　山口成美　楽しさが農業

を変える

06.06 特別支援学校教員　東　友美　私はい

つもそばにいるから

07.04 歯科医師　角町正勝　食べる喜びを

もう一度

09.05 平戸市民病院研修医　武岡敦之　一緒

に元気に　あなたも僕も

11.07 約束のリング～アマチュアボクサー

松永　悟

12.05 アクティブレンジャー　前田剛～ヤマ

ネコの島　ふたたび

02.06 デザイナー　城谷耕生　伝統を重んじ

常識は破る

『ながさき新紀行』 （長崎）

04.11 諫早市

05.02 長崎市古賀地区

07.18 南島原市口之津町

10.03 島原市

11.14 壱岐市　勝本町

01.16 長崎市

02.20 松浦市　鷹島町

03.06 ながさき新紀行　セレクション

『長崎ウオッチ』 （長崎）

04.18，05.09，07.25，09.19，10.31，11.21，

02.27

『かごしま熱風録』 （鹿児島）

04.04 薬害肝炎　救われない患者たち

05.02 DV急増　動き始めた加害者対策

06.06 国産シフトの波に乗れ～需要高まる鹿

児島野菜

07.04 皆既日食に揺れる島々

10.03 進まない“暴力団追放”～住民団体リ

ーダー刺傷事件から 1年

02.06 雇用危機～働く場は守れるのか

03.06 水俣病　救済は進むか

『宮崎熱時間』 （宮崎）

04.04 めざせ！路上の救世主～若きロードサ

ービス隊員の奮闘

06.06 変わる宮崎～東国原改革の光と影

10.03 安心して暮らしたい～日之影町　地域

医療の現場

11.07 新米ちんどん屋　未来

12.05 日南発　ふるさと一番

03.06 赤い屋根の学校～木城町中之又・最後

の山村留学生

『みやざきティーンズナビ』 （宮崎）

05.02，09.05，02.06

『ハイビジョンが撮る おおいた美の風景』
（大分）

04.04，05.02，09.05，12.05

『佐賀イズム』 （佐賀）

04.04 もうひとつの開幕～サガン鳥栖を支え

る71歳　営業マン

06.06 お年寄りの願いに寄り添いたい～吉野

ケ里町　特別養護老人ホームの日々

07.04 ITで佐賀を変えたい

09.05 ろくろに懸ける～有田　師弟の絆
きずな

10.03 最後まで走り抜け～サガン鳥栖　闘い

の日々

02.06 ふるさとぶらり旅スペシャル

03.06 つながる～若き歌人　魂の交流

『ドキュメント沖縄』 （沖縄）

04.11 沖縄尚学　信じる強さ～センバツ全国

制覇への道

05.02 沖縄戦未公開フィルム　戦場を生きた

人々

06.20 63年目の鎮魂～83歳・遺骨探しの 4 ヶ

月

10.03 揺れる最後の秘境～西表島船浮・土地

買収の波紋

11.07 基地外居住～増え続ける外国人住宅

12.05 泡瀬干潟が揺れた～住民側一部勝訴・

その後

02.06 一粒の種～遺言から咲いた命の歌

03.06 肝高の子　旅立ちの舞台～うるま市中

高生のミュージカル

『きんくる～沖縄金曜クルーズ～』 （沖縄）

04.04 優勝おめでとう！沖縄尚学

04.18 再発見！　国際通り

05.09 追跡！“アグー”ブーム

05.16 沖縄そば戦国時代！

05.23 世界にはばたけ！沖縄アート
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06.06 WE LOVE ハーリー

07.04 揺れる“最後の医療”

07.18 お得な！沖縄・ホテル大改革時代

07.25 海を渡った三線～祝！ブラジル移民100

周年

08.29 マンゴー，海ブドウ…　大丈夫！？沖

縄ブランド

09.05 県産魚が食卓から消える！？

09.19 急成長！老いも若きも！沖縄エステ

09.26 ピンチ続く…沖縄の水不足

10.24 沖縄・科学最前線

10.31 “中国産”が消える？～どうする沖縄

の食

11.14 牛乳が飲めなくなる？～沖縄酪農大ピ

ンチ

11.21 “観光”にチャンスあり！

01.09 絶好調！琉球キングス

01.16 不況に負けるな！～県内企業　生き残

りへの挑戦

01.30 対策急げ！身近な危険　不発弾

02.20 とことん楽しめ！　プロ野球キャンプ

02.27 ガレッジセール・ゴリ　故郷を撮る！

『九州沖縄スペシャル』 G 金　20:00～20:43
／九州ブロック

04.04 トンコツTV 2008 春

04.11 林家いっ平のテツタビ「豊肥本線・南

阿蘇鉄道　ひとめぐり」

05.02 ただいま！「八代亜紀　歌姫の故郷を

訪ねて」 （福岡・熊本）

05.09 食べてご長寿　元気の秘けつ～発見・

ふるさとの食

05.16 リレードキュメント～長崎・北九州・

福岡・福岡

05.23 林家いっ平のテツタビ「島原鉄道　ひ

とめぐり」

06.06 ただいま！「蛭子能収　海が育てた個

性派漫画家」

06.20 林家いっ平のテツタビ「日田彦山線

ひとめぐり」

07.04 トンコツTV 2008 夏

07.18 リレードキュメント～沖縄・福岡・熊

本・宮崎

07.25 林家いっ平のテツタビ「指宿枕崎線

ひとめぐり」

08.29 “集団自決”～沖縄　渡嘉敷島　兄弟

の告白 （沖縄）

09.05 海を渡った三線～ブラジル移民100年を

支えた沖縄の音色 （沖縄）

09.19 発見！ふるさとの知恵

09.26 林家いっ平のテツタビ「くま川鉄道

ひとめぐり」

10.03 トンコツTV 2008 秋

10.24 林家いっ平のテツタビ「秋の蔵出しま

つり～ローカル線でひとめぐり」

10.31 林家いっ平のテツタビ「久大本線　ひ

とめぐり」

11.07 ただいま！「伊勢正三　“なごり雪”

のふるさとへ」

11.14 リレードキュメント～福岡・佐賀・沖

縄・宮崎

11.21 林家いっ平のテツタビ「長崎本線・大

村線　ひとめぐり」

12.05 きみと，リングへ～佐世保・オヤジボ

クサーと若者たち （長崎）

12.12 福岡発地域ドラマ「博多　はたおと」

01.09 ただいま！「中野浩一　“競輪界のス

ター”ふるさとへ」

01.16 屋久島の“山師” 森に生きる

（鹿児島）

01.30 林家いっ平のテツタビ「日南線　ひと

めぐり」

02.06 トンコツTV 2009 冬

02.20 めざせ！ものづくり横綱～大分　国東

高校ロボット相撲部 （大分）

02.27 林家いっ平のテツタビ「平成筑豊鉄道

ひとめぐり」

03.06 九州沖縄　再建への道「厳しさ増す

“不況の冬”」

03.13 のど自慢チャンピオン大集合

『徹底討論　ふるさと再生スタジアム』 G
金　19:30～20:43／九州ブロック

05.30 お年寄りの医療　どう支えますか？

（福岡）

01.23 この“不況”暮らしをどう守りますか

（福岡）

『九州沖縄アンコールアワー』 G
年 6回　日　10:05～10:50

第 1 回02.10.6／九州ブロック／放送枠を移設。

九州・沖縄各局が制作した地域放送番組や全国放

送番組の中から視聴者の反響が大きかった番組を

選
よ

りすぐり，視聴者の感想や制作者の思いを紹介

しながらアンコール放送した。また，12月30日に

は，「九州沖縄アンコール2008」と題して 1 年間

の秀作を一挙に放送する 4時間の特集版を編成し

た。

『おはよう九州沖縄』 R1
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月～土　07:40～08:00
九州ブロック／九州・沖縄のニュースや気象・

交通情報，ホットな話題で構成する生活情報番組。

『南の文芸館』 R1 毎月最終日　21:05～21:55
九州ブロック／九州・沖縄にゆかりのある作家

の作品や，九州・沖縄を舞台とした作品をアナウ

ンサーの朗読で伝えた。

『ながさき文学散歩』 R1 日　22:45～23:00
長崎単／長崎ゆかりの文学作品の中から，地域

の魅力を再発見する作品を選びアナウンサーの朗

読で紹介した。

『夕べのひととき』 FM 月～金　18:00～18:50
九州ブロック／リスナーからのリクエスト曲を

中心に，話題と音楽で構成した生放送番組。／鹿

児島局：毎月最終月『鹿児島のうた』，沖縄局：

毎月第 1・ 3金『うちなあジョッキー』

『トンコツRADIO』 FM
毎月最終日　22:00～22:55

九州ブロック／テレビの『トンコツTV』と連

携しながら，九州・沖縄の若いアーティストの発

掘・応援を行う。

（2）特集番組〔ブロック〕
『文化勲章受章者　青木龍山さんをしのぶ』 G

（佐賀）4.29／18:10～18:35
『地域特集　ようこそ対馬へ～韓国ブームに揺れ
る国境の島』 G （福岡）5.06／18:10～18:44
『平成20年沖縄全戦没者追悼式～沖縄県糸満
市・平和祈念公園から中継』 G

（沖縄）6.23／11:35～11:54
『地域特集　童謡でつづるふるさとの四季～阿
蘇・天草』 G （熊本）6.29／15:05～15:48
『島津の名宝と篤姫の生きた時代～九州国立博物
館　特別展から』 G

（福岡）7.26／10:05～10:59
『九州沖縄　戦争インタビュー』 R1
「“戦場のピアニスト”の息子と呼ばれて」

（北九州）8.03／07:35～07:55
「教育で絶ちきる憎しみの連鎖」

（福岡）8.10／07:35～07:55
「私たちも前線に送り込まれた～ずいせん学徒

隊が忘れ去れられる前に」

（沖縄）8.17／07:35～07:55
「腕に縫い付けた日の丸」

（宮崎）8.24／07:35～07:55
『原爆の日　ラジオインタビュー　被爆地の記憶
に耳傾けて～芥川賞作家・青来有一が語る平
和』 R1 （長崎）8.09／07:15～07:55
『大河ドラマ“篤姫”スペシャルトーク～姫と上

様が明かす撮影秘話』 G
（福岡）8.10／08:00～08:25

『九州沖縄FMスペシャル　Miyazaki Music
Wave』 FM （宮崎）8.23／14:00～16:00
『地域特集　追放！飲酒運転～ 3 児死亡事故か
ら2年』 G （福岡）8.25／18:10～18:45
『テレビシンポジウム九州沖縄』 E
「20年後の地球のために　アジア太平洋こども

国際フォーラム」（福岡）10.04／16:00～16:45
「“感動”を届ける販路開拓～高付加価値農業

への挑戦」 （福岡）02.21／16:00～16:54
『地域特集　ありがとう王監督～夢をもらった
14年』 G （福岡）10.10／19:30～20:43
『大相撲九州場所　前夜祭』 G

（福岡）11.08／16:00～16:45
『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2008～九州沖縄地区大会』 G

（福岡）11.16／13:05～13:59
『完成！「博多　はたおと」～ドラマが描いた博
多の魅力～』 G（福岡）11.30／08:00～08:23
『特集　人権インタビュー』 R1
「“自閉症”という“個性”と向き合って」

（北九州）12.14／07:35～07:55
「クスリで，人間やめますか？」

（宮崎）12.21／07:35～07:55
「法という厚い壁の中で」

（熊本）12.28／07:35～07:55
『九州沖縄アンコール2008』

（福岡ほか）12.30／13:05～16:59
『林家いっ平のテツタビのススメ　あぁ　すばら
しき鉄道の世界』 G

（福岡）01.04／14:05～14:59
『九州沖縄ラジオ特集　美味

うま

いものには わけが
ある』 R1 （佐賀）02.15／13:05～15:55
『九州劇場「ここに，我あり」』 R1

（福岡）02.21／21:05～21:45
『サーカスの世界へようこそ～NHK「朗読と音
楽の夕べ」から』 E

（福岡）02.28／15:00～17:00
『九州沖縄FMスペシャル～音で聴くサーカスの
世界“第 7 回NHK朗読と音楽の夕べ”から』
FM （福岡）03.07／14:00～16:00
『ふるさとのうた　こころのうた』 E

（福岡）03.08／16:00～16:50
（2）特集番組〔県域〕
〔福岡局〕
『生中継　博多どんたく2008』 G

05.03／13:50～14:35
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『博多祇園山笠2008』 G 07.15／04:15～06:00
『中継スペシャル　大濠花火大会』 E

08.01／20:00～20:45
『ニュースなっとく福岡スペシャル』 G

12.26／17:05～18:59
『地域特集　福岡・プサン友情の年～市長対談・
交流はどう進むのか』 G 1.25／07:45～08:25
『福岡県公立高校志願倍率』 G
（中間発表） 02.23／22:50～23:00
（最終発表） 02.27／22:50～23:00
『ライフサポーター　あなたを守る防災ラジオ
～福岡県西方沖地震から4年』 R1

03.20／12:15～12:55
〔北九州局〕
『NHKのど自慢予選会～北九州市立八幡市民会
館で録画』（福岡県域） G

09.01／01:20～03:00
『北九州スペシャル「証言　私の12・8」』 G

12.26／17:05～18:00
『こんばんは北九州・年末ハイライト』 G

12.26／18:00～19:00
〔熊本局〕
『NHK・美術館コンサート』 FM

5.23，09.19，12.12，19，02.20／18:00～18:50
『NHK熊本放送局開局80年　NHKのど自慢予
選会in熊本市』 G 06.15／14:15～14:58
『NHK熊本放送局開局80年「みつめるふるさと
みつめる未来」』 G 06.20／19:30～20:43
『NHK熊本放送局開局80年　くまもとアンコー
ルアワー』 G 06.22／13:05～14:04

06.29／13:05～14:15
『2008防災・命のラジオ』 R1

09.01／12:20～13:00
『くまもとの“風”スペシャル「キャンパスの
風～大学対抗映像コンテスト　第2回」』 G

10.03／20:00～20:43
『クマロク！スペシャル2008』 G

12.26／17:05～19:00
〔長崎局〕
『しゃべラジ　ながさき』 R1
「第三夜～気になる？ならない？ぼくたちのマ

ナー」 05.24／19:20～20:55
「第四夜～ケータイなしでは生きていけない

！？」 09.27／19:30～21:00
「第五夜～“長崎”を食べていますか？」

12.13／19:20～20:55
「第六夜～「何のために働くの？～若者と仕事

を考える」 03.21／19:20～20:55

『長崎のこれから』 G
「徹底討論　どうはぐくむ？地域の子どもた

ち」 6.20／19:30～20:43
「徹底討論　どうする！？長崎の教育改革」

9.26／19:30～20:43
「これでいいのか？　長崎の救急医療」

12.19／19:30～20:43
「どうつくる？長崎ブランド」

3.13／19:30～20:43
『被爆63年　変わらぬ思い　長崎原爆の日』
G 08.09／21:03～21:43
『一万回の被爆証言～語り続ける63年目の
夏』 G 08.09／21:43～22:28
『わたぼうしコンサート』 FM

09.12／18:00～18:50
『踊町競演！長崎くんち』 E

10.07／06:55～10:45
『長崎くんち　ハイライト』 G

10.12／15:05～15:48
『生中継　Yosakoiさせぼ祭り　前夜祭』 G

10.24／19:30～20:43
『生中継　長崎の食　大集合～ながさき実り・恵
みの感謝祭』 G

11.15／10:30～11:25
『秋吉敏子withアートクロウジャズアンサンブ
ル～長崎から平和を願って』 FM

012.12／18:00～18:50
『長崎EYE610 年末ハイライト』 G

012.26／17:05～18:59
『SMILES vol. 2』 FM 01.23／18:00～18:50
〔鹿児島局〕
『かごしま大作戦』 G
「甑島106年の思い出探し」

04.11／20:00～20:43
「錦江町　夫婦円満の秘けつを探れ！」

5.16／20:00～20:43
「蒲生町でたからものを探せ～鹿児島県蒲生

町，指宿市で収録」 06.20／20:00～20:43
「甲突川を源流までさかのぼれ」

07.18／20:00～20:43
「種子島で幸せの種を探せ」

09.19／20:00～20:43
スペシャル「おーい，ニッポンがやってきた」

12.05／19:30～20:43
「指宿　菜の花の秘密を探れ！」

01.30／20:00～20:43
「とことん探検！　鹿屋体育大学」

02.27／20:00～20:43
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『ラジオ公開番組「篤姫　薩摩から江戸へ」～篤
姫は御台所としてどんな暮らしをしていたか』
R1 05.04／13:05～14:00
『ラジオ公開番組「NHK旗50年　鹿児島の高校
野球を語る」～NHK旗特別番組』 R1

05.05／12:15～14:00
『地域特集　のど自慢のステージに立ちたい！～
全て見せます・のど自慢予選会』 G

05.09／19:30～20:43
『地域特集　白球にのせた夢～NHK旗高校野球
50年』 G 05.23／19:30～19:55
『2008鹿児島防災シンポジウム』 G

06.15／14:15～14:58
『地域特集　天璋院篤姫展』 G

09.19／19:30～19:55
『第13回　伝承・郷土芸能キャンペーン　厳か
に　華やかに～ふるさとの誇りをつなぐ』 G

10.24／19:30～20:43
『ひるまえクルーズかごしまスペシャル』 G

12.25／11:30～11:54
『情報WAVEかごしま年末スペシャル　2008』
G 12.26／17:05～19:00
〔宮崎局〕
『いつか帰る港～宮崎　島野浦島』 G

05.09／19:30～19:55
『みやざきラジオ特番　津波から身を守る』
R1 05.21／12:30～13:54
『NHK公開セミナー～大河ドラマ「幕末の尼将
軍　篤姫」』 R1 6.14／21:05～21:55
『みやざきスペシャル』
「環境討論～温暖化防止のため何ができるか」

G 7.04／19:30～20:45
「認知症フォーラム」 G 10.03／20:00～20:43
「最期の家～ホームホスピス　入居者と家族の

日々」 G 12.14／14:15～14:58
「キミが主役だ！NHK放送体験クラブ」 E

2.01／14:00～14:55
『宮崎朗読シアター』 R1

11.16，23，30，12.07，14／22:45～23:00
『年末ハイライト2008』 G

12.26／17:05～19:00
『宮崎　夢追い人　総集編』 G

3.01／08:00～08:25
〔大分局〕
『ししまるTV』 G
「大分からあげ天国」 04.04／20:00～20:43
「車いすで温泉に行くで！～おっとん・おかん

の温泉ルポ」 06.06／20:00～20:43

「おおいた温故知新」 07.04／20:00～20:43
「おおいた国体　1966から2008へ」

11.03／18:10～18:44
「未来につなげ！おおいた国体」

11.07／20:00～20:43
「おいしさが伝えるストーリー」

12.05／20:00～20:43
「耳をすませば　故郷の歌」

3.06／20:00～20:43
『大分スペシャル』 G
「キックで世界に挑め！～サッカー北京五輪

ゴールキーパー西川周作」

7.18／19:30～19:55
「追悼　山田泉さん　特集～心に響け　いのち

の授業」 11.30／14:15～14:59
「めざせ！Jリーグチャンピオン～大分トリニ

ータ開幕直前特集」 3.06／19:30～19:55
「さよなら富士～万感の思いを乗せて」

3.20／18:10～18:44
『NHKのど自慢　予選会～大分市・iichikoグラ
ンシアタで録画』 G 09.21／23:35～01:05
『特集　百歳バンザイ！』 G

11.09／08:00～08:25
『おおいたホットニュース　ハイライト2008』
G 12.26／17:05～19:00
〔佐賀局〕
『さがんスペシャル』 G
「佐賀から地球温暖化を考えるフォーラム」

5.02／20:00～20:43
「三瀬プラネットジャム」 7.18／19:30～20:43
『肥前路吟行～さがん文芸』 G

06.06／20:00～20:43
10.12／14:15～14:58
11.14／20:00～20:43
03.06／20:00～20:43

『ラジオ 3 局合同防災特番～どう いかす　警戒
情報』 R1 9.02／13:30～13:59
『NEWSファイル佐賀　年末スペシャル2008』
G 12.26／17:05～19:00
『ラジオ 3 局合同防災特集～どう守る　災害弱
者』 R1 1.26／13:30～13:59
『生中継！　SPステイション～レトロ館はふる
さと満開』 FM 3.20／14:00～16:00
『日本芸術院会員・中里逢庵さんをしのんで』
G 3.20／18:10～18:44
〔沖縄局〕
『沖縄の歌と踊りスペシャル』 G
「春陽の舞」 4.11／20:00～20:43
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「時代劇～新説・黒金座主」

（前編） 5.23／20:00～20:43
（後編） 6.06／20:00～20:43

「島めぐり唄めぐり」 E 8.15／19:00～19:43
「島めぐり　唄めぐり　パート 2」 G

9.26／20:00～20:43
「真境名由康・由苗～創作舞踊の世界」

10.31／20:00～20:43
「組踊～万歳敵討」 11.21／20:00～20:43
「新春・祝儀の舞」 1.03／15:20～16:03
「時代劇～巡

じゅん

鎮
ちん

ぬ官」

（前編）2.27／20:00～20:43
沖縄芝居 2 題「時代劇～巡鎮ぬ官」（後編），

「喜歌劇～新加那よー」 3.06／20:00～20:43
『朗読シアター2008～沖縄戦とその傷跡』 G
6.23／16:05～17:25
『沖縄スペシャル　基地とカネ』 G

12.05／20:00～20:43
『年末ハイライト2008』 G

12.26／17:05～19:00
『第30回全琉婦人芸能大会』 G

1.25／10:05～10:50，14:05～15:00
〔各局共通〕
『第75回NHK全国学校音楽コンクール』
〔九州ブロック〕
九州ブロックコンクール　

小学校・中学校 E 09.28／14:00～16:20
高等学校 E 10.05／15:00～16:00

〔各県域〕
福岡県コンクール

中学校 E 09.06／12:30～14:50
小学校・高等学校 E 09.13／12:30～14:40
小・中・高等学校 FM 09.20／14:00～18:50
熊本県コンクール

小学校 FM 08.18～19／18:00～18:50
中学校 FM 08.20～21／18:00～18:50
高等学校 FM 08.22／18:00～18:50
長崎県コンクール

中学校 E 09.06／14:00～14:59
小学校・高等学校 E 09.07／14:00～15:00
小学校 FM 08.25／18:00～18:50
中学校 FM 08.26／18:00～18:50
中学校・高等学校 FM 08.27／18:00～18:50
鹿児島県コンクール E 08.30／12:55～14:30
宮崎県コンクール E 09.06／13:00～14:45

FM 08.18～22／18:00～18:50
大分県コンクール FM 08.17／13:00～15:55

G 08.26～29，09.01～05／

「おおいたホットニュース」枠内

佐賀県コンクール

中学校 G 08.30／10:05～11:45
小学校・高等学校 G 08.31／10:05～10:50

FM 08.28／07:20～10:00
沖縄県コンクール

小学校・高等学校 E 08.23／13:00～14:25
中学校 E 08.24／14:00～15:00
小学校・高等学校 FM 08.25／10:00～11:30
中学校 FM 08.26／10:00～11:00

3 ．スポーツ中継

〔高校野球〕
〔九州ブロック〕
第123回九州地区高校野球大会

準々決勝 R1／10.26

準決勝 FM／10.28

決勝 R1／10.29

〔県域〕
NHK旗（杯）高校野球大会

福岡県大会 G・R1／05.18，05.24～25

熊本県大会 R1／05.30～06.01

長崎県大会 R1／06.08，10，13

鹿児島県大会

G・E・R1／05.29，30，06.01，03

宮崎県大会 R1・FM／06.08～09

佐賀県大会 G・R1／06.01～03

第90回全国高校野球選手権大会・地区大会

福岡県　開会式 E／07.05

4 回戦 R1・FM／07.18

5 回戦 R1・FM／07.19～21

準々決勝 G・E・R1・FM／

07.21～22

準決勝 G・E・R1・FM／07.24

決勝 G・R1／07.25

熊本県大会 4回戦 R1・FM／07.14～16

準々決勝 R1・FM／07.17～19

準決勝 G・E・R1／07.21

決勝 G・R1／07.22 

長崎県大会　準々決勝 R1／07.16

準決勝 G・E・R1／07.19

決勝 G・R1／07.20

鹿児島県大会 4回戦 R1／07.10～11

準々決勝 R1／07.12～13

準決勝 G・E・R1・FM／07.15

決勝 G・R1／07.16

宮崎県大会 3回戦 R1／07.12～14

準々決勝 G・E・R1／07.15～16
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準決勝 G・E・R1／07.18～20

決勝 G・R1／07.21

大分県大会　準々決勝 R1・FM／07.17

準決勝 G・E・R1・FM／07.19

決勝 G・R1／07.20

佐賀県大会 3回戦 R1・FM／07.12～14

準々決勝 R1／07.16～17

準決勝 G・R1／07.20

決勝 G・R1／07.21

沖縄県大会 3回戦 R1／07.05

準々決勝 R1／07.06

準決勝 G・E・R1／07.12

決勝 G・R1／07.13

第123回九州地区高校野球大会　各県大会

熊本県 R1／10.11～12

長崎県 R1／10.11～12

鹿児島県 R1／10.10～11

宮崎県 R1／10.10～11

大分県 R1／10.10

佐賀県 R1・FM／10.01～02，4，6

〔プロ野球〕
九州ブロック　G

「日本ハム」対「ソフトバンク」 07.11～12

九州ブロック　R1

「ソフトバンク」対「ロッテ」 04.25～26

「ソフトバンク」対「日本ハム」 05.16

「ソフトバンク」対「中日」 06.11

「日本ハム」対「ソフトバンク」 07.11

「ソフトバンク」対「日本ハム」 07.29

「ソフトバンク」対「楽天」 09.10

〔サッカー〕
各県サッカー選手権大会決勝　各県域

福岡県，熊本県，長崎県，鹿児島県，宮崎県，

大分県，佐賀県，沖縄県 G／08.31

第88回天皇杯全日本サッカー選手権， 3回戦

「横浜FC」対「沖縄かりゆしFC」

沖縄県域　G／10.12

第88回天皇杯全日本サッカー選手権，準々決勝

「横浜F・マリノス」対「サガン鳥栖」

佐賀県域　R1／12.20

佐賀県域　1G／12.21

J1サッカー中継

「大分トリニータ」対「横浜・Fマリノス」

大分県域　G／04.26

「大分トリニータ」対「東京ヴェルディ」

大分県域　G／05.10

「名古屋グランパス」対「大分トリニータ」

大分県域　G／03.07

J2サッカー中継

「ロアッソ熊本」対「サンフレッチェ広島」

熊本県域　G／04.26

「アビスパ福岡」対「ロアッソ熊本」

福岡県域・熊本県域　G／05.06

「アビスパ福岡」対「サンフレッチェ広島」

福岡県域　G／05.11

「サガン鳥栖」対「アビスパ福岡」

佐賀県域・福岡県域　G／05.31

「ロアッソ熊本」対「サガン鳥栖」

熊本県域・佐賀県域　G・R1／06.21

「アビスパ福岡」対「セレッソ大阪」

福岡県域　G／06.21

「サガン鳥栖」対「セレッソ大阪」

佐賀県域　G／10.19

「ロアッソ熊本」対「サンフレッチェ広島」

熊本県域　G／11.30

「サガン鳥栖」対「ベガルタ仙台」

佐賀県域　G／11.30

「ロアッソ熊本」対「ザスパ草津」

熊本県域　G／03.08

「サガン鳥栖」対「コンサドーレ札幌」

佐賀県域　G／03.15

JFLサッカー中継

「ニューウェーブ北九州」対「ジェフリザーブ

ズ」 北九州単　G／03.15

〔高校駅伝〕
全国高校駅伝　各県予選

福岡県 R1／11.02

熊本県 R1／11.01

長崎県 R1／11.05

鹿児島県 R1／11.06

宮崎県 R1／11.02

大分県 R1／11.02

佐賀県 R1・FM／11.02

〔bjリーグ〕
「ライジング福岡」対「琉球ゴールデンキング

ス」 福岡県域・沖縄県域　G／12.21

「大阪エヴェッサ」対「琉球ゴールデンキング

ス」 沖縄県域　G／01.31

〔その他〕
平成20年度長崎県高等学校総合体育大会

長崎県域　G／06.02～03

第63回国民体育大会

歓迎演技 大分県域　G／09.27

第26回宮崎県柔道選手権 宮崎県域　E／02.15
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Ⅱ．技　術

1 ．地上デジタル放送への取り組み

デジタル中継局整備，NHK共聴へのデジタル

導入について本格的な大量整備となった初年度で

あった。計画的に整備を実施した結果，08年度の

デジタル中継局整備局は106局，累計で147局（親

局を含む）となり，年度末の電波によるエリアカ

バレッジは福岡98％，域内94％に達した。NHK

共聴へのデジタル導入については10年度までの整

備完了を目指して09年度は域内377施設の目標を

掲げて取り組み，域内各局との連携により目標を

上回る域内385施設への導入を達成した。また，

09年度から本格化するデジタルミニサテ設備の設

備検討も含め，10年までに計画しているデジタル

中継局の設備検討をほぼ終えた。

また自主共聴について，08年度から受信点調査

および改修のための技術支援を開始した。受信点

調査については807組合（施設）から調査を受け

付け581施設の調査が完了した。技術支援につい

ては302施設に対応中である。

2 ．地域放送の充実強化と設備整備

地上デジタル放送が本格化する中，福岡発地域

ドラマやスポーツ中継などをはじめとする地域放

送の5.1サラウンド制作に積極的に取り組んだ。

番組制作設備のハイビジョン化が進み，08年度

には，宮崎・大分局にハイビジョン中継車，佐賀

局にCS伝送中継車，佐世保支局にニュースカー

が整備された。また，小型ハイビジョン伝送装置

(緊急パック）が九州域内全局に配備された。遅

れていたニューススタジオの静止画ファイルハイ

ビジョン化も進み，沖縄・熊本・鹿児島局で整備

が完了した。データ放送や携帯電話を利用した新

たなサービスへの取り組みも進み，12月には福岡

では初めての双方向番組を放送した。

3 ．緊急報道・災害報道への対応

08年度， 7月に大分県教職員汚職事件， 9月に

は福岡県筑前町の米穀加工販売会社の汚染米転売

事件など，全国的に反響の大きい事件が多発。い

ずれにおいても広域支援体制をとり，CS中継車

を派遣することで，迅速な緊急報道を実施した。

7月 8日に鹿児島県の与論島で震度 5弱の地震

が発生し，「緊急地震速報」が発表された。幸い

大きな被害はなかったが，沖縄・鹿児島・福岡各

局の連携により万全の初動体制を敷いて報道対応

を行った。

4 ．デジタル放送普及への取り組み

地域電器店を対象とした「講習会，実習会」を

受信向上委員会やクリーン協議会と連携して開催

し，受信普及と受信技術指導を行うとともに，福

岡地上デジタル推進協議会と連携して，一般視聴

者向けの「福岡市デジタル出前講座」などへの講

師派遣を行い完全デジタル化への周知・広報活動

に取り組んだ。また，「夏のキャンペーン」（ 5～

7 月）や「年末年始決め手はデジタルキャンペー

ン」（11～ 1 月）を中心に，家電流通業界に対し，

地上・BS・CSの 3 波共用受信機の販売促進やデ

ジタルインフラ整備に取り組んだ。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

08年度，九州・沖縄地方では，公開番組をはじ

め，地域企画イベント，食料や環境などのキャン

ペーン，会館公開，教育，こども，福祉，スポー

ツなど各種イベントを実施し，約150万人の視聴

者との触れ合いを行った。

（1）全国・地域放送番組の公開
『NHKのど自慢』『BS日本のうた』『NHK歌謡

コンサート』『熱血！オヤジバトル』などの全国

放送公開番組や『大相撲九州場所前夜祭』『トン

コツTV』『肥前路吟行～さがん文芸』『沖縄の歌

と踊りのつどい』などの地域放送公開番組を九

州・沖縄で66本実施し，約21万2,000人の参加者

があった。

（2）地域企画イベント
「三瀬プラネットジャム」（佐賀局），「北太平

洋アカウミガメ保全対策検討シンポジウム」（鹿

児島局），「林家いっ平のテツタビのススメ」「ふ

れあい放送体験隊」（福岡局）などの新規企画イ

ベントを実施した。また，「NHK美術館コンサー

ト」（熊本局），「第 3回俳句ウォーク大会」（福岡

局）なども継続して実施した。

（3）教育，こどもイベント
「第57回九州地方放送教育研究大会（10.30）」

を熊本市内の学校を中心に開催し，九州・沖縄各

県の幼稚園・保育園，小・中・高等学校の教師や

教育関係者など約500人が参加した。また，「おか

あさんといっしょファミリーコンサート」（沖

縄・宜野湾市），「BSおかあさんといっしょファ
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ミリーコンサート」（福岡・宗像市，熊本市），

[ぐ～チョコランタン小劇場」（各局）などを実

施し， 1 万8,000人を超える参加者があった。そ

のほか，各局で「NHK放送体験クラブ」を実施

し，九州・沖縄全体で138校8,000人を超える小学

生・教師が参加した。また，「NHK全国学校音楽

コンクール（小・中・高校）」「NHK杯中学校・

高等学校放送コンテスト」などの教育イベントを

各局で実施した。

教育・こども関係の新規イベントとして福岡局

で「チャンピオンからのメッセージ」「ふるさと

のうた，こころのうたコンサート」を実施した。

（4）スポーツ・福祉・キャンペーン
「第73回日本オープンゴルフ選手権競技」

(10.16～19，福岡・古賀市）を開催した。また，

[NHKジュニアスポーツ教室」（長崎・島原市）

を実施した。福祉関連として「第 3 回NHK福岡

ハート・パーク」（10.28～11.16，福岡市），「NH

Kハート展」（鹿児島，福岡，熊本）などを実施

した。また，NHK歳末・海外たすけあい関連と

して「朗読と音楽の夕べ」（福岡市）を開催し，

福祉イベントに30万1,000人を超える参加者があ

った。

「ふるさとの食にっぽんの食」「地球だい好き

環境キャンペーン」などキャンペーンイベントを

各局で実施した。

（5）その他
主な展覧会として「インカ・マヤ・アステカ

展」（3.25～6.8），「島津の国宝と篤姫の時代展」

(7 .12～8.24），「平泉～みちのくの浄土～展」

(1.16～2.22）」など 5 本の展覧会を福岡局で実施

し31万7,000人を超える来場者があった。

2 ．営　業

営業目標の確保
（1）受信料収入の確保と理解促進活動
受信料の公平負担を徹底し支払率を向上させる

とともに，より効率的な活動を展開し契約収納経

費を削減していくため，訪問集金の廃止を行った。

また，視聴者の皆様ひとりひとりにていねいに向

き合い，理解を求める地道で誠実な営業活動を展

開した。さらに，障害者の方に対する免除適用拡

大，事業所割引導入，家族割引拡大と，より公平

で合理的な受信料体系への改定を行うとともに，

民事手続きによる支払督促を拡大するなど，公平

負担の徹底による受信料収入の確保と理解促進に

重点を置いた活動を展開した。

（2）契約増加と衛星増加活動
契約数の増加に向けて， 4～ 5月を重点に移動

世帯の契約化と学生対策などを行った。また，不

動産会社，ケーブルテレビ事業者，電器店との連

携を図る一方，新たに，業界団体を通じたホテ

ル・旅館の取りまとめにより，受信契約数と衛星

契約数の増加に取り組んだ。

3 ．広　報

08年度，九州・沖縄の各局には，視聴者から電

話やメールなどで約23万件の意見・要望が寄せら

れた。視聴者の要望に応え，地域番組などで改善

した事例は九州域内で293件，07年度より119件増

加。視聴者の満足度向上のために迅速・的確な対

応を行った。

〔福岡局〕
「博多織」をテーマにした 2年ぶりの地域ドラ

マ『博多　はたおと』を広く視聴者にPRするた

め，「地域ドラマ広報展開プロジェクト」を立ち

上げて広報活動を展開した。九州ブロック放送で

は，福岡発地域ドラマ史上最高視聴率の15.6%を

記録した。また，博多織の技術継承に取り組む関

係者から感謝の声が寄せられた。

〔北九州局〕
03年 8 月の移転以来，来館者数は09年 3 月末現

在で28万人を超えた。気軽に立ち寄ってもらえる

ようにハートプラザを「森」のイメージでリニュ

ーアルを継続中である。 4階ロビーでは毎週日曜

の午後，地域で活躍する音楽家の発表の場として

[サンデーコンサート」を開催している。 3月末

で271回開催してきたコンサートには，延べ 2 万

人余りの視聴者が参加し，地域文化向上に貢献し

た。また，コンサートの一部は地域放送「リバス

タ音楽館」でも紹介した。

〔熊本局〕
08年度は開局80周年，地域の皆さんと触れ合い

を深めるためにさまざまなイベントを行った。 6

月には，熊本の80年の歴史を綴
つづ

った記念番組『み

つめるふるさと　みつめる未来』に鈴木健二元ア

ナウンサーらをゲストに招き放送し，好評を得た。

10月には，最大のイベントである「大公開！スー

パーハイビジョン」を実施し， 3 日間で6,000人

を超える入場者でにぎわった。また，新しい取り

組みとして，県，市，地元企業が一体となった環

境フォトコンテストにも事務局として参加し，番

組制作や作品展示会で協力した。

〔長崎局〕
11月 2 ～ 3 日に放送会館と長崎駅前「かもめ広
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場」を連動させ「ふれあい広場」を実施。07年を

上回る9,000人の来場者があった。長崎県が作っ

た「がんばらんば体操」をステージで紹介するな

ど県と協力したイベント，「秋の童謡スペシャル

コンサート」，大河ドラマ『篤姫』の脚本家・田

渕久美子さんが「篤姫」の魅力を語るトークショ

ーなどを行い，幼い子どもや家族連れ，お年寄り

まで幅広い層の要望に応えた。

〔鹿児島局〕
平均視聴率が20％を超え，全国に一大ブームを

巻き起こした大河ドラマ『篤姫』のご当地局とし

て『篤姫』のPRに積極的に取り組んだ。会館ロ

ビーでは実際にドラマ内で着用した衣装をはじ

め，特殊撮影ビデオやトークショーの映像，番組

関連パネル，出演者のサインなど数多くの展示物

の入れ替えを定期的に行い，来館者の要望に応え

た。このほか「ぼくの絵わたしの絵展」「ダーウ

ィンが来た！展」「図案コンクール展」など，ロ

ビーを最大限に活用した，触れ合い活動を展開し，

08年度の来館者は 4万7,000人を超えた。

〔宮崎局〕
宮崎県立図書館が推進する「人づくり・地域づ

くり」のイベントに協力し，NHKアナウンサー

が朗読を行った。08年 5 月図書館で行った「緑陰

コンサート」では，演奏の間にアナウンサーが朗

読を行い，来場者に好評を得た。児童向け「おは

なしのへや」では，若手アナウンサーの読み聞か

せに，子どもたちの笑顔と歓声でにぎわった。ま

た，これが機会となり，清武町ゆかりとなる森鴎

外の「安井夫人」の朗読を聴く会を行い，地元紙

に投稿されるなど評判となり，この朗読は，きよ

たけ歴史館の常設展示になっている。

〔大分局〕
「NHKふれあい広報イベント」を， 8 月13日

から 5日間，大分市内の大型ショッピングモール

で開催，4,000人を超える親子連れでにぎわった。

番組キャラクターとの触れ合いコーナーや地域

番組「ししまるTV」キャラクターのお絵描きコ

ーナーなど，子どもたちに人気のコーナーを，数

多く設けたところ，どのコーナーも行列ができる

ほどの大人気。会場は，子どもたちが描いた可愛

い似顔絵でいっぱいになるなど，親子で一緒に楽

しむ姿があちこちで見られるイベントとなった。

〔佐賀局〕
佐賀局テレビ放送開始40周年のイベントとし

て， 3 月20～21日に春の会館公開「NHK佐賀ま

つり」を開催し，1,700人が来場した。FM公開ラ

イブ番組，体験！ニュースキャスター，中継車公

開，立体ハイビジョン，ハイビジョン103インチ

上映会，どーもくんショー，デジタル放送受信相

談などを行った。特に会場限定の12セグ，ワンセ

グ放送とスタジオでのキャスター体験のもようを

携帯動画配信する新たな視聴者サービスを試み，

好評を得た。

〔沖縄局〕
沖縄局は，06年 3 月に那覇市に移転後，来館者

が大幅に増加し，08年 9 月には 5万人を突破，記

念式典も執り行った。また，さらなる来館者増加

を目指すために，08年12月には会館公開イベント

を開催した。イベント内容は「スタジオ見学ツア

ー」「ロボコン優勝校紹介」「どーもくんななみち

ゃんショー」など。 2 日間で約2,100人が来館し

た。


