
NHK年鑑’10 396

①全国 8地域のそれぞれの冒頭で，2009年度のそ

の地域の放送局の特記事項を要約した。

②「地域放送番組編集計画」（⇒p.644）

Ⅰ．地域放送番組の編成

09年度は，地域放送番組の内容の充実とともに，

全国に向けた発信を強化し，存在感ある放送サー

ビスの提供に努めた。

1．地域の実情に応じた放送サービスの充実

09年度も各放送局は，それぞれ地域の実情に応

じた全国一律でない編成に取り組んだ。総合テレ

ビ午前の情報番組では，『情報パレット』（東北ブ

ロック），『とれたて　ワイド　いばらき』（水戸

単），『ひるまえ情報便』（佐賀単）などを新設し

た。夕方のニュース・情報番組では『ニュースワ

イド茨城』（水戸単），『ニュースザウルスふく

い』（福井単），『しまねっとNEWS610』（松江）

を新設した。

また，『プライムH データマップ北海道　観

光王国　めざせ　地域活性化』（北海道ブロック），

{ワンダフル東北　おいしい東北闘技場～ふるさ

と究極の一皿対決』（東北ブロック），『金とく

家族漂流～日系ブラジル人は今』（中部ブロック），

{かんさい熱視線特集　あゆみ　つづけて～阪

神・淡路大震災から15年』（近畿ブロック），『ふ

るさと発スペシャル　瀬戸内　いのちのうみ～里

海は守れるか』（中国ブロック），『四国スペシャ

ル　ありがとう　ノボさん～正岡子規　言葉の扉

を開いた男』（四国ブロック），『九州沖縄スペシ

ャル　よみがえる肉声　伝えたい記憶～沖縄戦

証言テープ』（九州ブロック）など，地域が直面

している課題を取り上げる多様な番組を，特集番

組として放送した。

このほか，地域ならではの人々の思いをテーマ

に制作したドラマは『おかんの逆襲～我
わ

が家のリ

フォーム戦争』（大阪局），『万葉ラブストーリー

春』『万葉ラブストーリー　冬』（奈良局），『火の

魚』（広島局），『母
かか

さんへ』（福岡局），『スキップ

～商店街が生んだアイドル』（山形局）の 5 本。

またFM放送では『とちぎマロニエパーク』（宇

都宮単），『FMサウンドポケット　なみはな』

(近畿ブロック）などを新設した。

2．地域発全国放送番組の充実

地域からの全国発信枠として，総合テレビでは，

{地域発！ぐるっと日本』で地域局の制作した番

組やニュースリポート，ドキュメントなどを紹介

し，地域の姿や文化を発信した。衛星ハイビジョ

ンの『ふるさとから，あなたへ』で地域向けに放

送した番組を全国放送する枠を拡充した。ラジオ

第 1では，名古屋発の『ゆきねえの名古屋なごや

か喫茶』と福岡発の『博多屋台　こまっちゃん』

を新設し，地域の魅力をたっぷりと伝えたほか，

{ふるさとラジオ』では地域からの中継や，その

土地にまつわる歌を紹介した。

Ⅱ．地域放送局の組織

1．地域拠点局

本部を除く53の放送局のうち，大阪，名古屋，

広島，福岡，仙台，札幌，松山の 7つの放送局を

地域拠点局と位置づけ，域内各放送局の支援・調

整機能を持たせている。

地域拠点局の組織・業務体制は，放送部（大

阪・名古屋は放送センター），技術部，視聴者セ

ンター，企画総務室である。なお，大阪放送局に

は，これに加えて「考査室」がある。

地域拠点局は，放送，技術，視聴者，企画総務

の各組織が緊密な連携のもとで，地域サービス充

実のための業務運営を推進している。

2．放送局

全局をあげて視聴者本意の業務運営をいっそう

推進するため，放送，技術，営業を一体とした業

務体制としている。
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北　海　道
◇北海道では，“まるごと体感！北海道”キャン

ペーンを展開し，各放送局ごとにスペシャル月

間を設け，北海道内各局からの情報発信や公開

派遣番組を集中展開した。

◇ 7月に大雪山系で発生した遭難事故を取り上げ

た『クローズアップ現代～“夏山の惨事”はな

ぜ起きた』，10月に『まるごと体感！北海道

～ご当地グルメ応援団』，国際放送向けのミニ

番組『Cool！Hokkaido』など，地域放送から

全国，国際放送番組まで幅広い情報発信に努め

た。

◇地域住民の自主制作映画をまるごと放送するな

ど，独自の編成に取り組んだ。独自編成を充実

させるため，若者向け音楽情報番組を開発し，

10年度の放送に向け準備を進めた。

◇地上デジタル中継極の整備は09年度新たに41局

を整備し，世帯カバー率は97.8%となった。

◇「北海道ロハスな旅」や「親子のはじめてクラ

シック」など多彩なイベントを展開した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

北海道の各放送局は，「北海道はひとつ」を合

言葉に，道内 7つの放送局のネットワークを生か

し，魅力あふれる北海道情報をさまざまな特集番

組やニュース・ミニ番組の放送，国際放送などを

通して発信した。

報道では， 7月の大雪山系遭難事故，衆議院選

挙，津波警報対応など，迅速かつ的確な対応を行

った。

番組では，北海道の魅力を積極的に全国に発信

するとともに，データ放送を使った視聴者参加型

番組を積極的に制作した。

編成では，年末年始期間に29本のアンコール放

送や，地元市民が自主製作した映画を編成するな

ど，北海道地方独自の番組編成に力を入れた。ま

た，3-screens展開にも取り組み，札幌局ホーム

ページのアクセス数は，年度当初との比較で2倍

近くまで増えた。

（1）視聴者の信頼に応える充実した地域放送
金曜夜間を北海道の視聴者のための時間と位置

づけ，家族そろって見ることのできる番組『プラ

イムH』を継続して放送した。ドキュメンタリー

やバラエティー，討論番組など多彩な番組群を毎

週放送し，地域放送の充実に努めた。

北海道の課題を検証する『北海道クローズアッ

プ』，ふるさとの魅力を再発見する『北海道中ひ

ざくりげ』を継続し，さらに内容の充実を図った。

ニュース・情報番組『まるごとニュース北海

道』では北海道が抱える課題を機動的かつ継続的

に伝え，日々の生活にかかわる身近なニュース・

話題を多角的に取材し，伝えた。

昼前の生活情報番組『ほっからんど北海道』で

は，地域の暮らしに役立つさまざまな情報や，N

HKからの情報をわかりやすく伝えた。

09年度後期からは『この街きらり☆』を新設し，

道内各地を訪ね，地域に根ざして生き生きと活動

している人々を紹介した。

さらに，道内各地の旬の釣り場をリポーターと

釣りのベテランが訪ね，釣りの楽しさを紹介する

紀行番組『北海道釣り紀行』も継続して放送した。

（2）北海道の魅力を発信する“まるごと体感！
北海道”

北海道の各放送局は北海道の自然の豊かさや，

食や観光など北海道の魅力を全道・全国・全世界

へと発信する“まるごと体感！北海道”キャンペ

ーンを実施した。函館・旭川・帯広・釧路・北

見・室蘭の放送局ごとにスペシャル月間を設定

し，全国放送番組・全道放送番組で，それぞれの

地域を積極的に紹介し，地域におけるNHKの存

在感を高めた。

5 月の『プライムH』では『データマップ北海

道　観光王国　めざせ地域活性化』と『ホンネで

北海道～めざせ“観光のくに”～北海道観光　未

来への課題』の 2本の特集番組を放送した。 1月

にも『プライムH』では『データマップ北海道

観光王国　冬こそヒントあり』を放送し，北海道

の観光について 1年を通じて伝えた。

英語版のミニ番組『Cool！Hokkaido』を制作

し，NHKワールドテレビで世界に北海道各地の

魅力を伝えた。

特集番組『まるごと体感！北海道～ご当地グル

メ応援団』（10.12）は，衛星第 2 による全国放送

で携帯電話での投票による双方向番組とし，北海

道域内の放送ではデジタル総合で連動データ放送

を活用し，地上デジタル放送の魅力を伝えた。同

番組では，ホームページによる積極的な情報提供

を行い，3-screens展開を図った。

（3）迅速で的確な報道と防災への取り組み
7 月に発生した大雪山系での遭難事故や 2月の

チリ大地震による大津波警報などの緊急時に，N
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HK北海道は道内 7 局のネットワークを活用し，

正確できめ細かな情報を迅速・的確に伝えた。

また，緊急地震速報PRや交通事故防止など，

防災や社会貢献に資するキャンペーン活動に積極

的に取り組んだ。

（4）デジタル放送ならではのサービスの充実
『まるごと体感！デジタルライフ』（5.30）で

は，デジタル放送の活用法を伝えながら，視聴者

からの疑問に答えた。あわせて， 5 月30日から 6

月 7日にかけ，連動データ放送番組の集中編成を

行い，デジタル放送の魅力を伝えた。

Jリーグ，YOSAKOIソーランナイトの中継を

連動データ放送で展開。また， 9 月に討論番組

{ホンネで北海道スペシャル～政権交代　どうな

る？北海道』において，データ放送を活用し，視

聴者からの意見をリアルタイムに取り入れた演出

を行った。

在札民放テレビ 6局と共同で「地デジカと在札

テレビ 6 局マスコットキャラクター共演スポッ

ト」を放送し，地上デジタル放送の周知に努めた。

（5）地域に根ざしたスポーツ情報の発信
プロ野球・北海道日本ハムファイターズやサッ

カーJリーグ・コンサドーレ札幌の試合を中継し

た。ファイターズ戦はテレビ・ラジオで中継を行

い，視聴者の期待に応えた。シーズン終盤の中継

およびリーグ優勝特番で，視聴者からe-メールで

応援メッセージを寄せてもらい，番組とホームペ

ージで紹介する新しい双方向の試みを行った。

また高校野球，アイスホッケーなどの地域のア

マチュアスポーツも中継し，北海道のスポーツ情

報を積極的に発信した。 2月のバンクーバー五輪

では出場した北海道ゆかりの選手の紹介やその活

躍ぶりなどをニュースや特集番組で詳しく伝える

とともにホームページでも紹介した。

2 ．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう北海道』 G

月～金　07:45～08:00
土　　07:30～08:13

第 1 回93.4.5／北海道ブロック／北海道の朝の

最新ニュースと道内ネットワークを生かした企画

リポート，気象情報をコンパクトにまとめた地域

密着のニュース情報番組。全道各地からの中継や

天気カメラで北海道の朝の表情を生き生きと伝え

た。土曜は，43分間のワイド版。 1週間の動きを

伝える「ウイークリー北海道」や，地域の課題を

掘り下げる「土曜リポート」，各局のリポーター

が道内各地を訪ね歩く「北海道ぶらりみてある

記」，旬の人物の「土曜インタビュー」など地域

の話題を多彩に伝えた。

『ほっからんど北海道』 G
月～金　11:30～12:00

第 1 回04.9.27，最終回10.3.19／北海道ブロッ

ク／地域の暮らしに役立つさまざまな情報をわか

りやすく伝える生活情報番組。ニュースや交通情

報，気象情報を伝えたほか，料理・健康・趣味・

川柳など視聴者の関心の高い身近な話題や，ネッ

トワークを生かした道内 7つの放送局からの地域

の話題，アマチュアビデオなど，幅広く紹介した。

[NHKほっと情報」ではNHK北海道制作の番組

や地上デジタル放送，受信料などNHKに関する

情報をわかりやすく伝えた。

『まるごとニュース北海道』 G
月～金　18:10～19:00

第 1 回08.3.31，最終回10.3.26／北海道ブロッ

ク／道内 7つの放送局のネットワークを生かした

新しいニュース・情報番組。北海道が抱える課題

を機動的かつ継続的に伝えたほか，日々の生活に

かかわる身近なニュース，話題を多角的に取材し，

その日一日の北海道を“まるごと”伝えた。道内

各局を結んだリレーニュースや，中継，記者解説，

企画ニュース，気象情報など，北海道 7つの放送

局が力を結集，連携して，骨太な課題の提示や身

近なニュースの掘り起こしを行い，北海道が“元

気”になるための方策を視聴者とともに探った。

『まるごとニュース845』 G
月～金　20:45～21:00

第 1 回08.3.31，最終回10.3.26／北海道ブロッ

ク／その日一日の北海道のニュースを伝えるニュ

ース番組。午後 6時台の「まるごとニュース北海

道」のハイライト，午後 7時以降の新たなニュー

スや，きめ細かい気象情報をわかりやすく伝えた。

『まるごとニュース645』 G
土・日　18:45～19:00

第 1 回08.4 .5，最終回10.3 .28／北海道ブロッ

ク／土曜，日曜の北海道のニュースを伝えるニュ

ース番組。その日一日の北海道のニュースや，き

め細かい気象情報をわかりやすく伝えた。

『北海道クローズアップ』 G
金　19:30～19:55
日　08:00～08:25

第 1 回93.4.1／北海道ブロック／“北海道の今

を見つめる”がテーマの報道番組。北海道で起こ

るさまざまな出来事や，北海道が直面する課題に

ついてタイムリーに取り上げ，密度の濃い取材と

再 
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わかりやすい構成で伝える情報番組。道内 7局の

ネットワークを生かして，多岐にわたるテーマを

迅速に伝えた。

主な内容／「“黒船”が来た～札幌タクシー最

前線」「ファイターズ梨田監督生出演　与田剛が

迫る“日本一”への条件」「美しく　はかなく

厳しく～カメラが見つめた北の自然」「シリーズ

政権交代と北海道①～③」「バンクーバーで輝け

～“北のアスリート”の挑戦」など

『北海道中ひざくりげ』 G
金（最終） 19:30～19:58
日（最終） 08:00～08:25

第 1 回87.4.9／北海道ブロック／放送開始23年

目を迎えた紀行番組。道内各地の市町村をくまな

く旅し，自然豊かなふるさとを再発見するととも

に，都市の新たな魅力も伝えた。地域の人々の笑

顔に出会い，直接触れ合う番組としてよりいっそ

うの充実を図った。また，旅心誘う観光情報・地

域情報を紹介する「ふらっとひざくりげ」も継続

した。

主な番組／「大沼はボクらの秘密基地～七飯

町」「鉄の街　心意気熱く～室蘭市」「森の暮らし

は暖かい～置戸町」など

『プライムH』 G
金　20:00～20:43ほか
日　10:05～10:48

第 1 回08.4 .4，最終回10.3 .12／北海道ブロッ

ク／多彩なテーマで北海道を伝える大型地域番

組。金曜夜間の視聴好適時間帯を北海道の視聴者

のための時間と位置づけ，ドキュメンタリーやバ

ラエティー，討論番組など“NHK北海道だから

できる”多彩な番組群を放送した。

ふるさとの良さを再認識し，家族で楽しめる視

聴者参加の公開派遣番組「とことん！ふるさとス

テージ」では，ふるさとの魅力をゲストとともに

紹介，道内各地の“元気”を発信した。

北海道に関するデータを切り口に北海道の現実

に迫る「データマップ北海道」，たくましく生き

る人々を描く「北海道ひと物語」，北海道の課題

を視聴者とともに考える討論番組「ホンネで北海

道」を継続したほか，人気のスポーツや地域イベ

ント，北海道ならではの文化など多彩なテーマを

取り上げた。

「とことん！ふるさとステージ」 札幌局

「夕張市」 04.03／20:00～20:43
「幕別町」 05.15／20:00～20:43
「せたな町」 06.05／20:00～20:43
「弟子屈町」 07.03／20:00～20:43

「新冠町」 09.04／20:00～20:43
「音更町」 10.02／20:00～20:43
「和寒町」 11.15／20:00～20:43
「紋別市」 12.04／20:00～20:43
「小樽市」 1.08／20:00～20:43
「旭川市」 3.05／20:00～20:43

「北海道ひと物語」

「地域の宝を守る　小樽，登別温泉」

札幌局・室蘭局　04.17／20:00～20:43
「地域の宝を守る　帯広，旭川」

帯広局・旭川局　04.24／20:00～20:43
「いま，自分にできること」

釧路局・北見局　07.17／20:00～20:43
「もっと，もっと自由に」

札幌・帯広・函館局　07.24／20:00～20:43
「いま，心を伝えたい」

札幌局　09.25／20:00～20:43
「残したい，いつまでも」

札幌局・釧路局　10.16／20:00～20:43
「思いがあるから，走り続ける」

札幌局・旭川局　01.22／20:00～20:43
「データマップ北海道」

「観光王国　めざせ地域活性化」

札幌局・函館局　05.22／20:00～20:43
「観光王国　冬こそヒントあり」

札幌局　01.29／20:00～20:43
「ホンネで北海道」

「めざせ“観光のくに”

～北海道観光　未来への課題」

05.29／19:30～20:45
「生中継！YOSAKOI～ソーランナイト2009」

札幌局　06.12／17:05～17:57，19:30～20:44
「道東　花守たちの春」

釧路局　06.26／20:00～20:43
「プロ野球　日本ハム　対　ロッテ」

札幌局　07.10／19:30～20:30
「イトウ跳ねる水辺～道北　猿払原野」

旭川局　07.31／20:00～20:43
「ホンネで北海道スペシャル」

「政権交代　どうなる？北海道」

G 札幌局　09.18／19:30～20:45
E 21:00～22:00

「ワンダー×ワンダー　大雪山　天空の楽園」

札幌局　10.09／19:57～20:45
「まるごと体感！北海道～ご当地グルメ応援

団」

札幌局　10.23／19:30～20:43
「“酪農レディー”奮闘記～十勝・新得　農業

再 

再 
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研修生の 6か月」

札幌局　10.30／19:55～20:43
「天国にいる息子へ～画家・奥井理　父と母の

14年」 札幌局　11.20／20:00～20:43
「スペシャルドラマ坂の上の雲in北海道」

札幌局　11.27／20:00～20:43
「倉本聰の“創る”世界～富良野発・ドラマ制

作現場に密着」

札幌局　12.11／20:00～20:43
「ピリカがくれた宝物～山村留学の子どもた

ち」 函館局　01.15／20:00～20:43
「バンクーバー五輪直前スペシャル輝け！北の

アスリートたち」

札幌局　02.05／20:00～20:43
「四季 苫小牧の森～木の葉がつなぐ命の輪」

札幌局　03.12／20:00～20:43
『北海道釣り紀行』 G 札幌局

日（年10回）08:00～08:25
第 1 回08.9.21／北海道ブロック／道内各地の旬

の釣り場をリポーターと釣りのベテランが訪ね，

釣りの楽しさを紹介する紀行番組

「春の積丹半島・泊村でホッケ釣り」 44.12

「道南せたな沖のカレイ釣り」 05.03

「石狩・浜益沖のソイ釣り」 06.21

「新ひだか・静内沖のキンキ釣り」 07.12

「函館沖のイカ釣り」 08.09

「積丹沖のブリ釣り」 09.13

「北見枝幸沖のサケ釣り」 10.25

「厚岸のコマイ釣り」 11.08

「室蘭沖のスケソウダラ釣り」 12.27

「積丹沖のサクラマス釣り」 03.21

『この街きらり☆』 G 札幌局

日（隔週）08:25～08:50
第 1 回09.10.4／北海道ブロック／道内各地を訪

ね，地域に根ざして生き生きと活動している人々

を紹介した。

「厚別区厚別中央地区・北区新琴似地区」

10.04

「音更町十勝川温泉地区・札幌市手稲区鉄北地

区」 10.18

「札幌市手稲区稲穂金山地区・札幌市中央区東

北地区」 11.01

「美瑛町・札幌市南区藻岩下地区」 11.15

「札幌市南区藻岩地区・札幌市西区八軒中央地

区」 11.29

「豊浦町・函館市湯の川温泉」 12.13

「札幌市西区山の手地区・札幌市西区発寒北地

区」 12.27

「札幌市西区発寒地区・別海町」 01.24

「北見市・厚真町」 01.31

「札幌市北区篠路地区・札幌市厚別区厚別南地

区」 02.21／10:05～10:30
「札幌市豊平区豊平地区・上士幌町ぬかびら温

泉郷」 03.07

「札幌市豊平区南平岸地区・札幌市中央区東地

区」 03.14

「札幌市中央区西創成地区・札幌市中央区豊水

地区」 03.28／08:00～08:25
『ウイークエンド道南』 G 金　15:55～16:00
第 1 回08.4.4／函館単／週末の地域の催し物や

番組広報を中心に，スタジオインタビューやリポ

ートで道南の話題や，暮らしに役立つ情報を伝え

た。

『交通事故防止キャンペーン』 R1
金～月 1日 2～ 4回

第 1 回91.1.7／北海道ブロック／北海道は交通

事故による死者の数が全国トップレベルとなって

いるが，交通事故で亡くなる人を少しでも減らす

ために，事故原因の解説や防止のためのアドバイ

スなど，身近で役立つ情報を 1分ミニ番組として

放送した。

『環境キャンペーン』 R1
火～木 1日 4回

第 1 回03.4.1／北海道ブロック／北海道の豊か

な自然環境を次の世代に残すために，道内の多様

な分野の人たちの環境へのメッセージを 1分ミニ

番組として放送した。

『おはようもぎたてラジオ便』 R1
月～土　07:40～08:00

第 1 回02.4.1／北海道ブロック／ニュースや気

象情報・各種の交通情報をわかりやすく的確に伝

えた。また，ボランティア・環境保護・地域振興

など，曜日ごとにテーマを設けて，道内各地の

人々の活動も伝えた。

『トウディ・リポート北海道』 R1
月～金　19:45～20:00

第 1 回95.4.3／北海道ブロック／“きょうの北

海道”を15分間できめ細かく網羅した番組。 1日

分のニュースを，記者解説なども交えてわかりや

すく伝えたほか，きめ細かい気象情報を伝えた。

『どどんと道南ラジオ』 R1
金　14:00～15:00

第 1 回03.4.10／函館単／函館局会館ロビーから

の公開生放送。地域の活性化に取り組んでいる人

たちの活動や，生活に役立つ情報を紹介した。地

元を中心に活躍する音楽家の生演奏も楽しめる地



地域放送局・北海道

域情報番組。

『あさひかわ発ふるさと便』 R1
金　14:05～14:35

第 1 回04.10.7／旭川単／道北各地のタイムリー

な話題や週末のイベントを伝える情報番組。携帯

電話による街角中継などラジオの機動性を生かし

て伝えた。ロシア・サハリン州の州都ユジノサハ

リンスクからは，国際電話による「サハリン便

り」を引き続き伝えた。

『フレッシュサウンド北海道』 FM
月～金　18:00～18:50

第 1 回99.4.5／北海道ブロック／若年層を中心

に安定したリスナーを獲得している音楽情報番

組。身近な話題や，さまざまなジャンルの音楽の

リクエスト曲の紹介とともに，道内を訪れたアー

ティストへのインタビューや新曲紹介，テーマを

設定しての特集など，タイムリーに伝えた。また，

フレッシュサウンドライブの公開収録も実施し

た。

（2）特集番組
〔北海道ブロック〕
『北海道フレッシュサウンドライブ～in ZEPP
SAPPORO』 G

札幌局　04.06／00:05～01:05
『ふるさと一番！アンコール』 G

札幌局　05.16／10:05～11:37
『まるごと体感！デジタルライフ』 G

札幌局　05.30／10:05～11:30
『キャンドルライブin函館』 G

函館局　07.27／00:05～00:55
『PMF2009国際教育音楽祭』 G

札幌局　08.30／13:05～14:45
『認知症フォーラムin旭川』 G

札幌局　09.27／10:05～11:00
『リーグ優勝　おめでとう！ファイターズ』 G

札幌局　10.06／00:10～01:58
『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2009 北海道地区大会』 G

札幌局　11.15／13:35～14:29
『優勝パレード ありがとう ファイターズ』 G

札幌局　11.22／10:50～11:25
『シンポジウム　どう支える次世代農業パワー
～考えよう　食卓と地域の未来』 G

札幌局　12.23／10:05～10:59
『北の文芸館2009』

札幌局 G 12.23／11:00～11:54
札幌局　R1 12.19／21:05～22:55

『赤平を元気にしたい！～市民が作った映画がこ
れだ　0からのREスタート～あの火を未来へ』
G 札幌局　12.26／10:05～11:30
『市民が作った映画がこれだ　いい爺いライダ
ー』 G

札幌局　12.27／10:05～11:05
『まるごとニュース北海道　年末ハイライト』
G 札幌局　12.28／17:05～18:59

『北海道　SLの風景』 G
札幌局　03.06／13:50～14:00

『LIVE H』 G
札幌局　03.27／00:45～01:39

『北海道アーカイブス』 G 札幌局

「函館」 05.23／10:05～11:53
「釧路」 6.27／10:05～11:50
「いぶり・ひだか」 9.26／10:05～11:53
「十勝」 10.31／10:05～11:00

15:05～16:22
「旭川」 11.28／10:05～11:40
「オホーツク」 1.30／10:05～11:23
『めざせ！晴れ舞台～NHKのど自慢予選会in乙
部町』 G

函館局　06.30／16:05～16:50
『きらり☆どうなんスペシャル！』 G

函館局　03.12／16:05～16:50
『今日は一日『玉置浩二の歌』三昧』 G

旭川局　02.13／15:05～15:35
『NHKのど自慢予選会in中標津町』 G

釧路局　09.20／13:05～14:30
『札響＆NHKウインターコンサート　名曲への
誘い』 E

札幌局　03.14／14:00～15:40
『ラジオふるさと便　公開生放送』 R1

旭川局　11.28／13:05～14:00
『札響FMコンサート』 FM

札幌局　06.13／09:00～10:57
11.07／14:00～15:30

『函館開港150周年記念コンサート～NHK交響
楽団によるピアノ六重奏』 FM

函館局　11.14／14:00～16:00
『NHK－FMライブスペシャルinくしろ氷まつ
り』 FM

釧路局　02.12／13:00～14:00
『NHKハートスクエア　キャンドルドリームラ
イブ』 FM

釧路局　12.18／17:00～18:50
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〔各局共通〕
『NHK全国学校音楽コンクール』
「札幌地区大会中学校の部・

高等学校の部」 FM

札幌局　08.22／14:00～18:12
「札幌地区大会小学校の部・小樽後志地区大

会・空知地区大会」 FM

札幌局　08.29／14:00～16:33
「北海道ブロックコンクール」 E

※北海道ブロック

札幌局　09.26／14:00～16:30
「道南地区大会」 FM

函館局　08.29／14:00～15:37
「道北地区大会」

G 旭川局　09.05／10:05～11:25
FM 旭川局　09.05／12:15～14:37

「十勝地区大会」 FM

帯広局　08.10／10:00～11:00
「根釧地区大会」 FM

釧路局　09.09／21:10～22:45
「北見地区大会」

G 北見局　08.25／15:15～16:00
G 北見局　08.26／15:15～15:45
FM 北見局　08.22／14:00～16:00

「室蘭地区大会」

G 室蘭局　09.01／10:05～10:41
G 室蘭局　09.04／10:05～10:46
FM 室蘭局　08.29／14:00～16:00

〔放送体験クラブ〕
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 E

札幌局　11.16～20，11.23～27，11.30～12.04

12.07～11，12.14～15／18:55～19:00
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 G

函館局　03.08～09，11，15／13:55～14:00
『平成21年度　キミが主役だ！NHK放送体験ク
ラブ』 G 旭川局　03.14／10:05～11:20
『NHK放送体験クラブ　釧路・根室地方』 G

釧路局　03.09／09:55～09:58
03.11～12／09:54～10:00
03.15～17／09:54～10:00

『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 G
北見局　01.25／15:45～16:00

『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 G
室蘭局　12.11／10:05～10:41

12.15／10:05～10:41
03.11／13:55～14:00

3 ．スポーツ中継

〔高校野球〕
第48回春季北海道高校野球大会　決勝

※北海道ブロック

（札幌市） R1／06.06

第91回全国高校野球選手権大会　南北海道大会

地区代表決定戦

札幌地区代表決定戦

（札幌市）R1・FM／06.28～29

小樽地区代表決定戦

（小樽市） R1／07.05

函館地区代表決定戦

（函館市） R1・FM／06.27

室蘭地区代表決定戦

（室蘭市） R1／07.04～05

第91回全国高校野球選手権大会　北北海道大会

地区代表決定戦

空知地区代表決定戦

（岩見沢市） R1／07.06

名寄地区代表決定戦

（士別市） R1／06.28

旭川地区代表決定戦

（旭川市） R1・FM／07.05

十勝地区代表決定戦

（帯広市） R1／07.04

釧根地区代表決定戦

（釧路市） R1／07.06

北見地区代表決定戦

（北見市） R1・FM／07.05

第91全国高校野球選手権大会　南北海道大会

1回戦～決勝（札幌市） R1・FM／07.14～21

準決勝・決勝（札幌市） G・E／07.20～21

第91全国高校野球選手権大会　北北海道大会

1回戦～決勝（旭川市） R1・FM／07.17～25

準決勝・決勝（旭川市） G・E／07.24～25

第62回秋季北海道高校野球大会　代表決定戦

函館地区代表決定戦（函館市）R1・FM／09.19

十勝地区代表決定戦（帯広市）R1・FM／09.21

釧根地区代表決定戦（釧路市） R1／09.23

第62回秋季北海道高校野球大会

準決勝・決勝（札幌市） R1・FM／10.10，12

決勝　　　　（札幌市） G／10.12

〔プロ野球　北海道日本ハムファイターズの試
合〕 ※北海道ブロック

対楽天 （仙台市） R1／04.30

対オリックス （札幌市） R1／05.08

対楽天 （仙台市） R1／05.14
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対ロッテ （札幌市） G／07.10

対ロッテ （札幌市） G／07.11

対ソフトバンク （札幌市） G／08.28

対ロッテ （札幌市） G／09.11

対オリックス （札幌市） G／09.29

対楽天 （札幌市） R1／10.21

対楽天 （札幌市） R1／10.22

〔Jリーグ　コンサドーレ札幌の試合〕
※北海道ブロック

対東京ヴェルディ （札幌市） G／05.24

対湘南ベルマーレ （札幌市） G／09.27

対アビスパ福岡 （札幌市） G／03.13

〔その他のスポーツ〕
＊特記した以外は北海道ブロック

第27回知事杯全道サッカー選手権大会～天皇杯北

海道代表決定戦

（札幌市）R1／08.30

第24回NHK杯争奪中学・高校アイスホッケー大

会～中学校の部・高校の部・優勝決定戦

（苫小牧市）室蘭単　G／10.12

第41回NHK杯アイスホッケー大会～小学校・中

学校・高校の部・決勝

（釧路市）釧路単　G／11.08

アジアリーグ・アイスホッケー

「日本製紙クレインズ」対「王子イーグルス」

（釧路市）G／12.13

第62回北海道高校アイスホッケー選手権　決勝

「駒大苫小牧」対「釧路工業」

（帯広市）G／12.18

第49回全十勝小中学校選抜スピードスケート選手

権大会　　　　　

（足寄町）帯広単　G／02.21

第77回全日本アイスホッケー選手権　決勝

（苫小牧市）E／03.07

全道フットサル選手権2009 （札幌市）G／03.14

Ⅱ．技　術

1 ．地上デジタル放送の拡充

北海道では着実に地上デジタル放送網の拡充を

進め，09年度は大規模中継局13局と小規模局28局，

計41局所のデジタル中継局を新たに開局し世帯カ

バー率は97.8%に拡大した。10年度末までに残り

55局の整備を行い，デジタル中継局の整備を完了

する。NHK共聴施設（道内395施設）への地上デ

ジタル放送の導入は，09年度末時点で累計221施

設が移行を完了した。10年度は，自治体インフラ

施設への移行（巻き取り）などを除いた残り130

施設について地上デジタル放送への移行を進めて

いく。

2 ．地域放送番組の充実

09年度も魅力的な地域放送を多数放送した。特

に『ふるさと一番～秋の北海道シリーズ』では，

南富良野町の急流下りや音更町の豆作りなど初秋

の北海道の魅力をダイナミックに全国発信したほ

か，技術提案によりカメラマンがディレクターを

兼ねて制作した北海道域内放送『プライムH～天

国にいる息子へ』では，交通事故で早世した息子

が残した大量の絵や文章に向き合う両親の想いを

ヒューマンタッチで描き上げた。

スポーツ放送では，国内初となるNHK杯ジャ

ンプ中継での5.1サラウンド放送の実施や「ミリ

波モバイルカメラ」の使用，アイスホッケー中継

での「インゴールカメラ」，プロ野球中継では

[まめカム」など，多彩な映像表現に挑戦してデ

ジタル放送時代にふさわしいコンテンツ制作に努

めた。

3 ．3－Screens展開

データ放送やワンセグなど，デジタル放送の特

質を生かしたコンテンツ制作を積極的に進めた。

『ホンネで北海道スペシャル～“政権交代”ど

うなる？北海道』では，データ放送による双方向

番組として視聴者の意見を収集し番組に反映し

た。また，北海道各地の食を紹介した『まるごと

体感！北海道～ご当地グルメ応援団』でもデータ

放送と携帯電話で人気投票やメッセージ募集を行

うなど，地域に根ざした連動データ放送を多数実

施した。

また「札幌市・除雪作業情報」を独立データ放

送とワンセグでサービスしたほか，携帯電話のG

PS機能を使って近辺の「峠の天気」を確認出来

るワンセグサービスも運用開始した。

4 ．緊急報道・災害報道への対応

09年 7 月16日，大雪山系トムラウシ山と美瑛岳

で同時に発生した遭難事故では，旭川局や帯広局

に加え札幌局・釧路局も初動から迅速に対応し，

視聴者にいち早く事故の状況を伝えた。また 2月

27日，南米チリで起きた巨大地震の影響で，日本

沿岸に大津波警報が発せられる中，各地からの生

中継や住民への避難呼びかけなど，防災情報の迅

速な伝達に努めた。
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5 ．放送設備の整備

緊急報道等に対応する設備では，帯広局・北見

局・室蘭局のCSK車を更新し，道内 7 局すべて

のCSK車がハイビジョン対応となったほか，老

朽化した札幌CS副局アンテナを更新した。また，

道央圏の伝送拠点である紋別岳FPU基地局，道

東の美羅尾FPU基地局もハイビジョン化し，地

上系・衛星系ともにハイビジョン伝送体制の充

実・強化を図った。

送出設備では，09～11年度にわたる道内 6局の

ラジオ運行装置の更新に着手した。08年度の道内

局のラジオ調整卓更新，ラジオ・FM回線の光化

更新と合わせて，安心ラジオとしてのメディアの

安定運用を目指した。

6 ．デジタル放送の普及促進と視聴者活動

デジタル放送の普及とNHKへの理解促進を図

るため，全道的なプロジェクト「どさんこ広域プ

ロ」及び札幌局の「どさんこプロ」が連携して，

デジタル中継局の開局イベントや各種公開派遣番

組，中継キャラバンなどさまざまなタイミングを

捉えて「地上デジタル放送相談」や「ふれあいミ

ーティング」，「出前授業・中継車公開」など多彩

な活動を展開した。また10～12月には，家電業界

と連携した「デジタルでイコウ！キャンペーン」

を全道展開するなど，地上・BSデジタル放送の

普及促進に北海道一丸となって取り組んだ。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

北海道事業では，全局が一丸となって取り組む

[まるごと体感！北海道」キャンペーン活動の一

環として，北海道の自然・食・スポーツ等の魅力

を道内外に向けて発信するなど，質量ともに充実

したイベント展開を図り，地域貢献に努めた。ま

た「お客さま満足度」を高める施策を進めた。

（1）「公共放送ならでは」の活動強化
公開番組については，地域の要望に応え『NH

Kのど自慢』や『BS日本のうた』などの全国放

送番組を道内27会場で実施したほか，08年度に引

き続き豪華ゲストを迎え道内各地の“町の元気”

を紹介するバラエティー番組『とことん！ふるさ

とステージ』10本を公開収録し，全道に向けて放

送した。

社会的なテーマに基づきNHKが全国展開して

いるキャンペーンについて北海道では，食料・福

祉・防災などに積極的に取り組んだ。

食料イベントは，有名シェフが公開の場で腕前

を披露する全国番組との連動企画「グルメファク

トリー」（ 7 月・札幌市）をはじめ，道内各地で

[ふるさとの食　にっぽんの食」地域フェスティ

バルを開催し，北海道の多彩な食の魅力を取り上

げた。

福祉イベントは，「NHK歳末たすけあい」と連

動し心温まるライブステージを提供する「NHK

ハートスクエア」（12月・釧路市）などを実施し，

若い世代の関心を社会的なテーマへと導いた。

防災イベントは，家族ぐるみで参加できる「防

災ワンデー」（ 9 月・釧路市），｢NHK防災ひろ

ば｣（ 1月・札幌市）を大型商業施設等で実施し，

公共放送の取り組みを視聴者にアピールした。

教育イベントも積極的に展開した。道内 7局で

実施した「NHK放送体験クラブ」には74校（123

クラス）3,731人の小学生が参加したほか，「NHK

全国学校音楽コンクール」には，道内 9地区大会

と北海道ブロックコンクールを合わせて169団体

(178校）4,771人の小中高生が出場した。大学生

向けには「NHKプロフェッショナルトーク」（ 5

月・札幌市，10月・釧路市，11月・北見市）や

[NHK大学セミナー」（ 5 月・函館市，11月・帯

広市， 2月・本別町）を実施し，一流プロの生き

方を若い世代に学んでもらう場を提供した。

（2）地域視聴者と結び付きを強める活動
札幌局では，「NHKジュニアスタジアム」（ 7

月・札幌市）や雪まつり関連事業（ 2 月・札幌

市）を通じて，ファミリー層との結び付きに取り

組んだ。

函館局では，開港150周年にあたり，「NHKフ

ァミリーランド」（ 8 月），「クラシック音楽でつ

づる世界の旅」（11月）など一連のイベントを函

館市内で展開し，官民あげて取り組む記念事業に

積極に参加した。

旭川局では，公開番組収録とともに「FMサタ

デーホットリクエスト」（鷹栖町），「ラジオふる

さと便」（美瑛町）などの公開生放送を11月に集

中して実施した。

帯広局では，「キミも北大路魯山人！？」（ 8

月）などの関連事業も交えながら「没後50年記念

北大路魯山人展」（ 7 ～ 9 月・帯広市）を開催し

た。

釧路局では，年間を通じて「番組上映会」（ 6

～ 3月・釧路市）を実施し，多くの視聴者を集め

て地元局制作の番組に親しんでいただいた。
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北見局では，「NHK講演会」（ 1 月・北見市）

やNHK職員による「出前講座」（ 7 月・美幌町，

10月・湧別町，北見市）を開催した。

室蘭局では，「NHKアナウンサートークショ

ー」（ 9 月， 2 月・室蘭市）の実施などを通じて

地元局ファン層の拡大に努めた。

このほか，心身と地球に優しいライフスタイル

を提案する「北海道ロハスな旅」（ 9月・栗山町，

10月・洞爺湖町，11月・鶴居村， 3月・函館市）

や「NHK親子のはじめてクラシック」（11月・札

幌市）などで，イベントを契機に都市部視聴者と

の交流を深める試みを行った。

（3）完全デジタル化に向けたイベントの展開
地デジ開局に際し「NHK室蘭　地デジPR隊」

( 7 月・安平町，10月・むかわ町，1月・厚真町，

3 月・えりも町），「つくってあそぼin津別」（12

月・津別町），「地デジ体感フェア」（ 1 月・北斗

市）などの記念イベントを道内各地で実施すると

ともに，北海道総合通信局や北海道電気商業組合

などとの共催で「地上デジタル放送キャンペー

ン」（ 7 月・札幌市）や「地上アナログ放送終了

2 年前キャンペーン」（ 7 月・旭川市）を展開し，

デジタル放送の普及促進を図った。

2 ．営　業

3 か年経営計画の初年度となる09年度は，公平

負担の徹底と営業経費の削減を図るため，年間を

通して，口座・クレジットカード継続払などの確

保に努めた。

3月末から 5月にかけて，道内の大学・短期大

学・専門学校の新入学生に対し，北海道新聞の広

告やパンフレット活用などにより，50％割引とな

る家族割引を勧めながら新規契約と口座・クレジ

ットカード継続払の勧奨を行った。

1月には，函館・帯広・釧路・北見・室蘭局で

民事手続きによる支払督促を実施，先行して実施

していた札幌・旭川局を含め，道内すべての放送

局で実施する事となった。

12月から 3月末にかけては，年末商戦のデジタ

ル受信機出荷増や 2 月のバンクーバー五輪のBS

特番にあわせて衛星契約増加に努めた。

また，年間を通してホテル・旅館・病院・一般

企業等に対して事業所割引を案内しながら事業所

契約の増加を図った。

3 ．広　報

NHK北海道 7局の09年度目標として取り組む

・「まるごと体感！北海道」

・「デジタル普及　全力投球！」

の 2点を道民に広くアピールするため，全道一丸

となってキャンペーンや広報諸施策を展開したほ

か，各局の地域性あふれる独自の視聴者活動や番

組広報などに取り組み，満足度の向上に努めた。

（1）「まるごと体感！北海道」キャンペーン
北海道各地からの中継や番組制作，イベント派

遣など，地域にこだわった「各局スペシャル月

間」の実施にあたり，周知チラシの全戸配布やポ

スター掲示，ホームページやスポット放送など，

地域の皆さまに「月間」を広くPRし，番組の視

聴勧奨やイベント参加ご案内を集中的に実施し

た。

・ 5月　「道南スペシャル」（函館局）

・ 6月　「釧路・根室スペシャル」（釧路局）

・ 9・12月「いぶりひだかスペシャル」（室蘭局）

・10月　「十勝スペシャル」（帯広局）

・11月　「旭川スペシャル」（旭川局）

・ 1～ 2月 「オホーツクスペシャル」（北見局）

「まるごと体感！北海道」キャンペーンサイト

をホームページに特設，多彩なコンテンツを道内

外の視聴者に提供している。

・「みんなの写真ブログ　SNAP！北海道」

・「Webひざくりげ　～旅の寄り道」

・「北海道クイズ　ブラキストンの夢」

・「ふるさと自慢　とっておき！わが町」

・「Cool！Hokkaido 動画紹介コーナー」

・「北海道ご当地グルメ紹介コーナー」ほか

（2）「デジタル普及　全力投球！」キャンペー
ン

バンクーバー冬季オリンピックに参加する道産

子選手を応援する「オリンピックはデジタルで！

道産子選手応援メッセージ募集企画」やパブリッ

クビューイングなどを全道規模で実施した。お寄

せいただいたメッセージは番組やホームページ，

各放送局ロビー掲示などで広く紹介した。

また，各放送局では地域の「デジタル中継局」

開局に合わせた受信公開やデジタル放送講習会，

受信相談，ふれあいミーティングなどを開催し，

デジタル放送の視聴促進，普及促進に積極的に努

めた。

（3）地域独自の視聴者活動，広報展開
函館局では10月，JOVK（NHK函館）を支援す

る市民団体と「VK懇話会のつどい」を開催し，

視聴者125人と副会長をはじめとするNHK役職

員・スタッフが交流した。この集いは09年で33回

を数える伝統的な交流で，これからも地域とのコ

ミュニケーションを大切にして取り組んでいく。
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旭川局では 2月に放送した『旭川発・今日は一

日“玉置浩二の歌”三
ざん

昧
まい

』に合わせて関連ホーム

ページを開設し，リスナーからのメッセージを募

集した。放送当日はメッセージや放送風景などを

随時掲載して，視聴者に提供し，通常の15倍とな

る 1万2,500アクセスを記録した。

帯広局では12月，放送会館を公開する「NHK

ふれあいひろば」を開催し，ファミリー放送体験，

親子ラジオ工作教室，地デジクイズ，来場記念写

真プリントサービス，NHKオンデマンド体験な

ど多彩な催しを行った。期間中に累計1,930人が

参加した。

釧路局では地域の人気ウィンターイベント「第

46回くしろ氷まつり」にFMライブ番組の公開収

録と地上デジタル放送PRイベントで参画し，イ

ベントを盛り上げた。会場には朝早くから約

4,000人が参加した。

北見局では地域放送番組『ほっからんどオホー

ツク』の新コーナーとして，地域の元気を紹介す

る「みんなのこえ」を制作。大学新入生の意気込

みを紹介したり地域の行事を取材するなど 1年で

846人が参加した。このほか収録に合わせて受信

料公平負担や地域放送のPR活動も行った。

室蘭局では夏休みの一日を家族連れで楽しんで

もらう「室蘭放送局夏休みフェア」を開催した。

放送博物館から取り寄せた懐かしのテレビや擬音

装置などの展示，大河ドラマパネル展，キャラク

ターとの写真撮影，スタジオ公開などを行い，

1,300人が参加した。

東　　　　　北
◇09年度は，“食”をキーワードにふるさとの未

来について考える「おいしい東北」キャンペー

ンを展開した。また，「不況」や「高齢化」な

どの地域が抱える課題を見つめる番組を多彩に

編成し，地域放送サービスの充実に取り組んだ。

◇10年 2 月にチリで巨大地震が発生し，東北地方

の太平洋沿岸に大津波警報が発令された。各局

とも遠隔操作のできるロボットカメラなどを駆

使して沿岸の状況を的確に伝えたほか，文字ス

ーパーで避難情報や交通情報など，きめ細かな

情報を全国，地域に向けて発信した。

◇東北域内で新たに96局のデジタル中継局を建

設。ネットワークの整備を図り，地上デジタル

放送の世帯カバー率は，08年の92％から94％に
拡充された。

◇テレビ放送開始50周年を記念し，山形局ではド

ラマ『スキップ～商店街が生んだアイドル』を

制作した。また，秋田局と福島局も保存されて

いるVTR映像を基に，それぞれの歴史を振り

返る番組などを制作・放送した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

東北の各放送局は，公共放送として視聴者の信

頼に応え，地域社会の貢献に資する放送サービス

に全力で取り組んだ。金曜夜間を中心とする各時

間帯では，地域の課題や魅力，関心の高い話題を

積極的に取り上げ，多彩な番組を編成した。

“地域放送ゾーン”である金曜夜間をいっそう

充実・強化し，『クローズアップ東北』『ワンダフ

ル東北』やプロ野球・楽天戦の中継など，地域の

課題に向き合う番組や東北の魅力を見つめる番組

を多彩に放送するとともに，各局の実情に応じた

柔軟な編成を行い，地域のニーズに応える放送サ

ービスに努めた。

平日夕方 6時台では，地域の“今”を伝えるニ

ュース・情報番組として内容の充実を図った。

{てれまさむね』（仙台局），『ニュースこまち』

(秋田局），『やまがた　ニュースアイ』（山形局），

{おばんですいわて』（盛岡局），『はまなかあい

づ　Today』（福島局），『あっぷるワイド』（青森

局）では，各県向けに地域が直面している課題や

事件・事故の背景をわかりやすく伝えるほか，防
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災や環境など視聴者の関心の高いテーマを積極的

に取り上げた。

平日午前11時台『情報パレット』は，前半を東

北ブロック向け，後半は宮城県域向けとし，各局

は，『ひるまえこまち』（秋田局），『やまモリ！』

(山形局），『ひるっコいわて』（盛岡局），『ふく

みみ』（福島局），『情報ランチ』（青森局）で各県

向けの生活情報を伝えた。イベント情報や文化，

健康など暮らしに役立つさまざまな情報を地域の

人々と共に紹介し，地域に根ざした番組として内

容の充実に努めた。

「岩手・宮城内陸地震」から 1年となる 6月に

は，テレビ・ラジオで特集番組を放送し，復興に

向けた被災地の現状を伝えるとともに，防災意識

の向上を図った。

プロ野球やJリーグ，高校野球など，地域で関

心の高いスポーツを積極的に紹介したほか，冬季

オリンピック・バンクーバー大会では，東北出身

選手の情報をきめ細かく伝えた。

また，『クローズアップ現代～正社員への狭き

門～世界不況に揺れる就職戦線』（G・5.19）（仙

台局），『ワンダー×ワンダー～発見！白い奇跡の

鍾乳洞』（G・7.11）（盛岡局）などの全国放送を

制作し，東北のさまざまな情報を全国に発信した。

〔仙台局〕
夕方 6時台の『てれまさむね』では，県内の一

日のニュースや話題をいち早くわかりやすく伝え

るとともに，暮らしに役立つ身近な情報を伝えた。

地域医療や地域経済など視聴者の関心が高いテー

マを深く掘り下げて伝えたほか，「週間地震情

報」などきめ細かな防災情報も発信した。また，

プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」やJ2

リーグ「ベガルタ仙台」，bjリーグ「仙台89ER

S」なども積極的に取り上げた。

昼前の情報番組は，タイトルを『情報パレッ

ト』と改め，キャスターやセットも一新した。

4 月から，“食”をキーワードに，東北の農

業・漁業を取り巻く状況について見つめ直し，ふ

るさとの未来について考える「おいしい東北」キ

ャンペーンを展開した。また，東北の若者たちが

県別対抗戦でふるさとの料理を競う「おいしい東

北闘技場」も放送した。さらに，番組ホームペー

ジと連動した「食財図鑑」では，各地域で大切に

守られてきた“食財（材）”を紹介するとともに

その歴史，人々の暮らしや自然との結び付きを紹

介した。

3月には，東北で活動するアマチュアミュージ

シャンによるコンテスト番組『伊達者音楽闘技場

Round 4 』を放送し，インターネットによる事前

投票やTシャツのデザイン募集などで，若い世代

を中心とした視聴者からの注目を集めた。

〔秋田局〕
夕方の地域情報番組『ニュースこまち』では，

地域の抱える課題に向き合い，ニュースの背景を

かみ砕いて解説するなどわかりやすく伝えた。ま

た県内 7 市町村からの中継キャラバンも展開し

た。

昼前の生活情報番組『ひるまえこまち』は，視

聴者と触れ合う番組として，引き続き放送会館 1

階オープンスタジオからの公開生放送を行った。

第 1金曜には『あきた・よる金』を編成。秋田

局テレビ放送開始50周年特集をはじめ，ヒューマ

ンドキュメントやスポーツなど，幅広いテーマで

県民の関心に応えた。

「北朝鮮“ミサイル”発射」など全国的な注目

を集めた事件では逐次，的確な情報を発信し， 4

月の県知事選・秋田市長選， 8月の衆議院議員選

挙では迅速・正確な選挙報道を行った。

また，地域放送での取材を基に『クローズアッ

プ現代』など，さまざまな全国放送番組に展開，

秋田の話題を全国に伝えた。

〔山形局〕
夕方 6時台の『やまがたニュースアイ』は，県

内の出来事やタイムリーな話題を深く掘り下げて

取材し，リポートや記者解説も交えてわかりやす

く伝えた。また，J1に昇格した「モンテディオ山

形」を中心に，スポーツの話題や地元出身の選手

についても幅広く伝えるとともに，生放送の利点

を生かして地域の情報を中継で紹介した。

昼前の情報番組は，番組名を『やまモリ！』と

改め，県内の幅広い生活情報や暮らしに役立つ身

近な情報を積極的に発信した。

金曜夜間の地域放送は，番組名を『ディスカバ

ーやまがた』と改め，山形の“今”に，多様なジ

ャンルで迫り，新たな“発見”をしていくととも

に，山形のさまざまな課題や出来事，人々の暮ら

しや思いを伝えた。また，NHK山形テレビ放送

50周年を記念して，ドラマ『スキップ！～商店街

が生んだアイドル』を制作した。

山形の魅力や話題を山形弁で語り合う『今夜は

なまらナイト』は，ホームページや携帯サイトを

より充実させ幅広い世代に番組に触れてもらっ

た。

J1「モンテディオ山形」の中継を行うなど，県

民の関心の高いスポーツを積極的に取り上げた。
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〔盛岡局〕
夕方 6時台の『おばんですいわて』では，行政

の動きや事件・事故，生活情報に至るまで“岩手

の一日”を振り返るとともに，「特集」コーナー

の充実を図り，あらゆる角度から“岩手の今”を

とらえわかりやすく伝えた。また，災害対策につ

いて，公共放送として県民の防災意識の高揚と，

減災につながる特集企画を放送した。

金曜夜間の『クローズアップいわて』では，世

界的な金融危機により大きな影響を受けている岩

手県の経済や慢性的な医師不足など地域の抱える

課題や取り組みをタイムリーに伝えた。

また，地域のキーステーションとしてNHK盛

岡局を身近に感じてもらえる視聴者参加型の大型

番組『いわて　よる金スタジアム』と岩手で輝い

て生きる人を見つめる13分のドキュメント番組

{岩手発　ドキュメント13min .』を新設した。

{いわてみんなのうた』は，第 2・ 3弾を制作し，

県民から多大な支持を受けた。

〔福島局〕
夕方 6 時台の『はまなかあいづToday』は“視

聴者第一主義”をキーワードに，難しいニュース

はよりわかりやすく丁
てい

寧
ねい

に，明るい話題は見る側

が楽しい気分になるように伝えた。県内情報をメ

インにしながらも，東北や首都圏の情報，視聴者

からの投稿映像など幅広い内容を盛り込んだ。

昼前の情報番組は，県内の耳寄りな情報を伝え

る番組『ふくみみ』としてリニューアルした。趣

味・料理，エンターテインメント，旅・イベント

情報など役立つ情報をさまざまな角度から取り上

げた。

金曜夜間は，“週末の夜，家族でくつろぎなが

ら福島の身近なテーマについて考える”をコンセ

プトにした視聴者参加型の公開番組『主役は福

島！みんなのテレビ』を放送した。また，『クロ

ーズアップふくしま』や『ワンダフルふくしま』

では，福島の“今”を伝えるとともに，自然・文

化・伝統をドキュメントやバラエティーなどさま

ざまな手法で描き，福島の魅力を見つめ直した。

また，テレビ放送開始50年を迎え，保存されて

いる貴重なVTR映像を基に福島の歴史を振り返

る『ふくしまスペシャル～いつもそこにテレビが

あった』を放送した。なでしこリーグ 1部の女子

サッカー「マリーゼ」の中継など，スポーツの分

野でも地域を応援した。

〔青森局〕
夕方 6時台の『あっぷるワイド』では，その日

の青森がわかるニュース，地域の課題を掘り下げ

わかりやすく伝えるリポート，そして暮らしに役

立つ情報を紹介した。原子力問題を始め，これか

らのエネルギー政策を積極的に取り上げたほか

“攻めの農林水産業”をキーワードに，一次産業

の全国ブランド化など，地域の取り組みを積極的

に情報発信した。また，視聴者の関心に応える

[生活情報コーナー」を新設したほか，注目の人

物に迫るインタビュー，豊かな食材や旅の企画，

そして地域を元気にするイベントなどを中継し

た。

金曜夜間は，青森県民が誇る“方言”を生かし

た川柳を視聴者から募集，優れた作品を紹介する

{お国ことばで川柳　なもあんだも』を放送した。

また，『ワンダフル青森』では，太宰治生誕百年

を迎え，太宰の人間性に迫る番組や，青森県内の

“いま”にこだわり，経済情勢など県民の関心に

応える情報も伝えた。

8月には，『青森ねぶた祭り』，11月には，バン

クーバー五輪の出場をかけ“チーム青森”が出場

した『カーリング女子日本代表決定戦』を生中継

した。

2 ．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう宮城』 G

月～金　07:45～08:00
第 1 回00.4.3／宮城県域，一部東北ブロック／

各県のニュースのほか広域情報，リポート，中継

などNHKのネットワークを活用，東北の動きや

話題を伝えた。／各局タイトル：『おはよう秋

田』『おはようやまがた』『おはよういわて』『お

はようふくしま』『おはよう青森』

『ウイークエンド東北』 G 土　07:30～08:13
第 1 回85.10.12／東北ブロック，一部県域／イ

ンタビュー，各地を訪ねる「東北小さな旅」，東

北の課題を伝える「ウイークエンドリポート」，

週末情報などで構成｡

『情報パレット』 G
月～金　11:05～11:30（管）

11:30～11:54（単）
第 1 回08.4.2／東北ブロック，宮城県域／暮ら

しに役立つ情報をきめ細かく伝える。県内各市町

村の話題や催し物案内などの地域情報のほか，暮

らしのヒントなど多様な情報番組。／各局タイト

ル：（秋田局）『ひるまえこまち』，（山形局）『や

まモリ！』，（盛岡局）『ひるっコいわて』，（福島

局）『ふくみみ』，（青森局）『情報ランチ』
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『てれまさむね』 G 月～金　18:10～18:59
第 1 回03.3.31／宮城県域／地域密着型のニュー

ス番組。きょう一日の県内の動きをわかりやすく

伝える最新のニュースをはじめ，視聴者の関心の

高いテーマを取り上げた。スポーツコーナーでは，

プロ野球「楽天」や，J2「ベガルタ仙台」，bjリ

ーグ「仙台89ERS」などを密着取材で伝えた。／

各局タイトル：（秋田局）『ニュースこまち』，

(山形局）『やまがた　ニュースアイ』，（盛岡

局）『おばんですいわて』，（福島局）『はまなかあ

いづ　Today』，（青森局）『あっぷるワイド』

『クローズアップ東北』 G 金　19:30～19:55
日 08:00～08:25

第 1 回02.4.5／原則，第 1 週を県域，第 2 ～ 4

週を東北ブロック／東北の“今”をクローズアッ

プする番組。地域の課題や時代を先取りする人々

の動きにタイムリーに迫った。／各局タイトル：

(仙台局）『クローズアップみやぎ』，（秋田局）

{あきた・よる金』，（山形局）『ディスカバーや

まがた』，（盛岡局）『クローズアップいわて』，

(福島局）『クローズアップふくしま』，（青森

局）『クローズアップあおもり』

『ワンダフル東北』 G 金　20:00～20:43
金 01:40～02:23

第 1 回06.4.7／東北ブロック／東北各地の祭り

やイベント，紀行番組，東北のすばらしい自然を

描いた番組など，多彩なラインナップで構成。

◇ここに技あり／仙台局

「海の町に光る技～宮城石巻市」 04.03

「大地に生きる人を支えて～青森上北」 06.05

「キラリ夏　手仕事輝いて～福島中通り」

07.10

「木の都　技はぐくんで～秋田能代市」 10.02

「三陸こだわりをつらぬいて～岩手宮古」

11.27

「かあさんたちの腕自慢～青森下北半島」

12.11

「鉄の町に技を訪ねて～山形市」 02.05

「職人魂ここにあり」19:30～20:43 03.05

◇おいしい東北／仙台局

第 1回「食べて守ろう　ふるさとの未来」

04.17

第 2 回「心に響く“旬”の力」 06.26

第 3 回「俺たち本気です～農村に飛び込んだ官

僚」 10.23

第 4 回「発酵でふくらむ！ふるさとの夢」

01.22

◇おいしい東北闘技場／仙台局19:30～20:43
～ふるさと究極の一皿対決

第 1回「宮城VS山形」 07.31

第 2 回「青森VS岩手」 09.25

第 3 回「秋田VS福島」 10.30

第 4 回「決勝大会」 12.25

◇そのほか

「映像詩　雪の里の物語」 05.22

「もう一度切りひらく～岩手・宮城内陸地震か

ら 1年」 07.17

「東北大学・川島隆太教授監修　脳を鍛えると

うほくツアー」 07.24

「決定版！秋田大曲　全国花火競技大会2009」

09.04（19:30～20:43）
「山形発ドラマ　スキップ！～商店街が生んだ

アイドル」 09.11

「とうほく童話朗読紀行」 11.20

「きっと弾ける～大河原商業ギター部の 6 か

月」 12.04

「めざせ！冬のてっぺん～もうすぐバンクーバ

ー五輪」 12.18

「命の一滴いただいて～木と対話する職人たち

の半年」 01.15

「求む　おらほの“なかま”～宮城・鬼首
おにこうべ

山学

校の奮闘」 03.26

『第9回　冬・北国からのコンサート』 G
仙台局・秋田局　01.08／19:30～20:43

『第31回NHK東北民謡コンクール～優勝大会』
G 仙台局　03.12／19:30～00:43
『東北ラジオあさいちばん』 R1

月～金　07:40～08:00
土　　07:40～07:55

第 1 回99.4.1／東北ブロック／東北各地の話題

や交通情報，気象情報などを盛り込んだ情報番組。

東北 6 県の地域リポーターの電話リポートや支

局・報道室からの記者リポート，スポーツ情報，

週末情報などをコンパクトに伝えた。

『情報ボックスみやぎ』 R1
金　16:05～16:55

第 1 回08.4.4／宮城県域／県内各地で行われる

週末のイベント情報や旬の食材を使った料理な

ど，暮らしに役立つ生活情報のほか，「川柳・短

歌コーナー」では聴取者からの川柳や短歌を選者

の講評とともに紹介する双方向の情報番組。

『民謡をどうぞ』 R1
日　22:45～23:00
金 14:40～14:55

第 1 回54.11／東北ブロック／東北の最長寿番

再 

再 

再 
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組。放送日を日曜に変更し，新たに再放送も設定。

東北ならではの民謡を，季節に応じたテーマで放

送した。

『夕べのひととき』 FM
月～金　18:00～18:50

第 1 回73.4.2／東北ブロック／音楽を中心とし

たディスクジョッキー番組。洋楽，邦楽，アーテ

ィスト特集など曜日ごとにバラエティーを持たせ

たラインナップ構成で最新の音楽情報を満載し

た。

『仙台音楽倶楽部』 FM
月 1回（土）16:00～18:50

宮城県域／とことん地元，宮城のアーティスト

にこだわり，毎月 1 回，NHK仙台局第 3 スタジ

オからスタジオ生ライブとゲストのトークを放

送。

（2）特集番組
〔東北ブロック〕
『クローズアップ東北スペシャル』 G
「中国戦線　大陸縦断　悲劇の反転作戦」

福島局　15.29／20:00～20:43
「命と暮らしを守る～岩手・宮城内陸地震から

1年」 仙台局　16.12／19:30～20:43
「禁じられた避難～青森空襲の悲劇」

青森局　10.09／20:00～20:43
「シリーズ・不況を乗り切る」

仙台局　11.29／19:30～20:43
『東北縦断クイズ　フロンティアハンター』 G

盛岡局　12.23／19:30～20:40
『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2009～東北地区大会』 G

仙台局　111.15／13:35～14:29

『生きづらさ　感じていますか
～とうほく　いのちのキャンペーン』 R1

仙台局　12.06／19:20～20:55
『第13回熱血！オヤジバトル東北ブロック予
選』 G 仙台局　02.06／17:00～17:43
『第31回NHK東北民謡コンクール～各県大会』
FM 18:00～18:50
山形（2.8），福島（2.9），秋田（2.10），

宮城（2.12），岩手（2.15），青森（2.16）

『伊達者音楽闘技場　Round 4』 G
仙台局　03.13／23:30～00:45

〔県域〕
〔仙台局〕
『みやぎラジオプロジェクト　岩手・宮城内陸地
震から1年～いまラジオに出来ること』 R1

16.14／18:00～18:55，14:00～14:55

『ドーナツてるの！このラジオ～懐かしのEPレ
コード大特集』 FM 11.14／14:00～16:00
『2009 てれまさむね年末スペシャル』 G

12.28／17:05～19:00
『情報ボックスみやぎ特集～第 9 回　NHK仙
台・川柳短歌大会』 R1

01.29／14:52～16:55
『仙台音楽倶楽部　ニューイヤースペシャル』
FM 01.16／16:00～18:50
〔秋田局〕
『あきた・よる金　あなたとテレビの半世紀』
G 17.13／19:30～20:43
『第50回NHK杯秋田県高校放送コンテスト～番
組部門　最優秀・優秀校紹介』

E 17.14～17，21～24／18:55～19:00
R1 17.18／21:05～21:55

『帰ってきた！秋田FMリクエストアワー』
FM 17.25／14:00～17:00
『あきた・よる金　秋田大曲　全国花火競技大会
2009』 G 19.14／19:30～20:43
『ふるさと歴史再発見～新日本紀行アーカイブ
ス～』 G 12.16，13，20／18:00～18:54
『日本全国“地デジで元気！”in 秋田』 G

12.12／11:45～11:54
『ひるまえこまち　クリスマススペシャルライ
ブ』 G 12.25／11:05～11:54
『ニュースこまち　年末スペシャル2009』 G

12.28／17:05～19:00
『あきた・よる金　バンクーバーで輝け！ふるさ
と秋田の選手たち』 G 12.15／19:30～20:43
〔山形局〕
『今夜もなまらナイト』 G・R1・FM
「なまらナイトジュニア！」 FM

04.24，05.29，10.23／16:00～18:00
「実りの秋にヒップヒップフレースペシャル」

G 10.09／19:32～20:45
「3 周年だよ　県民集合スペシャル」 R1

11.20／20:05～21:55
「みんなでヒッパレースペシャル」 G

13.15／19:30～20:43
『朗読「天地人」』 FM

土　14.14～16.13／12:30～12:55
『巻き返せ！モンテディオ』 R1

16.18／20:05～21:00
『やまがたスペシャル　放送間近　山形が生んだ
ドラマ　スキップ！』 G

19.14／20:00～20:43
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『秘蔵シーン満載！スキップ！拡大版』 G
12.14／19:30～20:43

『やまがたニュースアイ　スペシャル』 G
12.28／18:10～19:00

『J1定着だ！モンテディオ』 R1
12.17／20:05～21:55

『モンテディオ山形　前へ！』 R1
03.17／20:05～21:30

〔盛岡局〕
『いわて　よる金スタジアム「Shall We ボウリ
ング」』 G 14.03／19:30～20:30
『いわて　よる金スタジアム・スペシャル』 G

15.13／13:05～14:35
『岩手発 ドキュメント13min.』 G

20:30～20:43
「私だからできること」 14.13

「のんびりたまご湯日和」 16.15

「リピと私の夢舞台」 12.14

「私が撮った安比の夜」 12.15

「岩洞湖の“守り人”」 13.15

『フロントライン～岩手の農業　挑戦の最前線』
G 12.14 19:30～20:30
『いわてみんなのうた』

G 月～木　10:55～11:00
E 月～金　18:10～18:15，16:15～16:20

R1・FM 月～金　11:55～12:00
『花巻東　センバツ準優勝　選手が語る甲子園』
G 14.16／22:45～23:24
『激闘43日～花巻東　ベスト4への軌跡』 G

18.29／22:00～22:50
『NHKのど自慢　予選会～岩手県大船渡市～』
G 14.26／13:05～15:00

『第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会』
G
「グルージャ盛岡」対「明治大学」～ 1回戦

19.20／13:00～15:00
『ストップ・ザ・交通事故』 R1

19.28／16:00～16:55
『公開ラジオ生放送　ラジオ　タイムトラベル』
R1 10.18／13:05～15:55
『NHK盛岡ビデオ便り大賞2009』 G

12.28／17:05～18:00
『おばんですいわて　年末ハイライト』 G

12.28／18:10～19:00
『第31回NHK東北民謡コンクール岩手県大会』
G 12.15／19:30～20:30

〔福島局〕
『ワンダフル福島』 G
「憎しみからは何も生まれん～会津の劇団　遺

恨に向き合う」 12.16／10:00～10:43
『NHK福島　テレビ放送開始50年』 G
「いつもそこにテレビがあった」

14.13／19:30～20:43
『クローズアップふくしまスペシャル』 G
「楽園の島は地獄になった～テニアン島」

18.23／18:00～18:43
『主役は福島！みんなのテレビ』 G

20:00～20:43
「B級グルメで福島を元気に！」 14.25

「褒めて福島を元気にしよう！」 15.22

「夏だ！飛び出せ“遊び王”」 17.24

「幸せのお弁当大作戦！」 19.25

「芋煮で心も体もほっかほか！」 10.23

「最先端！あなたもなれる“漬物美人”」 12.15

「スペシャル・心に響け♪合唱のチカラ」

13.19

『朗読「天地人」』 R1
土　14.11～16.16／12:30～12:55

『NHK福島　テレビ放送50年記念～ジャズ・プ
ロムナード　in 福島～』 FM

16.13／14:00～16:00
『国府弘子・MASAKOファミリーコンサート』
FM 18.11／14:00～16:00
『はまなかあいづToday 年末スペシャル』 G

12.28／17:05～19:00
〔青森局〕
『のど自慢予選会～むつ市の歌自慢大集合』 G

16.15～19／11:05～11:30
『太宰治・生誕100年記念番組　叫べ！100人
の走れメロス』 G 18.11／14:00～14:45
『青森スペシャル　生中継　青森ねぶた祭』
Gサブ 18.16／19:00～21:00

『あっぷるワイド　年末スペシャル』 G
12.28／17:05～19:00

『お国ことばで川柳　なもあんだもスペシャル』
G 13.15／19:30～20:43
〔各局共通〕
『第76回　NHK全国学校音楽コンクール』
「宮城県」 E 09.05～06／FM 09.12

「秋田県」 G 09.06／FM 09.12

「山形県」 E 08.29／FM 09.12

「岩手県」 E 09.19～20／FM 09.21～22

「福島県」 E 10.17～18，24／FM 09.11～12

「青森県」 E 09.05／FM 09.12
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「東北ブロック」 E 09.23，26／FM 10.03

3 .スポーツ中継（地域放送）

＊ ブロックと特記した以外は県域

〔高校野球〕
第91回全国高等学校野球選手権　地区大会

宮城県 3～ 4回戦 R1・FM／07.21，23～25

準々決勝 G・E・FM／07.26～27

準決勝 G・E・R1／07.29

決勝 G・R1／07.30

秋田県 2回戦～準々決勝 R1／07.14～18

準決勝 G・E・R1／07.20

決勝 G・E・R1／07.21

山形県 3回戦～準々決勝

R1・FM／07.17，20～22

準決勝 G・E・R1／07.24

決勝 E・R1／07.25

岩手県 3回戦～準々決勝

R1・FM・G・E／07.16，18，20～21

準決勝 G・E・R1・FM／07.23

決勝 G・R1／07.24

福島県 3回戦～準々決勝

R1・FM／07.18，21～22

準決勝 G・E・R1・FM／07.24

決勝 G・E・R1／07.25

青森県 3回戦～準々決勝

R1・FM／07.20～21，23～24

準決勝 G・E・R1／07.25

決勝 G・R1／07.28

第62回秋季東北地区高等学校野球

◇地区大会（準決勝， 3位決定戦・決勝）

岩手 R1／09.22～23

宮城・秋田・山形・青森 R1／09.26～27

福島 R1・FM／09.27～28

◇東北大会（東北ブロック）

1～ 3回戦 R1／10.09～11

準決勝 R1／10.12

決勝 R1／10.13

〔その他のスポーツ〕
NHK杯東北高校選手権大会（東北ブロック）

サッカー 仙台・山形局　E／06.22

バレーボール 仙台局　E／06.28

アイスホッケー 仙台・青森局　E／12.06

第51回NHK杯　青森県卓球選手権大会

青森局　G／11.29

冬季五輪　カーリング女子日本代表決定戦

青森局　G・E／11.07

プロ野球

「楽天」（仙台局・東北ブロック）

対「ソフトバンク」 R1／04.09

対「ソフトバンク」 G／04.24

対「日本ハム」 R1／04.30

対「オリックス」 R1／05.01

対「日本ハム」 R1／05.14

対「ソフトバンク」 G／05.15

対「阪神」 R1／06.03

対「中日」 R1／06.11

対「広島」 R1／06.18

対「西武」 G／07.03

対「西武」 G／07.04

対「西武」 R1／09.03

対「日本ハム」 G／09.05

対「ロッテ」 G／09.18

対「西武」 R1／10.04

サッカーJ2リーグ

「ベガルタ仙台」（仙台局）

対「栃木SC」 G／04.18

対「横浜FC」 G／05.23

対「水戸ホーリーホック」 G／11.08

対「セレッソ大阪」 G／11.22

対「大宮アルディージャ」（J1）※ブロック

G／03.13

サッカーJ1リーグ

「モンテディオ山形」（山形局）

対「鹿島アントラーズ」※ブロック G／04.18

対「ヴィッセル神戸」 G／10.17

対「柏レイソル」 FM／10.24

女子サッカー　なでしこリーグ

「マリーゼ」（福島局）

対「浦和レッズレディース」 G／04.19

対「湯郷ベル」 E／06.07

対「FC高槻」 G／11.01

バスケットボール　bjリーグ

「仙台89ERS」（仙台局）

対「大分ヒートデビルズ」 G／01.09 

対「新潟アルビレックス」 G／03.14

ラグビー　トップイーストリーグ

「秋田ノーザンブレッツ」対「釜石シーウェイブ

ス」 （秋田・盛岡局）G／11.22

Ⅱ．技　術

1 ．地域番組の制作

金曜夜間の充実と公開番組・地域のスポーツ番
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組の定着を図るとともに，年間大型企画「おいし

い東北・闘技場」「シリーズ不況」など地域放送

の充実に努めた。また，大型中継車のカメラ更新

を行うなど，地域放送の質の向上に努めた。

データ放送の地域サービスとして，L字「楽天

イーグルス速報」「天気＆ニュース」などを放送

した。

2 ．緊急報道

チリ地震による大津波警報の発表を受け，東北

域内，東京，関東甲信越のCS中継車とヘリコプ

ターを緊急動員し，災害情報を文字スーパーなど

で放送したほか，衆議院議員選挙や秋田，宮城の

県知事選挙など各種の選挙対応を行った。

また，近い将来高い確率で発生が予測される宮

城沖地震や自然災害，事件・事故に備え，実践的

な想定訓練や設備整備に努めた。

3 ．放送設備整備

放送の安定送出のため，老朽化した電源設備，

給排水設備，空調設備を更新した。

緊急報道強化と地域放送充実に向け，中型ヘリ

を仙台基地に配備，岩手県・釜石の無線伝送ルー

トや米沢市役所の天気カメラを更新。加えて，仙

台局番組用静止画装置，山形局の静止画サーバー

装置とスタジオ照明設備，域内全局の選挙・スポ

ーツ用ディスプレイ装置のほか，老朽化の著しい

可搬型テープ録音再生機を更新した。

また，青森・八戸デジタル中継局の中継回線を

TTL化したほか，仙台会館～原町ラジオ放送所

間のSTL回線装置や山形・長井FM，福島・信夫

丘Rなどの放送機を更新し，電波の安定確保を図

った。

4 ．電波サービスの充実

東北域内で新たに96局のデジタル中継局を整

備し，ネットワークの拡大を図った。この結果，

域内における地上デジタル放送の世帯カバー率

は，08年の92％から94％に向上した。また， 7・
10・ 3 月期を電波確保重点月間として，電波サー

ビスの安定運用に取り組んだ。

5 ．デジタル放送の普及促進

各県の放送事業者や総務省東北総合通信局など

で構成する地上デジタル放送推進協議会と連携

し，アナログ終了までの節目の期日に合わせて，

地上デジタル放送普及イベントを実施した。

また，『情報パレット』などの地域情報番組や

夕方の地域ニュース番組などでもデジタル受信の

解説やデジタル中継局の開局情報，デジサポの活

動PRなどを放送した。

6 ．良好な受信環境の確保

地上デジタル放送の受信インフラ整備に向けて

受信状況の把握を進め，視聴者からの受信相談に

的確に対応した。また，デジサポなどの関係機関

とともに，障害対策共聴や集合住宅共聴のデジタ

ル化促進のための講習会や情報提供を行った。

そのほか老朽化したNHK共聴23施設に光ファ

イバーを用いた更新工事を実施。293施設に地上

デジタル放送の導入改修工事を実施した。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

（1）視聴者・地域と一体となったイベントの展
開

東北各局で『NHKのど自慢』や『ラジオ体

操・みんなの体操会』などの公開番組を37本実施

したほか，エリアターゲット〔栗駒市（ 7～ 8月），

横手市（ 4月），大江町（12月），一関市（ 5月～

7 月），川俣町（ 2 ～ 3 月），八戸市（ 4 月）〕を

実施。

また，「NHK子育てのうたコンサート～心育む

歌・親から子への贈りもの」（仙台市　8.9），「主

役は福島みんなのテレビスペシャル　心に響け♪

合唱のチカラ」（郡山市　2.27），「叫べ！100人の

“走れメロス”～舞台朗読で聴く太宰の世界」

(五所川原市　7.12）などの企画イベントを実施。

さらに視聴者との触れ合いを深める「わくわくテ

レビまつり」（仙台市　8.13～14）や「会館公開

イベント」（各局）を実施した。

（2）東北ブランドのイベント
『第 9 回冬・北国からのコンサート』（12.4）

を秋田市で実施。東北ゆかりの歌手による北国の

歌，秋田のぬくもり，北国・故郷へのメッセージ

などのコーナーを設けた。

また，「定禅寺ストリートジャズフェスティバ

ル」の前夜祭イベント（9.11）を開催した。

このほか平泉の文化資産を紹介する展覧会「平

泉～みちのくの浄土」を最終会場である東京・世

田谷美術館で 4月13日まで開催した。

（3）地域に根づいたイベント活動
①NHK全国学校音楽コンクール
各県大会と東北ブロックコンクール（名取市
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9.12～13）を実施。東北代表に郡山市立大島小学

校，弘前市立小沢小学校，郡山市立郡山第二中学

校，福島市立福島第一中学校，宮城県第三女子高

等学校，福島県立安積黎明高校が選ばれた。全国

コンクールでは，郡山市立郡山第二中学校が金賞，

弘前市立小沢小学校，宮城県第三女子高等学校が

銀賞，福島市立福島第一中学校，福島県立安積黎

明高校が銅賞を受賞した。

②第31回NHK東北民謡コンクール
東北 6県と新潟県で県大会，宮城県多賀城市で

優勝大会（2.21）を実施。各県大会には18歳以下

のジュニア部門に43人，19歳以上の大賞部門に

547人が応募。優勝大会の「大賞」は水戸邦夫さ

ん（山形県），「ジュニア大賞」は東山栞奈さん

(青森県）が受賞した。

③第27回NHK東北ふるさと賞
東北各県のさまざまな分野で顕著な成果を上げ

地域活性化に貢献した個人・団体 6 件を顕彰し

た。受賞者は，大泉勉さん（宮城県），中村征夫

さん（秋田県），米沢市企画調整部総合政策課天

地人推進室及びマスコットキャラクター「かねた

ん」（山形県），花巻東高等学校硬式野球部（岩手

県），遠藤千晶さん（福島県），佐藤初女さん（青

森県）。

2 ．営　業

09年度は， 3か年経営計画の初年度として「支

払率の向上」と「営業経費率の低減」という経営

方針に従い各営業目標確保のための活動を展開し

た。「訪問集金廃止後の新しい地域スタッフ体

制」の早期定着を図り，パワーシフトによる未契

約者や未収者の削減に取り組んだ。また，割引制

度を活用した事業所契約対策の強化により契約総

数の増加を図った。

一方，事務処理業務全面委託化の 1年目として

宮城県で着手，外部委託によりスリムで効率的な

営業職員体制の構築にも取り組んだ。

民事手続きによる支払督促は，宮城県・福島県

に加えて山形県と岩手県に拡大し，公平負担の徹

底に向けた取り組みを強化した。こうした活動に

より，09年度末の東北地方の放送受信契約数は

303万7,493件，衛星契約は130万4,864件となった。

3 ．広　報

（1）地域イベントと広報活動
東北各局では，エリアターゲットでのイベント

展開にあわせて多彩な広報活動を行った。

秋田局の「エキヨコ夏祭り」，仙台局の「わく

わくテレビまつり」には，それぞれ 2日間でファ

ミリー層 1万5,000人が訪れた。

2 月「地デジDEどーも」（郡山市）， 3 月「い

わて！地デジ☆ショータイム」（盛岡市）を実施

し，アナログ終了・完全デジタル化の周知に努め

た。

（2）番組広報活動
山形局では，テレビ放送開始50周年記念ドラマ

{スキップ』を制作し， 9月に東北ブロックで放

送，12月に全国放送した。ドラマ制作にあわせて

公開ホームページ（応援ブログ）を立ち上げ，視

聴者とのつながりを強めた。

2月のバンクーバー五輪では，秋田局と山形局

がパブリックビューイングを行った。

（3）地上デジタル放送の普及広報
地上デジタル放送推進協議会と連携し，説明会

や臨時相談コーナーを開設，普及に努めたほか，

12月 1 日（デジタル放送の日）には，各局地デジ

推進大使が知事や市長を表敬訪問し，完全デジタ

ル化への理解を訴えた。

また，各局独自にくふうを凝らした内容の「ア

ナログ放送終了スポット」を制作・放送した。

（4）視聴者との結び付きを強化する活動
「ふれあいミーティング」を公開番組やイベン

ト，会館見学などのさまざまな機会をとらえて積

極的に行い，NHKへの理解促進に努めた。

会館公開は，秋田局（ 7 月），山形局（10月），

盛岡局（10月），福島局（ 7 月・10月），青森局

(11月）で実施し，視聴者との触れ合いを深めた。

仙台局は，見学者コースのリニューアルを行い，

放送センター以外では初の「おじゃる丸のアフレ

コ体験コーナー」を設置した。

（5）公共放送ならではの取り組み
福島局では，第 7回公募写真展を福島市や郡山

市で開催して地域文化に貢献した。

仙台局は，小学生の防災意識の向上と災害報道

への取り組みについて理解を深めてもらうため，

[地震防災教室」を年 6回実施した。
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関東甲信越
「政権交代の年」となった09年。 7月の東京都

議会議員選挙は，衆議院選挙の前哨戦として注目

を集めた。有権者の関心も高く，投票率は前回を

10ポイント余りも上回った。結果は民主が大勝，

都議会第 1党に躍り出たのに対し，自民・公明は

過半数割れに追い込まれた。視聴者の関心に応え

るため取材・調査を入念に重ね，当日は開票速報

番組で当選確実の情報や情勢分析などを伝えた。

続く 8月の衆院選は「政権交代」が最大の焦点

となり，とりわけ関東甲信越では比例も含めて

162人の当選を判断することになった。これは衆

院の定員の約 3分の 1に当たるもので，各局いず

れも総力態勢で取材や番組準備に当たった。当日

は各局と連絡を密にしながら，当選確実の判断に

当たるとともに，ローカル枠の開票速報で選挙区

情勢の分析などを詳しく報道した。

9月以降には政権交代による影響を重点的に取

材。特に国土交通大臣が建設中止を明言した群馬

県の八ッ場ダムや，羽田空港との共存のあり方が

焦点になってきた成田空港については，地元の反

応・動向をきめ細かく取材して報道した。また育

児・教育・農業などへの影響も住民の目線で取材

し放送した。

関東甲信越では09年も凶悪な事件が相次いだ。

7 月には千葉市の団地で女性が殺害され娘も連れ

去られるという事件が起きた。10月には千葉県松

戸市で女子大学生が自宅のマンションで殺害され

ているのが見つかったほか，埼玉県警が結婚詐欺

容疑で逮捕した女の周辺で男性が不審な死を遂げ

ていることが発覚した。いずれの事件も人権に配

慮しながら積極的に取材・報道した。このうち松

戸市の事件については，逮捕された男が事件の 1

か月前に服役を終えたばかりだったことから，再

犯防止の課題を『クローズアップ現代』で扱った。

07年に千葉県市川市のマンションで，語学学校

講師のイギリス人女性が殺害されて遺体が見つか

った事件で，死体遺棄の疑いで指名手配されてい

た男とよく似た人物が10月下旬に名古屋市内の病

院で整形手術を受けていたことが明らかになっ

た。男は11月に大阪市内で見つかり逮捕された。

逮捕時には長時間の中継を交えるなど丹念に放送

した。

災害では，台風が10月 8 日に関東甲信越地方を

横断，茨城県や千葉県では竜巻が発生した。 1人

が死亡，50人以上が負傷したほか，住宅被害も相

次ぎ，鉄道などの交通機関にも影響が広がった。

こうした台風に加えて， 7月には群馬県館林市で

竜巻が発生して20人以上が負傷した。冬季には強

風などのため鉄道のダイヤが乱れ，朝の通勤客が

影響を受けることもあった。首都圏放送センター

では特設，速報，L字などできめ細かく放送した。

◇ 4月下旬，WHO＝世界保健機関は，メキシコ，

アメリカなどでの新型インフルエンザの感染拡

大を受け，警戒レベルをこれまでより 1段高い

[フェーズ 4」に引き上げた。千葉局・成田報

道室は，アメリカ本土・メキシコからの到着便

を対象に実施される機内検疫の情報を精力的に

取材。帰国者の感染が初めて確認されてからは，

感染者の容体や同じ旅客機に乗っていて停留措

置の対象になったアメリカ人などの様子も詳し

く伝えた。

◇ 8 月10日，全国で 2 例目の裁判員裁判が，さ

いたま地裁で始まった。裁判員が審理したのは，

金の貸し借りを巡って男性が包丁で刺された事

件で，解体工の男が殺人未遂の罪に問われた。

懲役 4年 6か月の実刑が言い渡された。

◇10月21日，足利事件で逮捕され，17年半ぶりに

釈放された菅家利和さんの再審が宇都宮地裁で

始まった。 3月26日に宇都宮地裁は無罪を言い

渡し，裁判長は「菅家さんの真実の声に十分に

耳を傾けられず17年半の永きにわたって自由を

奪う結果になったことを誠に申し訳なく思いま

す」と謝罪。菅家さんの無罪が確定し，その詳

細を丹念に取材し，放送した。

◇10年 3 月11日，茨城空港が全国で98番目の空港

として茨城県小美玉市に開港。国や茨城県が約

220億円をかけて航空自衛隊百里基地に新たに

滑走路などを整備して建設した空港だが，開港

時の定期路線は韓国便の 1路線だけ。各地の地

方空港で路線の撤退や縮小が相次ぐ中，厳しい

開港となった。中継を交え伝えた。

◇長野局では，10月25日投開票の長野市長選挙で，

取材票の情報ルートを構築し，他社を圧倒する

早さで現職の鷲澤正一氏に当確を打った。

◇ 9 月26日，新潟県で「トキめき新潟国体」が

開幕した。大会には選手・役員あわせて 2 万

3,000人余りが参加した。

◇ 9 月29日，佐渡市でトキの野生復帰を目指し

た 2回目の放鳥が行われた。

◇甲府局では，独自のキャラクター「しんげん君

ファミリー」によるステージショーを開発し，

県内各地で実施するとともに，ミニ番組を制

作・放送し，地デジの普及促進とCS活動を行
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った。

◇前橋局では，八ッ場ダム建設中止問題の動きを

伝えた。政権交代に伴う象徴的な出来事として

関心を呼んだ。

◇千葉局では，「英国人女性殺害事件」「松戸市女

子大学生殺害事件」などを迅速かつ正確に伝え

た。

◇さいたま局では，『連続テレビ小説～つばさ』

にあわせて，ご当地埼玉県の魅力を全国に発信

する関連番組やイベント，ホームページを展開

した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要」

〔関　東〕
およそ4,200万人が暮らす関東地域に向けて東

京から電波を送り出し放送サービスを行ってい

る。東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群

馬の 1都 6県の視聴者のさまざまな要望に応える

ため，各時間帯に地域の情報を提供している。さ

らに『特報首都圏』や『小さな旅』という定時番

組を週 1回放送したほか，金曜夜の時間帯に43分

の地域特集番組『新トーキョー人の選択』（09年

は 9本）を放送した。

夕方 5時台の『ゆうどきネットワーク』は全国

47局で放送。番組の内容は，全国各地からの中継

や旅の企画を増やしたほか，主婦層に関心の高い

暮らしに直結するビビッドな問題なども積極的に

取り上げた。 6時台の『首都圏ネットワーク』で

は，新政権での暮らしがどう変わるのかをシリー

ズ化するなど，さまざまなテーマを視聴者の目線

で掘り下げた。

09年度は，番組でも数多くの全中発信を行った。

4 月には『NHKスペシャル～介護保険が“使え

ない”』， 5月には『緊急報告　新型インフルエン

ザ』など，『追跡！A to Z』では 5 月に「貸す

か貸さないか　銀行の選択」，10月には「八ッ場

ダム　解決の糸口はあるのか」などを取り上げた。

10年 1 月には「JAL経営破たん　日本の空はどう

なるのか」なども放送した。『ワンダー×ワンダ

ー』では 9月「上海　摩天楼の空中職人」を放送。

さらに，『クローズアップ現代』では 6 月「介護

と仕事　両立できる社会へ」， 7 月「がんととも

に　どうする子への告知」を放送。さらに10年 1

月には「JAL破たん　舞台裏の攻防」「ほめる力」，

千葉女子大生殺人をテーマに掘り下げた「なぜ再

犯を防げなかったか」を放送した。『にっぽん紀

行』では 4月に「ファインダー越しに笑顔見つめ

て」を放送。 8月の夏季特集では東大応援団の若

者たちを追った『俺
おれ

たちの学び舎
や

』を制作。また

{ドキュメント20min.』では10年 2 月「羽田発最

終便」を放送した。

いずれも低い目線で社会が抱える現実や問題に

向き合い，その背景に迫ることで視聴者の期待に

応えた。

〔長野局〕
地域に貢献し地域を元気にし，信頼される放送

局として，地域放送の充実に取り組んだ。災害・

緊急報道への取り組みでは，松本地域での地震に

備えJR松本駅前へHVロボットカメラを設置し松

本市内の映像を放送可能にした。10月に長野を襲

った台風18号では台風情報，10年 3 月の大雪の際

には高速道路情報や鉄道運行情報を「逆L字スー

パー」を使い伝えた。

名古屋局・富山局と共同制作した『北アルプス

大縦走』は山岳の魅力をインターローカルの放送

でより広域に発信し，再放送希望が数多く寄せら

れて全国にも放送した。

『知るしん。』は県内の問題や課題を検証する

企画などを信州ゆかりのゲストとともに生放送で

伝えた。年間15本の平均視聴率11.6％と金曜20時

の激戦時間に多くの支持を得た。

夕方のニュース番組『イブニング信州』は，一

日のニュースを中心に，リポートやスタジオ解説，

カメラマン企画や中継など細かく伝えた。年間平

均視聴率14.1％で同時間帯ではよく見られた。

『ひるとくテレビプラザN』は， 1 階ロビーか

ら生放送の触れ合いの場で県民多数が出演した。

〔新潟局〕
09年に放送した大河ドラマ『天地人』は県内

で一大ブームとなり，観光などの活性化につなが

った。地元の盛り上がりを支えるため，『新潟ニ

ュース610』『金よう夜　きらっと新潟』などでさ

まざまな情報を発信した。また，大河ドラマ放送

終了後には，長岡で「天地人・トーク＆コンサー

ト」を開催し，ローカルおよび全国で放送した。

トキの 2 回目の放鳥は，県域放送だけでなく

{ニュース 7』や『おはよう日本』などの全国ニ

ュースでも放鳥前後の動きをていねいに伝えた。

9月に開幕した「トキめき新潟国体」は，開会

式を全国放送で生中継した。また，決勝戦を中心

にさまざまな競技も全国放送した。このほか，ロ

ーカル放送では，県内選手の結果や大会運営の舞

台裏など，さまざまな動きを毎日『新潟ニュース
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610』で放送した。

『新潟ニュース610』では，柏崎刈羽原発の運

転再開問題，北陸新幹線建設やトキの 2回目放鳥

をはじめ，コメ農家に対する県独自の所得保障の

動きなど米どころの取り組みなどを詳細に伝え

た。また，記録的な大雪や台風接近などでは，気

象情報だけでなく交通情報などの生活情報をきめ

細かく伝えた。

〔甲府局〕
「地域再生」と「富士山」をテーマに企画シリ

ーズや番組を展開。富士北ろくキャラバンを 3日

間実施。『まるごと山梨』では，毎週水曜の地域

再生コーナーで，地域活性化のヒントを伝えた。

{金曜山梨』では，年間通して富士山を取材して

放送。『もうすぐ山梨のおひる』では，地域の豊

かな自然や文化を紹介した。全中番組は，『NHK

スペシャル』の「エジプト発掘」，『スポーツ大

陸』『新日本風土記』。スポーツでは，サッカーJ2

のヴァンフォーレ甲府や女子バスケットの山梨ク

ィーンビーズの試合を中継するとともにニュー

ス・番組で詳しく伝えた。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『こんにちは　いっと6けん』 G

月～金　11:05～11:54
第 1 回93.4.5／関東ブロック／関東の 1 都 6 県

の身近な生活情報や話題を放送した。

月曜は 1 都 6 県すべての局から地域の話題と 1

週間のイベント予定を伝え，火・水・木曜は各県

からのリポートのほか，東京からは築地市場情報

や花情報，視聴者の投稿作品を紹介する「川柳じ

ぶん流」，地域で活躍する人たちにスポットを当

てる「わたしの街のイチオシさん」，熱中してい

る趣味や生きがいを紹介する「人生わたし流」な

どのコーナーを制作，暮らしに役立ち，生活が潤

う情報をさまざま盛り込んだ。金曜は関東各地を

訪ねる「とっておき散歩」，話題の人物に話を聞

く「金曜インタビュー」，注目の本や音楽も紹介

した。また，おいしい料理を手軽に作ることがで

きる「かんたんごはん」やその日の出来事を伝え

る「日めくりカレンダー」を月～金曜まで毎日放

送して，視聴者の要望に応えた。

『ゆうどきネットワーク』 G
月～金　16:50～18:00

第 1 回06.4.3／全国47局がネットを受けるイン

タ－ローカル番組／NHK内のスタジオパークか

らライブで生活情報を伝えた。全国47局を結ぶ中

継やヒューマンドキュメンタリー，ジャーナルな

企画，さらに紀行や料理，生活術まで幅広いジャ

ンルの話題を面白くわかりやすく伝えた。多彩な

コーナーを展開することで，幅広い視聴者の関心

に応え，新たな視聴者層を開拓した。／キャスタ

ー：山本哲也・松村正代アナ

『首都圏ネットワーク』 G
月～金　18:10～18:59

第 1 回97.4.1／関東ブロック／ニュース，生活

情報，地域の話題などを幅広く伝える総合ニュー

ス情報番組。関東各局のネットワークを生かして，

1都 6県のニュースや話題について「きめ細かく，

わかりやすく」を基本に伝えた。その日にこだわ

って，事件・事故の現場からのリポートや記者解

説を多用し，問題点や課題に迫るニュースアップ

に力を入れた。また，月曜には地域で活躍してい

る人たちを紹介する「きらり，この人」，金曜の

[文化流行最前線」では，東京ならではの最新の

トレンド情報を社会的な背景とともに紹介した。

さらに，番組では政権交代による生活への影響を

探るために「新政策で暮らしは」と題したシリー

ズを展開。10月には「戸別所得補償」や「地方空

港」「子育て支援」，11月には「事業仕分け」など

視聴者に関心の高い暮らしの変化について多角的

に取材して伝え，多くの反響があった。

『新トーキョー人の選択』 G
金（随時）20:00～20:43

第 1 回06.4.28／関東ブロック／首都圏の暮らし

にかかわる問題をさまざまな角度から検証し，徹

底的に掘り下げた。落語家の春風亭小朝を司会に

現代の論客たちのトークとミニドキュメントを絡

めて「選択」をキーワードに大都会に住む人々の

悩みをひもといた。「ひとりの時間を大切に」

(4 .17），「いまどきの副業　何を求めますか」

(5.15），「エイジング・コンプレックス」（7.3），

[快適目覚め術　教えます」（9.4）など 9 本を放

送。視聴率は最高で7.4%を上げた。

『首都圏ニュース845』 G
月～金　20:45～21:00

第 1 回96.4.1／関東ブロック／首都圏のその日

の主なニュースをまとめて放送。関東地方各地の

一日の出来事がコンパクトにわかるニュースとし

て視聴者から高い支持を受けている。

『特報首都圏』 G 金　19:30～19:55
（新潟局）月　11:05～11:30

第 1 回84.4.6／関東甲信越ブロック／関東甲信

越で起きた事件・事故の背景に迫る調査報道のほ

か，首都圏で問題になっている課題を掘り下げて，



その背景や解決策を考える地域情報番組。09年度

は「老人施設火災」「新型インフルエンザ」「介護

殺人」「東京五輪招致」など，36本を放送した。

女性の社会進出が定着する中，「女性の生きづら

さ」や「待機児童」など，働く女性に関心が高い

テーマを放送した。急速に高まるインターネット

文化を「投稿動画」や「ネット選挙」という視点

で伝えた。また，下水道施設が劣化しているとい

う実態から，老朽化する都市への警鐘を鳴らした

ほか，高層ビル建設に欠かせないクレーン作業で

相次ぐ事故の背景を取材するなど，首都圏エリア

に潜在する問題を多角的に取り上げ，視聴者の安

心・安全を守る放送を行った。

『小さな旅』 G 日 8:00～ 8:25
土 4:30～ 4:55

HV 木 7:00～ 7:25
土 6:30～ 6:55

第 1 回83.4.8／関東甲信越・静岡・福島ブロッ

ク／放送開始から27周年を迎えた。各地の風土と

暮らしの輝きを豊かな映像で伝えてきた紀行番

組。09年は46本放送（特集を含む）。枠内の特集

として，全国各地を旅する『特集　小さな旅』は

8 月，年末年始， 3 月に釧路，名古屋，大阪，秋

田，広島，大分など 7本，登山のすばらしさを描

いた「山の歌」は 8月と 9月に 3本放送した。視

聴者から寄せられた手紙でつづる「忘れられない

わたしの旅」は12月に 3 本放送した。「山の歌」

と「忘れられないわたしの旅」の総集編の特集番

組は全国放送され，共感を呼んだ。

『サタデーホットリクエスト』 FM
土　14:00～18:50

第 1 回96.4.6／NHK505スタジオからの公開生

放送。リスナーからのリクエスト，メッセージで

進行する 4時間50分のワイド生番組。毎回，多彩

なゲストを迎え「HOTライブ」「HOTカルチャ

ー」等のコーナーで構成。10.3.20に最終回スペシ

ャルで，14年の歴史にピリオドを打った。／出

演：杏子，ヒロシ，AKINAほか

『サンセットパーク』 FM
月～金　18:00～18:50

（東京，さいたま，水戸，甲信越）

リスナーからのリクエストに応えるDJ番組。

月・洋楽，火・Jポップ，水・インストルメンタ

ル（イージーリスニング），木・映画音楽，金・

ジャズ。年間 4回ゲストを迎え，ヒット曲情報な

ども届けた。DJは，種村祐美子，山本由布子の 2

人。

〔長野局〕
『ひるとくテレビ　プラザN』 G

月～木　11:40～12:00
金　　11:30～12:00

地域の生活情報を会館ロビーから公開生放送。

09年度は市町村の観光関係者や信州ゆかりのアー

ティスト，スタジオ参加者もあわせて延べ549人

が参加し，イベント情報，暮らしのヒント，安

心・安全情報を伝えた。

『イブニング信州』 G 月～金　18:10～19:00
新設の気象コーナーでは，気象予報士が県内の

気象情報を詳しく伝えた。「ニュースの？」はニ

ュースのさまざまな疑問を記者解説でわかりやす

く伝えた。「スポしん。」はバンクーバー冬季五輪

を控えた県ゆかりの選手たちを数多く取り上げ，

サッカーのJFLを目指す松本山雅FCの活躍も詳

しく伝えた。キャスターが現地から地域の話題を

集中的に伝える「つながるスタジオ」を南信地域

で 4日間実施した。「撮るしん。」には08年を50件

上回る月190件余りの写真が寄せられた。

『知るしん。』 G 金　20:00～21:00
金曜20時，家族がそろってテレビを見る時間に，

県内の問題や課題を掘り下げて伝える「ズームア

ップ信州」，最新トレンドを紹介する「いまコ

レ！」，信州ならではのこだわり旅を提案する

[旅しん。」など，多彩な話題をマガジン形式で

信州ゆかりのゲストとともに伝えた。

『信州845』 G 月～金　20:45～21:00
信州の一日がわかる地域最終ニュース番組。

『もぎたて信州朝いちばん』 R1
月～金 7:40～ 8:00

ニュース・気象情報のほか，地域の話題を電話

で伝えてもらう情報番組。

『ニュース』 R1 月～金　19:45～20:00
長野県の一日をコンパクトに伝えるローカル最

終ニュース。

〔新潟局〕
『くらしのガイド新潟』 G

月～金　11:45～12:00
展覧会や祭りなどイベント情報，青果・鮮魚の

市場情報，行政・医療のお知らせなどを伝えた。

『新潟ニュース610』 G 月～金　18:10～19:00
県内ニュースや動きを記者リポートや記者解

説，中継など交えて多角的に伝えた。インタビュ

ー，スポーツ，ケーブルテレビ便り，大河ドラマ

{天地人』を迎える各地の盛り上がり，街中の流

行情報などの企画コーナーも充実させた。

再 

再 
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『金よう夜　きらっと新潟』 G
金　19:30～19:55
火　11:05～11:30

トキめき新潟国体，日本文理高校の準優勝，新

潟県中越地震・新潟県中越沖地震からの復旧復

興，トキの 2回目の放鳥などに関連した特集企画，

新潟の豊かな自然，文化，故郷に思いを寄せる

人々などを紹介した。

『新潟ニュース845』 G 月～金　20:45～21:00
県内の一日のニュースをコンパクトに伝えた。

『新潟ラジオセンター』 R1
月～金　07:40～ 8:00

新潟の各分野で活躍する人が語る「朝の随想」，

[防災メモ」のほか気象情報，交通情報を伝え，

春休み・夏休みには，朗読「親子で読みたい絵

本」も放送。

『新潟・きょうの1日』 R1
月～金　19:45～20:00

県内の一日のニュース・気象情報のほか，地震

や水害への備えを呼びかける「防災メモ」を伝え

た。

『朗読「天地人」』 R1
（ 1～ 6月）水　21:30～21:55

大河ドラマ『天地人』の原作の魅力を紹介する

番組として09年 1 月放送開始。全21章を毎回 1章

を放送するために一部はあらすじ紹介とし，要所

を朗読した。福島局・山形局との共同制作。

〔甲府局〕
『もうすぐ山梨のおひる』 G

月～金　11:40～12:00
地元のJリーグチームの紹介，旬の食べ物など

生活情報やイベントPR，そして「発信！ハート

プラザ」では甲府局の番組や仕事の紹介をした。

『まるごと山梨』 G 月～金　18:10～19:00
女性アナをメインに，現場にこだわった“山梨

のいま”が“まるごと”わかるニュース情報番組

として充実を図った。

『ニュース山梨845』 G 月～金　20:45～21:00
『金曜山梨』 G 金　20:00～20:29
金曜20時という視聴好適時間にふさわしい質の

番組として定着した。09年度は23本制作。

〔横浜局〕
『よこはまサウンド♪シャトル』 FM

月～金　18:00～19:00
多彩なゲストを招き，音楽情報や暮らしの情報

を伝えた。放送後に動画配信を行った月 2回のジ

ャズライブ，大学生がキャンパス情報を紹介する

[かなキャン」でネットとの連動を図った。

〔前橋局〕
『トワイライト群馬』 FM

月～金　18:00～19:00
ニュースや交通情報・気象情報，市町村イベン

トや生活・文化情報を音楽とともに発信。完全生

放送化を実施して速報性を強化した。尾瀬シリー

ズ，世界遺産を目指す富岡製糸場シリーズを組み，

重点的に情報を伝えた。

『ぐんま土曜広場』 FM 土　14:00～（16:00）
年 3回の群馬交響楽団・定期演奏会『群響アワ

ー』のほか，『ふれあい歌謡ステージ』『群馬ジャ

ズ・フェスティバル　2009』『NHK学校音楽コン

クール』などを放送した。

〔水戸局〕
『とれたて ワイド　いばらき』 新　DG

月～金　11:30～12:00
第 1 回09.4.2／リポートや中継に力を入れ，暮

らしに役立つ生活情報にこだわった番組。スタジ

オからの公開生放送で視聴者とともに伝えた。

『ニュースワイド茨城』 新　DG
月～金　18:10～18:59

第 1 回09.3.30／日本の中の茨城が見える，世界

の中の茨城が見えるがコンセプト。その日の茨城

県のニュースを中心に，徹底した取材で内容を深

め，多角的な視点で考察。背景や原因を追及する

とともに問題点や解決策を探った。

『茨城ニュース845』 DG
月～金　20:45～21:00

第 1 回04.10.1／茨城県のその日の出来事をコン

パクトに伝え，翌日以降の気象情報も伝えた。

〔千葉局〕
『ひるどき情報ちば』 FM

月～金　11:00～12:00
音楽とともに暮らしに役立つ情報を伝える番

組。月曜は「食」の情報，火曜は市町村の情報

( 1 月からは千葉国体情報），水曜は地域の情報，

木曜は観光情報，金曜は美術館情報を放送した。

『まるごと千葉60分』 FM
月～金　18:00～19:00

文化・スポーツ・ビジネス・地域づくりなど，

県内のさまざまな分野で活躍する人へのインタビ

ュー番組。ニュース，交通情報，気象予報士によ

る気象情報コーナーとともに放送した。

『まるごと千葉60分・公開生放送』 FM
（年10回）4. 3ほか／18:00～19:00

千葉県にゆかりのある著名人をゲストに迎え，

千葉局のスタジオで実施した公開生放送番組。毎

回100人前後の視聴者が参加，公開収録も含め 1

再 
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年間で計10回，放送した。

〔宇都宮局〕
『とちぎ6時です！』 FM

月～金　18:00～19:00
地域情報を中心とした「くらし応援番組」。地

域で活躍する人へのインタビュー「とち 6 カフ

ェ」，自然の中でのレジャーを楽しむ「アウトド

アガイド」，栃木県の風習や文化を紹介する「く

らし歳時記」，健康アドバイスの「すこやかダイ

アリー」など。金曜は，県内のプロスポーツチー

ム「栃木SC」「リンク栃木ブレックス」「HC日光

アイスバックス」「宇都宮ブリッツェン」を取り

上げるコーナーを設けた。

『とちぎマロニエパーク』 新　FM
最終土　14:00～16:00

宇都宮局ロビーから公開生放送。 4月～ 2月の

11回放送。 3月は休止。話題の人にインタビュー

する「マロニエカフェ」，祭り・イベントなどの

会場から中継する「マロニエ中継隊」，県内で活

動するミュージシャンが出演する「マロニエ音楽

館」，季節のアイデア料理を紹介する「シェフの

一品」など。 2月はスペシャルとして県立烏山女

子高校から放送した。

〔さいたま局〕
『さいたま情報ランチ』 FM

月～木　11:30～12:00
『さいたま情報ランチプラス』 FM

金　11:00～12:00
年度前半は「月曜日はつばさデー」として，

{連続テレビ小説～つばさ』の見どころやご当地

情報を集中的に放送した。

『ウイークエンドカフェ』 FM
金　18:00～18:30

毎回，埼玉県で活躍するアーティストやゆかり

のミュージシャンを迎えて音楽と楽しいおしゃべ

りを届けた。

『週刊☆サッカー王国』 FM 金　18:30～19:00
浦和レッズと大宮アルディージャの前節の分析

と次節の展望を，視聴者からの投稿メールとコメ

ンテーターの分析を交えて伝えた。

（2）特集・特別番組
〔長野局〕
『知るしん。スペシャル　北アルプス大縦走』G

9. 4，18／20:00～20:43
夏の北アルプスで，立山から日本最後の秘境

と呼ばれる雲ノ平を経て槍ヶ岳から穂高岳にかけ

て縦走する様子を前・後編の 2 回にわけて伝え

た。

08年に続き，名古屋・富山局との共同制作。

『森田アナがゆく　ぶらり南信ペダル旅』 G
10.23／20:00～20:43

キャスターが自転車で南信地域の天龍村から飯

島町にかけて巡る旅を通して，秋の信州の美しい

風景や人々の笑顔，優しさ，生き方に触れた紀行

番組。「つながるスタジオ」企画を総集編で放送。

『知るしん。スペシャル　2010年・ここが知り
たい』 G 1. 8／19:30～20:43
長野県に暮らす人々がどんな夢や期待を抱きど

う生きようとしているのか？「2010年・一番関心

があることや知りたいこと」，「今年の夢，目標，

願いは？」について意見を募集。視聴者から寄せ

られた声を基に，関心が特に高かった 3つのテー

マに絞り，長野県の人々の暮らしや期待など新年

にふさわしい明るい話題をゲストとともに伝え

た。

『NHK長野杯長野県小学生アルペン選手権大
会』 E 1.31／14:00～17:00
野沢温泉スキー場で行われ，小学生412人が参

加したアルペンスキー大会のうち， 5・ 6年生の

競技を録画で放送した。

〔新潟局〕
『金よう夜　きらっと新潟～
復興へ　残された課題～中越地震5年』 G

10.23／19:30～20:40
『金よう夜　きらっと新潟』のスペシャル番組

として70分の拡大版で放送。地震から 5年たった

今も地域に残る課題をスタジオのゲストとともに

現地からの中継を交えて伝えた。

『金よう夜　きらっと新潟～
大河ドラマ天地人～トーク＆コンサート』
G 12. 4／19:30～20:43
東京交響楽団による大河ドラマ『天地人』演奏

と，『天地人』の作曲家・大島ミチルさんと脚本

家・小松江里子さんとのトークの公開番組。『金

よう夜 きらっと新潟』を73分に拡大して放送。

〔甲府局〕
『金曜山梨～シリーズ地域再生　よみがえるか
故郷の森』 G 6.12／20:00～20:29
地域再生をテーマに，荒廃の進む県内の森の現

状と再生のヒントを探った。

『金曜山梨～真夏の不夜城・富士山』 G
9.18／20:00～20:33

世界文化遺産への登録が期待されている富士

山。空前の登山ブームの現実を追った。



地域放送局・関東甲信越

421 NHK年鑑’10

〔横浜局〕
『Jリーグ・神奈川ダービー』
横浜Fマリノス　対　川崎フロンターレ

FM 5. 2／15:00～17:00
湘南ベルマーレ　対　横浜FC

FM 9.13／12:55～15:00
川崎フロンターレ 対　横浜F・マリノス

FM 10. 4／12:55～15:00
J1・J2リーグ各 2 チームの計 4 チームを擁する

神奈川で，地域密着型・リスナー参加型のサッカ

ー実況放送を実施した。

『よこはまサウンド♪シャトル
スペシャル・ジャズ・ライブ』 FM

10.10／14:00～16:00
地域の恒例イベント「横濱ジャズプロムナー

ド」の開催に合わせ，横浜局のスタジオでジャズ

ライブを実施し，生放送で伝えた。

『よこはまサウンド♪シャトル　
スペシャルコンサート』 FM

2.20／14:00～15:15
地域を代表するオーケストラと共同でコンサー

トを企画し，1.30に実施。FM放送で紹介した。

〔前橋局〕
『ぐんま土曜広場』 FM
「公開セミナー　天地人の義の心」

6.27／14:50～16:00
みなかみ町のカルチャーセンターで行われた大

河ドラマ『天地人』の原作者・火坂雅志氏の講演

を放送。

「認知症フォーラム」 7.25／15:10～16:00
8. 2／20:08～21:00

「ザスパ草津スペシャルトーク」

11. 7／14:00～15:00
監督と選手 2人を招き，事前に募集したサポー

ターが参加して11.3に行われたトークショーの様

子を収録して放送。

「ぐんまのかたち」 4.25／14:00～14:50
5.30／14:00～14:55
6.27／14:00～14:50
7.25／14:00～15:10

8.10～08.14／18:00～18:50※
9.19／14:00～15:08
10.24／14:00～14:56
11.14／14:00～14:55
12.12／14:00～14:56
1.30／14:00～14:40

われわれが日々暮らす，ふるさと群馬の現状と

今後について考えようと，FM『ぐんま土曜広

場』の中で行ったロングインタビューのシリーズ。

放送は09年 4 月～10年 1 月の全10回。ゲストは知

事や主要市の市長など地域のリーダー。

※は夏季スペシャルとして8.12に第 5 回を放送

し，その他は第 1回～ 4回分再放送。

『群馬この1年　2009年を振り返る』 FM
12.21～22，24～25／17:20～18:00

群馬女子大学の熊倉浩靖さんをゲストに迎え，

県内のこの 1年の動きを社会生活・文化芸能・ス

ポーツ・ニュースの 4つのパートで振り返り，分

析した。

〔水戸局〕
茨城県域放送で随時特集番組を放送し，地上

デジタル放送の普及を進め，地域の課題や県民の

ニーズに応える番組編成を行った。

『茨城スペシャル』 DG
地域のイベントやスポーツなどさまざまなジャ

ンルの大型番組を随時放送した。

「水戸室内管弦楽団　第75回定期演奏会」

4.28／18:30～21:00
世界的指揮者・小澤征爾氏と水戸室内管弦楽団

の演奏のもようを生中継した。

「史上初！鹿島アントラーズ 3連覇」

12. 6／16:00～16:35
サッカーJ1史上初めての 3 連覇を達成した鹿島

アントラーズ。 3連覇を決めた翌日に，鹿嶋市か

ら中継でその足跡と強さの秘密に迫った。

「シリーズ証言記録　市民たちの戦争

戦場になると噂された町　～茨城　勝田」

3.22／18:10～18:44
45年 7 月，110人以上が亡くなった茨城県旧勝

田町の艦砲射撃。広がる上陸のうわさ。戦後65年

の今，戦場になることを覚悟した人々の証言を伝

えた。

『金曜茨城スペシャル』 DG 20:00～20:43
金曜夜 8 時に月 1 回程度，茨城県の課題や自

然・歴史・スポーツなど幅広い分野を取り上げる

スペシャル番組を放送した。

「茨城　山のスケッチ」 4.24

水戸局のカメラマンが，レンズを通してスケッ

チしてきた美しい山々の映像とふるさとの山を大

切に守り愛する人々の思いをつづった。

「開港まで10か月　茨城空港を問う」 5.29

10年 3 月に開港が迫った茨城空港。しかし就航

を決めたのは韓国の 1社だけ。空港はなぜ必要な

のか，路線は確保できるのかを考えた。

「苦闘する中小企業　雇用をどう守る」 6.26

景気低迷で悪化する雇用情勢。完全失業率は

再 



5 ％に上昇。中小企業の現場で何が起きているの

か，雇用をどう守れるのか，取材した。

「街角の小さな平和記念館～水戸空襲を伝え

る」 7.31

45年の水戸空襲。今も空襲で亡くなった人を探

し続け，名前を記録しようと活動を続ける86歳の

女性を通じて水戸空襲の悲劇を探った。

「JCO臨界事故から10年 教訓は生かされてい

るのか」 9.25

東海村のJCO臨界事故から10年。今，さまざま

な課題が浮き彫りになっている。事故の教訓はど

う生かされているのか取材した。

「大人のためのナットウ講座」 10.30

食欲の秋到来！茨城が誇る食べ物と言えば納豆。

メーカーの数は日本一。消費量はトップクラス。

その納豆の知られざる世界をたっぷり紹介した。

「どうつくる　安心の介護」 11.27

介護保険10年目。介護を担う人たちの待遇改善

が進まず，将来を描けないという声が上がってい

る。安心の介護をどうつくればいいのか考えた。

「冬のおくりもの」 1.29

ゲストに女優の羽田美智子さん，ピアノ演奏に

加羽沢美濃さんを迎え，水戸局アナウンサーが朗

読の魅力をたっぷりと伝えた。

「結婚どうする？子どもは必要？」 2. 5

晩婚や未婚の人が増えるのはなぜなのか，子ど

もを持つ必要がないと考える背景に何があるの

か，婚活の現場や若い夫婦の意識を探った。

『ニュースワイド茨城　年末スペシャル』 DG
12.28／18:10～19:00

ゲストに橋本知事などを招き，「茨城の暮らし

はどうなる」と題して雇用・子育て・茨城空港な

ど幅広く討論を行った。

〔千葉局〕
『NHK千葉・クラシックサロン』 FM

6. 7／22:00～23:00

県内や東京で活動する若い演奏家による千葉局

スタジオでのミニコンサートの公開録音や，市川

市で行われるN響メンバーによるサロンコンサー

トを収録し放送。小編成によるクラシック音楽を

広く楽しんでもらうとともに，新進の演奏家を紹

介した。

〔宇都宮局〕
『NHK宇都宮イベントアワー』 FM

3. 6／14:00～17:00
県内で行われた 4つのピアノコンクールの入賞

者が演奏を披露する「第19回ピアノコンクール入

賞者演奏会」と栃木市文化会館で収録した「喜多

川歌麿ミステリー」を放送した。

〔さいたま局〕
『小さな旅～小江戸　わが心』 G

4.26／08:00～08:25
小江戸と呼ばれる川越市で，蔵造りの町並みの

伝統と心意気を大事にしながら今に暮らす人々の

姿を伝えた。

『小さな旅～星が呼んでいる』 G
3.21／08:00～08:25

天文台のある山間の里・ときがわ町で，地元の

人と都会の人が，山里の魅力に出会い，交流の輪

を広げる様子を訪ねた。

『月曜日はつばさデースペシャル～「つばさ」フ
ァンミーティングin川越』 FM

9. 6／18:00～18:50
8 月，川越市でドラマの主な出演者を一堂に集

めて開催したファンミーティングをダイジェスト

で放送。

〔各局共通〕
『NHK全国学校音楽コンクール』
東京都小学校の部　　FM 8.26／ 9:20～11:15

中学校の部　　FM 8.27／ 9:20～11:50
高等学校の部　FM 8.28／ 9:20～11:50

長野県 E 9. 5／12:00～14:00
9.12／12:00～14:22

新潟県 E 9. 1／13:05～13:50
9. 2／13:05～14:50
9. 3／13:05～14:45

FM 9. 1／17:20～18:50
9. 2／16:00～18:50
9. 3／16:00～18:50

山梨県 FM 8.24～ 8.28／18:00～18:59
神奈川県 FM 8.27／ 9:20～11:30

8.28／ 9:20～11:13
8.29／14:00～17:45

群馬県 FM 8.29／14:00～17:00
茨城県 FM 8.27／ 9:20～11:00

8.28／ 9:20～11:10
千葉県 FM 8.23／13:00～18:50

9. 6／14:00～18:50
金賞校紹介（小学校） FM 8.27

（中学校） FM 8.28

（高等学校） FM 8.29

栃木県 FM 8.31～ 9. 4／18:00～19:00
埼玉県 FM 8.25～28／ 9:20～11:30
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3．スポーツ中継

〔高校野球〕
全国高校野球選手権・全国大会・準決勝

「県岐阜商」×「日本文理」新潟局 G 8.23

※11:55～12:00 地域編成実施
全国高校野球選手権・地区大会

東京都 東東京大会・決勝 E・R1／ 7.29

西東京大会・決勝

E・G・R1／ 7.30

長野県 準々決勝 R1／ 7.22～23

準決勝 G（一部E）・R1／ 7.25

決勝 G（一部E）・R1／ 7.26

新潟県 準々決勝 R1／ 7.23～24

準決勝

G（一部E）・R1・FM／ 7.26

決勝 G（一部E）・R1／ 7.27

山梨県 準々決勝 R1／ 7.22～23

準決勝

G（一部E・FM）・R1／ 7.25

決勝 G・R1／ 7.26

神奈川県 準決勝 FM／ 7.28

決勝 G・FM／ 7.29

群馬県 準決勝 E・G・FM／ 7.27

決勝 FM／ 7.28

茨城県 準決勝 DG2・FM／ 7.28

決勝 G・FM／ 7.29

千葉県 準決勝 FM／ 7.25

決勝 G・FM／ 7.26

栃木県 準決勝 FM／ 7.25

決勝 E・FM／ 7.26

埼玉県 準決勝 FM／ 7.28

決勝 E・FM／ 7.29

秋季高校野球・県大会

長野県 3位決定戦・決勝 R1／10. 7

新潟県 準決勝 R1／ 9.19

3 位決定戦・決勝 R1・FM／ 9.20

山梨県 準決勝 R1／10. 4

決勝・ 3位決定戦 R1／10.11

茨城県 準決勝 FM／10. 3

決勝 FM／10. 4

秋季高校野球・北信越地区大会

準決勝　長野局 R1／10.19

秋季高校野球・関東地区大会

準決勝　横浜・千葉・前橋局

FM／11. 4

決勝　　横浜・千葉・さいたま局

FM／11. 5

〔その他のスポーツ〕
サッカーJ1リーグ

千葉×新潟 新潟・千葉局 FM／ 9.12

柏×山形 千葉局・山形局 FM／10.24

新潟×広島 新潟局 G／ 4.18

磐田×新潟 新潟局 G／11. 8

新潟×柏 新潟局 G／11.21

横浜F・マ×川崎 横浜局 FM／ 5. 2

川崎×横浜F・マ 横浜局 FM／10. 4

鹿島×京都 水戸局 DG1／ 4. 4

大宮×浦和 さいたま局 FM／ 5.24

浦和×大宮 さいたま局 FM／10.25

サッカーJ2リーグ

甲府×富山 甲府局 G／ 5.17

甲府×湘南 甲府局 DG2・G／11.21

甲府×湘南 甲府局 G／11.22

甲府×熊本 甲府局 G／12. 5

甲府×水戸 甲府局 G／ 3.13

湘南×横浜FC 横浜局 FM／ 9.13

草津×大阪 前橋局 FM／ 5. 9

草津×鳥栖 前橋局 FM／ 8. 2

草津×仙台 前橋局 FM／10.21

草津×栃木 前橋・宇都宮局 FM／12. 5

草津×徳島 前橋局 FM／ 3. 6

水戸×草津 水戸局 DG2／ 6.21

水戸×仙台 水戸局 DG2／11. 8

水戸×湘南 水戸局 DG2／12. 5

水戸×栃木 宇都宮局 FM／ 9.13

甲府×水戸 水戸局 DG2／ 3.13

第33回全国地域サッカーリーグ・決勝大会

NPO横浜×松本山雅 長野局 E・G／12. 5

日立栃木×松本山雅 長野局 G／12. 6

第12回日本フットボールリーグホーム開幕戦

「松本山雅」×「ソニー仙台」

長野局 E／ 3.21

NHK長野杯長野県小学生アルペン選手権

長野局 E／ 1.31

天皇杯全日本サッカー選手権大会　地区大会

決勝 甲府局 G／ 9. 6

天皇杯への道　関東地区代表決定戦ハイライト

関東ブロック G／ 9. 6

BCリーグホーム開幕戦

信濃×群馬 長野局 R1／ 4.12

BCリーグ公式戦中継

新潟×信濃 新潟局・長野局 R1／ 7.12

信濃×新潟 長野局 R1／ 9.21

新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール

女子・男子決勝　新潟局 G／ 6. 8
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bjリーグホーム

新潟×仙台 新潟局 G／ 3.14

WJBL W1リーグ（女子バスケットボール）

山梨×東京 甲府局 E／10.18

第64回国民体育大会　歓迎演技

新潟局 G／ 9.26

第11回長野マラソン特集

長野局 G／ 4.26

Ⅱ．技　術

〔長野局〕
地上デジタル放送は，民放との共同建設を継続

して進め，これまでの31局に加え，南牧，中条，

駒ヶ根中沢，飯田阿智，飯田川路，白樺湖，飯山

愛宕，飯山奈良沢，山ノ内湯ノ原の 9局を 3月ま

でに開局した。NHK共聴 5 施設のデジタル化改

修を進め，133施設のうち未改修は残り10施設と

なった。自主共聴297施設のうち28施設に対して

NHK独自支援の事務手続きを実施した。データ

放送による「天気マークスーパー」のサービスを

開始した。『イブニング信州～つながるスタジ

オ』ではファイルベースの編集システムを構築し

番組で使用した。松本駅前にHVロボカメを新規

に設置した。放送網の整備では戸倉上山田FM，

大鹿FM中継局の放送機補修，長野会館～美ヶ原

間のデジタルSTL切り替え装置の整備を実施。松

本報道室の非常用無停電装置の更新，空調設備の

整備を実施した。

〔新潟局〕
地上デジタル放送は， 9中継局を開局し，県内

の世帯カバー率が約98.8％となった。NHK共聴施

設への地デジ導入は32施設，光化大規模改修は 2

施設に対応した。辺地共聴施設へのNHK独自支

援は100施設を超える自治体からの申請を受け付

けた。総務省のデジサポや推進協と連携し，完全

デジタル化へ向け積極的に取り組んでいる。

番組技術では，佐渡報道室へHD－IP伝送装置

を設置し高画質素材伝送を開始した。また，静止

画装置を含めニュース卓の更新で完全HDによる

送出体制を確立した。新潟ヘリコプターの対応は

日勤帯で常駐化を図り緊急取材に備えている。デ

ータ放送ではTVCMLの活用で防災情報の発信態

勢を整えた。

また，出前授業ならびにイベントなど多くの番

組制作とともにCS活動を展開した。

〔甲府局〕
地上デジタル放送については市川大門，道志，

笹子，芦川，秋山，本栖，棡原，西原の各中継局

を開局し県内95％のエリアをカバーした。一方，

県内の受信環境のデジタル化や県地デジ推進協議

会としての周知広報活動も進めた。また放送の安

定確保と会館移転に対応するため三ツ峠FM中継

放送所の自家発・受電設備の更新工事を実施し

た。番組設備では作画関連設備の整備を実施し，

静止画や動画のHV送出が可能となった。またJリ

ーグなどで携帯電話やパソコンから応援メッセー

ジを募集し紹介する取り組みを実施した。新放送

会館建設については建物設計業者の選定作業を実

施。5月に設計業者が決定し，基本設計を完了した。

〔横浜局〕
5 月は新型インフルエンザ， 8月は衆議院総選

挙・横浜市長選挙対応，10月は参議院議員補選と

川崎市長選，11月は横浜市で起きた発砲・立てこ

もり事件， 2月はチリ地震大津波対応など，年度

を通じて続発した緊急報道に迅速かつ的確に対応

した。

「横浜開港150周年イベント」では，オープニ

ングおよび開港記念日での生中継や，BS2『絶対

ふるさと主義』で 2時間の生放送を行った。

放送関連ネットサービスとして，県内大学のサ

ークルを紹介する神奈川キャンパス情報「かなキ

ャン」や川崎チッタディッラからのジャズライブ

の動画サービスを継続して行うとともに，10月か

らは南関東 3局動画ニュースサービスを開始した。

設備整備では，横浜局で独自に相模原市役所に

伝送拠点を整備した。

横浜新会館関連では，新規整備設備に対して設

計に現地局として積極的に加わり，各放送機器間

の室間布線の仕様を作成して年度内発注した。

地デジ整備では，久里浜，逗子，横須賀鴨居，

秦野，湯の沢の 5中継局が開局し合計で16局，受

信可能世帯数比率は99.4％となった。NHK共聴で

は，25施設へ地デジを導入した。また，「新たな

難視地域」を91地区 1 万6,000世帯として地域ご

との対策方法を提案した。デジタル放送受信相談

では地デジの相談を適切に行い，横浜局HPでも

周知広報した。

南関東地域でのデジタル受信移行を推進させる

技術局主催の「南関東プロジェクト」にも参画し

て都市部共聴エリアでの戸別受信化を進めた。

〔前橋局〕
09年度は地上デジタル中継局が 8局開局。計22

局が開局し県内の96.4％，約69万8,000世帯で受信

可能となった。NHK共聴への地上デジタル放送

導入も120施設，約8,600世帯に達した。自主共聴
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の経費助成や新たな難視解消にも取り組んでい

る。地上デジタル放送完全移行に向け総務省の支

援センター「デジサポ群馬」と連携して受信相談

や住民説明会を実施した。番組では 4月『小さな

旅～藤岡市』5月『ふだん着の温泉～猿ヶ京温泉』，

10月には『追跡！A to Z』で八ッ場ダム問題

を放送。 9月は高崎市倉渕町で屋外ジャズライブ

をFMで放送。『J2サッカー・ザスパ草津戦』を

09年10月に仙台から，10年 3 月には徳島からFM

で生放送。11月のスペシャル月間のふれあい体験

広場では「特撮コーナー」「HV中継車公開」「地

上デジタルなんでも相談」を実施。県域放送開始

に向け 2 月中旬に設備整備工事に着工。「出前授

業」は形を変えて取り組んだ。

〔水戸局〕
地上デジタルテレビ放送のエリア拡大に向け，

岩瀬中継局が09年 5 月，那珂湊中継局が11月に開

局し，地上デジタル放送視聴可能エリアは約98％

となった。NHK共同受信施設の地上デジタル導

入工事も88施設が完了した。

県域放送開始 5周年記念の会館公開で「技研ひ

ろば」「中継車公開」「受信相談」を実施した。

{水戸室内管弦楽団定期演奏会』『茨城Jリーグア

ワー』『ニュースワイド茨城 5 周年キャラバン』

{生中継　ふるさと一番！』などを放送し，県の

魅力を発信した。衆院選・県知事選の選挙報道，

茨城空港開港中継などで県民の関心に応えた。

設備更新では，会館無停電電源装置，日立中継

所自家発電装置，汎用FPUを更新した。

〔千葉局〕
千葉県での地上デジタル放送は，08年度末まで

に開局した11局に加えて，09年度末までに丸山，

勝浦総野，鴨川，白浜の 4局が開局し，富山局の

設備整備を完了した。あわせてNHK共聴施設の

デジタル化改修工事や自主共聴施設への技術支援

を行った。自治体や電器店と連携して受信技術講

習会や受信相談所の開設などを行い，地デジ受信

の普及を促進した。また，総務省千葉県テレビ受

信者支援センター「デジサポ千葉」との連携をい

っそう強化するとともにデジタル放送の理解を促

進するため，県域FM放送でのデジサポ説明会の

PR，開局情報を自治体広報誌へ掲載するなどし

た。

また，11年 5 月の竣工を目指して整備を進めて

いる「新千葉放送会館」について，09年度は建築

の具体的な検討作業を行い「実施設計書」を作成

し，12月より建築工事に着手した。

放送の安定送出と電波確保のため，定期点検の

確実な実施と基本事項の徹底を図り，人為的な放

送事故ゼロを 5年 6か月継続した。

〔宇都宮局〕
09年12月に足尾・那須伊王野・日光広久保の 3

局，10年 3 月に黒羽川上・黒羽中野内・南那須志

鳥・烏山神長の 4局でデジタル中継放送所が開局

し，合計14局となった。NHK共聴は09年度25施

設でデジタル放送の視聴が可能となり，79施設中

44施設で試聴可能となった。10年 1 月に総務省が

公表した地デジ難視対策計画で，栃木県は難視世

帯数が全国最多となり，対策案を策定し住民説明

を実施した。番組設備では日光伝送所にIP伝送装

置を設置し宇都宮局までHV伝送可能となった。

また県域放送開始に向け工事に着手した。

〔さいたま局〕
09年12月21日，秩父栃谷および秩父定峰デジタ

ル中継局が開局。風布，横瀬根古谷，飯能上赤工，

飯能原市場デジタル中継局については建設が完

了，10年 3 月に順次，試験電波を発射。

NHK共聴では，43施設に地デジ導入し，地デ

ジ対応化施設率は78.0％（123施設中96施設）と

なった。また，自主共聴への技術支援や助成を行

い，地デジ対応化施設率70.5％（102施設中72施

設）となった。地上デジタル完全移行に向け，中

継放送所の建設と辺地共聴のデジタル導入へ取り

組んだほか，総務省埼玉県テレビ受信者支援セン

ター（デジサポ埼玉）と連携して埼玉県全体のデ

ジタル移行に取り組んだ。

埼玉県が舞台の『連続テレビ小説～つばさ』の

放送に合わせて川越市にHV天気カメラを設置，

また関連イベント等に対応し番組PRを行った。

緊急報道では北朝鮮のミサイル発射，新型イン

フルエンザ，台風 9号，男性連続不審死事件のほ

か裁判員裁判の中継・伝送に対応した。

設備面では秩父市役所にIP伝送を利用したHV

伝送設備を整備，ニュース素材伝送のHV化を行

った。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

〔長野局〕
『ラジオ体操』を含め11本の全国放送公開番組

を実施。ほかに，『南信発！イブニング信州つな

がるスタジオ』（10.13～16）を公開生放送し，地

域放送と通じて視聴者とのつながりを深めた。

[第11回長野オリンピック記念　長野マラソン」
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(4.19），「NHK杯国際フィギュアスケート競技大

会」（11.6～8）などの大型スポーツイベントを開

催した。長野局が独自に企画した地デジPRイベ

ント「落語DE地デジ寄席」を山ノ内町（12.20）

と小海町（3.14）で実施し，地域の視聴者の地デ

ジへの理解促進に努めた。

〔新潟局〕
大河ドラマ『天地人』の地元としての高い期待

に応えて多角的なイベントを展開した。特別展

[天地人―直江兼続とその時代」（7.25～9.6新潟

県立歴史博物館）では 3 万624人と同館歴代 2 位

の入場者数を記録。開催にあわせて巡回展や公開

セミナーも実施した。「トーク＆コンサート

(11.26長岡市立劇場）」は大きな感動を呼び，ス

テーションイメージを高めた。

全国放送公開番組は『NHKのど自慢』（6.28南

魚沼市），『おかあさんといっしょファミリーコン

サート』（1.23新潟市）を含めて 7本実施。『BSお

かあさんといっしょ』スタジオ収録（5.27～29新

潟市），『NHK交響楽団新潟公演』（1.31新潟市）

などを実施した。

〔甲府局〕
全国放送公開番組は『BS日本のうた』（5.14韮

崎市），『NHKのど自慢』（10.4大月市）など 8 本

を実施。『NHK交響楽団甲府公演』はFMで県域

放送した。独自企画イベントとして太宰治生誕

100年を記念し『NHK朗読シアター　太宰が愛し

た甲州』を県立文学館と共催。公開収録し，ラジ

オ第 1で県域放送した。

地デジPR，視聴者サービスを目的に，甲府局

キャラクター「しんげん君ファミリー」のステー

ジショーを開発し，県内各所で展開した。

「第32回NHKギャラリー賞絵画展」は総応募

数2,254点。入賞作品234点は地域番組『まるごと

山梨』，データ放送，ホームページで紹介。

〔横浜局〕
全国放送公開番組は横浜開港150周年を記念し

た『NHKのど自慢』『1000万人ラジオ体操・みん

なの体操祭』（横浜市）をはじめ，『BS日本のう

た』（座間市・鎌倉市），『NHK能楽鑑賞会』（横

浜市）など13本を実施。『BSおかあさんといっし

ょ』スタジオ収録や受信料支払者限定の「ぐ～チ

ョコランタン小劇場」を 3本，ケーブル事業者と

の共催イベントを 3本実施した。

地域のジャズフェスティバルと連携した「スペ

シャル・ジャズ・ライブ」や地域のオーケストラ

と共同で制作した「スペシャルコンサート」は

FM番組として放送した。

〔前橋局〕
全国放送公開番組は，『あなたの街で夢コンサ

ート』（6.3藤岡市），『BS日本のうた』（7.2伊勢崎

市），『NHKのど自慢』（11.1富岡市），『ごきげん

歌謡笑劇団』（2.10館林市）など 8 本を実施。「公

開セミナー「天地人」講演会」（6.13みなかみ町）

や「ザスパ草津スペシャルトークショー」（11.3

前橋局）については，録音してFM県域で放送し

た。また，環境関連イベント（ 6月片品村）や群

馬県では24年ぶりとなる「NHK交響楽団演奏

会」（8.20前橋市），子育て世代を支援する「エン

ジョイ！パパサウルス」（10.3高崎市）など，地

域に貢献し，視聴者の期待に応えるさまざまなイ

ベントに取り組んだ。

〔水戸局〕
全国放送公開番組は『BS日本のうた』（12.10水

戸市），『NHKのど自慢』（3.14鉾田市）など計 8

本を実施した。

会館公開「とれたて！いばらきフェスタ」

(10.24，25）や放送博物館での「水戸放送局展

イベントデー」（10.17），アナウンサーなどの朗

読による県域放送番組『冬のおくりもの』の公開

収録（1.20）など，県域デジタル放送開始 5 周年

を記念した多くのイベントを通年にわたって実施

した。

『NHK全国学校音楽コンクール茨城県コンク

ール』や『放送体験クラブ』の様子は，県域デジ

タルテレビで放送し好評を得た。

〔千葉局〕
『爆笑オンエアバトル第12回チャンピオン大

会』（3.13千葉市）をはじめ全国放送公開番組10

本のほか地域企画イベントなど40本を各地で実施

した。『NHK全国学校音楽コンクール千葉県コン

クール』には延べ95校が参加し，観覧者とあわせ

9,594人が参加した。

千葉県いのちの電話からの要請を受け「NHK

ハートフォーラム“あなたはひとりじゃない”」

(12.13千葉市）を実施した。また，地域に開か

れた放送局を目指し，スタジオで「まるごと千葉

60分公開生放送」（4.3ほか 9 回），「NHK千葉・ク

ラシックサロン」（5.30，1.30）を実施・放送化し

た。営業推進では，大学セミナー（9.25城西国際

大），CATVキャラバン（6.13市原市，1.23船橋

市）や，支払者限定「ぐ～チョコランタン小劇

場」（12.27船橋市）を実施した。

なお，チリ地震の津波による避難勧告のため 2

月28日・銚子市で予定した『BSななみDEどー

も』は協議の結果，中止とした。
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〔宇都宮局〕
『NHKのど自慢』（佐野市），『BS日本のう

た』（宇都宮市），『それいけ！民謡うた祭り』（足

利市）『あなたの街で夢コンサート』（小山市）な

どテレビ・ラジオあわせて12本の全国放送公開番

組を実施した。また， 8 月にはNHK交響楽団演

奏会宇都宮公演を行った。

2 月に栃木市で行ったトークイベントを 3 月，

{喜多川歌麿ミステリー～幻の肉筆画「女達磨

図」を解き明かす』としてFMで放送した。江戸

の浮世絵師・喜多川歌麿の「女達磨図」が栃木市

内から発見されたというニュースをきっかけに，

専門家の講演とトークショーで歌麿と栃木のつな

がりを探った。

〔さいたま局〕
『NHKのど自慢』（ 8 月，東松山市），『ごきげ

ん歌謡笑劇団』（ 4 月，行田市）など全国放送公

開番組14本に加え，「国際バラとガーデニングシ

ョウ」（ 5 月，所沢市）や「日本オープンゴルフ

選手権」（10月，武蔵丘CC）などを実施。『連続

テレビ小説～つばさ』に関連したパネル展（ 5～

10月）や「ファンミーティング」（ 8 月），「つば

さ」ファンオフ会（12月）なども開催し，初めて

埼玉県が舞台となった『連続テレビ小説』をより

多くの人に楽しんでもらう広報活動を展開した。

2 ．営　業

「平成21～23年度　NHK経営計画」初年度の

09年度については「支払率の向上」と「営業経費

率の縮減」という大きな経営方針を掲げ，訪問集

金廃止後の新たな地域スタッフ体制を早期に定着

させ，次年度以降の営業基盤を固める活動を推進

した。

支払率の向上については，地域スタッフの活動

を契約・未収対策へ確実にパワーシフトするとと

もに，下半期からは，新たな法人委託の開発にも

積極的に取り組み，効率的な契約・収納活動への

転換を図った。

一方，06年10月に都内からスタートした民事手

続きによる支払督促の申し立ては，群馬・栃木・

長野・山梨県にも実施エリアを拡大し， 1都 9県

すべてで実施した。この活動に伴い，職員の法務

知識習得のための講習会を随時実施した。

危機管理については，営業セキュリティーガイ

ドラインと個人情報保護の徹底，事件・事故防止

のための「NHK倫理・行動憲章」に基づくコン

プライアンスの徹底を図った。

関越ブロックの09年度業績は，全局・センター

が「衛星増加」目標を達成するとともに，「支払

総数増加」目標についても，目標達成はできなか

ったものの関越全体として全国平均をすべて上回

る業績をあげ，全国業績を牽
けん

引する責任は果たし

た。

3 ．広　報

〔長野局〕
大河ドラマ『天地人』の真田幸村役・城田優の

トークショー（11.11）を上田市で開催。バンク

ーバーオリンピックに合わせ，11年からの「新

BS」をPRする受信公開を長野駅のコンコースで

実施。長野局のホームページには年間28万件以上

のアクセス。信州の風景を紹介する写真投稿サイ

ト「撮るしん。」には2,260枚の投稿があり人気サ

イトとして定着した。局内見学は，小学生の団体

は140件・7,540人。一般団体は42件・946人だっ

た。

〔新潟局〕
会館内のロビースタジオの「天地人コーナー」

に，直江兼続やお船，上杉景勝などの衣装や出演

者のサイン，番組の台本などを新たに展示し，内

容を充実した。スポット放送でPRをしたところ，

1 日100人以上の来場者を数えた日もあり，『天地

人』の人気の高さがうかがえた。

CS活動の一環である「番組を見る会」も確実

に定着し，09年度は20回707人が参加。大河ドラ

マ『天地人』が日曜夜にHVで先行放送されたこ

ともあり，「番組を見る会～日よう夜は天地人」

も積極的に開催した。12月22日には，ゆかりの地

の上越市・南魚沼市・長岡市で「天地人　パブリ

ックビューイング」を開催し，『天地人』の最終

回を楽しんだ。「ふれあいミーティング」は80回

実施し2,146人が参加した。

夏の全国高校野球大会で，日本文理高校が新潟

県勢初の準優勝。決勝当日は，会館内で受信公開

を実施，約100人が来館し，大いに盛り上がった。

〔甲府局〕
3-Screens展開として，ホームページに写真投

稿サイト「やまなしふじさん」を立ち上げたほか，

甲府局オリジナルキャラクター「しんげん君ファ

ミリー」の壁紙やカレンダーなどのダウンロード

サービスを開始した。イベントでは携帯サイトを

活用したクイズや写真サービスなどの取り組みを

行い，若年層の接触者率を向上した。また「しん

げん君ファミリー」による地デジPRのステージ

ショーを開発し県内各地で開催するとともに，関

連ミニ番組「地デジ編」 4 本，「BSデジタル編」
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3 本を制作，放送した。「ふれあいミーティン

グ」の実施は26回，参加者数は580人。地域情報

番組『もうすぐ山梨のおひる～発信！ハートプラ

ザ』では職員が番組や各部の事業活動・情報につ

いて紹介した。

〔横浜局〕
10年11月の横浜局新放送会館のオープンに先駆

け，現放送会館で協力してくれた人々への感謝の

気持ちを込めて，N響メンバーによるアンサンブ

ル（弦楽四重奏＆ピアノ）「ありがとうコンサー

ト」を 2日間にわたって開催，同時に「地デジ受

信相談」や「ふれあいミーティング」なども行い，

来場者に満足してもらうことができた。

視聴者会議は 4か所の営業拠点で計 8回にわた

って「視聴者地域会議」と「地域懇談会」を行い，

2月には全委員による「視聴者全体会議」を開催，

委員からの意見や質問に答える機会を多く設け，

NHKへの理解促進を図った。

「ふれあいミーティング」は放送番組やイベン

トなどさまざまな機会をとらえ5 4回実施し，

3,104人の参加者から意見をうかがうことができた。

〔前橋局〕
11月をスペシャル月間と位置づけ「ザスパ草津

スペシャルトークショー」や「ポルトガル語で番

組を見る会」「放送体験クラブ」など，会館内外

での催しを集中的に実施した。中でも11.21～23

日の 3日間は「ふれあい体験広場」と銘打った会

館公開を行い，2,000人を超える来館者でにぎわ

った。また，「ふれあいミーティング」は29回開

催し，838人の参加者からの意見，感想を集約した。

ホームページで日系ブラジル人向けにポルトガ

ル語での情報発信を開始し，接触者率の向上に努

めた。

〔水戸局〕
県域デジタル放送開始 5 周年を迎えるにあた

り，会館の玄関や壁面，アーカイブスコーナーな

どを親しみやすいデザインにリニューアルした。

坂東市の茨城県自然博物館で「番組を見る会」

を 3 回実施し，計1,003人が参加した。県域放送

を受信できない県西地区へのサービス強化にも結

びついた。「ふれあいミーティング」は39回実施

し，計684人から意見をうかがった。

会館ロビーでは，大河ドラマ「天地人展」や地

元Jリーグチームの全面協力による「いばらきJコ

レクション」などを開催，多くの人が来館し好評

を得た。

〔千葉局〕
「ふれあいミーティング」を39回開催し，参加

者数は680人以上だった。会館内カルチャールー

ムで計10回行った展示には1,100人以上の来場者

があった。小学校の社会科見学は，11校245人を

受け入れた。「公開ホームページ」は，10月放送

の『おーい，ニッポン　私の・好きな・千葉

県』で制作した大好きメッセージの掲載，10月か

ら県域ニュースの動画掲載，12月からは千葉局制

作テレビ番組企画リポートの動画掲載を開始する

などの充実を図った。「災害情報ホームページ」

は，台風18号接近時および，チリ地震津波警報発

令時に本番運用し，県民に災害情報を発信した。

〔宇都宮局〕
08年12月にリニューアルした見学コースの「放

送体験コーナー」は依然として人気が高く，さら

に体験者に記念で渡している番組制作DVDを，

キャスターのみの収録から参加者全員が収録でき

るように演出を工夫
くふう

することで，より満足度の高

いコーナーに仕上がってきている。

また，子どもの番組に対する感性や視線を理解

する場として，小学生を対象に「子ども番組審議

会」を開催。全国であまり例がないため，新鮮な

取り組みとして注目を集めた。

広報グッズとしては，視聴者の利便性を考え

[いちごななみメモ」「いちごななみマグネッ

ト」を作成し， 4 月から開始したFM番組『とち

ぎマロニエパーク』や「ふれあいミーティング」

などでの広報活動に役立てた。

〔さいたま局〕
埼玉県が舞台の『連続テレビ小説～つばさ』が

放送されるのに合わせ，埼玉の「つばさ」関連情

報を提供するホームページを制作した。主な舞台

の川越やドラマについてレポートした動画や音

声，川越や埼玉県に関する検定形式のクイズ，ド

ラマ出演者が県内のB級グルメを紹介するブロ

グ，ドラマの最後に紹介した写真などが人気で，

期間中約78万のページビューがあった。

『週刊☆サッカー王国』（FM）では，リスナ

ーと直接コミュニケーションを図る機会を設け，

リスナーたちとサッカーへの熱い思いを語り合った。

08年度から始まったホームページ「埼玉動画ニ

ュース」は，09年10月から千葉・横浜でも同様の

ページがスタートし，南関東 3県に広まった。
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中　　　　　部
◇1959年 9 月に東海地方を襲った伊勢湾台風から

50年。特集番組や関連イベントを企画して，伊

勢湾台風から得られた教訓や東海地方の防災の

課題を伝えた。

◇『金とく～北アルプス大縦走』は好評を得て，

{夏の北アルプス　あぁ絶景！雲上のアドベン

チャー』に再編集して，全国でも放送した。

◇08年度に好評を得た『土曜ドラマ～刑事の現

場』第 2弾の『土曜ドラマ～リミット～刑事の

現場 2』や，名古屋局制作終戦ドラマ 3本目の

{NHKスペシャル～終戦ドラマ　気骨の判決』

を制作。

◇福井局テレビ放送開始50年として，多様な地域

放送やイベントを展開，地域サービスに努めた。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

〔名古屋局〕
地域の課題に向き合うとともに，「視聴者に元

気を届ける」放送に取り組んだ。

長引く経済危機が中部地方の経済や暮らしに与

える影響については，『金とく～不況に負けない

～中部再生のヒントを探る』のほか，『ナビゲー

ション』や『ほっとイブニング』で取り上げ，課

題解決の糸口を考えた。また，元気な人や頑張っ

ている人のとっておきの笑顔とそのエピソードを

紹介する 1 分ミニ番組を継続して放送するなど，

[スマイルキャンペーン」を年間通して展開した。

4年目を迎えた『金とく』では，紀行，ドキュ

メンタリー，双方向のクイズなど幅広い手法で番

組を放送した。特に，「北アルプス大縦走」には，

多数の好評意見や再放送要望が寄せられた。

戦後最大の被害を東海地方にもたらした伊勢湾

台風から50年の節目を迎え，視聴者から寄せられ

た手記を基に災害への備えの大切さを考える『ほ

っとイブニング』のシリーズ企画，『金とく～超

巨大台風にどう備えるか～伊勢湾台風から50年』

などを放送。さまざまな番組やイベントを通じて，

伊勢湾台風から得られた教訓や東海地方の防災の

課題を特集した。また， 2年ぶりに日本へ上陸し

た台風18号に際しては，終夜体制できめ細かな関

連情報を提供するなど，迅速かつ的確な災害報道

により，防災・減災に努めた。

2 年目を迎えた『めざせ！会社の星』『サタ★

テン』では，番組ホームページや携帯サイトなど

を活用し，若い世代の視聴者との結び付きを強化。

スポーツでは，『おめでとう！！中京大中京優

勝』を夏の甲子園決勝の翌日に編成し，地域の視

聴者の関心に応えた。また，バンクーバー五輪の

見どころを紹介する番組のほか，中日ドラゴンズ

や名古屋グランパスの試合を放送した。

全国放送番組『中学生日記』は，小学校から中

学校に上がる中での生活の変化をテーマに取り上

げた新たなシリーズを 4月に放送したほか，全国

オーディションで選ばれた中学生が登場する企画

を継続。また，『土曜ドラマ　リミット～刑事の

現場 2 』（全 5 回），『NHKスペシャル　終戦ドラ

マ　気骨の判決』などを制作したほか，名古屋出

身のパーソナリティーが地元にまつわる話題や文

化を紹介する全国放送番組『ゆきねえの名古屋な

ごやか喫茶』（R1）を新設した。

〔金沢局〕
第45回衆院選や 3月の石川県知事選挙では，全

局体制で正確かつ迅速な選挙報道にあたった。ま

た，『金とく～“マクベス”がやってきた～仲代

達矢と能登の人たち』は，『ハイビジョンふるさ

と発』でも放送。『金とく北陸スペシャル　新た

な美への挑戦～第56回日本伝統工芸展金沢展』

{ゆく年くる年　羽咋市妙成寺』『産地発！たべ

もの一直線　七尾市発中島菜』『デジタル百万石

松井秀喜スペシャル』など伝統・文化・スポーツ

を発信。『証言記録　兵士たちの戦争「飢餓の島

味方同士の戦場～金沢　歩兵第107連隊』『デジタ

ル百万石　特集　浅野川水害から 1年』など，地

域の課題にも取り組んだ。

また，全国より 1年早くアナログ放送が終了す

る珠洲中継局で，「アナログ放送終了リハーサ

ル」（ 7 月，1 月）を実施した。関係機関と連携

して放送設備を改修，字幕スーパーによる事前告

知，リハーサルのもようはニュースなどで視聴者

に伝えた。

金沢局開局80周年に向けて，キャラクター「こ

とじろう」のアニメーションスポットや，著名人

による「ありがとうメッセージ」の放送を開始し

た。

〔静岡局〕
県知事選，衆院選，参院補選と注目選挙が続き，

政権交代に伴う行政の変化をきめ細かく報道。静

岡空港については，JAL撤退問題とあわせて『追

跡！AtoZ』で開港の背景に迫った。震度 6 弱の

地震，伊豆東方沖地震など災害時は総力をあげて
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減災報道に徹し， 8人乗り漁船の遭難では 3人救

出の情報をいち早く伝えた。

『ナビゲーション』では，引きこもりからの再

起を図る若者たちの成長を見つめ，『ハイビジョ

ンふるさと発』などに展開。自動車業界再編を取

材した「スズキの決断」は『経済ワイドビジョン

e』で，高校生の就職難を取り上げた「旅立ちへ

の日々」は『クローズアップ現代』でも発信した。

『フジヤマTV』は地域の歴史・文化などをテ

ーマに10本制作。東海道の魅力をBS中継番組

{絶対！ふるさと主義』で全国に紹介。国民文化

祭は開会式を中継してダイジェストを全国放送。

FMでは，コミュニティFM局や大学生との共同

制作番組を 7本放送。視聴者の疑問に答える双方

向の新番組『フジヤマの金 3 』は14本制作。『た

っぷり静岡』は公開キャラバンを 5回実施した。

〔福井局〕
福井局テレビ放送開始50年関連の番組やイベン

トを展開。夕方のニュース情報番組を『ニュース

ザウルスふくい』に刷新し，未来を担う若者にス

ポットを当てた「5050ふくいのたまご」や，豊か

な自然や伝統産業・伝統文化など福井の宝を紹介

する「NEXT50」を新設し，環境問題について地

元新聞社とのコラボレーション企画を実施した。

50年記念イベントの「NHK福井　みんなの文化

祭」では，『集まれ芸達者！みんなの文化祭』と

{ふくうた』を生放送。また，地元民放とタイア

ップしたおはなし祭り『読み聞かせのススメ～本

でつながる人と人』の公開録画や，公共交通機関

を応援する『ふくい沿線クラブ　電車でおもしろ

クラシック』の公開録音を実施。『知る楽　こだ

わり人物伝～花菱アチャコ』や『全国植樹祭』

{トップランナー　前野博紀』『渋谷アニメラン

ドin福井』などを全国発信した。福井県ゆかりの

著名人がふるさとへの想いを語る 1 分ミニ番組

{故郷は遠きにありて』を随時制作した。

〔富山局〕
人の絆

きずな

の大切さを訴える『ひとりじゃない』キ

ャンペーンを推進し，夕方の地域情報番組で計43

本のリポートを放送。 5月に，シリーズ「自殺を

なくすために」を組み，番組に展開。 3月は「認

知症と向きあう」フォーラムを放送と連動して実

施。ニュースでは，第45回衆院選と政権交代に伴

う影響，新型インフルエンザ，北陸新幹線建設問

題，富山市のコンパクトな街づくり構想を重点的

に報道。11月，地上デジタル放送の理解促進を目

的に，イベント「NHK地デジランド」を開催，

双方向クイズ番組『富山の達人』を 1時間にわた

り生放送した。『にっぽん紀行～立山登山に挑む

小学生』『地域発ぐるっと日本～住民手づくりの

相撲大会』などを全国放送した。名古屋・長野局

との共同制作『金とく　北アルプス大縦走』は，

大きな反響があった。

〔津局〕
地域放送の充実を図った。夕方のニュース『ほ

っとイブニングみえ』で，元気な三重を発信する

企画「ふるさとにQ」を立ち上げた。県内29の市

町を毎月 1つ取り上げ，その魅力を紹介した。ま

た，志摩市の中学校相撲部の子どもたちの奮闘を

描いた『みえ発ドキュメント～めざせ日本一・磯

部中学相撲部』も放送。『ナビゲーション』では，

地域の課題である「介護士不足」と「地域医療の

医師不足」を取り上げて制作。伊勢湾台風から50

年を経た 9 月には，『防災シンポジウム“伊勢湾

台風50年目の提言”』を東海 3 県で放送。 3 年後

に迫った伊勢神宮の遷宮を前に，神々に捧
ささ

げる宝

物・神宝を作る工芸家や職人の志を描いた『金と

く～神宝・1300年受け継がれる技と心』は，全国

放送やNHKワールドで国際版としても放送した。

全国放送では，『生活ほっとモーニング こだわ

り旅～伊賀の旅』，介護士不足の問題を取り上げ

た『福祉ネットワーク』を制作した。

〔岐阜局〕
「放送局のちから」プロジェクトでは，①子育

て支援②水との共生③地デジ推進をテーマに，放

送やイベントを展開。①『た～んとみのひだ』や

{ほっとイブニングぎふ』で，子育て支援体制や

役立つ情報を紹介。イベント「エンジョイ！パパ

サウルス～子どもと一緒に楽しもう」は『パパサ

ウルス』で放送。②長良川を旅するリポート「長

良川てくてく旅」を『た～んとみのひだ』で随時

制作。ホームページと連動して，3-Screensも展

開。③「地デジ移行」と「岐阜県域放送への受信

アンテナ切替え」の30秒・ 1分スポットを，12月

から県域で放送。岐阜駅前の大型ビジョンでも放

映した。

地域特集番組では，揖
い

斐
び

川
がわ

町の徳山ダムの存在

意義を問う番組を『ナビゲーション』で特集。

全国放送番組では，『ハイビジョンふるさと

発』で，全日本フォークジャンボリーの40年ぶり

の復活にかける男たちを特集。『にっぽん紀行』

で，独り暮らしのお年寄りと絵手紙を通した交流

を特集した。
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2 ．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう東海』 G

月～金　07:45～08:00
第 1 回93.4 .5／東海 3 県ブロック／平日の朝，

東海 3県の最新情報を伝える番組。ニュース，気

象情報，交通情報のほか，地域の課題や取り組み

に迫り，暮らしに密着した情報をわかりやすくコ

ンパクトに伝えた。／各局タイトル：金沢『おは

よう石川』，静岡『おはよう静岡』，福井『おはよ

う福井』，富山『おはよう富山』

『情報フレッシュ便　さらさらサラダ』 G
月～金　11:30～12:00

第 1 回03 .4 .3／東海 3 県ブロック（一部各局

単）／プラザウェーブ21から公開生放送。地元に

密着した文化・芸能情報や生活に役立つ情報を伝

えた。データ放送と連動し，双方向機能も活用。

11：50～12：00は各局単：津『みえ～るくん情

報』，岐阜『みのひだ情報局』（毎月最終金は

11：30～12：00『た～んとみのひだ』）／各局タ

イトル：金沢『かがのとしゅんしゅん便』，静岡

{しずおか情報ランチ』，福井『ほやほや情報昼

前便』，富山『とやまおしらせたまご』

『ほっとイブニング』 G
月～金　18:10～18:59

第 1 回01 .4 .2／東海 3 県ブロック（一部各局

単）／ホットなニュースからホッとする話題まで，

東海地方のすべてがわかる地域密着番組。県内各

地で公開生放送も実施。18：30～59は各局単：津

{ほっとイブニングみえ』，岐阜『ほっとイブニ

ングぎふ』／各局タイトル：金沢『デジタル百万

石』，静岡『たっぷり静岡』，福井『ニュースザウ

ルスふくい』，富山『イブニングアクセス富山』

『ナビゲーション』 G 金　19:30～19:55
日　08:00～08:25

第 1 回93.4.17／中部ブロック／中部 7 県の課題

や事件・事故の背景，地域の現状などを掘り下げ

て伝え，全国発信にも努めた。

『金とく』 G 金　20:00～20:43
日　10:05～10:48

第 1 回06.4.7／中部ブロック／地域に徹底的に

こだわり，中部 7 県の魅力を紹介。「北アルプス

大縦走」や，とことん取材して視聴者の悩みや疑

問に応えるシリーズなど，多彩な内容を放送。

『ウイークエンド中部』 G 土　07:30～08:13
第 1 回85.4.6／中部ブロック（一部各局単）／

中部 7県の一週間のニュースや話題を伝えるニュ

ース情報番組。週末のお出かけにも役に立つ，各

地の週末イベント・行楽情報も取り上げた。

『鈴木アナの東海ピックアップ』 G
土　12:38～12:45

第 1 回08.4.5／東海 3 県ブロック／東海 3 局の

経営情報・番組情報を紹介。 4月からは，データ

放送を開始。おすすめ番組の簡単予約など内容を

充実。

『サタ★テン』 G 土　13:50～14:00
金　23:20～23:30

第 1 回08.4.5／東海 3 県ブロック， 中部ブロ

ック／プラザウェーブ21で行う音楽ライブイベン

トの一部を生放送。多彩なアーティストが出演。

また，未放送の映像やライブをひと月分まとめて，

深夜に『マン☆テン』として放送。

『中部あさいちばん』 R1
月～土　07:40～08:00

第 1 回99.4.5／中部ブロック／ニュース，気象

情報，交通情報やさまざまなコーナー企画など，

中部の朝の表情や生活情報を届けた。

『ラジオジャパンフォーカス』 R2
火・水・土　01:00～01:15

木・金　00:40～00:55
日・月　01:00～01:20
火～土　05:45～06:00
日・月　05:40～06:00

第 1 回08.4.1／東海 4 県ブロック／国際放送ラ

ジオ日本が海外向けに放送している『ラジオジャ

パンフォーカス』を，東海 4県向けに放送。東海

地方に暮らすブラジル人のサポートに向けて，日

本の生活習慣や文化情報をポルトガル語で紹介。

『FMトワイライト』 FM
月～金　18:00～18:50

第 1 回99.3.29／中部ブロック／地域に親しみの

あるパーソナリティーが出演するディスク・ジョ

ッキー番組。金曜は，日本語とポルトガル語を交

えて，ブラジル人向けの生活情報やブラジルのヒ

ットソングなどを伝えた。

（2）特集番組
〔中部ブロック〕
『トップランナー　東海北陸限定版 HOME
MADE 家族　拡大スペシャル』 G

名古屋局　04.18／15:05～16:04
『ふるさと発ドキュメント 父

とと

母
かか

海女の命綱』
G

名古屋局　09.04／19:30～19:55
『アイデア対決 全国高等専門学校ロボットコン
テスト2009 ～東海北陸地区大会』 G

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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名古屋局　11.15／13:35～14:29
『第13回　熱血！オヤジバトル 中部ブロック予
選』 G 名古屋局　02.06／17:00～17:43

『地域特集～今こそ，人の生き方を考える～五木
寛之・藤原正彦対談より』 R1

名古屋局　06.20／22:15～22:55
『FMトワイライト クリスマス☆ウエーブ
2009』 FM 名古屋局　12.19／16:00～18:50

『2010NHKナゴヤニューイヤーコンサート』 E
名古屋局　01.03／22:00～23:30

『FMトワイライト　in 北名古屋市』 FM
名古屋局　02.01～02／18:00～18:50

『中部ラジオ特集「東海北陸文学紀行」』 R1
名古屋局・金沢局　02.20／13:05～14:55

〔東海4県ブロック〕
『みんな集まれ！防災バラエティークイズ』 R1

名古屋局　09.26／10:05～10:55
『東海・東南海地震～あなたの備えは大丈夫？』
R1 名古屋局　01.16／13:05～14:55
〔東海3県ブロック〕
『（1分ミニ番組）スマイルキャンペーン』 G

名古屋局　03.30～／08:14～08:15ほか
『名古屋市長選2009 開票速報』 G

名古屋局　04.26／21:00～21:50ほか
『ホリデーにっぽん　小林さん・益川さんと愛知
の子どもたち　～理科ってスバラシイ！？』
G 名古屋局　05.05／18:10～18:44

『サタ★テン　スペシャル』 G
名古屋局　05.09／13:50～15:00

『たっぷり見せます！笑う岐阜に福来る！第 6
回全日本学生落語選手権』 G

岐阜局　05.10／13:35～14:35
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 E

名古屋局　07.07～16／14:55～15:00ほか
『第45回衆議院議員総選挙　立候補者紹介「小
選挙区（岐阜県・愛知県・三重県）」「比例区
（東海）」』 R1

名古屋局　08.18／21:05～21:30
『おめでとう！！中京大中京優勝』 G

名古屋局　08.25／22:00～22:48
『アラビアン・ナイト～NHK名古屋児童劇団定
期公演』 E

名古屋局　08.29／12:00～12:55
『音楽でつながる子どもたちの夏～NHK名古屋
青少年交響楽団 第44回定期演奏会』 E

名古屋局　08.29／15:50～17:00
『衆院選2009 開票速報 ▽東海3県選挙区』
G 名古屋局　08.30／20:13～21:00ほか

R1・FM 名古屋局　08.30／20:17～20:34ほか
『防災シンポジウム 伊勢湾台風 50年目の提言』
E 津局　10.24／14:00～15:00

『本日はオープンカフェ！ ゆきねえの名古屋な
ごやか喫茶スペシャル』 R1

名古屋局　10.24／10:05～10:55
『津市長選　開票速報』 G

津局　01.31／21:58～22:00ほか
『岐阜市長選　開票速報』 G

岐阜局　02.07／21:49～21:50ほか
『スマイルキャンペーンスペシャル スマイルの
法則』 G 名古屋局　03.22／18:10～18:44
〔各局共通〕
『第76回NHK全国学校音楽コンクール』
(中部）東海北陸ブロックコンクール　E

「小学校・中学校・高等学校」

09.26／14:00～16:30
(東海 3県ブロック）

愛知県コンクール　G 08.30／16:00～18:00
三重県コンクール　E 08.30／15:00～16:40
岐阜県コンクール　E 08.29／14:00～15:20

(県域）

石川県コンクール　E 8.29／14:30～15:50
静岡県コンクール　FM 9.19／14:00～15:25
福井県コンクール　E 8.29／14:00～15:54

FM 08.24／09:15～11:30
富山県コンクール　E 08.29／14:00～16:00
〔北陸ブロック〕
『金とく　北陸スペシャル』 G 20:00～20:43
「働き学ぶ～能登・夜間定時制高校」

金沢局　06.05

「新たな美への挑戦～第56回日本伝統工芸展」

金沢局　10.30

「“笑い”があふれる人生を～福井　女性だけ

の 落語大会」 福井局　10.02

「命の漂流～現場報告　東尋坊の一年」

福井局　12.11

「巨樹が眠る神秘の森～富山　美女平」

富山局　07.03

『FM 北陸ウイーク』 FM 18:00～18:50
「この曲で，目指すは独立リーグ日本一　～富

山サンダーバーズ」 富山局　06.22

「『三国志』の魅力ってなんだろう？」

福井局　06.23

「素晴らしき映画に　素晴らしき音楽あり

～Listen to the MOVIE！ part 2 」

福井局　06.24

「最近の結婚式事情～あなたにとって結婚と
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は？」 金沢局　06.25

「能登の夏が熱い！モントレージャズフェステ

ィバルin能登」 金沢局　06.26

「歌で五輪を振り返る」 富山局　01.25

「35歳に贈る！歌で振り返る35年間」

富山局　01.26

「北陸サッカー応援宣言」 福井局　01.27

「もうすぐバレンタインデー！～冬のラブソン

グ特集」 金沢局　01.28

「私が選ぶアニメトップ 3」 金沢局　01.29

〔石川県域〕
『金とく　石川スペシャル』「のと自慢」 G

04.03／19:30～20:43
『わたしが子どもだったころ～パティシエ　辻口
博啓』 G 4.26／10:05～10:49
『金沢　百万石行列～よみがえる歴史絵巻』 G

06.06／18:10～18:42
『認知症フォーラム　寄り添う心　支える社会』
G 12.26／16:45～17:55

『デジタル百万石～2009 年末ハイライト』 G
12.28／17:05～19:00

『証言記録　兵士たちの戦争～飢餓の島　味方同
士の戦場～金沢　歩兵第107連隊』 G

（金沢・富山） 01.29／20:00～20:43
『石川県知事選挙・開票速報』 G・R1

03.14／21:49～21:50ほか
『よせがき☆テレビ　かいてみんけ↑』 G

03.25／22:00～22:43
〔静岡県域〕
『金とく　フジヤマTV』 G 20:00～20:43
「探検！発見！富士山ろく 穴場めぐりの旅」

04.17

「“姫街道”歴史探訪　ふれあい旅」 05.15

「あなたの知らないどうぶつ王国・静岡」 06.12

「技あり！歴史あり！グルメありしずおか東海

道の旅」 07.03

「密着！若き挑戦者たち」 10.02

「東海道新旧・B級　味めぐり」 11.27

「富士山ぐるっと一周の旅」 12.04

「富士山　わたしだけの一枚」 01.22

「不況に負けるな！家計にやさしい経済学」

02.05

「世界がビックリ！？静岡再発見」 03.12

『フジヤマの金3』 G 19:55～19:58
「お天気カメラってナニ？」 04.24

「番組公開ライブラリーってナニ？」 05.22

「JOPKって，ナニ！？」 05.29

「NHK静岡，どこまで入れる？」 06.05

「交通情報の裏側を見たい！」 06.26

「イベント情報を教えて！」 07.17

「“みーつけた”のみつけ方」 07.31

「地震発生時の映像，どうやって収録？」 09.04

「しずくんはどうやって生まれたの？」 09.11

「スタジオはどうなってるの！？」 10.23

「地デジTVは壊れてる？」 10.30

「データ放送は，どのくらいの頻度で更新して

いるの？」 12.11

「NHKのこの車はナニ？」 01.15

「粟ヶ岳の鉄塔の役割は？」 01.29

『しずおか2009』 G
「防災への取り組みは今」 09.06／08:00～08:25
『第24回国民文化祭・しずおか2009開会式』
G 10.24／15:05～16:48
『たっぷり静岡　キャラバン』 G

18:10～19:00
湖西市（4 . 2 4），富士宮市（9 . 2 5），浜松市

(11.20），藤枝市（2.08），熱海市（3.18）

『たっぷり静岡　2009』 G
12.28／17:05～19:00

『大好き！静岡 ～つなごうコミュニティFMの輪』
FM 18:00～18:50
「FM Hi！」 05.28

「FM Haro」 07.30

「VOICE Que」 09.24

「FM島田」 11.26

「FM熱海・湯河原」 01.28

『キャンパスDJ』 FM 18:00～18:50
「東海大海洋学部」 06.25

「静岡文化芸術大学」 10.29

『FM朗読シアター～伊豆文学賞『海煙』をよむ』
FM 02.25／18:00～18:50
〔福井県域〕
『NHK福井　テレビ開始50年特別番組 集まれ
芸達者！みんなの文化祭』 G

09.19／10:05～11:54，12:15～12:45，
13:50～14:00

09.20／10:05～11:30，13:05～15:00
『NHK福井　テレビ開始50年特別番組 ふくう
た』 FM 09.19／16:00～18:00

『読み聞かせのススメ～本でつながる人と人』
G 11.29／08:00～08:25
『認知症フォーラムin福井 あきらめない～最新
医療と社会の支え』 G 03.07／17:00～17:43

『ふくい沿線倶楽部 電車でおもしろクラシック』
FM 03.19／18:00～18:50
〔富山県域〕
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『金とく　富山スペシャル～自殺をなくすため
に』 G 05.15／20:00～20:43

『地デジ双方向クイズ～富山の達人』 G
11.29／14:16～15:15

『どうする？富山の地域放送』 G
02.21／10:05～10:55

『ひとりじゃない～認知症と向きあう』 G
03.26／19:30～20:43

『NHK富山～アナウンサーによる朗読の集い』
R1 04.12／13:00～14:00

『ゲツヨル6時は　Toyama jukebox！』
FM 18:00～18:50
「富山ミュージックJAMリターンズ」 04.27

「ピアニスト　イリーナ・メジューエワさん」

05.25

「青春時代が夢なんて」 06.29

「目指せブレイク　富山のアーティスト」 07.27

「芸術の秋を味わおう 特集・富山のコンサート

ホール」 08.31

「うれし懐かし　みんなのうた」 09.28

「鉄道で音楽を楽しむ」 10.26

「“ワクワク！”そして“ちょっぴり切ない”冬

の歌」 11.30

「第 1回NHK富山放送局紅白歌合戦」 12.21

「卒業SONGS」 02.22

「新生活へスタート！」 03.15

〔三重県域〕
『みえ発ドキュメント』 G
「めざせ日本一～志摩市立磯部中学相撲部」

10.02／19:30～19:55
〔岐阜県域〕
『ぎふ発ドキュメント』 G
「心ひとつに響かせて～起し太鼓に挑むアメリ

カ人」 05.15／19:30～19:55
「妊娠の喜びを守りたい～長良医療センターの

90日」 09.04／19:30～19:55
『ぎふスペシャル～夢があるから強くなる～躍
進！FC岐阜2009』 G

12.26／16:00～16:43

3 ．スポーツ中継

〔高校野球〕
第91回全国高校野球選手権大会

愛知県　準決勝 G・E・R1・FM／07.29

決勝 G・R1／07.30

石川県　準々決勝 R1／07.25

準決勝 G・E・R1／07.27

決勝 G・R1／07.28

静岡県 4回戦 R1／07.25～26

準々決勝 R1／07.27，29

準決勝 G・E・R1／07.30

決勝 G・R1／07.31

福井県　準々決勝 R1／07.24

準決勝 G・E・R1／07.27

決勝 G・R1／07.28

富山県　準々決勝 R1／07.26～27

準決勝 G・E・R1／07.29

決勝 G・R1／07.30

岐阜県　準決勝 E・FM／07.26

決勝 G・FM／07.29

三重県　準決勝 G・R1／07.26

決勝 G・R1／07.29

第54回全国高校軟式野球選手権大会

(近畿・東海 3県ブロック）

決勝 R1／08.30

第62回秋季東海地区高等学校野球大会

(東海 3県ブロック）

準決勝 R1／10.31

決勝 R1／11.01

静岡県 3位決定戦・決勝 R1／09.27

第56回春季東海地区高等学校野球大会

静岡県 3位決定戦・決勝 R1／05.05

北信越地区高等学校野球大会

石川県　準決勝 R1／09.27

3 位決定戦・決勝 R1・FM／09.28

福井県　準決勝 R1／10.03

3 位決定戦・決勝 R1／10.04

富山県　準決勝 R1／09.26

3 位決定戦・決勝 R1／09.27

第121回北信越地区高等学校野球大会

(石川・福井・富山県）

準決勝 R1／10.19

決勝 R1／10.20

〔その他のスポーツ〕
プロ野球

[中日」対「横浜」

(東海 3県ブロック） R1／04.03

[楽天」対「中日」

(東北・東海 3県ブロック） R1／06.11

[中日」対「広島」

(中部ブロック） G・R1／07.10

[中日」対「ヤクルト」

(東海 3県ブロック） R1／10.17～19

[巨人」対「中日」

(東海 3県ブロック） R1／10.21～23

[中日」対「広島」
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(東海 3県・広島ブロック） R1／03.26

各県サッカー選手権大会　決勝

愛知県・静岡県 G／08.29

三重県・岐阜県 G／08.30

石川県 R1／08.30

福井県（録画・ダイジェスト） G／09.03

高校総体サッカー静岡県大会　決勝

(静岡県域） E／06.07

Jリーグ G

(東海 3県ブロック）

[川崎フロンターレ」対「名古屋グランパス」

／04.04

[名古屋グランパス」対「サンフレッチェ広島」

／04.29

(静岡県域）

[清水エスパルス」対「川崎フロンターレ」

／04.12

[ジュビロ磐田」対「アルビレックス新潟」

／11.08

(静岡・広島県域）

[サンフレッチェ広島」対「清水エスパルス」

／03.06

J2リーグ G

[ヴァンフォーレ甲府」対「カターレ富山」

山梨・富山県域／05.17

[カターレ富山」対「ファジアーノ岡山」

富山・岡山県域／12.05

[FC岐阜」対「東京ヴェルディ」

岐阜県域／05.02

[FC岐阜」対「徳島ヴォルティス」（録画）

岐阜県域／12.06

bjリーグ G

[富山グラウジーズ」対「浜松・東三河フェニッ

クス」 富山県域／04.26

[浜松・東三河フェニックス」対「新潟アルビレ

ックスBB」 静岡県域／05.10

[富山グラウジーズ」対「埼玉ブロンコス」

富山県域／11.01

第89回天皇杯全日本サッカー選手権

1回戦　 G（金沢）・R1（富山） ／09.20

準々決勝　G（東海 3県ブロック） ／12.13

BCリーグ　　　　　　 （金沢） R1／04.11～12

（福井・富山）R1／4.11

（福井） R1／7.04

第34回日本ハンドボールリーグ女子

（金沢）G／10.24

福井県高校駅伝　　　　　　 （福井）R1／11.01

Ⅱ．技　術

1 ．デジタル放送の拡充と普及

（1）地上デジタル放送のネットワーク拡充
中部では，デジタル親局 7局，デジタル中継局

111局の整備が完了し，エリアカバー率は96％

(09年度末）となった。また，45局のデジタル中

継局を開局，NHK共聴85施設へ地上デジタル放

送を導入。マイクロ波中継局を 3施設建設した。

（2）デジタル放送の普及促進
地上デジタル放送の早期普及に向け，関係業界

や一般視聴者への情報提供や技術講習会を開催。

家電業界に対しては，電商組への技術講習会を開

催したほか，デジタル最新情報をまとめて情報誌

(月 1 回）とFAX（月 2 回）で提供。また，老

人クラブなどを対象に地デジ講習会を開催した。

デジタルのインフラ整備については，関係団体

と連携し，集合住宅や電波障害対策共聴のデジタ

ル化の促進を図ったほか，国やNHKの助成制度

を活用し自主共聴などのデジタル化に取り組ん

だ。また，年末商戦やバンクーバー五輪にあわせ，

家電業界と普及キャンペーンを展開，衛星契約取

り次ぎの拡大活動を実施した。

（3）地上デジタル放送のサービス向上
『鈴木アナの東海ピックアップ』では，全国に

先駆けて， 6月 3日からデータ放送で，お薦め番

組の視聴・録画予約サービスを開始。

双方向・生連動番組を，名古屋局で 2回，富山

局で 1 回実施。『金とく～ご当地グルメ・秋の大

感謝祭』（10.16）は参加総数1,460人（12セグ），

{金とく～発見！あなたの知らない名古屋城』

(1.8）は参加総数2,812人（12セグ，携帯）で，

いずれも視聴者がクイズに参加。『富山の達人』

(11.29）は，クイズの出題に合わせて視聴者が

回答を送信，投票率を本線映像で表示。プレゼン

ト応募は，参加総数572人（12セグ，携帯・PC）。

データ放送を利用して， 9月には福井局で天気

マークスーパー，名古屋局で愛知県防災情報を新

たに放送開始。また，名古屋市長選など地方選挙

の開票速報を 6 回，Jリーグ生連動番組を 8 回放

送した。

2 ．放送設備の充実

名古屋局では，T－1スタジオの音声と照明設

備，MA－2音声ダビングスタジオ設備，番組制

作用ハイビジョン静止画ファイル装置，三国山基
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地局FPU受信回転パラボラ装置を更新した。ま

た，NC－AとB卓の映像モニターをハイビジョン

液晶モニタに更新，消費電力を大幅に削減した。

金沢局は，ニュース卓の映像モニターをハイビ

ジョン液晶モニターに更新。富山局は，ニュース

用静止画ファイル装置と第 1スタジオ照明設備を

更新。津・岐阜局は，ラジオFM素材専用回線を

INS公衆回線に置き換え，回線料を抑制した。

また，中部各局の可搬型音声卓や可搬型テープ

録音再生機を更新した。

3 ．緊急・災害報道の取り組み

静岡県中西部で震度 6 弱を観測した地震

(8.11）では，名古屋をはじめ各局から出動した

8 台の衛星中継車とヘリから生中継や伝送で報

道。特に，東名高速上り牧之原SA付近の崩落現

場からは，16日の開通まで，ヘリリポートを中心

に状況を詳細に伝えた。

台風18号が知多半島に上陸（10.8）した際は，

交通機関の状況や被害状況を伝えるため，NHK

放送センター前，名古屋駅，豊橋から長時間にわ

たり生中継や伝送を実施。デジタル総合テレビの

データ放送や名古屋局のホームページでも，きめ

細やかな台風情報を発信した。

設備では，三国山基地局のFPU回転台更新や

小型FPU導入で，緊急報道体制を強化した。

4 ．番組制作技術の取り組み

『全日本水泳選手権』（浜松市）では，カメラ

総数15台を駆使して迫力ある映像で放送。『大相

撲名古屋場所』は，大相撲中継初となるウルトラ

ハイスピードカメラを使用。力士の立ち会う瞬間

などを超スロー映像で伝えた。『NHKスペシャル

終戦ドラマ　気骨の判決』では，フィルムトーン

に映像を加工し時代イメージを表現。『2010NHK

ナゴヤニューイヤーコンサート』は，08年度に引

き続き，5.1サラウンドで放送した。

5 ．視聴者活動

「NAP2009」のほかに技術部独自の活動とし

て，「NHK出前授業」を蒲郡市内の小学校10校の

5 年生向けに新たに実施。また「親子ラジオ製作

教室」は， 3 回実施（名古屋 2 回，豊橋 1 回）。

いずれの活動でも技術部職員ならではの専門性を

発揮，視聴者との触れ合いや満足度向上，営業支

援活動に積極的に取り組んだ。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

中部ブロックでは，公開番組をはじめ，公共放

送キャンペーン，こども・青少年，教育・教養，

美術，音楽，スポーツなど，さまざまな分野・対

象のイベントを実施。約220万人の視聴者と触れ

合い，公共放送の理解促進と地域の活性化・文化

振興への寄与に努めた。

〔名古屋局〕
（1）公開番組
『NHKのど自慢』『NHK歌謡コンサート』『BS

日本のうた』『めざせ！会社の星』などの全国放

送番組に加え，この地域に暮らす中南米出身者に

よるのど自慢大会『ラティーノ・ノドジマン

2009』や『金とく～出前コンサート』などの地域

放送番組を，中部各局で91本実施した。

（2）公共放送ならではのイベント・キャンペー
ン

「ハート・プロジェクト」「防災キャンペー

ン」「ふるさとの食にっぽんの食」「環境キャンペ

ーン」などを中部各局で実施した。

名古屋局では，「ハート・プロジェクト」の一

環として「NHKハート展」と「あなたのやさし

さ招き猫展」（2.13～28瀬戸市）を開催したほか，

伊勢湾台風50年の節目に「伊勢湾台風50年のつど

い」（8.23名古屋市）とそのパネル展（9.8～15，

21～18名古屋市）を実施。また，「アイ・愛フェ

スティバル2009」（9.12名古屋市）も開催し，交

通安全啓発にも努めた。

（3）こども・青少年イベント
「第76回NHK全国学校音楽コンクール」「第56

回NHK杯全国高校放送コンテスト」「第26回

NHK杯全国中学校放送コンテスト」「キミが主役

だ！NHK放送体験クラブ」を，中部各局で実施

した。

また，チャリティーコンサート『おかあさんと

いっしょファミリーコンサート』（11.28愛知県蒲

郡市），『BSおかあさんといっしょ』スタジオ収

録（4.2～4岐阜県岐阜市，10.13～15富山局），お

かあさんといっしょ宅配便「ぐ～チョコランタン

小劇場」（5.17石川県羽咋市，6.20福井県福井市，

9.5三重県志摩市，10.4岐阜県大垣市，11.15愛知

県北名古屋市）など，ファミリーで楽しめるイベ

ントも実施した。

名古屋局では，番組キャラクターショーを中心
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に構成した「あそぼう！NHK夢いっぱいわーる

ど」（3.20～21名古屋放送センタービル）などを，

ファミリー層を対象に実施した。

（4）教育・教養イベント
「エンジョイ！パパサウルス」や，学校に出向

いて行う「NHKこども音楽クラブ～N響が学校

にやってきた」「NHK朗読ひろば」など，教育イ

ベントを中部各局で 4 本実施。名古屋局では，

[第60回放送教育研究会全国大会」を「第13回視

聴覚教育総合全国大会」と合同開催し（10.27～

28岡崎市，豊橋市，豊田市），教育現場での放送

利用のあり方を広める機会とした。

教養イベントでは，「NHK公開セミナー」とし

て，大河ドラマ『天地人』（7.8岐阜県岐阜市）や

ドラマ『坂の上の雲』（10.24愛知県蒲郡市，1.31

岐阜県高山市）をテーマにセミナーを実施した。

（5）美術展・展覧会
「ゴーギャン展」（4.18～6.21名古屋ボストン美

術館），「国立能楽堂コレクション展」（7.11～26

松坂屋美術館），「日本伝統工芸展」（10.6～12三

越名古屋栄店），「大ローマ展」（1.6～3.22愛知県

美術館），「北大路魯山人展」（2.24～3.8ジェイア

ール名古屋タカシマヤ）を主催・共催した。

（6）音楽イベント
「サウンドオアシス2009」（10.11名古屋市），

[NHKなごや芸能音楽祭2009」（11.1，3名古屋市），

{ 2 0 1 0 N H Kナゴヤニューイヤーコンサー

ト』（1.3名古屋市），「N響定期演奏会」（2.26名古

屋市）を実施した。

また，NHKホール（東京）で行われたオペラ

[アイーダ」のライブ・ビューイング（9.6）を，

専門家の解説を交えて名古屋局スタジオで実施し

た。

（7）スポーツイベント
「ラジオ体操・みんなの体操会」「第89回天皇

杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦」を中部

各局で実施したほか，「木村和司のサッカーパー

ク」（8.29石川県金沢市），「NHKジュニアサッカ

ー教室」（6.6愛知県常滑市），「NHKジュニアバス

ケットボール教室」（9.19富山県富山市）を実施。

また，バンクーバー五輪に連動して，「バンクー

バーオリンピック展」（2.13～28名古屋放送セン

タービル）を実施した。

（8）そのほかのイベント
地域の応援団として，視聴者に笑顔を届ける

[スマイルキャンペーン」を，東海 3局で年間通

じて展開したほか，「NHKものづくりフェア～発

見！東海の技～」（7.25～26名古屋放送センター

ビル）を行い，地域に伝わる技を紹介した。

〔金沢局〕
「環境キャンペーン」の一環として，「百万人

のキャンドルナイト」（6.21金沢市）を行い，キ

ャンドル・行
あん

灯
どん

作りやアニメ「川の光」の上映会

を実施。秋には，「いしかわ里山里海フェア

2009」（10.3金沢市）を若いファミリー向けに実

施した。「食料プロジェクト」では，「石川県フェ

スティバル」（10.17～18金沢市）を「石川の農林

漁業まつり」とあわせて実施。

若者向けイベントとして，『テレ遊びパフォ

ー！』内で制作された，石川県が舞台の怪獣映画

[長髪大怪獣ゲハラ」トークショー（7.5金沢市），

08年度も好評だった『よせがき☆テレビ　かいて

みんけ↑』（2.27金沢市）の公開録画を実施。職

員が県内の小中学校へ出向き，番組制作や撮影，

アナウンスの専門知識を生かして授業をする「お

でかけ授業」（06年度～）も 4回実施した。

〔静岡局〕
「しずおか大好き！」をキャッチフレーズに，

[地域の応援団」として，地域の人々に親しまれ，

支えられる放送局を目指し，『たっぷり静岡キャ

ラバン』（4.24湖西市，9.25富士宮市，11.20浜松

市，2.8藤枝市，3.18熱海市）や『ここはふるさと

旅するラジオ』（10.26～29焼津市，熱海市，静岡

市，浜松市）などにあわせて，視聴者と触れ合う

さまざまなイベントを展開した。

“公共放送ならでは”のイベント・キャンペー

ンとして，「環境戦士イーグルマンショー」

(10.25静岡市），「防災フェアー」（8.21～24浜松

市），「NHKハート展」（9.12～27静岡市），「農業

まつりNHK食のステージ」（11.29静岡市）などを

展開した。

〔福井局〕
福井局テレビ放送開始50年を記念して，「視聴

者に身近な放送局」に向けたイベントを展開。

{上方演芸会』（5.15福井市）を私立大学のキャ

ンパスで実施，ウェブ応募で若い世代の参加を図

った。会館公開「NHK福井　みんなの文化祭」

(9.19～20）には， 2日間で延べ2,000人以上の来

場者があった。また，地元民放局との共同企画の

朗読イベント「おはなし祭り」（11.21福井市）や

{トップランナー』の公開録画（11.29坂井市），

福井局で展開している公共交通キャンペーン・イ

ベント「電車でおもしろクラシック」（3.6勝山市

ほか），若者向けのラジオ番組『渋谷アニメラン

ドin福井～マクロスソングを聴け！』の公開録音

(3.7坂井市）などを実施し，幅広い世代の視聴
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者が参加した。

〔富山局〕
年間を通じ 3 つの柱を立て，イベントを展開。

①“ひとりじゃないキャンペーン”では，「ふれ

あい福祉トーク～うつ・自殺と向きあう」（6.14

魚津市）と， 2年にわたるキャンペーンの集大成

として「NHKハート・フォーラム　ひとりじゃ

ない～認知症と向きあう」（3.13富山市）を実施。

フォーラムは，県域で放送して反響を呼んだ。②

“スポーツ応援団プロジェクト”では，富山グラ

ウジーズと連携し「スポーツ応援団フェスティバ

ル」（9.19砺波市）を実施。バスケットを通して

2,000人を超える若年層と交流した。③地デジプ

ロジェクトでは，「NHK地デジランド」（11.28～

29富山市）を実施。5,000人を超える来場者でに

ぎわい，地デジの理解・普及に貢献した。

〔津局〕
“津市の秋まつり” に合わせて，会館公開

[NHK津ふれあいデー」（10.10～11津放送局）を

実施。アナウンサーによる朗読ミニシアターや高

校生による創作調理対決などを催し， 2万人を超

える来場者でにぎわった。起震車による地震体験

やエコCO2チェック体験など，楽しみながら“防

災”や“環境”を学べる企画も実施した。

また，伊勢湾台風から50年にあたり，シンポジ

ウム『伊勢湾台風50年目の提言』（9.26桑名市）

を開催。伊勢湾台風の教訓を次世代に語り継ぎ，

台風や大雨などの災害への備えの大切さを伝え

た。

子どもたちの健全な育成のために，小学生を対

象とした「NHKカップ三重県少年サッカー大

会」（12.12～13津市）を開催した。

〔岐阜局〕
岐阜局で展開している“子育て支援キャンペー

ン”関連イベントとして，「絵本ライブ」（8.3岐

阜局）と，「エンジョイ！パパサウルス」（9.20岐

阜市）を実施。「第76回NHK全国学校音楽コンク

ール　岐阜県コンクール」では，事前に高校生を

対象とした課題曲の歌唱レッスンとして「みんな

の音コンスクール」（6.27岐阜市）を 3 年連続で

開催。また，地域の文化振興として実施した第 7

回全日本学生落語選手権「策伝大賞」（2.27～28

岐阜市）では，全国から過去最多となる44大学・

大学院から193人の学生が参加した。そのほかに

も「会館公開」（10.3～4岐阜局）などを実施し，

年間を通じて幅広い視聴者との交流を図った。

2 ．営　業

（1）全体状況
中部ブロックの10年 3 月末の契約総数は543万

7,000件，衛星契約は221万6,000件（すべて有料契

約）。この 1 年で契約総数（有料）は 4 万4,254件

の増加，前年比66%の伸びにとどまった。これは，

08年 9 月の“リーマンショック”に端を発したト

ヨタをはじめ中部有力企業の業績悪化により派遣

労働者や期間工の雇い止めなどで，中部圏からの

転出が増加したことなどが原因と考えられる。

また，生活保護などを理由とする受信料全額免

除受理数が中部ブロックで 2万件を超えた。これ

も契約総数増加が伸び悩んだ原因の一つであり，

中部経済圏の不況が大きく影響したと考えられ

る。

不況の影響を大きく受けた厳しい年度であった

が，中部ブロックの衛星契約増加計画，事業所契

約増加計画は達成することができた。

（2）契約収納業務の法人委託の拡大
「平成21～23年度 NHK経営計画」で示した12

年度の営業経費率10％達成に向けて，さらなる効

率的営業業務を遂行するため，中部ブロックでも

契約収納業務の法人委託化を開始。10年 3 月末現

在， 3社の法人が計18万世帯の受信料契約・収納

業務を受託。今後も委託を拡大し，地域スタッフ

(個人委託）と法人委託の並存体制による，より

効率的な業務の遂行を目指す。

（3）受信料の公平負担と取組みの強化
訪問集金廃止から 1年経過した10月に，地域ス

タッフの活動パターンを，契約取次・支払再開業

務とそれ以外の業務に明確に分け，地域スタッフ

のパワーをさらに契約取次・支払再開へシフトし

た。

完全デジタル化に向けて，12月のボーナス期に

薄型デジタルテレビの普及が進んだこと， 2月の

バンクーバー五輪への視聴者の関心が高かったこ

となどにより，中部ブロックの衛星契約増加は 2

～ 3 月で 2 万3,160件となった。 2 か月で 2 万

3,000件を超える衛星契約増加数確保は，09年度

最高値となった。

民事手続きによる受信料の支払督促エリアは，

07年度の愛知県，08年度の静岡県に続き， 1月か

ら三重県・岐阜県にも拡大した。

3 ．広　報

（1）マスコミ広報・番組広報
3 年目の広報番組『鈴木アナの東海ピックアッ
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プ』では，東海 3局の経営・番組・事業イベント

の情報を紹介。 4月からはデータ放送を開始，お

薦め番組の簡単予約など，内容を充実した。

富山局では，大河ドラマ『天地人』前半の山場

となる「魚津城の戦い」と連動して，番組出演者

によるトークショー（4.27）と番組巡回展（6.4～

11）を魚津市で開催した。

（2）視聴者ふれあい活動
ふれあいミーティングは，中部で合計226回実

施。金沢局は，「視聴者のみなさまと語る会～経

営委員とともに～in金沢」を11月に開催。公募に

よる視聴者67人と，地域放送について意見を交換

した。

名古屋局では，10月に会館公開「きてみてNH

K2009」を実施。『金とく』『サタ★テンスペシャ

ル』『ゆきねえの名古屋なごやか喫茶』の公開収

録，アナウンサーやカメラ操作体験などを実施。

また，豊橋支局，福井局，富山局，津局，岐阜局

でも会館公開を実施，視聴者との交流を深めた。

金沢局は，開局80周年に向けて，キャラクター

[ことじろう」を作成。広報誌「ことじろう通

信」を毎月発行，『かいてみんけ』などのスポッ

トにも活用した。福井局は，テレビ放送開始50年

のキャラクター「一福丸」を地元の学生と考案，

名称を一般公募，番組やホームページ，イベント

などに展開した。富山局は，地元民放局と共同開

催の富山大学「メディア講座」で，フォーラム

{どうする？富山の地域放送』を開催（1.28実施，

2.21放送）。津局は，『ほっとイブニングみえ』の

企画で，市町の魅力を紹介する「ふるさとにQ」

と連動し，地元の人たちが町自慢をする 1分スポ

ットを放送。

（3）デジタル放送の普及・理解促進活動
東海 3 県のNHKと民放テレビ局の全10局が共

同で，地デジ普及促進イベント「BigWave2009」

を開催。各テレビ局が地デジPRブースを設けて

周知した。金沢局は，民放と共同で地上デジタル

放送普及促進スポットを制作し，各テレビ局で放

送。金沢駅前ビルの大型モニターでも放映した。

近　　　　　畿
◇大阪局では視聴者層の拡大を目指して，若い世

代に向けた地域放送番組を充実。金曜夜間の地

域特集番組では，多彩なジャンルの番組を放送

し，幅広い年層の視聴者に向けた放送を行った。

◇阪神・淡路大震災から15年に当たり，神戸・大

阪局がこれまで蓄積してきた映像資料を生かし

ながら，15年間の復興の軌跡と人々の絆
きずな

を多く

の関連番組を通して伝えた。

◇『連続テレビ小説～ウェルかめ』は，徳島を舞

台に，ヒロインがさまざまな人との出会いを重

ね，成長していく様を描いた。オープニングの

キャラクター“かめっ太”も話題になった。

◇第45回衆議院議員総選挙では，政見・経歴放送

や開票速報に万全を期し，公正・公平な放送を

実施した。

◇大阪で開催された「水都大阪2009」や，奈良県

を中心に開催された「全国高等学校総合体育大

会」など，関西で開催されたイベントの熱気を

放送を通じて伝えた。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

（1）視聴者層の拡大，番組のいっそうの充実
夕方 5時台の地域情報番組『あほやねん！すき

やねん！』（G，月～金）を，若い世代に向けた

番組として刷新した。若い世代と本気でコミュニ

ケーションすることを目指し，公開生放送すると

ともに，土曜深夜でも『あほ！すき！』を放送し

た。

日曜午前 8時の地域経済情報番組『ビジネス新

伝説　ルソンの壺』（G，年間49本放送）は 3 年

目を迎え関西以外でも放送するようになり，徳島

局では定時番組として関西と同時間帯で毎週放送

した。番組では，厳しい状況が続く地域経済の中

で，独自の取り組みをしている企業などを見つめ，

不況を乗り越えるヒントを探った。

金曜午後 8 時からの『かんさい特集』（G，年

間35本）では，「食を極める～料理人がこだわる

道具の魅力」（4.17）や，「大にぎわい！淀川舟く

だり～再発見・水都大阪」（9.18）など，関西で

開催されたさまざまなイベントと関連した番組を

放送した。また，「平城遷都1300年祭」に向けた

関連特集として「ドラマ　万葉ラブストーリー　
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春」（5 .22）や，「“やまとの国宝”を旅する」

(1.8）などを放送した。そのほか，豊富な文化

遺産や伝統ある上方芸能を題材とした番組，アー

カイブス映像を活用したクイズ番組，家族で楽し

めるステージショー，地域ドラマ，バンクーバー

オリンピック関連番組やプロ野球中継など，多彩

な番組を放送した。

（2）地域の課題を迅速・的確に報道
夕方 6 時台の各府県向けのニュース（G，月～

金）は，大阪局は『ニューステラス関西』を継続，

各局は『ニュース610京いちにち』（京都），『ニュ

ースKOBE発』（神戸），『わかやまNEWSウエー

ブ』（和歌山），『ならナビ』（奈良），『おうみ発

610』（大津）を継続し，地域の動きや話題を詳細

に伝えた。

金曜午後 7時30分からの報道番組『かんさい熱

視線』（G）では，「地方vs国～公共事業費をどう

負担するか」（4.3），「新型インフルエンザ～教訓

をどう生かすか」（5.22），「待ったなし　関西 3

空港問題」（12.18）など，関心の高い地域の課題

を掘り下げて伝えた。また，「揺れる生活保護～

新たなセーフティネットの模索」（7.3），「リハビ

リが受けられない～“成果主義”の波紋」（7.10），

[疑惑の手術～追跡・病院の貧困ビジネス」

(10.16）など，地域を覆う不況の実相や暮らし

に関わる課題をさまざまな角度からとらえた。

（3）防災・減災への取り組み
発生から 4 年を経たJR福知山線の脱線事故に

ついて，『かんさい熱視線特集～被害者の“叫び”

は届くのか～JR福知山線事故から 4 年』（G，

4.24）を73分に拡大して放送し，事故から時を経

た今もなお浮かび上がる教訓や課題を伝えた。

阪神・淡路大震災15年関連の番組については，

大阪・神戸局を中心に制作し「震災15年～命をみ

つめる　心をつなぐ」をテーマとし， 1月17日を

中心にして約 1週間にわたって多彩な番組を放送

した。14日には『クローズアップ現代～あの体験

が世界中でいきている～神戸発・災害ボランティ

ア』や『かみさまのいじわる～神戸　幼き被災者

たちの15年』を，16日には『追跡！AtoZ～見過

ごされた15年～復興曲線が語る新事実』を全国放

送した。13～15日には『関西アーカイブス』とし

て，被災した地域を長期にわたって取材した

{NHKスペシャル』を近畿ブロックで放送した。

1 月17日には午前 5 時台に『阪神・淡路大震災15

年～追悼の祈り』を中継で伝えたほか，午前10・

11時台には神戸の今を中継で全国に伝えた。『N

HKニュース　おはよう日本』などのニュース枠

内でも，中継・リポート企画を伝えた。夜間は

{NHKスペシャル～MEGAQUAKE 巨大地震

( 2 ）～KOBE 15秒の真実～そのとき地下で何

が』を放送した。また，音声波ではラジオ第 1放

送で，午前 5時台から昼まで『阪神・淡路大震災

から15年～あの日から…心つないで』（1.17）を

放送した。

（4）関西の魅力を地域・全国へ発信
定時の全国放送番組は『歴史秘話ヒストリア』

(G），『バラエティー生活笑百科』（G），『きらっ

といきる』（E），『コミ☆トレ』（E），『ストレッ

チマン 2 』（E），『上方演芸ホール』（BS2），『大

阪発疾走ステージ　WEST WIND』（BS2），

{上方演芸会』（R1），『ともに生きる』（R2）な

どを主管，制作した。

このうち，『歴史秘話ヒストリア』は，09年度

に新たにスタートし，歴史に秘められた意外な物

語をわかりやすく感動的に描いた。『きらっとい

きる』は，視聴者の声を番組に生かしていく『と

ことん！おたよりスペシャル』を年 4回放送した。

また，震災から15年，障害者にとって本当に必要

な対策について，視聴者の意見も交えて考える

{ETVワイド　ともに生きる～もしもの時　ど

うしたらええねん！？～障害者と災害”を考え

る』を放送した。

特集番組では『神と人が会う日～京都・葵祭～

一千年の神事』（G，7.20，京都局制作），『働きた

いんや～大阪・雇用促進住宅の200日』（G，8.12），

{おっちゃんたちの将棋天国』（G，12.24）など

を放送した。

芸能番組は『わが心の大阪メロディー』（G，

11.3），新成人へ向けてメッセージを音楽とドキ

ュメントで綴った『みんな，20歳だった』（G，

1.11），『東西浪曲特選』（G，10.17），『京都南座

顔見世大歌舞伎』（E，12.27），『文楽通し狂言～

義経千本桜』（HV，1.1～3），『初笑い東西寄席』

(G，1.3）などを放送した。

ドラマは09年度後期の『連続テレビ小説～ウェ

ルかめ』（G，HV，BS2，9.28～3.27）と，その関

連番組として『ウェルかめ2010 新春増刊号！』

(G，1.2）などを放送した。そのほか，『連続テ

レビ小説「だんだん」“ふたごでバンザイ！”ス

ペシャル』（G，5.5），『土曜ドラマ～再生の町』

(全 5 回，G，8.29～9.26）を放送した。オーデ

ィオドラマでは『FMシアター～ぶたぶた』（FM，

6.6），『FMシアター～潜水艦家族』（FM，11.7），

{ 青春アドベンチャー～マナカナの大阪

LOVERS』（全10回，FM，3.1～12）などを放送
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した。

このほか，『ハイビジョン特集～新発見・大坂

図屏風の謎～オーストリアの古城に眠る秀吉の

夢』（HV，10.31），『絶対！ふるさと主義～水の

都OSAKA再発見』（BS2，10.4），『ハイビジョン

特集～復元　幻の大寺院～新薬師寺・天平の謎に

挑む』（HV，3.26）などを放送した。

（5）スポーツ中継の充実
関西で行われるさまざまなスポーツを全国に向

けて積極的に発信した。『国際グランプリ陸上 大

阪2009 兼世界選手権代表選考会』（G，5.9），奈

良県を中心に開催された『全国高等学校総合体育

大会 2009近畿まほろば総体』の「開会式」（G，

7.29）のほか，競技のもようを伝えた。『第91回

全国高校野球選手権大会』（G，E，BS2，R1，8.8

～24），『第11回全日本学生柔道体重別団体優勝大

会』（E，11.3），『第87回全国学生相撲選手権』

(E，11.7），『第36回社会人野球日本選手権～決

勝』（E，11.22），『第64回甲子園ボウル』（BS1，

12.13），『関西大学ラグビー「関西学院」対「同

志社」』（E，12.5）を放送した。駅伝では『女子

第21回・男子第60回全国高校駅伝』（G，R1，

12.20），『第28回全国都道府県対抗女子駅伝』（G，

R1，1.17）を放送し，インターネットの新たなサ

ービスとして，各チームの中継所動画配信を実施

した。そのほか，『第65回びわ湖毎日マラソン兼

アジア大会代表選考会』（G，R1，3.7），『大相撲

春場所』（G，HV，BS2，R1，3.14～28），『第82

回選抜高校野球大会』（G，E，HV，BS2，R1，

FM，3.21～4.3）などを中継した。競馬も，春の

天皇賞（5.3），菊花賞（10.25）などを中継した。

地域放送では，プロ野球（G，R1），サッカーJ

リーグの関西勢の試合（G）のほか，『第38回関

西学生サッカー選手権～決勝』（E，6.6），夏の全

国高校野球選手権大会の関西 2府 4県大会の決勝

戦（G，E，R1，FM），『第54回全国軟式野球選

手権大会～決勝』（R1，8.30），サッカー天皇杯の

関西 2 府 4 県代表決定戦（G，8.30，各局），『秋

季近畿地区高校野球大会』（R1，10.25ほか）を中

継したほか，『bjリーグ・バスケットボール「大

阪エヴェッサ」対「京都ハンナリーズ」』（G，

11.14）などを中継した。

（6）視聴者とのつながり
若い世代に向けた新番組『あほやねん！すきや

ねん！』（G，月～金），地域情報番組『ぐるっと

関西おひるまえ』（G，月～土）を大阪局プラザ

スタジオから公開生放送した。

NHK大阪ホールを活用した定時番組として，

{上方演芸ホール』（BS2，年間10本，G，年間42

本），『大阪発疾走ステージ　WEST WIND』

(BS2，年間10本）を放送した。

春と秋の大阪局の会館公開「BKワンダーラン

ド」では，イベントと連動した公開放送を行い，

{あほやねん！すきやねん！スペシャルecoライ

ブ』（G，6.20）をNHK大阪ホールで公開収録・

放送した。また，年に 2 回『なみはなライブ』

(FM）の公開録音も実施した。公開派遣番組で

は，関西 2 府 4 県で『NHKのど自慢』（G，BS2，

R1）を実施し，『上方演芸会』（R1，年間45本）

も継続した。

小学生対象には，小学 5・ 6年生が番組の制作

を体験する『キミが主役だ！NHK放送体験クラ

ブ』（E，年間44本，各局制作）を番組化し放送

した。

（7）デジタル放送の普及・促進
09年度もデジタルの特性を生かした放送サービ

スに取り組んだ。『プロ野球「阪神」対「オリッ

クス」』（G，6 . 5），『プロ野球「阪神」対「横

浜」』（G，9.11）の中継時に，デジタル総合でマ

ルチ編成を実施した。

データ放送は『女子第21回・男子第60回全国高

校駅伝』（12.20），『第28回全国都道府県対抗女子

駅伝』（1.17）で連動データ放送を実施した。ま

た，近畿地方向けのJリーグ中継『Jリーグ「ベガ

ルタ仙台」対「セレッソ大阪」』（G，11.22，宮

城・近畿ブロック）でも連動データ放送を実施し

た。また，京都局も『がくうた　2009～京都学生

祭典×NHK』（G，10.31，京都府域）で独自に連

動データ放送を実施した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『おはよう関西』 G 月～金　07:45～08:00
第 1 回93.4.3／近畿ブロック／関西のニュース

やリポート，中継，気象情報，交通情報，きょう

の動きなどをいち早くコンパクトに伝えた。

『ウイークエンド関西』 G 土　07:30～08:13
第 1 回92.4.11／近畿ブロック／ニュースや週末

の気象情報，イベント情報，関西ゆかりのスポー

ツ情報，「西日本の旅」など。

『ぐるっと関西おひるまえ』 G
月～金　11:30～12:00
土　　10:50～12:00

第 1 回03.4.3／近畿ブロック／関西各局を結ん

で旬の話題や暮らしに役立つ生活情報を伝える。

大阪局のBKプラザスタジオからの公開生放送。
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『あほやねん！すきやねん！』 G
月～金　16:50～18:00

第 1 回08.3.31／近畿ブロック／友達や学校・家

族のことなど，10代が抱える悩みや日ごろ感じて

いる思いを受け止め，本気でコミュニケーション

する，BKプラザスタジオからの公開生放送。

『ニューステラス関西』 G
月～金　18:10～18:59

第 1 回08.3.31／近畿ブロック／その日のメイン

ニュースにこだわり，深い取材に基づいた「見ご

たえのあるニュース」を目指した。社会の問題を

わかりやすく伝える企画，関西勢の活躍をいち早

く伝えるスポーツコーナー，旬の現場からの中継，

気象情報もきめ細やかに伝えた。（『ニュース610

京いちにち』（京都），『ニュースKOBE発』（神戸），

{わかやまNEWSウエーブ』（和歌山），『ならナ

ビ』（奈良），『おうみ発610』（大津））

『関西845』 G 月～金　20:45～21:00
第 1 回96.4.1／近畿ブロック／関西の 1 日をコ

ンパクトにまとめたニュース。京都局は『京都ニ

ュース845』，神戸局は『兵庫ニュース845』，奈良

局は『なら845』，和歌山局は一部県域で放送。

『とびきり』新　G 金　10:05～11:00
第 1 回09.4.3／近畿ブロック／関西ではなかな

か見ることのできない，西日本の各局が制作した

“とびきり”の地域放送番組を紹介。

『かんさい熱視線』 G 金　19:30～19:55
第 1 回08.4.4／近畿ブロック／関西のあらゆる

分野の関心事をタイムリーにとらえ，わかりやす

い解説とともに掘り下げて伝えた情報番組。

『関西もっといい旅』 G 金　19:30～19:55
第 1 回00.4 .28／近畿ブロック／関西各地を旅

し，美しい風景や土地の風物，人々の暮らしなど

を丹念に記録。年間 9本放送。

『かんさい想い出シアター』 G
土　05:15～05:50

第 1 回01.11.4／近畿ブロック／大阪局が保存す

る番組をよりすぐり，テレビが記録した関西を，

その後のエピソードを交えて振り返った。

『上方演芸ホール』 G 月　00:05～00:48
第 1 回02.1.7／近畿ブロック／名人芸や若手の

“旬”の芸など，「上方の本物の笑い」を，ライブ

感そのままに伝えた。

『ビジネス新伝説　ルソンの壺』 G
日　08:00～08:25

第 1 回07.4.8／近畿ブロック／ヒット商品や新

しいサービスを生み出している企業を取材し，企

業のトップに成功の秘密を聞いた。

『かんさいミッドナイトセレクション』 G
土　00:55～04:13
日　02:25～04:13

第 1 回05.4.2／近畿ブロック／関西各局が制作

した番組や，関西にちなんだ全国放送番組のアン

コールなど。

『西日本の旅』 G 木　11:20～11:30
第 1 回04.4.4／近畿ブロック／西日本各局が制

作したミニ紀行番組。

『関西ラジオワイド』 R1
月～金　16:05～18:00

第 1 回00.4.3／近畿ブロック／楽しく聴ける情

報満載の安心ラジオを目指し，地域密着のニュー

ス，生活情報を伝えた生ワイド番組。

『FMサウンドポケット　なみはな』新　FM
月～金　18:00～18:50

第 1 回09.3.30／近畿ブロック／リスナー本位の

関西の音楽エンターテインメント番組。HPで簡

単にリクエストできる仕組みを作り，双方向性を

高め，幅広い世代のリクエストに応えた。

（2）主な特集番組
ア．『かんさい特集』 G 金　20:00～20:43

（内容により19:30～20:43）
関西のNHKが総力を挙げて金曜夜間の視聴好

適時間に展開する特集番組。以下の内容で原則と

して毎週放送した。

「私たちはなぜここにいるのか～ノーベル賞学

者　果てしなき探求」

（4.03 大阪・京都局制作）

ノーベル物理学賞を受賞した関西ゆかりの研究

者，南部陽一郎，小林誠，益川敏英の 3氏。仕事

の画期性や物理学の歴史の中での意味について，

わかりやすく伝えた。

「食を極める～料理人がこだわる道具の魅力」

（4.17）

うまい料理の陰にある道具。銅鍋・裏ごし器・

おひつの工房を三人の有名料理人が訪ね，その道

具の特性を生かした極上の料理を作った。

「熱唱！藤田まこと　フランク永井に捧ぐ心の

歌」 （5.15）

藤田まことさんが，今は亡き友・フランク永井

さんを想いながら，永井さんの名曲の数々を熱唱

する。藤田さんがゆかりのある人々を訪ね，歌に

隠された作者の思いをひもといていく。

「ドラマ　万葉ラブストーリー　春」

（5.22 奈良局制作）

万葉集をモチーフにした 3 話オムニバスドラ

マ。第 1 話「恋はももいろ」，第 2 話「愛しき，
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古
いにしえ

」，第 3話「春日影の庭」。

「きよしとよしみの浪速ナイトショー」

（5.29，7.03，10.09，30，11.27，12.18）

西川きよし，天童よしみの 2人がゲストを迎え，

歌やトークなどで展開したステージショー。

「プロ野球中継」

甲子園球場での阪神戦を中継。「阪神」対「オ

リックス」（6.05），「阪神」対「横浜」（9.11）。午

後 6時からマルチ編成を実施。

「ふるさと歴史ウォーク～あをによし・奈良天

平ロマンの地をめぐる」 （6.12）

歴史と文化の宝庫関西の 2府 4県の名所・旧跡

を一般募集の参加者と歩く視聴者参加型歴史紀行

番組。「平城遷都1300年祭」を翌年に控える奈良

市を訪ねた。

「LIVE IN “安藤忠雄”～音楽家が奏でる

安藤建築の魅力」 （6.26）

09年，建築家デビュー40年の安藤忠雄さん。番

組では，安藤建築に魅せられた東儀秀樹さんと加

古隆さんが安藤建築の魅力を語りライブを行っ

た。

「“夢桜”よ　いつまでも～救おう　吉野千年

のさくら」 （7.04 奈良局制作）

数年後には枯れてしまう危機にひんしている奈

良・吉野の桜。「さくらAIDコンサート」や「さ

くらの授業」を通じて，吉野の桜を守ろうとする

人々を紹介。

「映像歴史クイズ・関西の鉄道」 （7.10）

鉄道ファンも，歴史ファンも，旅行好きも，必

見の戦前の貴重な鉄道の映像を一挙蔵出し。さら

に，絶景の中を走る最新の観光列車や，一両編成

のローカル線も紹介。

「甲子園球場物語～85年の歴史探険」 （7.17）

甲子園球場建設秘話から懐かしの名勝負まで，

知られざる甲子園の歴史を紹介。ふだんは入れな

い甲子園の裏側を探検，意外なエピソードを次々

に発見。

「世界遺産　熊野古道を歩きませんか？」

（7.24）

世界遺産登録 5 周年。“癒やし”の道・熊野古

道を三倉茉奈さんと三倉佳奈さんが歩く。圧倒的

な自然と古道を守る人々に触れ合う“救い”の旅。

「おかんの逆襲～我が家のリフォーム戦争」

（7.31）

大阪局制作の地域ドラマ。実家通いのアラフォ

ー独身OL・愛子に降りかかる，THE大阪のおか

ん・珠代のリフォーム宣言。

「なにわの爆笑王再び～生誕70年 桂枝雀の至

芸」 （9.04）

なにわの爆笑王と呼ばれた桂枝雀が生まれて70

年。ファンが選ぶ枝雀落語ベスト 3，お宝映像を

見ながら一番弟子・桂南光と大ファンの指揮者・

佐渡裕が素顔に迫る。

「大にぎわい！淀川舟くだり～再発見・水都大

阪」 （9.18）

関西の母なる大河・淀川を，のんびり舟くだり。

川の上から眺めてみると，新たな魅力が。淀川の

意外な過去から現在まで，歴史と自然を再発見す

る紀行番組。

「家族で楽しむ！ウミガメふしぎ大図鑑」

（9.25）

09年度後半期の『連続テレビ小説～ウェルか

め』。ドラマに登場するアカウミガメについて，

最近の研究で明らかになってきている驚くべき生

態を紹介。

「しなやかに強く　かぶき寺子屋物語～大阪・

松尾塾子供歌舞伎」 （10.02）

24人の子どもたちが一流の先生の指導のもとで

歌舞伎のけいこに汗を流す，大阪・松尾塾子供歌

舞伎。古典芸能の修練を通じて，輝き成長してい

く子どもたちの姿を追った。

「私たちの声が地球を守る～世界環境市民会議

の一日」 （10.16 京都局制作）

世界38の国と地域で「地球温暖化問題に関する

世界市民会議」が開かれた。日本の会場は京都。

これまでに例を見ない世界同日の市民会議。日本

が，そして世界が地球温暖化と向き合った一日を

見つめた。

「西川貴教・びわ湖音の旅～ふるさとからのメ

ッセージ」 （10.23）

滋賀出身のアーティスト西川貴教がロックフェ

スティバルを開催。そのもようを交えながら，フ

ェスを前に西川がびわ湖を旅して，滋賀の人々と

触れ合う様子を伝える。

「ふるさと歴史ウオーク　源平合戦ロマンの地

をめぐる～兵庫・須磨」 （11.20）

歴史と文化の宝庫・関西の名所・旧跡を一般募

集の参加者とともに歩く視聴者参加型の歴史紀行

番組。一ノ谷の戦跡など，源平合戦ゆかりの地を

訪ねた。

「食を極める～あったまる！料理人のこだわり

鍋」 （12.04）

冬と言えば鍋。一流料理人たちが，極上の鍋の

素材を求めて関西一円の産地を取材。オドロキの

くふうで一味違う“こだわり鍋”を紹介。

「文珍・南光の家訓をたずねて」 （12.11）
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“三方よし”の精神に代表される近江商人の経

営理念を引き継いで，地域で活躍する企業を，自

称・上方落語界の中間管理職・文珍，南光の 2人

がユニークなリポートで紹介。

「“やまとの国宝”を旅する」

（1.08 奈良局制作）

時を超えて人々を魅了してきた国宝。平城遷都

1,300年の幕開けに， 2 人のゲストが思いを寄せ

る国宝を訪ね，国宝と向き合っての想いと魅力を

伝えた。

「師匠直伝！芸人虎の穴」 （1.22）

西川きよしやオール阪神・巨人など上方演芸界

の重鎮が，若手芸人に修行の場を提供。芸人とし

て必要な技術や姿勢を熱く厳しく伝授する，修行

型バラエティー番組。

「映像歴史クイズ　プレイバック博覧会！」

（1.29）

大阪万国博覧会から40年。過去，関西で行われ

た数々の博覧会を貴重な映像で振り返り，驚きの

エピソードをクイズで紹介。

「バンクーバーオリンピックに挑む」 （2.05）

バンクーバーオリンピックの開幕を直前に，フ

ィギュアスケートの闍橋大輔・織田信成など関西

ゆかりの選手の最新情報を伝えた。

「第40回　NHK上方漫才コンテスト」 （3.05）

上方演芸界における新人の登竜門として長い伝

統を持つ「NHK上方漫才コンテスト」。第40回を

迎え，“完全実力主義のコンテスト”を目指して，

審査方式を一新した。

「ナニワ友あれ！ふたりDEショー」 （3.12）

2 人の歌手による歌謡ステージ，大阪の名曲を

熱唱。爆笑トークに小さな旅あり，漫才にも挑戦

した。

「ドラマ　万葉ラブストーリー　冬」 （3.19）

万葉集を題材に，奈良の冬を舞台にした恋愛ド

ラマを全国から公募。冬の奈良を舞台にした 3話

オムニバスのラブストーリー。

イ．その他の特集番組
『アニソン　のど自慢』 G 05.05

大人からお子さままで参加して楽しめる，アニ

メソングや特撮ヒーローソングののど自慢。予選

を勝ち抜いた15組が熱唱。

『あほやねん！すきやねん！スペシャルecoライ
ブ』 G 06.20

「あほすき」に新たに加わったメンバーによる

熱いライブ。新「あほすき」のパワーを紹介。

『ルソンの壺　夏休みスペシャル～こどもが突
撃！教えて社長さん』 G 08.21

子どもが気になる企業が続々登場。家族で楽し

める「ビジネスの壺」が満載。

『あさってスタート！連続テレビ小説「ウェルか
め」スペシャル』 G 09.26

NHK大阪から生放送。徳島からの中継も交え

ながら，ドラマをいっそう楽しむための直前スペ

シャル。

『シンフォニックダンス～大阪フィル・青少年の
ためのコンサート2009』 G 11.03

大阪フィルと音楽監督・大植英次さんが青少年

に送るコンサート。

『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2009 近畿地区大会』 G 11.15

テーマは「ダンシングカップル」。近畿地区大

会では，高専 7校14チームの歩行ロボットが華麗

なダンスやジャンプに挑戦。

『第76回NHK全国学校音楽コンクール　近畿ブ
ロックコンクール』 E 09.26

近畿 2府 4県の代表が集まって行われた近畿ブ

ロックコンクールのもようを紹介。

『センバツで輝け！～関西勢が挑む甲子園』 G
03.20

開幕直前に，センバツ出場の関西の 7校を紹介。

（3）主な府県域番組
〔京都局〕
『Jリーグ「京都サンガF.C.」対「ジェフ千葉」』
G 京都府域　05.17

『bjリーグ「京都ハンナリーズ」対「滋賀レイ
クスターズ」』 G 京都・大津単　10.03

『がくうた2009 京都学生祭典×NHK』 G
京都府域　10.31

『音楽　終わりなき道～第25回京都賞受賞　ピ
エール・ブーレーズ』 G 京都府域　02.07

『KYOTO新旬ROCK』 FM 京都府域　02.06

〔神戸局〕
『ジャズライブKOBE 総集編』 G

兵庫県域　04.05，11.28

『Jリーグ「ヴィッセル神戸」対「清水エスパル
ス」』 G 兵庫県域　04.05，11.22

『ひょうご再発見「礎」～近代が残したもの』
G 11.24ほか

『兵庫特集～新兵庫史を歩く～宝塚市』 G
兵庫県域　12.11

『阪神・淡路大震災15年～ひょうご安全の日の
つどい』 G 兵庫県域　01.17

『FMトアステーション』 FM
兵庫県域　06.11ほか年間 9回
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〔和歌山局〕
『動く！防災スタジアム』 G

和歌山県域　04.03，10.23

『紀の国スペシャル　MUSIC FILE』 G
和歌山県域　05.02

『紀の国スペシャル Wakayama Next 10～ど
うする和歌山の教育』 G 和歌山県域　06.26

『紀の国スペシャル～家族のきずなで酒を断つ』
G 和歌山県域　12.04

『紀の国スペシャル～エルトゥールル号120年
の記憶』 G 和歌山県域　12.19

『わかやまパワーステーション』 FM
和歌山県域　04.24ほか年間12回

『関西独立リーグ公式戦中継』 FM
和歌山県域　07.05

〔奈良局〕
『全国高等学校総合体育大会 2009近畿まほろ
ば総体～公開演技』 G 奈良県域　07.28

『NHKおはなしステージinなら燈花会』 FM
奈良県域　08.11

『第89回全国高校ラグビー大会 奈良県大会 決
勝』 FM 奈良県域　11.15

〔大津局〕
『わたしたちのファンタジー～アニメーション
新たなる挑戦』 G 滋賀県域　04.03

『サッカーJFL中継』 G 滋賀県域　05.17

『シンポジウム～戦国女性の生き方に学ぶ』 G
滋賀県域　01.23

『JOPQ会館大公開』 FM 滋賀県域　11.07

〔各局共通〕
『NHKのど自慢予選会』 G
「和歌山県那智勝浦町」（6.18），「大阪府池田

市」（8.17），「奈良県大和郡山市」（10.06），「兵庫

県明石市」（12.01），「滋賀県彦根市」（12.11～12），

[京都府宇治市」（3.05） ※大阪以外府県域放

送

『第76回NHK全国学校音楽コンクール・各府県
コンクール』

大阪府域 FM／08.28～09.04

京都府域 FM／08.31～09.03

兵庫県域 FM／08.28～09.04

和歌山県域 G／09.06，FM／08.31～09.02

奈良県域 G／09.05，FM／08.31～09.02

滋賀県域 G／08.03，FM／08.31～09.01

『変化　そして未来へ～関西2009』 G
近畿ブロック・府県域別　12.28

3 ．スポーツ中継

全国放送では，プロ野球，社会人野球，Jリー

グ，ACL，天皇杯サッカー，センバツ高校野球，

全国高校野球選手権，全国高校駅伝，全国女子駅

伝，びわこ毎日マラソン，大相撲春場所，競馬，

Vリーグ，GP陸上大阪大会，大学ラグビー，学

生柔道，学生相撲，甲子園ボウル，全日本女子ホ

ッケーなどをテレビ・ラジオで中継した。

以下，地域放送実績。

（1）高校野球
第91回全国高校野球選手権大会

〈近畿ブロック放送〉

大阪大会　決勝 E・G／08.01

京都大会　決勝 E／07.27

兵庫大会　決勝 G／07.30

和歌山大会　決勝 E／07.29

奈良大会　決勝 E・G／07.25

滋賀大会　決勝 G／07.29

〈県域放送〉

大阪大会　準決勝 デジタルG大阪単／07.31

準決勝・決勝

R1ほか大阪単／07.31，08.01

京都大会　開会式 G京都単／07.11

準々決勝・決勝

R1・FM京都単／07.23～24，26～27

兵庫大会 5回戦･準々決勝

FM神戸単／07.26～27

準決勝 G神戸単／07.29

和歌山大会　準決勝 G和歌山単／07.28

奈良大会　準決勝 G奈良単／07.24

滋賀大会　準決勝・決勝（一部）

G大津単／07.28～29

第54回全国高校軟式野球選手権大会　決勝

R1・FM近畿ブロック・東海／08.30

秋季近畿地区高校野球大会

〈近畿ブロック放送〉

準々決勝 R1／10.25，31

準決勝 R1・FM／11.01

決勝 R1／11.03

〈県域放送〉

京都大会　準決勝・決勝 R1京都単／10.03～04

兵庫大会　準決勝・決勝FM神戸単／10.03～04

滋賀大会　準決勝・決勝

FM大津単／09.27，10.03

奈良大会　決勝 FM奈良単／10.08，13
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（2）プロ野球
NPB

〈近畿ブロック独自編成〉

「オリックス」対「ソフトバンク」 G／05.06

「オリックス」対「西武」 G／08.29

「阪神」対「オリックス」 G／06.05

「阪神」対「横浜」 G／09.11

「オリックス」対「阪神」 R1／05.22

「ヤクルト」対「阪神」 R1／10.08

「ヤクルト」対「阪神」 R1／10.09

オープン戦「オリックス」対「阪神」

R1／03.11

〈県域放送〉

関西独立リーグ

「神戸」対「明石」 FM神戸単／04.11

「紀州」対「大阪」 FM和歌山単／07.04

（3）Jリーグ・天皇杯サッカー
〈近畿ブロック放送〉

J1「神戸」対「G大阪」 G／04.26

J2「べ仙台」対「C大阪」 G／11.22

（東北ブロックとのインターローカル）

〈県域放送〉

J1「神戸」対「清水」 G神戸単／04.05

J2「京都」対「千葉」 G京都単／05.17

JFL「MIO草津」対「SAGAWA SHIGA」

G大津単／05.17

J1「神戸」対「横浜FM」 G神戸単／11.22

天皇杯サッカー各府県代表決定戦

第14回大阪サッカー選手権大会

G大阪単／08.30

第14回京都サッカー選手権

G京都単／08.30

平成21年度兵庫県サッカー選手権

G神戸単／08.30

＊ 総選挙のため和歌山，奈良，大津の 3局が

放送を取りやめた

（4）その他のスポーツ
第38回関西学生サッカー選手権～決勝

[阪南大」対「大体大」E近畿ブロック／06.06

関西大学ラグビー

「関西学院大」対「摂南大」

E近畿ブロック／09.27

「天理大」対「関西学院大」

E近畿ブロック／11.29

プロバスケットボール　bjリーグ

「京都」対「滋賀」 G京都・大津単／10.03

「大阪」対「京都」 G近畿ブロック／11.14

「大阪」対「高松」 G近畿ブロック／12.26

（高松局とのインターローカル）

かんさい特集「バンクーバーオリンピックで輝

け」 G近畿ブロック／02.08

選抜高校野球開幕特番

「センバツで輝け～関西勢が挑む甲子園」

G近畿ブロック／03.20

Ⅱ．技　術

1．番組制作

フルデジタル時代が着実に進行していく中，3-

Screens展開など，デジタル化のメリットを生か

した質の高い番組制作と地域サービスの充実，ま

た，迅速・的確な緊急報道など視聴者第一主義の

番組制作に取り組んだ。

（1）ドラマ番組
『連続テレビ小説～ウェルかめ』は，一生懸命

“海をこぎいくような”ヒロインの青春を，家族

や恋の物語を縦糸に，美波町生まれの同級生たち

の青春模様を横糸にして，明るくコミカルな青春

ドラマとして制作した。阪神・淡路大震災15年

特集ドラマ『その街のこども』は，震災15年目の

朝を迎えるまでの神戸の街を舞台に， 2人の被災

者が“語れずにいた想い”をドキュメンタリータ

ッチで描いた。

また，『古代史ドラマスペシャル～大仏開眼』

は，平城遷都1,300年のイベント開催に合わせ，

10年 4 月の放送に向け制作し，奈良を舞台とした

BK歴史ドラマ 3 部作の完結にふさわしいスケー

ルの大きな作品となった。

（2）一般番組
NHK大阪ホ－ルでの公開番組『わが心の大阪

メロディー』『きよしとよしみの浪速ナイトショ

ー』『WEST WIND』などの音芸番組や，『歴史

秘話ヒストリア』『生活笑百科』『きらっといき

る』『ストレッチマン 2 』といった番組を大阪か

ら全国に発信し，視聴者から高い評価を得た。

（3）スポーツ中継
高校駅伝（12月），女子駅伝（ 1月），びわ湖毎

日マラソン（ 3月）において，これまでに無人化

した受信基地を見直し，さらに安定した電波伝搬

を実現して高画質のハイビジョン映像と，5.1サ

ラウンド音声による臨場感あふれる放送を行っ

た。このほか恒例の「春夏・高校野球」や「大相

撲春場所」などの中継放送を実施，スポーツの感

動をお茶の間に届けた。
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（4）地域番組
独創的な発想で成功を収めている地元企業を紹

介し，関西経済を元気づける『ビジネス新伝説

ルソンの壺』，地域の社会問題などをホットに伝

える『関西熱視線』などでは，関西ならではの地

域情報を発信した。

このほか，10代の視聴者層に向けた『あほやね

ん！すきやねん！』など多様な番組を放送してい

る。

（5）3-Screens展開
より幅広くNHKとの接触者を増やすため，放

送に加えて「インターネット」「モバイル」のサ

ービスを展開した。災害被災者を支援するポータ

ルサイト「リエゾン被災人」の立ち上げでは，技

術コーディネーションとサーバー設備の構築を担

当し，阪神・淡路大震災15年特集をはじめ，関連

番組の成功の一翼を担った。

このほか，デジタル受信環境の普及促進のため

の番組連動サイト構築やネット動画の公開などに

も取り組み，本格的3-Screens展開の初年度とし

て充実した結果が得られた。

（6）選挙放送・緊急報道
選挙放送については，システムテストや担当者

の育成など，入念な準備による体制強化を図って

おり，衆議院解散に伴う総選挙では，歴史的「政

権交代」を迅速・的確に伝えた。

緊急報道では，「舞鶴少女殺害事件容疑者逮

捕」「新型インフルエンザ」「英会話講師死体遺棄

事件市橋容疑者逮捕」「大津波･津波警報発令」な

ど多くの事件事故・災害が発生したが，それぞれ

域内局とも連携しながら的確な報道を行った。ま

た，「首都直下地震」発生時の本部代替機能実現

に向けてBSデジタル副局整備を行ったほか，大

阪局からの放送バックアップを想定した夜間訓練

を継続的に実施した。

また，10年 1 月に発生した「東海道新幹線架線

事故」では，列車内からの中継を実施し，機動力

を発揮した。

2 ．視聴者とのふれあい（CS活動）

CS活動として， 5 月および11月の「BKワンダ

ーランド」において，「スタジオ公開」や，NHK

技術研究所と連携した「最新技術展示」を実施，

NHK放送技術の理解促進に努めた。

小学 5年生を対象に，放送局の仕事についての

理解促進を目的とした「出前授業」には，大阪府

内11校29クラス，936人の参加があり，児童・学

校側からも大変好評だった。

また，「のど自慢予選会」では域内にも出向き，

[スイッチャー体験」などで視聴者とのふれあい

活動を行い，番組に関連する視聴者サービスに努

めた。

3 ．設　備

（1）地上デジタル放送のエリア拡大
地上デジタルネットワークの構築はミニサテ中

心の整備段階に移っており，09年度は，以下の50

局の整備を実施した（日付は開局日）。

09.06.01／宝塚（神戸）

08.08.14／宇治田原（京都）

／浜坂（神戸）

／宇陀（奈良）

09.09.01／新宮，串本（和歌山）

08.12.01／久美浜東（京都）

／青垣（神戸）

／信楽（大津）

08.12.25／舞鶴寿（京都）

／豊岡戸牧，豊岡栄，赤穂高雄，

明石朝霧（神戸）

／御坊富安，海南木津（和歌山）

／高月高野（大津）

10.02.01／天見（大阪）

／佐用，相生若狭野，村岡高津，

神戸明泉寺，宝塚中山台（神戸）

／橋本柱本（和歌山）

／五条丹原（奈良）

10.03.31／京都八幡，京都大原，宇治志津川，

京都八瀬（京都）

／南淡，川西湯山台，宝塚玉瀬，

神戸高座，篠山浜谷，篠山福井，

揖保川ひばりヶ丘，川西一ノ鳥居

（神戸）

／粉河秋葉下，美浜三尾，上富田生馬，

野上緑ヶ丘，海南小野田，

下津大崎（和歌山）

／都祁，生駒あすか野（奈良）

／マキノ海津，大津比叡平（大津）

10.04.16／白浜庄川（和歌山）

10.05.10／西宮青葉台，西宮名塩（神戸）

これにより地上デジタル放送のサービスエリア

は近畿全体で約797万世帯（約97％）に拡大した。

10年度は，12月までに難視対策中継局を含めて71

局を整備する予定である。

（2）NHK共聴への地上デジタル放送導入
継続的な取り組みを通じ，09年度は，104のA

ランク施設に地上デジタル放送を導入するととも
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に現行受信点でデジタル受信が困難なB・Cラン

ク施設への対応を進め27施設への導入につなげ

た。

加えてNHK共聴の老朽化に伴う大規模改修工

事（光化）に取り組み，19施設の改修および改修

と合わせた地上デジタル放送・BSデジタル放送

の導入に結び付けた。さらに，新たな開局に合わ

せ，以前に光化改修した 1施設に地上デジタル放

送を導入した。

近畿の地上デジタル放送導入済み施設は09年度

の151施設と合わせ累計569施設となり，導入必要

施設数662施設（見込み数）に対する導入率は

86％となった。10年度は残る93施設への早期導入

に向けた対応を進める。また，自治体のケーブル

整備に関連して77施設のケーブル移行に対応し，

63施設の廃止・撤去に結び付けた。

（3）老朽制作設備の最新デジタル化更新
大阪放送局14階に位置するDS－1音声ポスプロ

スタジオは，音声卓のほかDAWなどの周辺機器

も含めてフルデジタル化更新を行い，高音質と効

率的な業務が実施できる環境を確保した。このス

タジオでは，大阪局で制作する『連続テレビ小

説』など，主にドラマ制作を行っている。

今後は，UVスタジオのハイビジョン化など，

スポット番組のハイビジョン化対応が課題とな

る。

（4）局外制作・伝送設備
10年 3 月には大阪局の大型中継車HBK－2が更

新され，スポーツイベント中継の中核設備として

活用されている。また，奈良・大津局のCSK

(衛星伝送中継車）各 1台が更新され，これによ

り近畿管内のCSKは 9 台すべてがハイビジョン

化を完了し，報道素材が多い阪神間のニュース伝

送や緊急報道をはじめ，近畿各地のさまざまな局

外イベント・スポーツ番組などに活用されてい

る。

4 ．ネットワーク技術

（1）視聴者の視点に立った地上デジタル放送へ
の対応と良好な受信環境の確保

09年度は，デジタル放送推進のための第 9次行

動計画に基づき，11年時点でデジタル放送が受信

できない地区に対して，その状況と対策方法を示

した「地上デジタル放送難視地区対策計画」の公

表に向け，近畿広域地上デジタル放送推進協議会

の一員として，中継局設置の送信対策や共聴新設

などの受信対策の検討と各自治体への説明に取り

組んだ。

難視対策計画では，京都市周辺部および中心部

における教育テレビおよび広域民放 4社の難視解

消のため，近畿協議会は，京都の基幹放送所があ

る比叡山に，新たなデジタル中継局を設置する検

討に取り組んだ。そのほか，送信対策として， 6

局のデジタル中継局について検討を行った。

（2）受信インフラ整備に向けた取り組み
近畿の最大課題である障害対策共聴地区のデジ

タル移行促進に向けて，スポットや中継番組など

により，周知PRを積極的に展開した。

また，大阪局では，デジサポ大阪を中心にケー

ブルテレビやアンテナ施行業者も参加する「近畿

スクラム2001活動」体制による取り組みを提案し，

共聴施設管理者と加入者双方の当事者意識の高揚

を図った。近畿域内のデジサポとも，デジタル化

進齏
ちょく

状況や課題地区に基づいてデジタル移行方

法の策定を行った。

（3）自主共聴等支援策への取り組み
自主共聴へのデジタル化を加速させるために，

域内各局担当者とのプロジェクト会議の開催や技

術支援の受託業者であるアイテック関西支社との

連絡会を定期的に開催し，組合への対応状況や国

への補助金申請状況などの確認を行い，デジタル

導入の課題解決に取り組んだ。

その結果，ケーブルテレビへの移行を含めてデ

ジタル化対応済みが，累計で933施設，完了率が

約50％となった。また，約800施設に対して技術

支援を，138施設に対してNHK助成を実施した。

未導入の施設に対しては，10年 7 月までにデジタ

ル化計画策定を働きかける。

（4）デジタル放送の受信普及への取り組み
活動の戦略として，①放送での周知：『ぐるっ

と関西おひるまえ』の「教えて！デジタルおじさ

ん」，②業界のスキルアップ講習会の実施，③業

界を通じたお客様への周知：「デジタル放送おた

のしみガイド」「アナログ放送終了チラシ」配布

の 3 つの柱を立てて，視聴者のCS向上をベース

に家電流通業界やケーブルテレビ事業者と連携し

て実施した結果，デジタル受信機普及拡大とCA

S開示・BS契約増加に貢献した。

また，“3-Screens”展開の一環として「教え

て！デジタルおじさん」のウェブ展開やDVD化

を局内関係者と連携して実施した。DVDについ

ては，近畿の地域電器店750店に配布して，店頭

での周知や店員向け研修に活用されており，地域

のデジタル移行促進に役立っている。
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Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

09年度，近畿ブロックでは，450件のイベント

を実施した。視聴者サービスの充実と視聴者との

結び付きの強化に努めた結果，参加者は190万

4,860人となった。大阪局では春の会館公開イベ

ントのひとつとしてNHK大阪ホールで「アニソ

ンのど自慢」を実施し，これまでNHKに接触し

たことがなかった層の取り込みに成功した。ま

た，8月から10月まで大阪で開催された市民参加

型イベント「水都大阪2009」と『ぐるっと関西お

ひるまえ』がタイアップしたイベントを開催し，

地域の視聴者とNHKとの結び付きを強化した。

（1）全国放送公開番組
『NHKのど自慢』『NHK歌謡コンサート』『BS

日本のうた』『ザ少年倶楽部』『わが心の大阪メロ

ディー』『上方演芸会』など111本をNHK大阪ホ

ールと近畿各地で実施した。

（2）展覧会
「安藤忠雄建築展2009対決。水の都 大阪VSベ

ニス」（5.23～7.12，サントリーミュージアム「天

保山」），「聖地 寧波 日本仏教1300年の源流」

(7 .18～8.30，奈良国立博物館），「道教の美術

TAOISM ART」（9.15～10.25，大阪市立美術館），

[シアトル美術館 日本・東洋美術名品展」

(9.19～12.6，神戸市立博物館），「北大路魯山人

展」（9.19～12.13，滋賀陶芸の森美術館），「第56

回日本伝統工芸展」（10 .21～26，京都高島屋，

3.11～16，大丸心斎橋店），「ボルゲーゼ美術館

展」（10.31～12.27，京都国立近代美術館），「小野

竹喬展」（11.3～12.20，大阪市立美術館）などを

実施した。

（3）教育・子どもイベント
「第56回NHK全国高校放送コンテスト府県大

会」「第26回NHK杯全国中学校放送コンテスト府

県大会」「第76回NHK全国学校音楽コンクール府

県コンクール」「同ブロックコンクール」を 6 月

から 9 月に，「キミが主役だ！NHK放送体験クラ

ブ」を年間を通じて近畿各府県で実施した。

「ETV50 キャラクター大集合」（7.25，NHK大

阪ホール），「NHKこどもミュージカル」（11.22，

NHK大阪ホール），「おかあさんといっしょファ

ミリーコンサート」（3.16～18，NHK大阪ホー

ル）などを実施した。

2 ．営　業

（1）全体状況
09年度，近畿ブロック受信契約の増加数は 1万

9,000件，衛星増加は10万5,000件と08年度を上回

る増加数を確保した。

（2）受信料の公平負担に向けた取り組み
09年度の活動は「支払率の向上」と「営業経費

の削減」を目指して「新 3か年計画」がスタート

し，近畿営業も契約取次と支払再開業務にさらに

シフトし，業績向上に取り組み，08年度を上回る

成果が得られた。

また，複数の大手チェーンホテルの契約適正化

に向け，本社との交渉を粘り強く行い，全国の施

設分の契約を取りまとめ，6,600件の契約成果が

得られた。さらに，どうしても支払ってもらえな

い人に対しては，引き続き民事手続きによる支払

督促を行い，公平負担の徹底に努めた。

外部委託の運用では，民間事業者の創意くふう

やノウハウを活用して，経費削減と公平負担の確

保を目的とし，放送受信料の契約・収納業務公開

競争入札の試行を大阪市内の一部地域で行ってい

るが，今後の実効性を高める結果となっている。

3 ．広　報

〔大阪局〕
①経営広報・番組広報

月 1回，関西放送記者会加盟18社を対象に局長

定例会見を開催し，大阪局および域内局の放送を

中心とした幅広い事業内容について広報した。

番組広報では，徳島県を主な舞台とした大阪局

制作の『連続テレビ小説～ウェルかめ』に特に力

を入れ，実施した取材会や個別取材，配信などは

合わせて約110件に上った。 1 月 8 日の制作発表

に続いて 4月の出演者発表， 5月の徳島県美波町

でのロケ開始，6月のスタジオ収録開始，さらに，

8 月の阿波踊りロケや10年 2 月の最終ロケなどの

節目で記者会見や取材会を行った。また，インタ

ーネット上のPRに力を入れるため，これまでよ

り早く，番組開始の 2か月前の 7月末には『ウェ

ルかめ』のホームページを立ち上げ，PRに努め

た。

また，オープニングタイトルに登場したウミガ

メのキャラクター「かめっ太」が人気を集めたこ

とから，着ぐるみやキーチェーン，シールなどの

キャラクターグッズを製作し，イベントなどで活

用した。

このほか『土曜ドラマ～再生の町』や『震災ド
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ラマ～その街のこども』，10年 4 月放送の『古代

史ドラマスペシャル～大仏開眼』でも取材会を多

数行うなど，PRに努めた。

②視聴者広報

NHK大阪放送会館の共有スペースにあるアト

リウムの活性化を図るため，事業部とともに 5月

の大型連休に「春のふれあい広場BKワンダーラ

ンド」を，10月31日～11月 1 日には「秋のふれあ

い広場」を開催し，スタジオセットの公開やさま

ざまな公開番組を実施した。「春のふれあい広

場」には延べ 8 万人，「秋のふれあい広場」には

4万人を超える来場者があった。

また，BK開局85周年を記念して10年 3 月12～

22日には「BK85さくら祭り」を開催した。『ウェ

ルかめ』のスタジオセットや『大仏開眼』の等身

大の大仏のセットを公開したほか，一般から募集

した写真を展示する「85歳“家族の絆
きずな

”写真展」

を実施し，約 4万4,000人が来場した。

09年度は，放送会館内の見学コース「BKプラ

ザ」には48万人が訪れ， 9月には01年の開館以来

の来館者が累計で350万人に達した。公開番組ス

タジオ「BKプラザスタジオ」では「あなたもキ

ャスター☆君もカメラマン（体験見学）」や「カ

メラマン体験」などを定期的に開催したほか，夏

休みなどのイベントに合わせて絵本の読み聞かせ

やハンドベルの演奏会，工作教室など，家族連れ

や子どもたちに楽しんでもらう催しを多彩に開い

た。

「ふれあいミーティング」は43回実施し，854

人の視聴者と対話を行った。

09年度に大阪局へ寄せられた視聴者意向件数は

電話，手紙，来局，メールなど，合わせて約21万

件だった。

〔京都局〕
09年度，京都局では「地域の広場」となる親し

みある放送局を目指して放送やイベントと連動

し，積極的な広報活動を展開した。なかでも若者

対策である「NHK講座」の充実，学生パワーを

生かしたイベント開発を重点目標とした。

「NHK講座」は生中継担当のアナウンサーや

ドラマのCPなど，08年度にはなかった講義を盛

り込んで，さらに充実した内容で実施した。結果，

受講者は延べ1,300人に及び，受信料制度に対す

るよりいっそうの理解促進を深めることができ

た。

学生対象のイベント開発は， 5月に大学で公開

収録を予定していた『サタデーホットリクエス

ト』が新型インフルエンザ流行のため中止となっ

たが， 6 月にはFM公開番組『弾き語りフォーユ

ー』の収録，その後は大学合同学園祭ともいうべ

き「京都学生祭典」や「NHK全国大学放送コン

テスト」の連携を行った。また，大谷大学からの

生放送『今夜も生でさだまさし』では，地元FM

局との同時放送を行い，若者層に対し新たなチャ

ンネルでアプローチを試みた。

そのほか，毎年実施している「ぼくの絵わたし

の絵展～全国教育美術展」の開催場所を，局内か

ら京都造形芸術大学のギャラリーに移して，京都

府・市の入選作品約1,400点全点を初めて一堂に

展示し，入選者をはじめ多くの人々に観覧しても

らうことができた。また，夏休み期間中には子ど

も向けイベント「わくわく体験なつやすみ」を実

施し，延べ 5日間， 4つのワークショップを開催

して親子連れに楽しんでもらった。

通常の局内見学は年間来館者数が3,500人を超

え，そのうち小学校の団体見学は33校1,580人を

数えた。また，中学生の職場体験なども受け入れ，

好評を得ている。増加する小学校などの団体に対

応するため，年度末には見学コースにプロンプタ

ーを設置して，視聴者サービスの向上を図った。

〔神戸局〕
阪神・淡路大震災15年の年に当たり夕方の地域

情報番組『ニュースKOBE発』では，年間を通し

て「防災考」「震災いのちのきずな」「震災わたし

のメモリアル」の防災企画 3 シリーズを続けた。

また，地元メディアや自治体と共催して「防災・

減災考フォーラム」や「震災の絵展」などのイベ

ントも放送に連動させ，それらを震災から15年目

の 1月17日の報道につなげた。

日ごろから震災・防災への取材・制作を重ねて

きたことが， 5月の新型インフルエンザ感染者発

生や 8 月の兵庫県西部水害での報道に生かされ

た。

一方，JR福知山線脱線事故は，発生から 4 年

たった。被害者に寄り添い，悲劇を繰り返さない

ためには何が必要なのかを取材・発信し続けた。

さらに，視聴者との双方向性を高め，地域の話

題や課題を掘り起こすため， 9 月に西播 3 市で

[ふるさとキャラバン」を実施したほか，地元ケ

ーブル各社の制作したミニ企画を『我が町ケーブ

ルテレビ』と題し，10月と 1月にシリーズで放送

した。

新メディアでは，データ放送を毎日更新した。

公共コモンズも実用化に向けて大きく踏み出すこ

とができた。また，局外の大型スクリーンを活用

したデジタルギャラリーの運用，防災企画のホー
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ムページ掲載，被災者支援サイト「リエゾン被災

人」への情報提供など3-Screensでも成果を上げ

た。

公開スタジオ「トアステーション」を最大限に

活用して「市民コンサート」「JAZZライブ」な

どの多彩なイベントを開催するとともに『新 兵

庫史を歩く』などの視聴者参加型番組に取り組ん

だ。年間を通して，視聴者サービスの充実と視聴

者との結び付きの強化のために行った神戸局主催

イベントの参加者総数は12万7,205人だった。

高校野球県大会，関西独立リーグ，J1・ヴィッ

セル神戸の試合，サッカー天皇杯兵庫県予選決勝

などのもようを随時，県域放送で伝え，地元スポ

ーツファンの期待に応えた。

〔和歌山局〕
夕方の県域情報番組『わかやまNEWSウェー

ブ』は，県内にある 4つの報道室から中継で地域

の最新情報を伝える「報道室便り」や和歌山局に

あるアーカイブスを活用して県内の懐かしい映像

を紹介する「あの日の和歌山」，視聴者の皆さん

から投稿された映像で地域の話題を紹介する「マ

イビデオ」などの新企画により内容を充実させた。

また，熊野古道世界遺産登録 5周年に関連する番

組や県の活性化について有識者で討論する「紀の

国スペシャルNEXT10」「エルトゥールル号120年

の記憶」など地域に密着したさまざまな番組を制

作した。

和歌山が登場する全番組の放送予定がホームペ

ージやデータ放送でわかる「番組情報」や県内の

中高生に番組モニターをしてもらう「WAKA葉

サポーター」，視聴者の皆さんが県内で撮影した

写真で作成した「わかやまカレンダー」，番組を

学校の教育などに活用してもらう「出前上映会」，

一般公募で結成した「ゴスペルクワイア」が参加

したFM公開放送，県内外に和歌山の魅力を伝え

た写真展などさまざまなCS活動を行った。

地上デジタル放送は新宮・串本局などが開局

し，県内の世帯カバーは34万世帯（88％）となっ

た。「たま駅長」や「地域の電器店のみなさん」

が出演する地デジ周知スポットを制作するととも

に，串本，紀伊勝浦，新宮の出先スタジオから

{わかやまNEWSウェーブ』を公開生放送する

[開局キャラバン」を10月に実施するなど地デジ

移行周知に取り組んだ。

〔奈良局〕
09年度も県域放送『ならナビ』『なら845』で地

域の情報を伝えたほか，全国に向けても，奈良県

のさまざまなニュース・話題を発信した。10年の

平城遷都1,300年に向け，盛り上がりを見せる県

内の関連情報も伝えた。

ニュースでは，大和郡山市の病院の診療費不正

請求詐欺事件を『かんさい熱視線』や『クローズ

アップ現代』で放送し，坂田記念ジャーナリズム

賞を受賞した。

また，纏向
まきむく

遺跡の発掘，障害のある中学生の進

学問題，仏像盗難事件，台風18号，仏像ブーム・

国宝級の文化財の発見，幼児虐待死など，さまざ

まなニュースや話題をリポートしたほか，近畿ま

ほろば総体，奈良市長・衆議院議員選挙などでも

迅速・正確な報道に努めた。

“みんなで作るドラマ”をキャッチフレーズに，

万葉集をモチーフにした脚本を全国公募し，奈良

県を舞台に，オムニバスで描く現代恋愛『ドラマ

万葉ラブストーリー』は初めて“春編”と“冬編”

の年度内 2本制作に挑んだ。

また，10月から開始した定時ミニ番組『やまと

の国宝』や『歴史秘話ヒストリア～奈良の大仏～

奇跡の復活劇』『ゆく年くる年』『生中継　ふるさ

と一番！』など多彩な番組を制作した。

環境保護の視点から，吉野の桜の衰退問題を取

り上げた『生活ほっとモーニング』『かんさい特

集』などを放送，地元・吉野での番組上映・桜の

視察イベントも行った。

イベントでは，「NHKおはなしステージinなら

燈花会」「NHKなら寄席in奈良町落語ふぇすてぃ

ばる」を番組と連動し継続開催したほか，新規に，

平城宮跡や古寺を巡るウォーキングイベント「万

葉ウォークラリー」や『古代史ドラマスペシャル

～大仏開眼』の放送前イベント「カウントダウン

大仏開眼」も実施した。

ホームページで「近畿まほろば総体」「やまと

の国宝」の放送と連動し動画配信を行った。また，

県内有識者による「視聴者会議」や，公開番組・

イベント時に視聴者の意見・要望を聞く「ふれあ

いミーティング」を開催したほか，会館公開など

公共放送への理解促進イベントも行った。ほかに，

平城遷都1,300年に当たり，1,300人の方に将来の

夢を語ってもらう「なら1300人の夢」を県内各所

で収録し，夕方の県域情報番組『ならナビ』で放

送するなど，視聴者とのいっそうの結び付きや

“接触者率の向上”に向けた取り組みを進めた。

〔大津局〕
09年度の県域放送『おうみ発610』は，「人・

湖
うみ

・未来」をコンセプトに，自然との関係と，地

域の将来像を見据え，地球環境の異変を映し出す

鏡とも言える「びわ湖」の環境問題を重点的に伝
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えた。地球温暖化が進む中，びわ湖を守る取り組

みや研究などについて「びわ湖クローズアップ」

のコーナーで継続的に発信するとともに，ダム問

題や産廃問題など地域の抱える課題に焦点をあて

て「610特集」のコーナーで紹介した。

全国放送では，『生活ほっとモーニング～安達

祐実と行く初夏のびわ湖・滋賀湖北の旅』『生中

継ふるさと一番！～草津市・高島市・甲賀市』

{競技かるた名人戦・クイーン戦』などを制作し，

滋賀県の魅力と人々の営みを全国に発信し好評を

得た。

また，近畿域内放送では『関西もっといい旅』

{かんさい特集～西川貴教・びわ湖音の旅/文

珍・南光の家訓をたずねて』などを制作し，滋賀

県の自然と人々の環境を守る取り組みを伝えた。

11月には，環境をテーマにした会館公開「QP

ふれあいひろば2009～きて！みて！体験NHK」

を開催，また，環境ホームページ「びわエコ」を

新たに公開して，地域および全国の視聴者に「環

境こだわり放送局」をアピールした。

地上デジタル放送では，11年 7 月の完全デジタ

ル化への移行に向けて，中継局の開局や放送ネッ

トワークの整備を進めたほか，地域放送やイベン

トを活用した多彩な周知広報活動を展開した。

.

中　　　　　国
◇“地域再生から地域創造へ”をテーマに，視聴

者，有識者とともに議論し，中国地方の未来像

を提示する「ちゅうごく未来ビジョン」を，年

間を通じて展開した。

◇中国地方の“地域の宝”を再発見する旅番組を

スタートさせたほか，瀬戸内海の魅力を紹介す

る紀行番組や瀬戸内を舞台にしたドラマを放送

するなど，多彩な内容で金曜夜間の地域放送番

組をよりいっそう充実させた。

◇地震，大雨などの災害・緊急報道では，迅速か

つ的確に情報を提供した。また，データ放送や

インターネットを利用し，防災・減災情報の充

実に努めた。

◇衆議院議員総選挙では，公正で正確な選挙放送

を実施するともに，データ放送やインターネッ

トも活用し，より細かな情報を提供した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

〔広島局〕
金曜夜間を“地域をみつめる時間帯”とし，硬

軟取り混ぜた多彩な番組を編成した。地域が抱え

る課題に継続的に取り組んだ「ちゅうごく再生プ

ロジェクト」を発展させ，『ふるさと発スペシャ

ル　ちゅうごく未来ビジョン』（G，年 3 本，中

国ブロック）を金曜夜間に展開し，“地域再生か

ら地域創造”をテーマに，中国地方の各局は，視

聴者そして専門家，有識者とともに議論し，地域

の未来像を提示した。また，中国地方の“地域の

宝”を再発見する旅番組『あいたい』（G，年 6

本，中国ブロック）や，毎回ひとつのテーマを設

定し，百歳のユニークな人生を紹介する『百歳バ

ンザイ！増刊号』（G，年 4 本，中国ブロック）

を新設した。このほか，年間を通して『瀬戸内い

のちのうみ』シリーズを展開し，瀬戸内海の魅力

や課題を発信した。

夕方 6時台の『お好みワイドひろしま』は，身

近で暮らしに役立つ情報とニュースをわかりやす

く伝え県民の関心に応えた。また，スタジオを飛

び出し地域にオープンスタジオを設けて伝える

[キャラバン中継」を実施し，視聴者との触れ合

いや結び付きを深めた。

午前11時台の『ひろもり』では，県内の神楽団
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を紹介するコーナーや老後を楽しく暮らすための

ヒントを紹介するコーナーなど，県内各地の話題

や暮らしに役立つ情報をきめ細かく伝えた。

核・平和関連では，「原爆の日」を中心とした

8 月 5 日から 9 日まで“核問題を考える”さまざ

まな番組を展開した。『ノーモア・ヒバクシャ～

核兵器のない世界を目指して』（G，8.7，全国）

は，広島をキーステーションに，長崎，アメリカ，

セミパラチンスクを中継で結び，インターネット

上に開設したサイトと連動し，核兵器廃絶のメッ

セージを世界に向けて発信した。また，『原爆孤

老～ヒロシマ・64年後の現実』（G，8.5，中国ブ

ロック），『NHKスペシャル～核は大地に刻まれ

ていた～“死の灰”消えぬ脅威』（G，8.6，全国），

{原爆の日ラジオ特集～核のない世界を目指し

て』（R1，8.6，中国・四国・長崎ブロック），『ヒ

バクシャからの手紙』（G・R1，8.8，全国）を放

送。このほかにも，広島の平和への思いを伝える

番組を全国あるいは，地域に向けて多数放送した。

〔岡山局〕
「脳卒中防止」と「地上デジタル放送普及」を

目標にそれぞれ局内横断的なプロジェクト体制を

組み，年間を通じて取り組んだ。「脳卒中防止キ

ャンペーン」は，『ニュースコア 6 岡山』枠内に

毎週水曜に定時のコーナーを設け，30本のリポー

トを放送したほか，『岡山発』（G，12.11，県域）

では脳卒中シンポジウムを軸に脳卒中の最新の取

り組みを伝えた。また，地元出身の森末慎二さん

を起用した 1分スポットを10本制作し，好適時間

帯に放送した。「地上デジタル放送普及」では，

新たにデジタル中継局が開局する地域に出向き，

その町の魅力と合わせてデジタル放送をPRする

リポート「地デジの里をたずねて」を『ニュース

コア 6岡山』枠内で，15本放送した。さらに，地

上デジタル放送をわかりやすく解説するスポット

を 6 本制作・放送し，PRに努めた。金曜夜間で

は，『月刊岡山トラのアナ』を継続し，「県境」や

[きびだんご」「ドクターヘリ」「水島コンビナー

ト」「ジーンズ」など多彩なテーマで年間10本制

作し，知られざる岡山県の魅力を伝えた。

全国放送番組では，『生中継ふるさと一番！～

美咲町』（G，9.16，全国），『生中継ふるさと一

番！～倉敷市』（G，9.17，全国）や『ふだん着の

温泉～鷺の巣温泉』（G，1.31，全国）などを制

作・放送し，岡山県の魅力を全国に紹介した。ま

た，地域放送番組の全中発信に努め，『月刊岡山

トラのアナ』は，年間 8本を『ふるさとからあな

たへ』（HV）で放送したほか，総合テレビの

{ミッドナイトチャンネル』枠で『あいたい～仏

像とともに暮らす人たち』『月刊岡山トラのアナ

～ジーンズの巻』を，『地域発ぐるっと日本』枠

で『月刊岡山トラのアナ～瀬戸内のフェリーの

巻』を放送した。

〔松江局〕
09年度は，視聴者層を年代別に絞った新番組を

立ち上げた。『アラハタ』（アラウンド二十歳の

略）では，若者から企画を募集し番組化した（17

本）。高齢者向けの『倶楽部R65』では，視聴者

の夢を番組の中で実現させた（ 2 本）。また，地

域の活性化に取り組む人々を紹介する新番組『地

域を創る』には，大きな反響があった（12本）。

夕方の『しまねっとNEWS610』では，12年に 1

度の船神事「ホーランエンヤ」を全中やテレビ国

際放送などに展開させた。また，農薬の空中散布

の現状を継続取材し，『クローズアップ現代～松

があぶない』（G，7.30，全国）でも放送した。 8

月の衆院選では，全国的にも注目された島根 2区

の取材に全力をあげた。政権交代に伴う地域への

影響は，『NHKスペシャル～攻防マニフェスト予

算』（G，12.26，全国）のリポートにつなげた。

地域を揺るがす事件となった浜田市での女子大学

生遺体遺棄事件は，捜査の最新情報だけでなく，

地元の動きも多角的に伝えた。映像資産等を活用

した『新日本風土記～出雲』（HV，3.16，全国）

は，新たな試みへの挑戦だった。『ひるまえしま

ねっと』では，県内各地の話題をテレビ電話を使

って伝えた。松江局のテレビ放送開始50年の特別

編成では，84年制作のドラマ『日本の面影』を放

送した。ホームページの刷新にも取り組み，3-

Screens展開を強化した。

〔鳥取局〕
平日夕方の『いちおしNEWSとっとり』は，

連続不審死事件や救急医療問題など，地域の課題

を積極的に取材し掘り下げて伝えた。 6月に国際

定期貨客船が就航し鳥取県と韓国やロシアとの結

び付きが強まる中，県と交流する韓国カンウォン

道の話題を毎週伝えるコーナーに韓国人リポータ

ーを新しく起用したほか，11月には現地から 4日

間生中継し，交流の現状と課題を伝えた。午前11

時台の『とっとりくらしの情報便』は暮らしに役

立つ生活情報などを伝えた。金曜夜の『ふるさと

発』『ふるさと発スペシャル』は，砂丘で行われ

た世界砂像選手権や鳥取大学救命救急センターの

医師一斉辞職，伝統芸能の祭典「日本のまつり」

などをテーマに取り上げ，計10本制作した。

このほか，県内の自然や文化，人の魅力を 6時
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間生放送で全国に伝えた『おーい，ニッポン　私

の・好きな・鳥取県』（BS2，6.7，全国），障害者

の自立と里親を半年間見つめた『ハイビジョンふ

るさと発～未
み

来
き

18歳の挑戦』（HV，9.12，全国），

伝統行事に参加する親子の心のゆれを追った『ハ

イビジョンふるさと発～幸せを運ぶ子供たち』

(HV，1.23，全国）など全国放送の番組も制作

した。スポーツでは，サッカーJ2昇格を目指す

[ガイナーレ鳥取」の試合を 3 回テレビ中継し，

全試合の結果をデータ放送でも伝えた。ホームペ

ージや携帯サイトは随時コンテンツを充実し『お

ーい，ニッポン』やカンウォン道特集などでは放

送と連動させ，接触者率の向上を目指した。

〔山口局〕
7 月21日に発生した豪雨災害では，テレビとラ

ジオで迅速な報道を行ったほか，『山口土砂災害

～その時何が起きたのか』（G，7.24，中国ブロッ

ク）や『クローズアップ現代～“気象異変”の

夏』（G，7.29，全国），被災した高齢者たちの

[その後」を追った『福祉ネットワーク～安住の

地を追われた老人たち』（E，9.21，全国）などの

番組で，災害発生のメカニズムや被害拡大の要因，

災害弱者が置かれた状況を検証した。

テレビ放送開始から50年になる 6月には，地域

の自然や暮らしを描いた番組を集中編成。さらに，

映像で山口県の歩みをつづった特集『これまでも，

これからも』（G，6.12，県域）を放送した。

夕方 6時台の『ゆうゆうワイド』は，県内のニ

ュースをわかりやすく伝え，昼前11時台の『とく

もり情報ランチ』では，料理のレシピなど生活情

報を伝えた。また，10年度からの両番組の全面リ

ニューアルに向けて準備を進めた。

このほか，『ふるさと発～“原発”に揺れる町

～住民たちの27年』（G，11.13，中国ブロック），

{まど・みちおを歌おう！～ふしぎなポケットコ

ンサート』（BS2，2.21，全国）などを放送。さら

に，地デジ双方向番組『激突グルメ2009～長門国

VS周防国』（G，11.27，県域）など，新たな視聴

者サービスに向けた番組開発も行った。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『NHKニュース　おはよう○○（県名）』 G

月～金　07:45～08:00
第 1 回93.4.5／県域／県内のニュースやきょう

の動き，気象情報，交通情報に加え，各地の話題

や課題などを中継やリポートで伝えるニュース・

情報番組。企画シリーズ「環境最前線」「未来に

伝える戦争」や中継シリーズ「夏の訪れ」「師走

の風景」などを随時放送した。

『NHKニュース　おはようちゅうごく』 G
土　07:30～08:13

第 1 回93.4.10／中国ブロック・一部県域・一部

西日本ブロック／西日本各地の朝の表情を伝える

中継やリポート，週末イベント情報など，多彩な

内容のニュース・情報番組。

『ひろもり』（広島局） G
月～金　11:30～12:00
（松江）11:40～12:00

第 1 回08.4.4／各県域／生活・文化・健康など，

暮らしに役立つ情報番組。

(各局タイトル）

『おかやま　ひだまりカフェ』 （岡山局）

『ひるまえしまねっと』 （松江局）

『とっとりくらしの情報便』 （鳥取局）

『とくもり情報ランチ』 （山口局）

『お好みワイドひろしま』（広島局） G
月～金　18:10～18:59

第 1 回84.4.2／県域／広島県内の 1 日のニュー

スを視聴者の視線に立ってわかりやすく伝えた。

また，地域の課題や視聴者に関心の高い話題につ

いては「特集」で取り上げ，ていねいに掘り下げ

て伝えた。そのほか，視聴者から寄せられた情報

を基につくる「情報BOX」など，地域に密着し

た内容で，親しみやすいニュース・情報番組とし

て充実を図った。

(各局タイトル）

『ニュースコア 6 岡山』 （岡山局）

『しまねっとNEW610』 （松江局）

『いちおしNEWSとっとり』 （鳥取局）

『ゆうゆうワイド』 （山口局）

『ひろしまニュース845』（広島局） G
月～金　20:45～21:00

第 1 回96.4.1／各県域／県内の 1 日の出来事を

コンパクトにまとめて伝えるニュース番組。

(各局タイトル）

『岡山ニュース845』 （岡山局）

『しまねっと845』 （松江局）

『とっとりニュース845』 （鳥取局）

『やまぐち845』 （山口局）

『ふるさと発』 G
第 1 回01.4.6／中国ブロック・随時各県域／事

件・事故などの背景に迫るリポートや，各地の

人々と触れ合う紀行，中国地方ゆかりの旬な人物

の魅力に迫るドキュメンタリーなど，中国地方の

“いま”を切り取る番組。
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『NHK中国地方放送番組審議会』 G
第 1 回97.11.16／中国ブロック／番組審議会の

審議内容を伝える番組。

『おはよう中国』 R1 月～土　07:40～07:58
第 1 回89.4.3／中国ブロック／中国地方各地の

情報を電話インタビューと視聴者からのお便りを

織り交ぜながら伝える情報番組。

『夕べのひととき』 FM
月～金　18:00～18:50

第 1 回62.9.17／中国ブロック／曜日ごとにジャ

ンルを設け，視聴者からのリクエスト曲をお便り

とともに紹介する音楽番組。

（2）特集番組（核・平和関連番組を除く）
〔中国ブロック〕
『ふるさと発スペシャル　ちゅうごく未来ビジョ
ン』 G 年 3回　金　19:30～20:43
「“アジアの楽園化”計画」

広島局，岡山局／ 5.29

「都会の若者　いらっしゃい」

広島局，鳥取局／10.30

「アジアへ売り込め！中国地方の“食”」

広島局，松江局／ 3.05

『ふるさと発スペシャル～あいたい』 G
年 6回　金　20:00～20:38

「空の達人～桂文珍・広島へ」

広島局／04.17

「仏像とともに暮らす人たち～仏像ガール・岡

山へ」 岡山局／06.12

「レスリングは人生だ～アニマル浜口・山口

へ」 山口局／09.11

「迷路の町は宝箱～路地裏の写真家・尾道へ」

広島局／10.09

「幻のそばを求めて～なぎら健壱・奥出雲」

松江局／11.20

「手しごとの匠～山咲トオル・鳥取の旅」

鳥取局／12.11

『シリーズ“瀬戸内　いのちのうみ”』 G
「里海は守れるか」

広島局／04.24／19:30～20:13
「島で生きる～笠岡諸島・六島の絆」

広島局／06.26／19:30～19:55
「大量出現ナルトビエイ～その被害と対策」

広島局／09.18／19:30～19:55
「秋の瀬戸内　島の旅」

広島局／11.27／20:00～20:43
「島で生きる～瀬戸内海　六島の四季」

広島局／02.05／20:00～20:43
「ふしぎ！！の海」

広島局，山口局／03.12／20:00～20:43
『ふるさと発スペシャル～百歳バンザイ！増刊
号』 G 年 4回　金　20:00～20:43
「とことん趣味人大集合」 広島局／05.22

「とことん仕事人大集合」 広島局／07.17

「いきいきスポーツ人大集合」 広島局／12.04

「家族みんなにありがとう」 広島局／01.22

『ふるさと発スペシャル』 G
「島の人生支えたい～山口　周防大島・診療所

日記」 山口局／04.03／20:00～20:43
「救急医療　苦悩の現場～鳥取大学・医師辞職

の背景」 鳥取局／05.15／19:30～20:08
「カルテに刻まれた叫び～大久野島　毒ガス患

者の記録」 広島局／06.26／20:00～20:43
「林業の未来を切り拓

ひら

け～鳥取県東部森林組合

の挑戦」 鳥取局／07.03／20:00～20:43
「ちゅうごく路　朗読さんぽ～ふるさとの一

冊」 広島局／07.10／20:00～20:38
「ヒバクシャからの手紙2009」

広島局／09.18／20:00～20:43
「未

み

来
き

18歳の挑戦～鳥取・里親からの旅立ち」

鳥取局／09.25／20:00～20:43
「“日本のまつり”がやって来た～鳥取が歌い

踊った 3日間」鳥取局／10.16／20:00～20:43
「心のバトンをつないで～三原市大運動会」

広島局／10.23／20:00～20:43
「ロボコン青春譜～松江高専　夢に挑んだ 4か

月」 広島局／12.18／20:00～20:43
「ちゅうごく路　朗読さんぽ～ふるさとの一

冊」 広島局／01.08／20:00～20:43
「偽装病院船～捕虜となった精鋭部隊～広島

県・歩兵第11連隊」

広島局／01.15／20:00～20:43
「幸せを運ぶ子供たち～鳥取の港町 170軒の冬

祭り」 鳥取局／01.29／20:00～20:43
『広島発ドラマ　火の魚』 G

広島局／07.24／19:30～20:23
『山口土砂災害～その時何が起きたのか』 G

山口局／ 7.24／20:23～20:43
『広島交響楽団コンサート』 FM
「第290回定期演奏会」

広島局／ 7.11／14:00～15:33
「第296回定期演奏会」

広島局／ 3.13／14:00～15:24
『スーパー新神楽　オロチ～広島交響楽団ととも
に』 G 広島局／ 9.13／13:05～14:03
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『第76回NHK全国学校音楽コンクール～中国ブ
ロックコンクール』 E

広島局／ 9.26／14:00～16:54
『キャンパスライブ2009～きょうはラジオで学
園祭』 広島局／FM 10.31／12:30～18:50

G 10.31／12:38～12:45，15:05～15:30
『ラジオ特集～見直そう！昔ながらのわらべ歌』
R1 松江局／11.08／16:05～16:55
『高専ロボコン2009中国地区大会』 G

広島局／11.15／13:35～14:29
『がんばれ！ふるさとランナー～ひろしま男子駅
伝　あすスタート』 G
広島局／ 1.23／11:25～11:54，12:15～12:45

『新春コンサート～祈りの海の夕べ』 FM
広島局／ 1.23／14:00～15:33

『第15回ひろしま男子駅伝ハイライト』 G
広島局／ 1.24／18:10～18:45

『第13回　熱血！オヤジバトル～中国・四国ブ
ロック予選』 G

広島局／ 2.06／17:00～17:43
〔県域〕
『いっちゃん！ひろしま』 G

広島県域　19:30～19:55
「新球場プレーボール～カープ　2009開幕」

4.03

「笑顔は変わらない～地域で支える認知症」

6.05

「新型インフルエンザ感染拡大を防げ」 10.02

「優勝あるのみ～野村カープ始動！」 12.04

「平山郁夫　ふるさと広島へのメッセージ」

（19:30～20:00）02.05
『わたしのベストショット』 G

広島県域／ 5.23／05:15～05:40
6.13／14:30～14:55
7.19／14:30～14:55
9.06／14:30～14:55
10.11／14:30～14:55
11.08／14:30～14:55
12.13／14:30～14:55
1.11／14:35～15:00
2.07／14:30～14:55
3.14／14:30～14:55

『わたしのベストショット～発表！2008年度年
間大賞』 G 広島県域／ 4.26／13:35～14:20
『がんばれカープ！ペナントレース大展望』
R1 広島県域／ 4.02／19:30～21:30

『がんばれカープ！オールスター＆ペナントレー
ス後半戦大展望』 R1

広島県域／ 7.23／20:05～21:30
『夏空に響く歌声～NHK広島児童合唱団定期演
奏会から』 FM

広島県域／ 8.22／14:00～15:13
『がんばれカープ！～2010年ペナントレース大
展望』 R1 広島県域／11.20／20:05～21:30
『投げた！打った！走った！～NHK広島カップ
少年野球大会』 G

広島県域／11.22／14:30～14:55
『大学生ビデオゼミナール～作品発表会2009』
G 広島県域／12.20／16:00～16:25
『がんばれサンフレッチェ！～2010シーズン開
幕特番』 R1 広島県域／ 3.05／ 9:05～ 9:55
『いよいよ開幕！野村カープ』 G

広島県域／ 3.19／19:30～20:43
『一丈五尺の艪

ろ

がしわる～第 3 回音戸の舟唄全
国大会』 G 広島県域／ 3.20／ 3:30～ 4:00
『がんばれ！カープ　開幕戦中継＆ペナントレー
ス大展望』 R1

広島県域／ 3.26／18:00～21:55
『熱唱　NHKのど自慢予選会』 G
岡山県高梁市 岡山県域／7.20／01:20～03:57
島根県隠岐の島町

島根県域／04.25／01:10～03:05
鳥取県鳥取市 鳥取県域／09.07／01:20～03:50
山口県岩国市 山口県域／03.07／00:50～03:35
『月刊　岡山　トラのアナ』 G

岡山県域／19:30～20:13
「“空飛ぶ救命室”ドクターヘリの巻」 4.03

「ぐるり！県境を行くの巻」 5.08

「日本一のきびだんご！の巻」 6.05

「”冷たくとも，優しい”滝の巻」 7.03

「“海を駆け人々つなぐ”～瀬戸内のフェリー

の巻」 9.04

「コンビナートはワンダーランド！～水島臨海

工業地帯の巻」 10.02

「岡山生まれ　日本のジーンズの巻」 11.20

「“その人気”秘密あり～ファジアーノ岡山の

巻」 12.04

「豪雨災害から半年～“頑張ってます”美作の

巻」 2.05

「輝けメタル～すご腕職人の巻」 3.12

『岡山発』 G
「政令指定都市誕生～岡山市は変わるか」

岡山県域／ 4.13／20:13～20:38
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「脳卒中防止キャンペーン～迅速で的確な医療

を」 岡山県域／12.11／19:30～19:55
『FMはればれライブ』 FM

岡山県域／ 6.12／14:00～15:30
12.26／14:00～16:00
3.20／13:00～15:00

『第56回日本伝統工芸展～現代の匠　技と美』
G 岡山県域／11.20／10:05～10:52
『ふるさと発』 G
「前へ～新十両・隠岐の海」

島根県域／ 4.03／19:30～19:55
「倶楽部R65～あなたの夢を叶えます」

島根県域／ 6.05／19:30～20:00
「地域を創

つく

る～笑顔ある暮らしのために」

島根県域／ 2.05／19:30～19:55
『ふるさと発スペシャル』 G
「きずなのうた～40歳の音楽喫茶」

島根県域／12.04／19:30～20:43
『松江放送局テレビ放送開始50周年』 G
「日本の面影～第 1話・ニューオリンズから」

島根県域／10.02／19:30～20:50
「日本の面影～第 2話・神々の国の首都」

島根県域／10.10／10:05～11:25
「日本の面影～第 3話・夜光るもの」

島根県域／10.17／10:05～11:25
「日本の面影～第 4話・生と死の断章」

島根県域／10.24／10:05～11:25
『アラハタ！』 G

島根県域／04.07，21，05.19，26，06.09，07.07

07.21，08.04，25，09.29，10.13，0

12.15，01.12，19，02.09，230000.0

2.／22:50～23:00
12.24／23:30～23:45

『アラハタ！スペシャル　今夜決定！～あなたが
決めるアラハタ！大賞』 G

島根県域／ 3.12／19:30～20:45
『地域を創

つく

る』 G
島根県域／ 4.11，05.02，06.06，07.04，08.01

9.05，10.10，11.07，12.05， 1.30

03.20／12:40～12:45
『ふるさと発』 G
「ありがとう　私たちの学校～石見東小学校か

らの旅立ち」鳥取県域／04.03／19:30～19:55
「6 月 7 日はおーい，ニッポン　BS2」

鳥取県域／06.05／19:30～19:55
「“環日本海時代”は開けるか～日韓ロ　新航

路スタート」

鳥取・島根ブロック／07.10／19:30～19:55

「魅力発見！近いぞ韓国カンウォン道～交流再

開から 2年」

鳥取県域／11.27／20:00～20:25
『鳥取文芸館』 FM

鳥取県域／04.25，05.30，06.27，07.25，08.29

9.26，10.31，11.28，01.30，02.27，03.27

／21:00～22:00
『√るーと』 G

鳥取県域／03.12／20:00～20:25
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』 G

鳥取県域／01.25，28～29，02.01，09～10

／09:55～10:00ほか
『ふるさと発』 G
「2009わたしは町のカメラマン～ビデオ便り力

作集」 山口県域／04.03／19:30～19:55
『YAMAGUTIC』 G

山口県域／20:00～20:43
「就カツ！～就職不況を乗り越えろ」 5.15

「これまでも，これからも～NHK山口　テレ

ビ50年」 6.12

「SLの響きいつまでも～やまぐち号30年」7.17

「“原発”に揺れる町～上関原発計画・住民た

ちの27年」 10.02

「激突グルメ2009～長門国vs周防国」

（19:30～20:45）11.27
「ふるさと自慢うた自慢～山陽小野田市」12.11

「おしまいは始まり～布団綿からシャツを作る

暮らし」 2.05

『NHK山口テレビ放送開始50年　“テレビ50
年”アーカイブス』 G
「懐かしの映像で見る山口の町並み」

山口県域／06.05／19:30～20:37．30
「ハイビジョンで記録した山口の自然」

山口県域／06.26／19:30～20:43
「“SL貴婦人”が見つめた山口」

山口県域／07.03／19:30～20:41
「NHK山口が初めて作ったドラマ」

山口県域／07.10／19:30～20:43
『まど・みちおを歌おう～ふしぎなポケットコン
サート』 G 山口県域／12.13／16:00～16:45
『やまぐちFM広場』 FM

山口県域／04.18，05.16，06.27，09.26

10.17，11.07／14:00～16:00
〔各局共通〕
『第76回NHK全国学校音楽コンクール』
「広島県コンクール」

小学校の部 E 08.29／14:00～15:50
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中学校・高等学校の部

E 08.30／15:00～16:52
「岡山県コンクール」

小学校・中学校・高等学校の部

E 09.06／15:00～16:20
小学校の部 FM 8.26／18:00～18:50
中学校の部 FM 8.27／18:00～18:50
高等学校の部 FM 8.28／18:00～18:50

「島根県コンクール」

中学校・高等学校の部

E 08.29／13:00～15:20
小学校の部 E 08.31／14:00～14:50

「鳥取県コンクール」

小学校・中学校・高等学校の部

G 08.29／10:05～11:40
「山口県コンクール」

小学校の部 E 08.29／ 9:50～10:55
中学校・高等学校の部

E 08.29／13:00～15:15

3．核・平和関連番組

（1）地域番組
〔中国ブロック〕
『いのちのうた2009』 G

広島局／ 7.31／19:30～20:43
『原爆孤老～ヒロシマ・64年後の現実』 G

広島局／ 8.05／22:00～22:43
『絵本で伝える　ひろしまのげんばく』 G

広島局／08.06／09:12～09:42
『原爆の日ラジオ特集～核のない世界を目指し
て』 R1 広島局／08.06／09:05～09:55

＊中国・四国・長崎ブロック

〔県域〕
『広島セレクション（アーカイブス選）』 G
「NHKスペシャル～語り継ぎたい～被爆地を

離れて生きる」

広島県域／07.28／00:40～01:38
「 1 万回の被爆証言～語り続ける63年目の夏」

広島県域／07.29／00:45～01:34
「ふるさと発スペシャル～ヒバクシャからの手

紙」 広島県域／07.30／00:45～01:32
『お好みワイドひろしま～原爆の日特集』 G

広島県域／08.06／18:10～19:00
（2）全国放送
『平成21年　広島平和記念式典』

G 8.06／08:00～08:37
※G 中国ブロック・BS2 8.06／08:37～ 8:57

R1 8.06／08:00～08:55

『NHKスペシャル』 G
「核は大地に刻まれていた～“死の灰”消えぬ

脅威」 8.06／22:00～22:49
『ノーモア・ヒバクシャ～核兵器のない世界を目
指して』 G 08.06／19:30～20:43
『いのちのうた2009』 G 8.08／ 1:25～ 2:38
『ヒバクシャからの手紙』 G・R1

8.08／23:30～ 1:00
『ラジオ特集　核のない世界を目指して』 R1

8.15／22:15～22:55

4．スポーツ中継

＊ブロックと特記した以外は県域放送

〔高校野球〕
第91回全国高校野球選手権大会・地区大会

広島県　準々決勝 G・E・R1／ 7.28

準決勝 G・E・R1／ 7.29

決勝 G・R1／ 7.31

岡山県　準々決勝 R1／ 7.27

準決勝 G・E・R1／ 7.28

決勝 G・R1／ 7.29

島根県　準々決勝 R1・FM／ 7.24

準決勝 G・E・R1・FM／ 7.27

決勝 G・R1／ 7.28

鳥取県　準々決勝 R1・FM／ 7.24

準決勝 G・R1／ 7.27

決勝 G・R1／ 7.28

山口県　準々決勝 G・E・R1／ 7.27

準決勝 E・R1／ 7.28

決勝 G・R1／ 7.30

秋季高校野球・地区大会

広島県 3位決定戦・決勝 R1／10.03

岡山県　準決勝 R1／10.03

3 位決定戦・決勝 R1／10.04

島根県　準決勝 R1／ 9.26

3 位決定戦・決勝 R1／ 9.27

鳥取県　準決勝 R1／ 9.26

3 位決定戦・決勝 R1／ 9.27

山口県　準決勝 R1／10.04

3 位決定戦・決勝 FM／10.06

中国地区（中国ブロック）

準決勝 G・E・R1／10.31

決勝 G・E・R1／11.01

〔プロ野球〕
（中国ブロック）

「広島」対「中日」 R1／ 4.10

「広島」対「横浜」 R1／ 4.16

「広島」対「巨人」 R1／ 5.15
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「広島」対「ヤクルト」 R1／ 7.17

オールスターゲーム2009 第 2 戦

「セ・リーグ」対「パ・リーグ」 R1／ 7.25

「広島」対「中日」 R1／ 9.17

（広島県域）

「広島」対「ヤクルト」 G／ 5.02

「広島」対「阪神」 G／ 9.04

「広島」対「ヤクルト」 G／ 9.23

「広島」対「阪神」 R1／10.07

〔Jリーグ〕
（広島県域）

「広島」対「G大阪」 G／10.17

「広島」対「清水」 G／03.06

（岡山県域）

「富山」対「岡山」 G／12.05

「愛媛」対「岡山」 G／03.07

「岡山」対「横浜FC」 G／03.13

〔その他のスポーツ〕
山口県高校総体　バスケットボール男女決勝

E／山口県域／06.06

なでしこリーグ

「マリーゼ」対「岡山湯郷ベル」

G／岡山県域／06.08

第48回岡山県高校総体バレーボール男女決勝

G・E／岡山県域／06.14

第62回広島県高校総体バレーボール女子決勝

E／広島県域／06.14

第89回天皇杯全日本サッカー選手権・地区大会

山口県　決勝 E／山口県域／08.30

第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会

1回戦「鹿屋体育大学」対「浜田FCコスモス」

R1／島根県域／09.21

第34回日本ハンドボールリーグ・女子

「広島メイプルレッズ」対「北國銀行」

G／広島県域／10.24

日本フットボールリーグ

「ガイナーレ鳥取」対「アルテ高崎」

G／鳥取県域／10.25

「ガイナーレ鳥取」対「V・ファーレン長崎」

G／鳥取県域／11.29

第15回ひろしま男子駅伝　ハイライト

G／中国ブロック／ 1.24

日本フットボールリーグ

「ガイナーレ鳥取」対「松本山雅FC」

G／鳥取県域／03.14

Ⅱ．技　術

1．地上デジタル放送

中国地方の地上デジタル放送は，総務省が公表

した中継局ロードマップに沿って，順次，中継局

を整備・開局している。09年度末までに域内234

局を開局し，全世帯の91.9%，約267万世帯をカバ

ーしている。

また，中国地方全体で117のNHK共同受信施設

へ地上デジタル放送を導入し，10年完了にめどを

つけた。また，自主共聴へ経費支援を開始したほ

か，デジサポへの技術的支援を行い，受信インフ

ラのデジタル導入促進を図った。

2．視聴者活動

「NHK出前授業」を行い，一般公募により募

集した29校（174回・2,843人）の小学校で実施し

た。中国地方全体では48校で授業を行い，児童・

生徒との触れ合いと，地上デジタル放送の情報も

盛り込み，普及促進活動を展開した。

また，「NHKのど自慢予選会」の会場で参加

者・家族などの来場者に「中継車見学・カメラ操

作体験・予選会の時差再生視聴」を 4 回開催し，

放送事業への理解促進に努めた。

電商組と連携して例年実施している「夏期研修

会」では会場数を増やし，参加電器店の増加を推

進した。さらに，家電流通業界を対象に25回の技

術講習会を実施するなど，地上デジタル放送の受

信技術について普及を図った。

3．地域放送充実に向けて

ニュースカー（米子）・静止画装置・汎用ミク

シングアンプ・簡易音声MA設備などの設備更新

を実施し，幅広い視聴者層に向け，多彩な番組や

情報の提供を行った。

3-Screens展開では，「第91回全国高校野球選手

権地方大会」などをワンセグ教育チャンネルでロ

ーカルサービスし，地域サービスの充実を図った。

また，「Jリーグサンフレッチェ」「プロ野球カー

プ」の生中継と連動して，視聴者がパソコン・携

帯から投稿した応援メッセージをデータ放送，ホ

ームページ，テレビ放送でリアルタイムに紹介し，

番組をより楽しんでもらった。

「第15回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」

では，新たな映像符号化方式を導入し，鮮明な映

像と臨場感あふれる5.1chサラウンド音声で地上
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デジタル放送の魅力を堪
たん

能
のう

してもらうとともに，

インターネットでの動画配信サービスも実施し

た。

Ⅲ．視聴者

1．イベント事業

09年度，中国地方では176件のイベントを実施

し，年間の参加者は79万1,599人となった。きめ

細かい視聴者サービスとNHKへの理解促進に努

めた。

（1）全国放送公開番組
全国放送公開番組は総合テレビ 5本，教育テレ

ビ 4 本，衛星放送 8 本，ラジオ18本，特集番組 2

本の合計37本を中国地方で実施した。

（2）地域企画イベント
広島局では「ひろしまフラワーフェスティバ

ル」に合わせた会館公開（5.3～5）に 3 日間で11

万2,571人の来場者があった。「いのち」や「平

和」の尊さを伝える「いのちのうた2009」公開録

画（7.19広島市立大学）を行い， 8 ～10月には一

般から写真とメッセージを募集し，放送やイベン

トなどで紹介する市民参加型の平和キャンペーン

[空に咲く花プロジェクト」を展開した。新規イ

ベントとして，広島交響楽団とともに「宮島×モ

ン・サン＝ミッシェル“祈りの海の夕べ”」公開

録音（1.11廿日市市）や，詩人まどみちおさんの

100歳を記念した「NHKふしぎなポケットコンサ

ート」公開録画（11.14山口・周南市）を企画し

た。山口局と松江局ではテレビ放送50周年を記念

し，会館公開「ありがとうフェスタ」（3.20～21

山口局）や「しまねアーカイブス上映会」など年

間を通じて多彩なイベントを展開した。岡山局で

は「脳卒中防止キャンペーン」関連イベント「脳

卒中を考える」（3 .22）や「地デジわくわく広

場」（年 4 回）を実施した。鳥取局では「とっと

り朗読シアター2009」（10.18）などの地域独自企

画を継続して実施した。

（3）教育，こどもイベント
「第48回中国地方放送教育研究大会」（11.13）

を広島市内で開催。中国地方の幼・保，小・中・

高等学校の教育関係者など760人が参加した。各

局では小学 5年生対象の「NHK放送体験クラブ」

を実施，全体で70校2,818人の参加があったほか，

[NHK全国学校音楽コンクール」，「NHK杯中学

校・高等学校放送コンテスト」，「高専ロボコン」

中国地区大会（10.18山口・周南市）を実施した。

そのほか，幼児向けの「おかあさんといっしょフ

ァミリーコンサート」（ 9 月島根・松江市， 3 月

広島・福山市），「BSおかあさんといっしょスタ

ジオ収録」（12月広島局， 2 月米子支局）を実施

した。

（4）スポーツ・福祉・キャンペーン
「天皇盃第15回全国男子駅伝」（1.24）には，

過去最多の30万人の来場者があったほか，「駅伝

ふるさと広場」（1.23～24広島局）には 3 万102人

が来場した。また，大会事務局と協力し，大会テ

ーマ曲を広島県出身のロックバンド「ポルノグラ

フィティ」に依頼，放送やイベント会場で使用し

大会の盛り上げを図った。福祉関連では「NHK

ハート展＆介護百人一首展」（10.3～18広島局），

広島局独自の取り組みとして「発達障害フォーラ

ム（全 3 回），「子育てトーク＆コンサート」

(3.21）を実施。各局では「NHK歳末・海外たす

けあい」（12.1～25）のほか，広島局，松江局，

鳥取局では関係団体とともに「たすけあい」PR

イベントを開催した。そのほか，各局で「ふるさ

との食　にっぽんの食」「環境キャンペーン」関

連イベントを実施。広島局では環境イベントとし

て 7 ～ 8 月に親子向けの日食観察会，パネル展，

講演会，プラネタリウム劇を多角的に展開し合計

1万7,702人が参加した。

（5）その他（N響公演，展覧会など）
鳥取市，広島市，周南市の 3会場で， 4年ぶり

となる「NHK交響楽団演奏会中国地方公演」（3.9

～11）を実施。「第56回日本伝統工芸展」（11.19

～12.6岡山県立美術館，12.9～25島根県立美術館，

1.20～2.7広島県立美術館），「竹久夢二展～憧れの

欧米への旅」（10.30～12.6奥田元宋・小由女美術

館），「生誕120年　小野竹喬展」（1.3～2.14笠岡市

立竹喬美術館）など 6本の展覧会を開催し， 6万

4,769人の来場者があった。

2．営　業

09年度は，「支払率75％」を目指す 3 か年経営

計画初年度の営業業績の確保と新たな収納システ

ムに伴う業務転換の促進を図る活動を推進した。

中国ブロックでは職員の指導力向上と地域スタッ

フの現場対応スキル向上を目指した「営業力強化

ペア活動」の取り組みや，「民事手続き」の全営

業拠点での展開により，地域スタッフの前年比取

次数は衛星で112％，支払再開数は107％となった。

また，効果的・効率的な業務運営を実現するため，

収納業務の民間事業者への委託を拡大した。こう

した取り組みにより，衛星増加は目標を達成した
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が，営業収納額，支払総数増加においては，有料

から全額免除への増加や口座振替率の低下などが

影響し，目標達成には至らなかった。

3．広　報

〔広島局・福山支局〕
広島局・福山支局のCI戦略として，「広島局カ

ラープロジェクト」を発足し，イメージカラーと

して「赤（＝情熱）」と「白（＝平和）」を設定。

併せて，テレビ・パソコン・携帯端末をイメージ

した「3-Screensロゴ」を作成し，イベント会場

の掲示物や各種印刷物，グッズ，ホームページな

どで積極的に露出を図り，認知度と浸透度の向上

を目指した。特に広島局キャラクター「しゃもべ

え」による地元プロスポーツ応援活動（カープ＆

サンフレ応援隊）では，来場者との触れ合い活動

を通じてCIを強くアピールするとともに，二次

元バーコード付き「応援メッセージ募集チラ

シ」を配布し，若者や若年ファミリー層の接触者

率向上と3-Screensサービスの周知に努めた。

また，福山支局では， 3回目となる「ファミリ

ーフェスタin福山支局」を09年11月に開催。 2 日

間に延べ5,201人の来場者と触れ合った。

なお，広島局・福山支局の09年度のハートプラ

ザ来場者数は23万1,142人で08年度を 2 万人近く

上回った。電話などによる視聴者からの意見・要

望は 2万7,549件で08年度よりも約800件増えた。

〔岡山局〕
「脳卒中防止キャンペーン」の一環として関連

イベント「脳卒中を考える」（岡山市）を実施。

また，夕方 6時台の番組と連動し「地デジわくわ

く広場」（新見市，勝央町，井原市，美作市）を

実施したほか，会館公開や周知スポットの制作な

どでも地上デジタル放送への理解促進・普及を目

指した。ほかにも美作市災害復興応援「龍馬伝セ

ミナー」，『NHKのど自慢』（高梁市），「生誕120

年小野竹喬展」（笠岡市），「学校音楽コンクー

ル」（岡山市）など，さまざまな分野で年間34回

のイベントを実施，延べ 9万687人が参加した。

ハートプラザではクロマキー装置の導入によ

り，キャスター体験が可能になったほか，局に隣

接する「ひかりの広場」ではバンクーバーオリン

ピックのパブリックビューイングを実施した。ま

た，月刊広報誌「きびきびニュース」では内容に

より誌面を倍増したほか，ホームページや携帯サ

イトも，ブログの開設や各種スポットの掲載，更

新頻度の向上など内容充実を図った。年度末には

[新年度番組・キャスター発表記者会見」を行い，

新年度に向けたPRに努めた。

〔松江局〕
09年10月28日にテレビ放送開始50周年を迎え，

その記念事業としてドラマ『日本の面影』の放送

や『NHKスペシャル～出雲大社・巨大柱発掘の

なぞ』などのアーカイブス番組の上映会，「テレ

ビの歴史と未来展」を実施し，視聴者からの好評

を得た。

このほか，『NHKのど自慢』（隠岐の島町），

{BS日本のうた』（出雲市），『BSななみdeどー

も』（益田市）などの公開派遣番組や，浜田市，

益田市などの県西部で小学 5年生を対象に実施し

た「出前放送体験クラブ」など，年間41本のイベ

ントを実施し， 2万8,197人が参加した。

「ふれあいミーティング」は各種イベントと連

動させるなどして実施。年間28回，684人の視聴

者が参加した。恒例の「水郷祭」での会館公開も

行い，放送会館には年間9,628人が見学に訪れた。

〔鳥取局・米子支局〕
3-Screensを重点にポスター・チラシなどとの

相乗効果を高める広報を展開した。 6月の『おー

い，ニッポン』では，ホームページとデータ放送

で中継ポイントの紹介や制作取材記を掲載し，楽

しみながら番組視聴に誘導するよう努めた。また，

大好きメッセージの動画配信も行い好評を得た。

10年度前期の『連続テレビ小説～ゲゲゲの女

房』を活用し，鳥取局と松江局で合同ホームペー

ジを開き，番組ゆかりの地や山陰の魅力を紹介す

るとともに，視聴者からの写真投稿や壁紙ダウン

ロードサービスなどを 3月下旬から展開した。

「ふれあいミーティング」は最新放送技術の

PRと若者向け番組のリサーチを兼ね高専で開催

するなど，年間10回実施し162人が参加した。

〔山口局・下関支局〕
テレビ放送開始50年を記念して「放送のあゆみ

展」「ドラマGOTAISETSU上映会＆クリスマス

コンサート」「ありがとうキャラバン」「会館公

開」などさまざまなイベントを年間を通じて実施

した。公開番組は，『BS日本のうた』『NHKのど

自慢』『歌の散歩道』『ふるさと自慢うた自慢』な

ど 8 本，「放送体験クラブ」「食」「環境」や「ふ

しぎなポケットコンサート」など独自イベントを

44本実施し，延べ14万5,988人が参加した。また，

イベント会場では地域放送への要望についてアン

ケートを行い，6,236人から回答を得た。

ハートプラザでは，「山口の戦争展」「ぼくの絵

わたしの絵展」「介護百人一首パネル展」などを

開催したほか，視聴者の作品発表の場としても開
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放し，親しまれる放送局づくりに努めた。このほ

か，「番組ライブラリー」は4,723人が利用，「ふ

れあいミーティング」は45回実施し，1,770人が

参加した。山口局・下関支局に寄せられたご意

見・ご要望は5,774件にのぼり業務改善に役立て

た。

四　　　　　国
◇09年度は『スペシャルドラマ～坂の上の雲』

{連続テレビ小説～ウェルかめ』，大河ドラマ

{龍馬伝』と，四国を舞台にした 3つの大型ド

ラマの放送に合わせ，四国の魅力を全国に発信

する[ドラマチック！四国」キャンペーンを四

国 4局で展開した。

◇松山局では，多くの『坂の上の雲』関連番組を

放送したほか，視聴者の意見や考えを電話やホ

ームページ，携帯サイトから投票して番組に参

加する双方向番組『四国選択会議』を年 4回放

送した。

◇高知局では，大河ドラマ『龍馬伝』の放送に合

わせて「発進，龍馬伝」キャンペーンを実施。

地域のみなさまとの交流を深めた。

◇徳島局では，『連続テレビ小説～ウェルかめ』

の放送に合わせて，「ウェルかめ！とくしま」

キャンペーンを展開。12月には『ウェルかめ』

出演者を招いたトークショー， 3月には「ウェ

ルかめエンド写真展」を開催し，地域サービス

の向上に努めた。

◇高松局では， 7月に若者向けの番組『青春ドラ

マチック　ホーガコッ！！』を放送した。番組

ホームページや携帯サイトへはアクセスが集

中。若年層の視聴者拡大に貢献した。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

〔松山局〕
松山局は地域の諸課題をニュースや番組でタイ

ムリーに検証するとともに，課題解決に向けた先

駆的な取り組みも紹介し，課題解決の糸口を地域

と一体となって探った。また，地域活性化に取り

組む人たちを積極的に取り上げ，地域を元気にす

る放送に取り組んだ。 9 月からは，『スペシャル

ドラマ～坂の上の雲』のほか，『連続テレビ小説

～ウェルかめ』，大河ドラマ『龍馬伝』と四国で

生まれ育った主人公たちが活躍するドラマの放送

に合わせて，四国の魅力を発信する「ドラマチッ

ク！四国」キャンペーンを展開した。

金曜午後 7時30分からの『四国羅針盤』では新

型インフルエンザのほか，政権交代後の公共事業

の見直しに伴う高速道路の無料化問題やダム建設

の凍結など，視聴者の関心の高い暮らしに密着し
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た課題を，最新の情報を盛り込みながら深く掘り

下げた。

さらに，09年度から視聴者の意見や考えを電話

やホームページ，携帯サイトから投票して番組に

参加してもらう73分の双方向番組『四国選択会

議』をスタートさせ，年 4回（ 4月，7月，10月，

1月）放送した。

金曜午後 8 時からの『四国スペシャル』では，

多角的に四国の魅力を紹介した。 4月と11月には

四国の豊かな自然や食文化を生中継で伝えたほ

か，各地の歴史や伝承を掘り起こす『四国なぞ解

き行脚』など家族でいっしょに楽しめる番組を放

送した。また，『スペシャルドラマ～坂の上の

雲』の関連番組として，最新の研究成果から正岡

子規と妹の律との闘病記録を最新の研究から追っ

た『子規と律』や，日露戦争の松山捕虜収容所の

様子をロシアで新たに発見した資料で構成した

{花のように綺
き

麗
れい

な土地
ところ

へ送られ候』を放送した。

毎月の最終金曜午後 8 時からの『伊予路てくて

く』では，著名人が愛媛県内の 1つのまちを訪ね

て人々と触れ合う姿を描いた。

『スペシャルドラマ～坂の上の雲』への関心と

期待が高まる中，ドラマをより深く楽しんでもら

うため，『四国スペシャル』とは別に 5 ～12月に

かけて毎月 1本ずつ，これまでに放送した関連番

組の中から『シリーズ“坂の上の雲”への道』と

して放送した。また，放送直前の11月28日には午

前 7時30分からの『おはよう四国』で『坂の上の

雲』とゆかりの地の特集を組み，10時 5 分からは

特集番組『松山の心を伝えたい！』を秋山兄弟生

誕地からの中継を交えて放送した。全国放送では，

正岡子規とその仲間との固い友情秘話を描いた

{歴史秘話ヒストリア～友よ，泣かずに笑え～正

岡子規　闘病を支えた絆
きずな

』（12.2）や日本語改革

に挑んだ足跡を追った『ありがとう　ノボさん～

正岡子規の日本語改革』（E，11.29）を放送した。

ホームページも『坂の上の雲』専用のサイトをリ

ニューアルし，ドラマだけでなく関連番組情報を

掲載した。

「ドラマチック！四国」キャンペーンでは 9月

からの半年間で 5 分番組を27本，30秒のPR番組

を15本制作した。ドラマの紹介だけでなく，四国

で輝いている若い人たちも紹介した。

金曜午後 5時 5分からの『週刊ほりのうち 5』

は「俳句」「絵手紙」「料理」など毎回多彩なテー

マで愛媛の魅力を再発見する内容で，松山局のロ

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

“元気！えひめ”をコンセプトに毎日その日のニ

ュースを掘り下げる「ニュースアップ」や地域を

元気にする「元気企業」「元気えひめ」などのコ

ーナーを新設し，地域を応援した。番組のホーム

ページでは中継場所など番組内で紹介した情報を

掲載するサービスも開始した。

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

の解説を交えてわりやすくていねいに伝えた。

スポーツ中継は地域スポーツを中心に放送し

た。J2の「愛媛FC」戦は 5 試合（ラジオ 1 試合

を含む）を中継し，四国・九州アイランドリーグ

の「愛媛マンダリンパイレーツ」は 2試合をラジ

オ中継した。夏と秋の高校野球地区大会は，中継

だけでなく，試合速報をホームページと携帯サイ

ト，データ放送で伝えた。また，「愛媛FC」「愛

媛マンダリンパイレーツ」，そして愛媛県出身の

大リーガー・岩村明憲選手（デビルレイズ所属）

の成績や応援メッセージを掲載するホームページ

も新たに開始した。

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。また，『17

音がつないだ絆
きずな

～俳句甲子園2009』（9.6）や『そ

れ行け！俳句キッズ～句会ライブ　IN 松山」

(2.21）で若い世代にも浸透している俳句の魅力

を全国に紹介した。

ラジオ第 1放送では，四国在住の戦争体験者に

インタビューし，過去の戦争を見つめる『四国

戦争インタビュー』（8.16）や人権について考え

る『四国　人権インタビュー』（12.12）を放送し

た。

〔高知局〕
09年度，高知局は大河ドラマ『龍馬伝』の放送

に合わせて「発進，龍馬伝」キャンペーンを実施

した。県民向けに，ドラマ出演者の情報やロケの

進
しん

齏
ちょく

ぶりをたっぷり伝えたほか，「龍馬伝をゆ

く」「歴史がたり龍馬伝」など企画の充実を図り，

アニメ『おーい！竜馬』の全編再放送を行った。

また，龍馬と亀山社中の若者をテーマにした『歴

史秘話ヒストリア』，龍馬ゆかりの土佐を満喫す

るナマ中継『おーい，ニッポン』，香川照之さん

らをゲストに迎えての公開番組『発進，龍馬伝』

など，全国向けや四国向けにも多彩な番組を放送

した。

地域番組は県民の関心事や地域の課題に積極的

に応えた。金曜夜の『とさ金』は，「企業の地産

外商」「村民が株主」「町の電器屋さん」など地域

を元気づけるさまざまな活動や「三嶺」「浦戸
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湾」など自然の魅力，そして「宮尾登美子の世

界」などを取り上げ，バラエティーあふれる内容

となった。『にっぽん紀行～93歳の老漁師』『日本

の祭～よさこい祭』『NHKのど自慢～南国市』

{ゆく年くる年～潮江天満宮』など，全国向け放

送も好評だった。

夕方の『高知まるごと情報市』などニュース番

組では，雇用や経済対策など地域再生の条件や政

権交代後の動きを追うとともに，県内初の裁判員

裁判などを取り上げた。また，「道路問題」「新型

インフルエンザ対策」なども番組に展開した。

8月の衆院総選挙に際しては，政見放送，開票

速報ともに，順調に放送し，県民の期待に応えた。

災害報道では，台風，大雨，ビル火災などに迅

速に対応したほか， 2月末のチリ大地震による津

波警報放送では，逆L字，データ放送，災害ホー

ムページも活用し，深夜早朝を問わず県民に必要

な情報を伝えた。

ラジオでは，『ラジオ深夜便のつどい～香南

市』『歌の日曜散歩～北川村』『民謡をたずねて～

田野町』『朗読ステージ～高知市』，防災特番『南

海地震に備えちょき』など，地域住民と共に考え，

共に楽しむ番組を多数放送した。

〔徳島局〕
09年度後期の『連続テレビ小説～ウェルかめ』

の舞台となった徳島県。徳島局では「ウェルか

め！とくしま」キャンペーンを展開。年間を通し

て『ウェルかめ』関連の企画や番組，イベントを

実施した。 6月の『阿波スペシャル』でいち早く

見どころを紹介， 9月には 3日後に迫ったドラマ

放送開始を前に，ドラマの魅力を73分で余すとこ

ろなく紹介した。

12月には『ウェルかめ』出演者を招いたトーク

ショーを開催。イベントと連動した番組も制作し

た。 3 月には，ドラマの最後を飾った写真150点

を展示した「ウェルかめエンド写真展」を徳島局

で実施し，3,000人以上の人が訪れた。

さらに，徳島の経済を応援する「がんばれ！徳

島」キャンペーンも実施。徳島の経済活性化につ

いて生討論する番組や，徳島の成長企業の社長の

言葉から不況を生き抜くヒントを探る番組などを

放送した。

金曜夜間の『阿波スペシャル』では，徳島の伝

統芸能「阿波人形浄瑠璃」のブラジル公演に密着。

国際放送でも放送するなど，地域文化の発信に寄

与した。

夕方の地域番組『ニュースとくしま610』では，

高速道路値下げ問題や新型インフルエンザ，徳島

県で初めての裁判員裁判など視聴者の身近な問題

を記者解説などを交え，わかりやすく伝えた。

ラジオでは，徳島の民放FMと一緒に地震への

備えや，災害時にラジオが果たす役割について考

える防災ラジオ特集『知っとく納得　南海地

震』を放送。防災意識の向上を図るとともに，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〕
09年度，高松局は地域が直面するさまざまな課

題を取材・検証し，香川県が進むべき道筋を探る

ことに力点を置いて番組を放送した。『ゆうどき

香川ニュース610』や地域ニュースでは，高速道

路料金値下げの波紋，新型インフルエンザ，地域

経済や渇水問題などを重点的に取材してきた。一

連の経済不況関連では地域経済活性化のヒントを

探るため，「不況に打ち勝つ」シリーズを組んで

県内の流通業界や機械メーカーなどの不況対策の

取り組みなどをきめ細かく取材放送，視聴者から

高い評価を受けた。県民の政権選択が最大の争点

になった 8月の衆議院議員総選挙では万全の準備

を行い，有権者の選択に役立つ迅速・正確な選挙

放送に努めた。

金曜夜 8時台は 7月に若者向けの番組『青春ド

ラマチック　ホーガコッ！！』を集中編成した。

高校生が主人公の番組で，高松市の商店街と協力

して空き店舗に特設スタジオを作り，毎回著名な

タレントをゲストに招き，高校生のさまざまな思

いや活動を丹念に描いた。スタジオには多くの高

校生が集まり，特設した番組ホームページと携帯

サイトへは 1 日で4,000件近いアクセスがあった。

また，『笑ってうたって　しあわせ家族』を09年

度も年11回放送した。より幅の広い視聴者層に番

組を見てもらうために若手の歌手を起用したほ

か，スタジオも一新してさらにパワーアップを図

った。

また，全国発信も強化し，こんぴら歌舞伎のす

べてを紹介する特集番組やインフルエンザワクチ

ンについて取り上げた報道番組，瀬戸内海の島を

舞台にした『小さな旅』など年間20本近くを全国

放送に展開した。このほか，公開ホームページの

充実に向けては，放送と連動したコンテンツの拡

大に努め，衆議院選挙では，ニュース放送と連動

して選挙の仕組みなどについてわかりやすく解説

した「選挙ひとくちメモ」を 8回にわたってホー

ムページでも発信した。加えて，新型インフルエ

ンザについては，国内での患者発生時から県内の

発熱相談センターの情報などをホームページやデ

ータ放送でも発信するなど，視聴者との結び付き
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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／最新のニュースや気象情報をき

め細かく伝えるとともに，天気カメラリレーで四

国 4県の朝の表情を伝えたほか，企画や中継など

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：『おはようこうち』高知局，『おはよう

徳島』徳島局，『おはようかがわ』高松局

『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伝

える「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，暮らしを豊か

にする生活情報番組。メインコーナーは，月曜は

健康や流行などの情報，火曜はその道のプロに学

ぶ趣味や工芸のノウハウ，水曜は料理や美容に関

する情報，木曜は旬の魚介や青果などの情報，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」など松山局の取

り組みを紹介するコーナーのほか，放送体験クラ

ブや，のど自慢予選会，学校音楽コンクールのも

ようも放送した。／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／松山局のロビースタジオから公

開生放送で送る地域密着情報番組。メインコーナ

ーでは，視聴者に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，

[愛媛FC」など地域スポーツを応援する企画，

瀬戸内海の島を 1 年間定点観測した「興居島便

り」なども放送した。ミニコーナーとしては，身

近なエコ活動を紹介する「エコざえもんが行く」，

視聴者から寄せられた便りを紹介する「私の絵手

紙」などを放送し，視聴者との結び付きを深め

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 1日に愛媛県内であったニュ

ースや話題を中心に構成する。09年度は“元気！

えひめ”をモットーに地域でがんばっている人物

や団体を紹介するコーナーを新設し，優れた経営

手法や技術をもつ地元企業を紹介する「えひめの

元気企業」シリーズを年間 4回放送した。曜日ご

とのコーナーでは，防災に関する取り組みを伝え

る「災害に備える」，カメラマンや報道室記者に

よるリポートのコーナーを継続。また，「えひめ

の気象」では小学生からの質問に気象予報士が答

えるスタイルを定着させたほか，スポーツコーナ

ーでは，地元出身の大リーガー岩村明憲選手の活

躍やJ2の「愛媛FC」の戦いぶりから，さまざま

な種目の有望選手や市民スポーツまで幅広く伝え

た。さらに，年度後半では，ダム事業の凍結など

政権交代後の地域の課題について特集や管内各局

参加によるシリーズ企画で継続的に取り上げ

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や，事件・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。

09年度は「ワクチンが足りない～広がる新型イン

フルエンザ」「ダム凍結の波紋」「“病気腎”移植

～動き出した臨床研究」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，四国各地の朝の様子や話題を，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

再 
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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

研究会の学生などを起用し，バラエティー色豊か

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〕
『四国選択会議』 G 19:30～20:43
「どうする外国人介護」 4.03

「どう防ぐ　高齢者ドライバー事故」 7.03

「千客万来　観光で四国は元気になる？」10.16

「どうする？高速道路無料化」 1.15

『四国スペシャル』 G
「生中継！桜～四国　心の風景」

松山局　04.17／20:00～20:43
香川県域　04.19／10:05～10:48

「子規と律～闘病 7年の記録」

（松山局は「シリーズ“坂の上の雲”への道」

として放送）四国 3局　05.15／20:00～20:43
松山局　05.15／20:00～20:44

「“心の介護”を目指したい～インドネシア人

半年間の記録」松山局　06.05／20:00～20:43
「四国なぞ解き行脚」

四国 4局　07.17／20:00～20:43
香川県域　07.19／13:35～14:18

「届かなかった終戦～高知　震洋特攻隊の悲

劇」 松山局　07.31／20:00～20:43
香川県域　08.02／13:35～14:18

「四国なぞ解き行脚」

四国 4局　09.04／20:00～20:43
「花のように綺

き

麗
れい

な土地
ところ

へ送られ候～日露戦争

松山捕虜収容所の記録」

松山局　10.02／20:00～20:43
「ずっとこの家で～命をささえる　訪問介護」

高松局　10.30／20:00～20:43
「生中継！おいしい秋の物語」

四国 4局　11.20／20:00～20:43

「人形に魂こめて～徳島・ジョールリ100公

演」 徳島局　12.04／20:00～20:43
香川県域　12.06／16:00～16:43

「四万十川　謎の大魚　アカメを追う」

松山局　12.11／20:00～20:43
香川県域　12.13／13:35～14:18

「ありがとう　ノボさん～正岡子規　言葉の扉

を開いた男」 松山局　01.08／20:00～20:43
「 4 県知事会談2010～四国は鳩山政権にどう向

き合うのか」

四国地方 4局　01.31／13:05～14:30
「龍馬　時を超える～発進，龍馬伝」

高知局　02.05／20:00～20:43
「オーケストラがつづる　NHK四国ドラマ音

楽の旅」 松山局　03.05／20:00～20:43
『四国　戦争インタビュー～体験者から語り継が
れること』 R1

松山局　08.16／22:15～22:55
『Nコン2009 第76回NHK全国学校音楽コン
クール・四国ブロックコンクール～小・中・高
校の部』 E 松山局　09.26／14:00～16:30
『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2009～四国地区大会』 G

松山局　11.15／13:35～14:29
『NHKトーク＆ライブスペシャル～Mus i c
Festival in 松山大学　熟

にぎ

田
た

津
つ

祭』 FM
松山局　11.21／14:00～16:00

『四国　人権インタビュー』 R1
松山局　12.12／22:15～22:55

『第13回　熱血！オヤジバトル～中国・四国ブ
ロック予選』 G

松山局　02.06／17:00～17:43
『ラジオ朗読紀行　特集・四国を読む』 R1

松山局　03.13／22:15～22:55
〔県域〕
『NHK全国学校音楽コンクール・各県コンクー
ル』
「愛媛県」E08.24～26 「高知県」E08.24～25

「徳島県」FM08.26 「香川県」FM08.19～20

〔愛媛県域〕
『シリーズ“坂の上の雲”への道』 G
「子規と律～闘病 7年の記録」

5.15／20:00～20:44
「明治のリアルを映したい！～メイキング　オ

ブ　スペシャルドラマ坂の上の雲」

5.29／20:00～20:44
「贈られた言葉～正岡子規と秋山真之　交流の

記録」 6.12／20:00～20:44
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「拝啓　秋山校長殿～日本騎兵の父　秋山好古

の晩年」 7.10／20:00～20:44
「その時　歴史が動いた～正岡子規　余命十年

で日本語を革新した男」 9.11／20:00～20:44
「その時　歴史が動いた～日露戦争100年　日

本海海戦」 10.09／20:00～20:44
「スペシャルドラマ・坂の上の雲in北海道」

12.23／11:00～11:44
『しまなみ海道　空から見る60年』 G

5.04／18:10～18:35
『松山の心を伝えたい！～スペシャルドラマ坂の
上の雲』 G 011.28／10:05～11:25

『燃えろ！五・七・五』 G 03.26／19:30～20:43
〔高知県域〕
『中継　土佐の夏　よさこい祭り2009』 G

08.10～11／19:33～20:55
『発進，龍馬伝』 G 1.22／19:30～20:42
『とさ金～総集編　高知の明日　追い続けて』
G 03.12／19:30～20:40
『防災ラジオ特番　南海地震に備えちょき』
R1 12.19／13:00～14:55

『NHK朗読ひろば』 R1 012.23／22:00～22:55
〔徳島県域〕
『阿波スペシャル』 G
「どうする徳島～観光客を呼びこめ」

4.24／19:30～20:43
「ふるさとの心　人形にこめて～徳島　平成座

ブラジル公演」 5.29／20:00～20:43
「たっぷり見せます！ウェルかめの舞台裏」

6.26／20:00～20:43
「たっぷり見せます！ウェルかめの舞台裏 2

～放送まであと 3日スペシャル」

9.25／19:30～20:43
「満員御礼！ウェルかめ・ザ・トーク」

12.18／19:30～20:43
「ピンチをチャンスに～不況に挑む経営者た

ち」 1.22／20:00～20:43
『防災ラジオ特集　知っとく納得　南海地震』
R1・FM 010.25／14:00～16:00

〔香川県域〕
『青春ドラマチック　ホーガコッ！！』 G

7.10，17，24，31／20:00～20:43
『笑ってうたって　しあわせ家族』 G
「2009 あったかスペシャル」

12.11／19:30～20:43
「おもいでアルバム2009」

3.12／20:00～20:43

『ゆうどき香川　ニュースハイライト2009』
G 12.28／17:30～19:00
『朗読　壺井栄賞』 R1 07.13／21:05～21:55

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 2回戦 R1／07.19～20，22～23

3 回戦 R1・FM／07.24，27

準々決勝 G・E・R1／07.28

準決勝 G・E・R1／07.29

決勝 G・E・R1／07.30

高知県 2回戦 R1／07.23～24

準々決勝 G・E・R1／07.25～27

準決勝 G・E・R1／07.29

決勝 G・E・R1／07.30

徳島県 3回戦 R1／07.18～20

準々決勝 G・E・R1／07.22～23

準決勝 G・E・R1／07.26

決勝 G・R1／07.28

香川県 3回戦 R1・FM／07.22～23

R1／07.24

準々決勝 R1・FM／07.26

R1／07.27

準決勝 G・E・R1／07.28

決勝 G・R1／07.29

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

R1／10.10～11

高知県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.03～04

徳島県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／9.27，10.03

香川県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10.03～04

秋季四国地区高校野球・四国大会（四国ブロック）

準決勝 E・R1／10.31

決勝 G・E・R1／11.01

〔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／08.30

高知県　代表決定戦 E／08.23

徳島県　代表決定戦 E／08.23

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「徳島ヴォルティス」 4.25
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対「東京ヴェルディ」 5.09

対「横浜FC」 （R1）05.30

対「サガン鳥栖」 11.29

対「ファジアーノ岡山」 3.07

徳島県域　G

徳島ヴォルティス戦

対「アビスパ福岡」 4.19

対「愛媛FC 4.25

対「コンサドーレ札幌」 10.17

対「ザスパ草津」 3.06

〔四国・九州アイランドリーグ〕 R1
愛媛県域

愛媛マンダリンパイレーツ戦

対「長崎セインツ」 6.05

対「高知ファイティングドックス」 9.18

香川県域

香川オリーブガイナーズ戦

対「高知ファイティングドックス」4.04，06.06

対「愛媛マンダリンパイレーツ」 9.11

対「徳島インディゴソックス」 9.21

〔バスケットボールbjリーグ〕 Ｇ
高松ファイブアローズ戦

対「大分ヒートデビルズ」（香川） 11.21

対「大阪エヴェッサ」（近畿ブ・香川） 12.26

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に向けて，デジタル

中継局および受信インフラの整備を確実に推進し

た。また，自主共聴への技術支援，経費支援を行

うとともに，四国総合通信局やデジサポと連携し

て「スクラム2011」を立ち上げ，集合住宅，障害

対策共聴のデジタル化を推進した。周知・広報で

は，独自スポットの制作，番組による地上デジタ

ル受信の説明などを積極的に行った。

2 ．地域放送の充実

地上デジタル放送の魅力的な番組の提供を行う

ため，前年度にハイビジョン化更新を完了したポ

スプロや 1スタ設備をフル活用し，番組制作を実

施した。 1 スタでは『四国羅針盤』『伊予路てく

てく』のほか，タイムリーな話題を視聴者の意見

やアンケートで盛り上げる双方向生番組『四国選

択会議』を年間 4本制作した。

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，

[ドラマチック！四国」ホームページに地図とと

もに観光情報を提供することで視聴者の接触率向

上に努めた。

08年度からスタートした『四国選択会議』では，

固定電話，PC，携帯電話など幅広い伝達手法を

用いて視聴者の意向を集約する集計システムを構

築し，視聴者参加型番組を制作しており，10年度

からはさらに連動データ放送による投票も実施す

る。

高校野球愛媛大会では08年度に引き続き，3-

Screensへのライブスコアの提供を実施した。ま

た，現場に設置した情報確認用のカメラを無人運

用し，省力化を図った。J2リーグでは5.1サラウ

ンド，秋の高校野球四国大会では投球速度表示を

実施したほか，連動データによるきめ細かい情報

提供を行った。さらに，全中のみ放送可能となっ

ていたDEワンセグ用の設備を改修し，ワンセ

グ・ローカルサービスを実現した。

番組関係では， 4 月から『俳句王国』をHV化

更新された 1 スタで制作，デジタルBS2ではレタ

ーボックスで放送を開始した。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

ビスの充実に貢献するとともに，年度後半には，

{デチコンカ！TV2010』『俳句キッズ大集合！

句会ライブIN松山』『燃えろ五・七・五』など，

接触率の向上や若年層の視聴者の拡大を目標とす

る番組に取り組んだ。『四国ドラマ音楽の旅』の

公開収録では，来場の方々とのきずなをさらに深

める「視聴者ふれあい活動」の一環として，中継

車公開・カメラ体験や地デジ受信相談を行った。

また， 2月に行われた放送技術選奨「構成番組部

門」では，松山局制作の中国残留孤児の体験を描

いた『四国スペシャル～故郷行』が優秀賞を受賞

した。

5月以降，とべ動物園，石手川ダム，愛南町石

垣の里，松山城など各所に季節や番組と連動した

ロービングカメラを順次設置し，四季折々の愛媛

県の風景を伝えた。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。

第45回衆議院選挙ではシステム構築や設備点

検，訓練などの準備を行い，政見経歴放送，開票

速報に万全を期した。投開票日には四国で13か所，

松山局では 4か所の事務所からレターボックスで

中継を実施した。

長年の課題であった東予地区のラジオの夜間混

信対策について，新居浜ラジオ第 1放送の周波数

変更，増力を行い，大幅な受信改善を図った。
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3 ．緊急報道の取り組み

09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

練が課題であることから，南海地震を想定した非

常災害対策ハンドブックを 7年ぶりに改訂すると

ともに，10年 2 月には伊予灘を震源とする震度 6

の地震を想定した非常災害総合対策訓練を松山局

で実施した。

2月，チリ地震による大津波・津波警報が日本

全土に発令された際には，県南部の愛南町にCS

Kを出動させ，防災を視点とした中継を実施した。

3月には，高松空港に取材用ヘリを整備し，迅

速な映像取材と豊かな自然の撮影などに威力を発

揮している。

また，夕方の地域情報番組『いよかんワイ

ド』の中で， 1 カメとFPU（緊急パック含む）

による「街角・天気中継」を実施することで，緊

急対応力の強化を図った。

設備面では，南予地域の緊急報道態勢を強化す

るため，08年度に愛南町消防本部に整備した伝送

拠点にHV蓄積伝送システムを導入した。また，

松山市の繁華街，大街道にHVロボカメを設置し，

簡易な中継の拠点とした。伝送拠点では，伽藍

FPU基地局の回転台のオーバーホールおよび

UPS化，野呂FPU基地局の鉄塔基部を補修し，

安定性の向上を図った。

新技術開発では，ハンディカメラに搭載可能な

有機EL簡易プロンプターが番組技術展において

優秀賞を受賞した。

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21本を実施し，

四国全体で 2万2，000人を超える入場者があった。

{NHK歌謡コンサート』（高松局）は，受信料支

払者への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」などの教育イベント

を実施。地域の音楽文化・教育の振興を目的とし

て，N響メンバーによる学校訪問イベント（松山

局）を前年に引き続き実施したほか，N響メンバ

ーによる子ども対象のクラシックコンサート（松

山局）も開催し，子どもやファミリー層への理解

促進に務めた。また，放送教育推進を目的とした

研修会を各県で開催。そのほか，「第56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11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ことで，

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）」のほか，「ジュ

ニアサッカー教室」（徳島局）や地域放送局杯各

種大会を実施するなど，スポーツ振興にも貢献し

た。

（6）地域企画イベントなど
四国を舞台にした 3つの大型ドラマの放送に合

わせたキャンペーン「ドラマチック！四国」を四

国 4局で展開。その中核事業として，四国を舞台

にした過去の「大河ドラマ」や『連続テレビ小

説』のテーマ曲を，地域の交響楽団の演奏とドラ

マ映像で紹介する「NHK四国ドラマ音楽の旅」

(松山局）を実施したほか，ドラマの原作などを

題材にした朗読イベントを松山，高知，徳島の 3

局で開催。そのほか，ドラマ出演者によるトーク

ショー「発進，龍馬伝」（高知局），「ウェルか

めトークショー」（徳島局）も実施。ドラマ関連

のセミナーや講演会なども含めて，ドラマで盛り

上がる地域の期待に応えるイベント展開を積極的

に図った。

2 ．営　業

09年度の営業活動は，前年度下半期から実施さ

れた訪問集金廃止によって生まれたパワーを契約

取次・支払再開にシフトする活動を展開し，業績

向上を目指した。

また，事業所割引の導入を生かした事業所契約
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増加，とりわけ業界取りまとめを強力に推進する

ため，各局ともトップセールスをはじめ全局的に

取り組み，松山・高知・高松局で事業所契約増加

目標を達成，四国ブロックとしても目標を達成し

た。一方，世帯契約については，公的扶助による

有料から無料への免除件数が前年の 3倍以上も発

生するという事態になり，四国計での世帯契約数

が減少することとなった。結果，契約総数増加は，

高知・高松局の 2局の目標達成となり，契約総数

増加が伸び悩んだことで，支払総数増加・口座ク

レジット増加も厳しい状況となり，支払総数増加

は高知局だけが目標を達成した。

衛星契約増加については，アナログ停波に伴う

共聴施設の改修により，衛星共同受信が出来なく

なる施設が発生したが，高知・徳島・高松局で衛

星契約増加目標を達成し，四国ブロックとしても

目標を達成した。

新たな法人戦力の開発として， 8月に松山・高

知・徳島各局の旧郵政エリアでの業務について募

集説明会を実施し，10月より㈱四国福山通運が業

務を開始した。また，高松局も独自に開発を進め，

11月より㈱ワークスタッフが業務を開始した。

「ドラマチック！四国」キャンペーンと連動し，

四国に本店のある地方銀行と信用金庫に対し12～

2 月口座取次キャンペーンを実施し，前年同時期

比で135％の実績を確保した。また，各局でも銀

行員や職員が出演するスポット放送や口座勧奨

DM発送により口座利用増加を図った。

民事手続きによる支払督促については，四国全

県で前年より規模を拡大し，公平負担・支払率向

上へ向け取り組んでいる。

3 ．広　報

〔松山局〕
（1）「ドラマチック！四国」キャンペーン
四国が舞台の『坂の上の雲』『龍馬伝』『ウェル

かめ』および過去のドラマなどの紹介を通して，

四国の魅力を伝える「ドラマチック！四国」キャ

ンペーンを実施。各ドラマの写真パネルや衣装・

小道具などの展示会を 1～ 3月に東京，大阪，名

古屋と四国4県の計 7 会場で57日間開催し， 7 万

9,000人の来場者があった。また， 3 つのドラマ

の紹介と四国の魅力を掲載したパンフレットを作

成し，中・四国のJRや四国の金融機関・旅館な

どで計11万4,000部を配布した。

7月に立ち上げた『坂の上の雲』のご当地ホー

ムページは，番組情報のほか，ゆかりの地・ロケ

地MAP，応援メッセージ募集，「雲」写真募集な

どに全国から非常に多くのアクセスがあった。

（2）視聴者とのふれあい活動
ファミリー層が大半を占める恒例の会館公開

[春のふれあい広場」では，人気キャラクターシ

ョーのほか，「龍馬伝紀行」のいちむじんライブ

や顔認証システムによるゲーム，『俳句王国』ス

タジオセットの公開などを実施した。地デジPR

で地デジカ着ぐるみも登場。 2 日間で3,124人が

来館した。

年末恒例の「チャリティーロビー展」では，手

芸や工芸など46団体が展示即売を行い，197万円

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43回開催し，入場者数は 4 万6,272人。会館

見学者は7,162人，来館者総数は 5 万6,558人を数

えた。

（3）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41回実施し，

2,088人（アンケートを含む）が参加した。また，

3 月には公募型の「ふれあいミ－ティング」（『坂

の上の雲』ファンミーティング）を開催。100人

の視聴者が参加して，制作担当者を囲んでの質疑

応答が活発に行われた。

（4）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

ハートプラザには年間で 2 万1,296件の質問や

意見・要望が寄せられ，各部と連携して迅速に対

応した。視聴者の声に基づき改善された事例は年

間で39件あった。

（5）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，イベントの実施，ポス

ターの作成，チラシの配布など，さまざまの方法

で地デジPRを展開した。

また，「バンクーバーオリンピック」や「大リ

ーグ」などの周知を通して，BSデジタル放送の

普及に取り組んだ。

〔高知局〕
大河ドラマ『龍馬伝』に関連した広報イベント

や番組PRを展開し，公共放送の理解促進に取り

組んだ。09年度から開催の「番組上映会」第 1回

で1968年大河ドラマ『竜馬がゆく』を上映。11月

には 4時間生放送の『おーい，ニッポン～私の・

好きな・高知県』で坂本龍馬と高知県の魅力をア

ピールした。高知局会館ロビーでは，「大河ドラ

マ」の放送期間中，「発進，龍馬伝」展を開催。
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3 月には会館公開を実施し，地域のみなさまとの

結び付きを深めた。

〔徳島局〕
『連続テレビ小説～ウェルかめ』の広報印刷物

やグッズを制作し，局のPR活動の充実を図ると

ともに，自治体の地域活性化施策の窓口として，

地元に貢献した。また，「NHK・熱い夏　みんな

ロビーで阿波おどり」や「ふれあいフェスティバ

ル」も例年通り開催したほか，入りやすく親しま

れる会館を目指した催事の案内板を設置したり，

会館通路にLED電飾を設置したりするなど，親

近感向上に取り組んだ。

〔高松局〕
「大河ドラマ巡回展」や「キャラクターショ

ー」など，さまざまなイベントで秋の会館公開を

実施し， 5 日間で約4,500人が来館した。「ふれあ

いミーティング」は若い母親を中心に年間で20回

実施し，NHKへの理解促進に努めた。また，12

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，37人の視聴者が参加した。

九　　　　　州
◇09年度，九州・沖縄のデジタル中継局整備局は

154局，累計で301局（親局を含む）となり，年

度末の電波によるエリアカバー率は域内97％に

達した。

◇福岡局では，地元の劇団による地デジスポット

{地デジ侍』を制作。放送開始後，総務省地デ

ジコールセンターの受付件数が倍増し，「地上

デジタル放送国民運動推進本部」の委員会でも

スポットが上映・紹介された。

◇熊本局では，新しい視聴者参加型公開番組『玄

海一座』を開発。公開番組をしたことがない地

域へ出かけ，地元の人と一緒に芝居を作り公開

収録した。番組は県内で高視聴率をマークした。

◇長崎局では，放送会館と長崎駅前「かもめ広

場」を連動させた「ふれあい広場2009」を実施

し，『龍馬伝』をアピール。5,000人の来場者が

あった。

◇大分局では，テレビ放送開始50周年の記念イベ

ントを大分放送会館と複合施設のアトリウムで

実施し，3,650人の来場者があった。

Ⅰ．放　送

1 ．放送の概要

（1）地域放送
平日夕方6 時台のニュース番組や金曜夜間を中

心に地域向け番組の内容を充実させた。

平日夕方 6時台のニュース番組は，地域の動き

を迅速に伝えるとともに，暮らしに役立つきめ細

かな情報提供に努め，地域のメインニュースとし

ての存在感の向上を図った。

金曜夜 7時台は，第 1週を各県ごとの放送とし

て，身近な話題を取り上げたほか，ブロック放送

の『九州沖縄インサイド』では，地域医療の問題

や，開発と環境の問題，政権交代がもらたす影響

など，九州・沖縄地域が共通して抱える課題を取

り上げた。また，夜 8時台の『九州沖縄スペシャ

ル』では，鉄道で地域を巡りながら人や暮らしの

魅力を再発見する「林家三平のテツタビ」，九州

沖縄出身の著名人がふるさとを訪れる「ただい

ま！」，地元の若手アーティストを発見・応援す

る「トンコツTV」など，多彩な番組を編成した。

また，地元で人気のプロ野球・ソフトバンクホー

クスの試合中継や，介護，公共事業，環境などを
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テーマとした生放送の徹底討論，地域の魅力を情

感豊かに描いたドラマなどにも取り組んだ。

このほか，防災を呼びかける番組や，戦争と平

和について考える番組，地域イベントと連動した

番組など，多彩な特集番組を編成し，地域視聴者

の多様な要望に応えた。

（2）全国発信
戦争の記憶を地域から丹念に掘り起こし語り継

ぐことに取り組み，HV『証言記録　兵士たちの

戦争』（大刀洗飛行場，鉄血勤皇隊，保戸島国民

学校空襲，特攻艇・震洋，沖縄学童疎開船，京城

大学医学部）や『長崎原爆の日特集・あの日ぼく

らの夢が消えた』『クローズアップ現代～さまよ

う日の丸』で優れた成果を上げた。『沖縄慰霊の

日特集・64年目の告白』は，“集団自決”を生き

延びた兄弟の証言を通して戦争の傷跡の深さを伝

え，第29回地方の時代映像祭優秀賞を受賞した。

また，長崎被爆者をテーマとしたオーディオドラ

マ『FMシアター～鳥』は，文化庁芸術祭優秀賞

を受賞した。

全国の関心を集めた事件の背景や政権交代が地

方にもたらす変化を探り，『追跡！A to Z～暴力

団追放』をはじめ，諫
いさ

早
はや

湾干拓，水俣病患者救済，

普天間基地，少年更生などのリポートを発信した。

北九州で起きた30代男性孤独死事件の背景を探っ

た『クローズアップ現代～“助けて”と言えな

い』は，全国的に大きな反響を呼び，続編も制作

した。

北九州出身の作家・松本清張の生誕百年に当た

って『知る楽　こだわり人物伝』『BS特集～清張

をめぐる対話』で斬
ざん

新な作家論を展開した。

『にっぽん紀行～糸満野球オヤジ』『プレミア

ム 8 ～ごとごと九州ローカル線』『ドキュメント

20min.～はじめてのトウキョウ』『今世紀最長の

皆既日食中継』『ハイビジョンふるさと発～歌人

筒井宏之の世界』『絶対ふるさと主義～温泉天国

大分』『日曜美術館～アジア美術がおもしろ

い』『生活ほっとモーニング～母乳に潜むウイル

ス感染』などで，地域の動きや課題を伝えた。

『福岡発ドラマスペシャル～母
かか

さんへ』は，山

村の小学校を舞台に親子の絆
きずな

の再生を描き，視聴

者に深い感銘を与えてギャラクシー月間賞を受賞

した。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』は第13回を数え，初めてブロ

ック予選を実施した。過去最高の437組の参加を

得て，地域のパワーをつなぐ大型イベント番組と

していっそうの大きな支持を獲得した。

新番組『博多屋台こまっちゃん』（R1）がスタ

ート。歴史的，地理的にも関係の深い九州・沖縄

とアジア，太平洋地域との，意外で密接な交流を

紹介する番組。舞台は九州博多の屋台。常連客で

あるNHKアナウンサーが九州・沖縄で活躍する

各界の人々を連れて屋台を訪れる。生っ粋の博多

っ子・小松政夫さん扮
ふん

する大将と，経済の結び付

き，お国事情や風習の違いからの戸惑いなど，地

域の国際交流を語り合う。

2 月13日，『龍馬からの手紙～朗読と音楽でつ

づる龍馬の世界』（BS2）を放送した。大河ドラ

マ『龍馬伝』の放送にちなみ，津本陽著『龍馬』

と坂本龍馬直筆の手紙の現代語訳の朗読，坂本千

野役の女優・島崎和歌子，殺
た

陣
て

師・林邦史朗を交

えたトークや殺陣実演を盛り込んだ朗読イベント

を実施。このもようをBS2のほか，九州・沖縄向

けには教育テレビやFMでも放送した。

（3）選挙報道
09年 8 月30日，衆議院選挙が実施され，政権交

代が実現した。九州・沖縄の38の小選挙区では，

自民党が前回の25議席から半減して13議席にとど

まったのに対して，民主党は，前回・ 4 議席の 5

倍にあたる20議席を獲得し，文字どおり，地滑り

的な大勝となった。もともと保守地盤の強い九

州・沖縄にとって，難しい当確判定を迫られる情

勢だったが，NHKの各放送局は，全局体制のも

と，事前の放送なども含めて，一つのミスもない

正確な選挙報道を実施し，時代の転換点での視聴

者の負託に応えることができた。

10年 1 月24日には，沖縄県の名護市長選挙が行

われた。アメリカ軍普天間基地の移設を巡って，

住民の賛否を 2分する激しい選挙戦となった。地

方選挙とは言え，その結果が，鳩山政権の重要政

策に影響を与えることも予想され，沖縄のみなら

ず，全国的に注目を集めた。

NHKは，事前の情勢取材などから接戦になる

と分析し，開票所での取材を徹底して行ったうえ

で当確を打った。結果は1,500票余りの僅
きん

差で，

名護市辺野古への基地移設に反対する新人が勝利

した。正確な当確判定とともに，九州・沖縄のブ

ロック放送での開票速報や全国放送の番組で，選

挙の結果や影響などを伝えた。

一方， 2 月21日に行われた長崎県知事選挙は，

鳩山政権に対する有権者の評価が問われる場とな

った。NHKは，九州・沖縄各放送局から集まっ

た記者の力を結集して徹底した開票所取材を実施

し，他社より1時間以上早い午後 8 時20分過ぎに

当確を打った。
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（4）事件・事故，災害報道
4 月14日，長崎県平戸市沖で，大型の巻き網漁

船が転覆・沈没した。船には，いずれも平戸市に

住む22人が乗り組んでいたが，このうち12人が行

方不明になった。長崎局では，一報を受けると直

ちに，記者やカメラマンを平戸市に向かわせると

ともに，福岡などの各局からも，デスクや取材ク

ルーが応援に入り，仲間の漁船や海上保安部など

による懸命の捜索活動，それに無事を祈る家族の

姿などを伝え続けた。長崎県では，10年 1 月12日

にも，五島列島沖で，長崎市の底引き網漁船が沈

没し，乗組員10人の行方がわからなくなる事故が

起きており，長崎局では，海難事故と向き合う取

材が続いた。

6月16日，北九州市で，小倉北警察署の警察官

が追突事故を起こし，酒気帯び運転の疑いで逮捕

された。福岡県内では，06年，福岡市で幼い子ど

も 3人が死亡する飲酒運転事故が起きたのを契機

に，飲酒運転追放の機運が高まり，地域をあげた

取り組みが続いている。その先頭に立つべき警察

官が起こした飲酒運転事故は社会に衝撃を与え

た。北九州局や福岡局では，事故の経緯や警察官

の供述などを詳細に取材し報じるとともに，警察

本部や県などの行政の動きを幅広く取材し，改め

て飲酒運転の追放を訴えかける報道を展開した。

7月24日夜，九州北部を記録的な豪雨が襲った。

1 時間に100ミリを超える猛烈な雨が続き，各地

でがけ崩れや浸水の被害などが相次いだ。特に被

害の大きかった福岡県では10人が死亡し，九州自

動車道が，がけ崩れのため 3週間近く通行止めに

なるなど，大きなつめあとを残した。福岡局では，

強い雨が降り始めた直後から災害報道を始めた。

午後10時台には45分間にわたって特設のローカル

ニュースを放送するなど，被害状況や住民に避

難・警戒を呼びかける放送を夜を徹して続けた。

また，大雨が峠を越したあとも，それぞれの災害

現場での救出・捜索活動，それに都市機能復旧の

動きなどを丹念に伝え続けた。

10月27日，関門海峡で，海上自衛隊の護衛艦

[くらま」と韓国籍のコンテナ船が衝突し，双方

が炎上する事故が起きた。北九州局と福岡局では，

対岸の山口局の支援も受けながら，即座に事故報

道を始め，現地にデスクや記者などを配置して，

中継などで事故の推移を刻々と伝えた。護衛艦を

めぐっては，漁船との衝突事故などが頻発し，そ

の危機対応能力や安全管理能力が問われていただ

けに，北九州局では，その後も，海上保安部によ

る事故捜査や原因究明の動きとともに取材し，外

国船の通過が増える関門海峡の危険性などを全国

に報じ続けた。

11月14日，韓国・プサンにある民間の室内射撃

場で火災が発生し，長崎県雲仙市と福岡県から訪

れていた10人が犠牲になった。長崎局や福岡局な

どから，デスクや記者などが雲仙市や島原市に入

り，即座に地元の状況を中継などで伝えたほか，

韓国の現地に向かう家族に長崎局の記者が同行

し，痛ましい事故の実相を伝えた。

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広域ニュースやリポート，各

地の朝の表情を伝える中継などで構成。

『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／九州・沖縄を舞

台に活躍する人たちにじっくりと話を聞く「サタ

デートーク」，各地からの中継，「西日本の旅」，

地域の週末情報などで構成。

『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～木　11:45～12:00
福岡単　　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（金曜は単）で，食や健康など暮らし

に役立つ身近な情報を伝えた。／各局タイトル：

{きたきゅうたいむ』北九州局，『テレメッセく

まもと』熊本局，『ながさきナビゲーター　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，『ひるまえ情報便』佐

賀局，『りっかりっか沖縄』沖縄局

『ニュースなっとく福岡』 G
福岡単　月～金　18:10～18:59

第 1 回08.3.31／単／地元福岡の視聴者の生活に

密着し，日々の暮らしの中で“身の周りの気にな

ること”に応える番組。事件・事故の最新の情報，

生活に直結する県内のさまざまな重要課題の行

方，東京や世界などの動きと福岡の関連はどうな
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るか，今ちょっと話題になっている街の情報，ス

ポーツ情報などをビビッドに伝えた。

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EYE610』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／九

州・沖縄の課題や人々が注目する出来事に正面か

ら向き合い，検証や提言をしていくスタジオ報道

番組。地域経済，高齢化や医療の問題，環境と開

発の問題，政権交代の地域への影響などをタイム

リーに取り上げて検証した。

〔第1週の各県域番組〕
『福岡にんげん交差点』 （福岡・北九州）

『くまもとの“風”』 （熊本）

『ながさきヒート』 （長崎）

『ながさき新紀行』 （長崎）

『長崎ウオッチ』 （長崎）

『かごしま熱風録』 （鹿児島）

『宮崎熱時間』 （宮崎）

『ハイビジョンが撮るおおいた美の風景』（大分）
『佐賀イズム』 （佐賀）

『ドキュメント沖縄』 （沖縄）

『きんくる～沖縄金曜クルーズ』 （沖縄）

『九州沖縄スペシャル』 G 金　20:00～20:43
／九州ブロック

04.03 林家三平のテツタビ～肥薩線・ひとめ

ぐり （福岡）

04.17 トンコツTV～2009春 （福岡）

05.08 ただいま！～森口博子“森口スマイル”

を育てたふるさとへ （福岡）

05.15 発見！お菓子パラダイス～“シュガー

ロード”味わい旅 （福岡）

06.05 林家三平のテツタビ～初夏の蔵出しま

つり～ローカル線でひとめぐり （福岡）

06.12 蛭子能収のご長寿名人！出会い旅

（福岡）

06.26 林家三平のテツタビ～三角線　ひとめ

ぐり （福岡）

07.03 トンコツTV～2009夏 （福岡）

07.10 リレードキュメント （宮崎・福岡）

07.17 特攻・重爆撃機は出撃した～福岡・大

刀洗飛行場 （福岡）

07.24 林家三平のテツタビ～長崎本線・佐賀

平野をひとめぐり （福岡）

07.31 よみがえる肉声・伝えたい記憶～沖縄

戦・証言テープ （沖縄）

09.11 ただいま！～吉俣良～吉俣ミュージッ

クの原点を求めて （福岡）

09.18 あなたの歌に励まされ～歌人・筒井宏

之　こころの交流 （佐賀）

09.25 林家三平のテツタビ～吉都線・ひとめ

ぐり （福岡）

10.02 トンコツTV～2009秋 （福岡）

10.09 夢一座　小さな村が“燃えた”日～熊

本県　産山村 （熊本）

10.16 姜尚中　アジア美術との出会い（福岡）

10.23 林家三平のテツタビ～日豊本線・大分

発ひとめぐり （福岡）

11.20 ただいま！～夏川りみ　歌声を育
はぐく

んだ

ふるさとの島へ （沖縄・福岡）

11.27 林家三平のテツタビ～松浦鉄道・ひと

めぐり （福岡）

12.04 自慢の鍋でいざ勝負～宮崎　ふるさと

の味探し （宮崎）

12.18 カリスマ仕事人に弟子入り～ 3 日間で

極意を学べ！ （福岡）

01.08 トンコツTV～2010冬 （福岡）

01.15 林家三平のテツタビ～冬の蔵出しまつ

り～ローカル線でひとめぐり （福岡）

01.22 林家三平のテツタビ～肥薩おれんじ鉄

道・ひとめぐり （福岡）

02.05 ただいま！～米良美一　母たちが待つ

ふるさとへ （福岡）

03.05 豊後の国・四季の詩 （大分）

03.12 海の国道　58号線をゆく～島めぐり

出会い旅 （鹿児島）

03.19 林家三平のテツタビ～日豊本線・鹿児

島発ひとめぐり （福岡）

『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

05.29 どうする　どうなる　お年寄りの介護

10.30 “ムダな公共事業”って何ですか？

01.29 九州・沖縄“観光王国”へ　何が必要

か？

再 
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『おはよう九州沖縄』 R1
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 年 4回　土　22:15～22:55
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NHK

アナウンサーの朗読で伝えた。（5 . 3 0，9 . 2 6，

12.19，3.27）

『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，福岡にやってきたアーティストたちもゲ

ストに招き，話題と音楽で構成した生放送番

組。／熊本局：随時金『NHK美術館コンサート』，

鹿児島局：毎月最終月『かごしまの夕べ』，沖縄

局：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〕
『地域特集～劇団ギンギラ太陽’s 新たなる挑戦
～ドラマ『走れ！ひかり侍』見参』 G

（福岡）04.26／13:05～13:59
『平成21年沖縄全戦没者追悼式』 G

（沖縄）06.23／11:35～11:54
『ラジオ防災特集　防災の鍵はコミュニティー再
生』 R1 （福岡）07.04／12:15～12:55

『地域特集～長崎　原爆100人の証言』 G
（長崎）08.09／07:45～08:25

『地域特集～なぜ無くならない飲酒運転～ 3 児
死亡事故から3年』 G

（福岡）08.25／19:30～19:55
『地域特集～古代九州の国宝～九州国立博物館特
別展から』 G （福岡）11.03／08:35～09:18

『ラジオとさるこう！～龍馬の足跡をさがして』
R1 （長崎）11.07／13:05～15:55

『大相撲九州場所前夜祭』 G
（福岡）11.08／16:00～16:45

『地域発ドラマスペシャル～母
かか

さんへ』 G
（福岡）12.11／19:30～20:43

『九州スーパーキッズコンサート』 E
（福岡）12.19／16:00～17:00

『特集　人権インタビュー』 R1
「家族の人生も狂わせた冤

えん

罪被害」

（佐賀）12.21／12:20～12:55
「車いすマラソンにかけた人生」

（大分）12.22／12:20～12:55
「“統合失調症”と共に生きる」

（熊本）12.24／12:20～12:55
「津軽三味線が私を僕にしてくれた」

（宮崎）12.25／12:20～12:55
『地域特集～松本清張生誕100年～清張を探し
て』 G （福岡）12.25／23:00～23:43

『NHK九州児童合唱団　合同コンサート～かさ
ねる声とかさなる心』 E

（福岡）01.30／14:00～15:00
『第13回　熱血！オヤジバトル　九州・沖縄ブ
ロック予選』 G （福岡）02.06／17:00～17:43
『九州劇場　降れば土砂降り』 R1

（福岡）02.13／22:15～22:50
『竜馬からの手紙～朗読と音楽の夕べから』
FM （福岡）03.13／14:00～16:00

『地域特集～龍馬からの手紙～NHK朗読と音楽
の夕べから』 E （福岡）03.14／15:00～16:40

（2）特集番組〔県域〕
〔福岡局〕
『きんしゃ～い！どんたく～博多どんたく港ま
つり2009』 G 05.03／13:05～13:45

『地域特集～ボクがそばにいますから～インド
ネシア人　介護奮闘記』 G

7.03／19:30～19:55
『生中継！博多祇園山笠2009』 G

07.15／04:09～06:00
『中継スペシャル　大濠花火大会2009』 E

8.01／20:00～21:35
『ガクラジ』 FM 11.21／14:00～16:00
『地域特集～ドラマのふるさとを訪ねて～福岡
県黒木町』 G 12.04／19:30～19:55
『福岡・プサン学生討論　“一つの都市”をめ
ざして』 G 12.27／17:15～17:58
『もっと！なっとく福岡』 G

12.28／17:05～18:59
『発掘！ふくおか～いま⇔むかし』 G
第 1回「短編映画　都市シリーズ 2」ほか

1.30／20:00～20:43
第 2 回「福岡の文化と伝統」

2.06／10:05～11:04
第 3 回「石炭列車の通ったまち」「民謡のル

ーツを訪ねて～炭坑節」

3.06／10:05～11:05
『福岡県公立高校志願倍率』 G
（中間発表） 02.23／00:10～00:20
（最終発表） 02.27／01:47～01:57
『ライフサポーター～あなたを守る防災ラジオ』
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R1 3.20／12:15～12:55
〔北九州局〕
『北九州スペシャル』 G
「桜の思い出2009」 4.03／20:00～20:43
「証言　北九州空襲」 6.26／20:00～20:32
「Jへの道～ニューウエーブ・前期をふりかえ

る」 7.03／20:00～20:43
「証言　私の12.8 2009」 12.18／20:00～20:33
「ニューウェーブ北九州～Jへの道」

12.28／17:05～18:00
『こんばんは北九州スペシャル2009』 G

12.28／18:00～19:00
『サンデーコンサート300回記念演奏会』 G

11.7／11:25～11:54
『キタキューモード　まちうた大集合』 G

3.12／20:00～20:43
3.19／20:00～20:43

〔熊本局〕
『熊本4局共同番組　2009防災・命のラジオ』
R1 9.01／12:20～13:00
『クマロク！年末スペシャル2009～“変わる”
熊本』 G 12.28／17:05～19:00

『GKミッドナイト劇場～岡崎の夢は　五木の子
守唄』 G 3.20／02:25～03:40
〔長崎局〕
『長崎のこれから』 G
「徹底討論　どうする？在宅介護」

6.26／19:30～20:43
「徹底討論　どうする？進む未婚社会」

9.25／19:55～20:55
「長崎で待ってるぜよ！龍馬伝と長崎の観光」

12.18／19:30～20:43
「徹底討論　どうする？離島振興」

3.19／19:30～20:43
『特集・長崎の龍馬～大河ドラマまであと半年』
G 06.28／13:05～13:59
『長崎アマチュアオーケストラの共演』 FM

7.18／16:00～18:50
『2009 長崎原爆の日』 G

08.09／18:10～19:00
『しゃべラジ　ながさき』 R1
第 7夜　「考えてみよう！少子化と婚活」

10.03／19:20～20:55
第 8 夜　「その時，龍馬が動いた」

12.19／19:20～20:55
第 9 夜　「長崎県に来ませんか？」

3.20／19:20～20:55
『完全生中継　踊町競演！長崎くんち2009』

E 10.07／06:55～10:15
『長崎くんち　ハイライト』 G

10.09／19:32～20:45
『生中継　YOSAKOIさせぼ祭り　前夜祭』 G

10.23／19:30～20:43
『生中継　ながさき実り・恵みの感謝祭』 G

011.14／11:25～11:53
『特集・長崎の龍馬』 G 012.04／19:30～19:55
『わたぼうしコンサート』 FM

12.11／18:00～18:50
『長崎EYE610 年末ハイライト2009』 G

12.28／17:05～19:00
〔鹿児島局〕
『かごしま大作戦』 G
「春　出会いと別れの舞台～鹿児島港を探検し

よう」 4.17／20:00～20:43
「スペシャル　のど自慢がやってきた！～伊佐

市」 5.15／19:30～20:43
「奄美でうたを愛する人を訪ねよう」

6.26／20:00～20:43
「日食にわいた　トカラ列島・中之島を探検し

よう！」 9.25／20:00～20:43
「曽於市で素敵な秋を探ソオ！」

10.16／20:00～20:43
「鹿児島大学を探検しよう」

11.23／20:00～20:43
「“西駅”の思い出を探そう」

2.05／20:00～20:43
『NHK鹿児島児童合唱団　第 5 回コンサート』
G 04.18／16:10～16:25
『第14回伝承・郷土芸能キャンペーン　ふるさ
との響き　百花繚乱』 G

011.20／19:30～20:43
『ラジオ公開生放送～開幕まであと半年～ワール
ドカップ徹底予想』 R1

012.05／13:00～13:55
『大河ドラマ“龍馬伝”トークショー』 R1

012.06／13:00～13:55
『情報WAVEかごしま年末スペシャル2009』
G 012.28／17:30～19:00

『鹿児島防災シンポジウム～桜島～噴火にどう備
えるか』 G 01.30／16:45～17:28

〔宮崎局〕
『おはなしひろば』 R1 05.20／12:20～12:30
『防災ラジオ2009 豪雨災害から身を守る』
R1 05.20／12:30～13:54
『みやざきスペシャル～響き　満ちる～宮崎国際
音楽祭』 G 7.03／19:30～20:43
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『宮崎　夢追い人　総集編』 G
7.05，03.14／07:45～08:10

『みやざきスペシャル～夢の舞台で歌いたい！～
NHKのど自慢予選会』 G

09.27／10:05～11:30
『みやざきスペシャル　ビートに乗ってスマイ
ル！～スポレクみやざき2009 エアロビック
大会』 G 011.01／07:45～08:10

『宮崎朗読シアター』 FM
11.08，15／22:00～22:55

『いっちゃがTV 年末ハイライト』 G
12.28／16:50～18:00

『ニュースWAVE宮崎2009』 G
012.28／18:00～19:00

『みやざきスペシャル～人が育つ畑～農業　育成
の現場』 G 01.15／20:00～20:43

『みやざきスペシャル～神々の舞う里～俳優・温
水洋一　高千穂をゆく』 G

02.06／20:00～20:43
〔大分局〕
『ししまるTV』 G
「捨てる野菜でふるさとを笑顔に」

4.03／20:00～20:43
「爆撃された教室」 6.05／20:00～20:43
「小さな肖像スペシャル」 7.03／20:00～20:43
「響け！下駄の音」 9.11／20:00～20:43
「タダの葬式　知ってます？」

10.02／20:00～20:43
「ふるさとを救いたい～大分合同新聞社共同企

画」 11.14／20:00～20:45
「湯ったり“快”的出会い旅」

12.04／20:00～20:43
「大分弁にしらしんけん！」

2.05／20:00～20:43
『あなたが選ぶ大分一大ニュース2009』 G

12.28／18:00～19:00
『阿部真央がウケテイル理由』 G

02.06／00:25～00:55
『阿部真央がウケテイル理由・番外編』 G

3.05／19:30～19:55
『NHKのど自慢予選会』 G

3.08／01:00～03:02
〔佐賀局〕
『250組の夢舞台～NHKのど自慢・予選会』
G 4.12／10:05～11:30
『地域特集～熱唱！250組～基山町のど自慢予
選会』 G 07.12／10:05～11:30

『肥前路吟行～さがん文芸』 G

7.17，09.25，12.18，03.05／20:00～20:43
『ラジオ 3 局合同防災特集～どう伝える　災害
情報』 R1 9.02／12:25～13:00
『NEWSファイル佐賀　年末ハイライト2009』
G 12.28／18:00～19:00
『新春特集　有田　未来へのグランドデザイン』
G 1.08／20:00～20:43
『環境特集～‘すき’こそエコの上手なれ』 G

3.05／19:30～19:55
『防災特集～朗読で学ぼう 大地震 その時』
R1 3.16／12:20～12:55
『 3 局合同防災特集～クイズで学ぼう　大地震
その時』 R1 3.17／12:25～13:00
〔沖縄局〕
『沖縄の歌と踊り』 G
「沖縄芝居と舞踊 2題」 4.17／20:00～20:43
「古典女踊り選」 5.08／20:00～20:43
「島唄を歌い継ぐ～思い出の島唄（前編）」

6.05／20:00～20:43
「島唄を歌い継ぐ～若手民謡歌手特集（後

編）」 7.03／20:00～20:43
「現代明朗歌劇～美人の妻　情けの妻」

10.02／20:00～20:43
「重要無形文化財指定記念　琉球舞踊特選会

（前編）」 10.23／20:00～20:43
「重要無形文化財指定記念　琉球舞踊特選会

（後編）」 11.27／20:00～20:43
「新春　祝儀舞踊特選（前編）」

1.03／15:20～16:00
「新春　祝儀舞踊特選（後編）」

1.08／20:00～20:43
「春　旅立ち～出会いと別れ舞踊特選」

3.05／20:00～20:43
『朗読シアター2009～家族をひき裂いた沖縄
戦』 G 6.23／22:00～22:55

『登川誠仁“伝説のライブ”～民謡スーパースタ
ーの競演』 G 7.17／19:30～20:43
『旧盆特集～沖縄の歌と踊り～能と組踊　至芸の
競演』 G 9.03／15:15～17:55
『認知症フォーラムin沖縄・那覇～寄りそう心
支える社会～最新医療と本人を大切にするケ
ア』 E 10.24／13:00～14:00

『登川誠仁“伝説のライブ”』 G
12.28／17:05～18:00

『ハイサイ！ニュース610年末ハイライト』 G
12.28／18:00～19:00

『RYUKYU NEXT WAVE』 G
2.05／19:30～20:43
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『第31回全琉婦人芸能大会』 G
「舞踊」 2.13／16:15～17:09
「創作歌舞剣」 2.21／15:30～16:25
〔各局共通〕
『第76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・高等学校

E 09.26／13:00～16:30
〔各県域〕
福岡県コンクール

小学校・中学校・高等学校

FM 09.12／14:00～18:00
中学校 E 09.19／14:30～17:00
小学校・高等学校 E 09.20／15:00～16:55

熊本県コンクール

小学校 FM 08.24～25／18:00～18:50
中学校 FM 08.26～27／18:00～18:50
中学校・高等学校 FM 08.28／18:00～18:50

長崎県コンクール

小学校・中学校・高等学校

E 09.05／12:00～14:00
小学校 FM 08.24／18:00～18:50
中学校 FM 08.25／18:00～18:50
中学校・高等学校 FM 08.26／18:00～18:50

鹿児島県コンクール

小学校・中学校・高等学校

E 08.29／14:30～16:14
宮崎県コンクール

FM 08.31～9.04／18:00～18:50
E 09.12／12:00～13:45

大分県コンクール FM 08.22／13:00～16:00
G 08.10～14，17～21

／「おおいたホットニュース」枠内

佐賀県コンクール

小学校・中学校・高等学校

FM 08.25／07:20～10:00
G 08.29／13:30～17:39

沖縄県コンクール

小学校・高等学校 E 08.16／15:30～16:55
中学校 E 08.29／14:30～15:30
小学校・高等学校 FM 08.26／10:00～11:30
中学校 FM 08.27／10:00～11:00

3 ．スポーツ中継

〔高校野球〕
〔九州ブロック〕
第124回九州地区高校野球大会

準々決勝 R1・FM／10.28

準決勝 FM／10.30

決勝 R1／10.31

〔県域〕
NHK旗（杯）高校野球大会

福岡県大会 G・E・R1／05.24，30～31

熊本県大会 R1／05.29～31

長崎県大会 R1／06.07，11～12

鹿児島県大会

G・E・R1・FM／05.26～27，29～30

宮崎県大会 R1／06.09，11

佐賀県大会 G・R1／06.07～08

第91回全国高校野球選手権大会・地区大会

福岡県　開会式 G／07.04

4 回戦 R1・FM／07.18

5 回戦 R1・FM／07.19，21～22

準々決勝

G・E・R1・FM／07.22～23

準決勝 G・E・R1／07.27

決勝 G・R1／07.28

熊本県大会 4回戦

R1・FM／07.20，7.23～24

準々決勝 R1／07.27

準決勝 G・E・R1／07.28

決勝 G・R1／07.30

長崎県大会　準々決勝 R1／07.22

準決勝 G・E・R1／07.25

決勝 G・R1／07.27

鹿児島県大会 4回戦 R1／07.15～16

準々決勝 R1／07.17～18

準決勝 G・E・R1・FM／07.20

決勝 G・E・R1・FM／07.21

宮崎県大会 3回戦 R1・FM／07.19～21

準々決勝 R1／07.23

準決勝 G・E・R1／07.25，27

決勝 G・R1／07.28

大分県大会　準々決勝 R1・FM／07.24

準決勝 G・E・R1／07.27

決勝 G・R1／07.28

佐賀県大会 3回戦 R1・FM／07.17～19

準々決勝 R1／07.21～23

準決勝 G・R1／07.27

決勝 G・R1／07.28

沖縄県大会 3回戦 R1／07.11

準々決勝 R1／07.12

準決勝 G・E・R1／07.18

決勝 G・R1／07.19

第125回九州地区高校野球大会　各県大会
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熊本県 R1／10.10～11

長崎県 R1／10.11～12

鹿児島県 R1／10.10～11

大分県 R1／10.04

佐賀県 R1／10.03～04

〔プロ野球〕
九州ブロック　G

「ソフトバンク」対「楽天」 4.24

「ソフトバンク」対「広島」 5.22

「ソフトバンク」対「西武」 9.04

九州ブロック　R1

「ソフトバンク」対「オリックス」 4.03

「ソフトバンク」対「楽天」 4.24

「ソフトバンク」対「西武」 9.05

〔サッカー〕
J1サッカー中継

「大分トリニータ」対「モンテディオ山形」

大分単　G／04.11

「大分トリニータ」対「サンフレッチェ広島」

大分単　G／05.23

「大分トリニータ」対「清水エスパルス」

大分単　R1／10.18

J2サッカー中継

「アビスパ福岡」対「ロアッソ熊本」

福岡県域・熊本単　G／04.12

「アビスパ福岡」対「サガン鳥栖」

福岡県域　G／05.10

「コンサドーレ札幌」対「アビスパ福岡」

福岡県域　G／03.13

「ギラヴァンツ北九州」対「徳島ヴォルティ

ス」 福岡県域　G／03.14

「ロアッソ熊本」対「ヴァンフォーレ甲府」

熊本単　G／05.10

「ロアッソ熊本」対「カターレ富山」

熊本単　G／11.29

「ヴァンフォーレ甲府」対「ロアッソ熊本」

熊本単　G／12.06

「ロアッソ熊本」対「ジェフ千葉」

熊本単　G／03.07

「大分トリニータ」対「FC岐阜」

大分単　G／03.14

「サガン鳥栖」対「横浜FC」

佐賀単　G／05.17

「サガン鳥栖」対「ファジアーノ岡山」

佐賀単　G／11.22

「サガン鳥栖」対「コンサドーレ札幌」

佐賀単　G／03.07

JFLサッカー中継

「ニューウェーブ北九州」対「SAGAWA

SHIGA FC」 北九州単　G／10.25

「ホンダロックSC」対「V・ファーレン長崎」

宮崎単　G／04.12

「ニューウェーブ北九州」対「V・ファーレン

長崎」 北九州単　G／06.07

〔高校駅伝〕
全国高校駅伝　各県予選

福岡県 R1／11.01

熊本県 R1／11.07

長崎県 R1／11.06

鹿児島県 R1／11.01

宮崎県 R1／11.01

大分県 R1／11.01

佐賀県 R1・FM／11.01

〔bjリーグ〕
「高松ファイブアローズ」対「大分ヒートデビ

ルズ」 大分単　G／11.21

「仙台89ERS」対「大分ヒートデビルズ」

大分単　G／01.09

「琉球ゴールデンキングス」対「大阪エヴェッ

サ」 沖縄単　G／11.22

〔その他〕
平成21年度長崎県高等学校総合体育大会

長崎単　Ｅ／06.07，09

第41回鹿児島県選抜剣道選手権大会

鹿児島単　E／02.11

男子バスケットボール日本リーグ 2部

「レノヴァ鹿児島」対「ビッグブルー東京」

鹿児島単　R1／03.14

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

導入について大量整備の 2年目であった。計画的

に整備を実施した結果，09年度のデジタル中継局

整備局は154局，累計で301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

99％，域内97％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

て取り組み，域内各局との連携により域内335施

設への導入を達成した。また，自主共聴について

は，受信点調査や改修のための技術支援を実施し

てデジタル化導入を推し進め，09年度は地デジ改

修した227施設に対してNHK助成を実施した。10

年度中の全施設導入を目指して，残りの施設に対
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して技術支援を継続実施中である。

2 ．地域放送の充実強化と設備整備

完全デジタル移行に向けたインフラ整備と並行

して，地域ドラマやスポーツ中継において5.1サ

ラウンド制作を行うなど，魅力あるコンテンツ制

作を推進した。

09年度，北九州局にハイビジョンCS中継車を

配備し，九州域内におけるハイビジョン化整備を

完了。また，長崎・五家原FPU基地にヘリ自動

追尾装置を設置し，ヘリ中継可能エリアを拡大さ

せた。08年からニューススタジオの静止画ファイ

ルハイビジョン化を進め，域内全局の整備を完了

した。データ放送では，沖縄局の台風コンテンツ

や熊本局のワンセグ向け気象レーダー，佐賀局の

応援メッセージ，大分局の定時連動データ番組な

ど，新しいローカルサービスを開発した。

3 ．緊急報道・災害報道への対応

09年度，九州域内において大規模な自然災害は

なかったが， 7月，豪雨により県内随所で発生し

たがけ崩れ，釜山・射撃場火災，長崎・平戸沖漁

船転覆事故，大刀洗・現金輸送車乗り逃げ，バラ

バラ殺人事件など多くの緊急報道が発生した。い

ずれも，当該局との連携を密に行い，迅速・的確

な緊急報道対応を行った。

4 ．デジタル放送普及への取り組み

地上デジタル放送の早期準備を呼びかける地デ

ジスポット『地デジ侍』を福岡局で制作した。受

信アンテナや受信設備の地デジ対応を促進する内

容で，地元の劇団を採用してインパクトのあるス

ポットとした。12月末に放送を開始してから，総

務省地デジコールセンターの受付件数が倍増する

など，大きな反響があった。また，総務省からも

評価され「地上デジタル放送国民運動推進本部」

の委員会で本スポットが上映・紹介された。

デジサポ福岡と連携して，地上デジタル放送の

受信が困難と推定される集合住宅や，ビル陰共聴

の調査を実施して対応済み施設を確認するなど，

要対応施設の絞り込みに取り組んだ。

Ⅲ．視聴者

1 ．イベント事業

09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138万人の視聴

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』『三枝一座

がやってきた！』『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』『本日旗揚げ！玄海劇団～産山

村の段』『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59本実施し，約 9万

4,000人の参加者があった。

（2）地域企画イベント
「NHKパパママフェスタ」（宮崎局），「RYU

KYU NEXT WAVE」（沖縄局），「“吹奏楽のチ

カラ”コンサート」（佐賀局）などの新規企画イ

ベントを実施した。また，「サンデーコンサー

ト」（北九州局），「第 4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58回九州地方放送教育研究大会」（11.19）

を長崎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400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」（佐賀

市），「BSおかあさんといっしょファミリーコン

サート」（日向市），「ぐ～チョコランタン小劇

場」（各局）などを実施し， 5 万7,000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133校

7,500人余の小学生・教師などが参加した。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」「NHK九州

児童合唱団合同コンサート～かさねる声とかさな

る心」を実施した。

（4）スポーツ・福祉・キャンペーン
「第22回NHK旗福岡県選抜高校野球大会」，

[NHKテニスパーク」（沖縄・那覇市）を実施し

た。福祉関連として「第 4 回NHK福岡ハート・

パーク」（10.27～11.15，福岡市），「NHKハート

展」（福岡，熊本）などを実施した。また，「朗読

と音楽の夕べ」（福岡市）を開催し，福祉イベン

トに29万8,000人を超える参加者があった。

「ふるさとの食　にっぽんの食」「NHK環境キ

ャンペーン」などのキャンペーンイベントを各局

で実施した。
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（5）その他
主な展覧会として「国宝　三井寺展」（4.1～

5.10），「福岡近代絵巻展」（9.19～11.8），「古代九

州の国宝展」（10.20～11.29）など 4 本の展覧会を

福岡局で実施し，15万1,000人を超える来場者が

あった。

2 ．営　業

（1）受信料収入の確保と理解促進活動
訪問集金の廃止を踏まえ，契約開発業務にパワ

ーシフトした契約収納体制の構築を図るなど，よ

り効率的で効果的な活動を展開した。また，視聴

者のみなさま一人ひとりに正面から向き合い，誠

実でていねいな対応により，受信料をはじめNH

Kの放送事業に対する理解を求める営業活動を行

った。さらに，障害者の方の免除適用拡大，事業

所割引，家族割引などの合理的な受信料体系の活

用や民事手続きによる支払督促の拡大など，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，大量世帯移動期の 4～

5 月を重点に学生などのフレッシャーズ対策を行

った。また，ホテル・旅館の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

星契約数の増加に向けて重点的な取り組みを行う

一方，不動産会社，ケーブルテレビ事業者，電器

店との連携強化も図り，契約増加に向けて取り組

んだ。

3 ．広　報

09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20万5,000件の意見・要望が

寄せられた。地域のみなさまからご意見を伺う

[ふれあいミーティング」は，域内で計345回に

わたって開催した。

〔福岡局〕
13回目を迎えたバンドコンテスト『熱血！オヤ

ジバトル』は，今回全国 7ブロックで初めて予選

を開催。各地のブロック予選や 2月に福岡市内で

行われた本選に際して積極的な広報活動を行い，

例年になく多くのメディアで紹介された。地域ド

ラマ『母
かか

さんへ』はロケ地となる黒木町（現八女

市）での取材会や，500人を超える参加があった

現地での試写会などを経て，12月のブロック放送

では12.5％の高視聴率を記録。 2 月の全国放送に

向けて東京でも出演者が出席しての会見・試写会

を行った。10年は福岡局開局80周年を迎えるため，

広報職員も参加してプロジェクトを立ち上げ，

“でも，まいにち，新しい”というキャッチコピ

ーの決定などを行った。

〔北九州局〕
毎週日曜に実施している「サンデーコンサー

ト」は 9 月27日に300回を迎え， 2 万3,000人の観

客と延べ1,000人の出演者を通して視聴者に参加

してもらった。09年度から遠方の小学校に出かけ

る「出前コンサート」も 2回実施し，学校や地域

住民の方から大変好評を得た。09年度の来館者数

は 4 万2,454人であった。年度末にはさらに親し

みやすい会館を目指し，NHKキャラクターを使

った空間に1Fロビーをリニューアルするととも

に4Fの受付機能の充実を図った。

〔熊本局〕
4 月には毎年恒例の「つつじフェア」を開催，

2日間で 1万2,000人を超える人々が放送会館に来

場した。また，09年度は新しい視聴者参加型公開

番組『玄海一座』を開発。これは，地元大衆演劇

の玄海竜二さんとこれまで公開番組をしたことの

ない地域へ出かけ，地元の人と一緒に芝居を作り

公開収録するもの。満員の会場は大いに沸き，後

日放送した番組は県内で高視聴率をマークした。

〔長崎局〕
11月 7 ～ 8 日に放送会館と長崎駅前「かもめ広

場」を連動させ「ふれあい広場」を実施。5,000

人の来場者があった。大河ドラマ『龍馬伝』にち

なんで，九州域内向けの公開ラジオ番組『ラジオ

ウォーク～龍馬の足跡をさがして』や「なりきり

龍馬写真館」などのイベントを行うとともに，若

い人に放送を実体験してもらう「なりきりキャス

ター」なども実施し，幼い子どもや家族連れ，お

年寄りまで幅広い層に長崎局をアピールした。

〔鹿児島局〕
エントランスホールで今世紀最長となった皆既

日食関連の映像を紹介したり，番組キャラクター

と触れ合うキッズスペースや携帯フォトサービス

など新たなコーナーを設置し，来館者の要望に応

えた。また，12月 5 ～ 6 日には移転 3周年の会館

公開を開催。大河ドラマ『龍馬伝』で活躍する俳

優の児玉清さんを迎えてのトークショーやアナウ

ンサーによる文学作品の朗読，地域伝統芸能ステ

ージショーなどを実施し，あいにくの雨の中では

あったが，3,500人を超える人々が訪れた。

〔宮崎局〕
宮崎県立図書館と協力して，アナウンサーの専

門性を生かした朗読などのイベントを展開。移動

図書館車「やまびこ号」に同行し，山間部の60の
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学校などで「出前朗読会」を行った。独自イベン

トでは「パパママフェスタ」を宮崎市民プラザで

開催した。子育てに戸惑う親が増えていることか

ら，親子で気軽に参加できるイベントを企画し，

安心できる子育てを支援した。椎葉村では「家庭

の食　ふるさとの食」と題して，料理研究家・為

後喜光さんが，地元の食材を使った料理の実演と

講演を行い好評であった。

〔大分局〕
10月31日，11月1日に「テレビ放送開始50周

年」の記念イベントを大分放送会館と複合施設の

アトリウムで実施し，3,650人の来場者があった。

なかでもNHKの番組キャラクターショーは吹き

替えの声優が客席に潜み，途中から生の声にすり

替わるなどの熱演で，観覧者を大いに引き付けた。

ショーの合間には，地デジクイズを行って地デジ

の受信促進を図るとともに，営業職員による受信

契約のお願いも実施した。

放送博物館で行われた「がんばろう大分展」の

イベントデーには約150人が来場。歌あり，大分

局制作の番組あり，大分学の講演ありとバラエテ

ィーに富んだ内容で，関東の視聴者に大分の魅力

をアピールした。

〔佐賀局〕
11月 7 ～ 8 日に秋の会館公開「NHK佐賀まつ

り」を開催した。子どもからお年寄りまで幅広く

楽しんでもらうために盛りだくさんのコーナーを

設けた。特に，アナウンサーとキャスターによる

絵本の朗読には多くの来場者があり，NHKをよ

り身近に感じてもらうことができた。また，ドー

モくんキャラクターショー，科学実験，風船教室

は多くのちびっこたちに大人気だった。 2日間で

2,540人の来場者があった。

〔沖縄局〕
06年 3 月に会館が那覇市おもろまちに移転して

3 年，09年度も地域により根づいた会館を目指し

た。10月には自治会主催の祭りに参加し，体験工

作やデータ放送のゲームなど子どもたちが楽しめ

るコーナーを設置した。12月には 3回目となる会

館公開「NHK放送体験フェスティバルinおもろ

まち」を開催，初の試みとして会館正面の公園に

テントステージを設け，公園と会館で大がかりな

イベントを展開し， 2 日間で3,100人余りの来場

者でにぎわった。




