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①全国 8地域のそれぞれの冒頭で，2014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.582）

Ⅰ．地域放送番組の編成
　全国の放送局は，地域の再生や活性化に貢献す
るため，雇用，観光，教育，医療，福祉，農業な
どの領域で，地域が抱える問題と向き合った。そ
れぞれの地域の特性や視聴者の関心に応じ，地域
に密着した番組や連動したイベントを展開した。
また，地域の豊かな自然，温かい人々のつながり
や暮らしを描いた地域発ドラマを制作したほか，
地域の情報を掘り起こし，地域の放送局が全国に
向けて発信する番組を強化した。

1．地域の実情に応じた放送サービスの充実

　14年度も各放送局は，それぞれ地域の実情に応
じた放送に取り組んだ。総合テレビ午前の情報番
組では，『東海北陸フレッシュ便さらさらサラダ
石川』（石川県域），『ひる・しず』（静岡県域），『ひ
るまえ直送便』（中国地方）を新設した。
　夕方のニュース・情報番組では『イブニング長
崎』（長崎県域），『ほっとニュース北海道』（北海
道地方）を新設した。
　金曜夜間では，震災復興支援をはじめ，防災意
識の向上など地域が直面している課題を取り上げ
る多様な番組を放送した。地域別に挙げると，『北
海道クローズアップ』「土砂災害　どう身を守る
のか」（北海道地方），『クローズアップ東北』「ふ
たたび　家族で～原発事故 3年半　苦悩する“自
主避難者”～」（東北地方），『特報首都圏』「御嶽
山噴火の衝撃～登山者50人の証言・映像記録～」，
『金曜eye』「“異常気象”　身近に迫る危機～命・
暮らしを守るために～」（関東甲信越地方），『東
海北陸スペシャル』「豪雨・台風からどう身を守
るか」（中部地方），『かんさい熱視線』「今だから
伝えたい　～阪神・淡路大震災　遺族の20年～」
（近畿地方），『フェイス』「豪雨から中山間地域
をどう守るか～山口・島根からの報告～」（中国
地方），『四国羅針盤スペシャル』「巨大地震への
備え　新たな壁は乗り越えられるか」（四国地方），
『特報フロンティア』「復興の島で～福岡県西方
沖地震　玄界島の10年～」（九州・沖縄地方）な
どである。また，地域の関心の高いスポーツ中継
を随時，放送した。
　ラジオにおいては，第 1放送で，災害時の機能

強化を目的に『まじぇ 5時』（岩手県域），『なに
しったのや～？』（山形県域），『あっぷるラジオ』
（青森県域），『四国だ！ゴーゴー』（四国地方）
などを新設した。

2．地域発全国放送番組の充実

　地域を舞台に地域放送局が制作した地域発ドラ
マとしては，『さぬきうどん融資課』（高松局），『ラ
イド　ライド　ライド』（宇都宮局），『戦艦大和
のカレイライス』（広島局），『鵜飼いに恋した夏』
（京都局），『ザ・ラスト・ショット』（秋田局）
をBSプレミアムで放送した。
　地域からの全国発信枠として，総合テレビでは，
『うまいッ！』『情報まるごと』『ひるブラ』など
を継続したほか，金曜夜間には『きわめびと』『し
あわせニュース』を新設した。『ろーかる直送便』
では，各地の文化や風土，土地に暮らす人々，直
面している課題への取り組みなど，地域放送局が
制作した番組を全国に発信した。

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・
名古屋は編成部，制作部，報道部），技術部，広報・
事業部（大阪は広報部，事業部），営業推進部，
企画総務部である。なお，これに加えて，大阪に
は考査部が，また，大阪に 3か所，名古屋に 2か
所，札幌に 4か所の営業センターがある。
　地域拠点局は，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

　放送局の組織・業務体制は，放送部，技術部，
営業部の各部が連携しながら全局を挙げて視聴者
本位の地域サービス充実のための業務運営を推進
している。

第 5 章 地域放送局
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北 海 道
◇北海道各局は， 7局のネットワークを生かし，
北海道の豊かな自然や食など地域の魅力を全
道・全国へ発信するとともに，羊肉の高騰やバ
ター不足，北海道新幹線開業など，地域の課題
を多角的に伝えた。
◇記録的な猛暑や大雨において，テレビやラジオ，
データ放送等を駆使し，きめ細かく伝えるとと
もに，火山防災ホームページの開設や「ストッ
プ！暴風雪被害キャンペーン」を展開し，防災・
減災報道に取り組んだ。
◇全道で約 2万世帯に及ぶ新たな難視対策は10月
末に全て完了した。また，デジタル混信に対す
る対策も10月末に全て対応を終了した。
◇15年ぶりに北海道が主要な舞台となった『連続
テレビ小説』「マッサン」では，関連ニュース
や番組，ホームページやイベント等でPRする
とともに，2年目となる「I LOVE JIMOTO　北
海道」キャンペーンと連動させ，番組および地
域の活性化に取り組んだ。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　NHK北海道は， 7つの放送局が緊密に連携し，
豊かで質の高い地域放送サービスを行っている。
　報道では，道民の安心・安全を守るため，あら
ゆる伝送路を駆使して防災・減災につながる情報
を提供した。12月の衆議院選挙では，正確かつ迅
速な報道を行った。
　番組では，「流氷」「ヒグマ」「マリモ」という
北海道ならではのテーマで 3本の『NHKスペシ
ャル』を放送し，存在感を示した。また，「地域
の縮小・衰退」から「北海道新幹線」まで，北海
道が抱える幅広い課題をテーマに，視聴者参加の
大型番組『北海道のナンモン！』を放送した。
　北海道が主要な舞台となった『連続テレビ小
説』「マッサン」の放送に合わせて，ニュース・
情報番組や金曜夜間の地域放送番組，ミニ番組や
スポットおよびクラッチ，ホームページやデータ
放送など，あらゆる伝送路，コンテンツを駆使し
て「北海道」をPRし，地域を盛り上げることに
貢献した。
（1）ニュース・報道番組の強化
　平日午後 6時台はキャスターの交代とともに

『ほっとニュース北海道』として一新，道内 7局
のネットワークの活用と，地域のニュースや話題
をきめ細かく伝える，というコンセプトはそのま
まに，親しみやすいニュース番組を目指した。
　金曜午後 7時台には『北海道クローズアップ』
を原則毎週編成し，防災・減災をはじめ，道内の
産業を取り巻く環境の変化や生活格差の拡大な
ど，北海道が直面する課題に向き合い，将来への
ヒントを探った。特に大きな課題は『北海道のナ
ンモン！』として放送，視聴者とともに考えた。
　12月の衆議院選挙に際しては，選挙の結果をき
め細かく放送したほか，選挙戦の最新情報を届け
る『北海道クローズアップ』を放送し，有権者の
関心に応えた。
（2）道内の幅広い視聴者に向けた番組の充実
　金曜午後 8時台は，“北海道をより深く知り，
より楽しむ時間”と位置づけ，同じ地域を重層的
に紹介する『北海道中ひざくりげ』と『穴場ハン
ター』の連続放送や，好評につき73分に拡大して
放送した『いくぞ～！北の出会い旅』をはじめ，
道内各地の人や自然の魅力を紹介する多彩な番組
を放送した。
（3）北海道の魅力や問題を全国へ発信
　北海道ならではの『NHKスペシャル』を 3本
放送した。 5月にはオホーツク海の沖合で見られ
るという巨大現象の全貌に迫った「流氷“大回
転”」を，また 8月には，知床での 4年にわたる
膨大な映像記録から紡いだ物語「知床　ヒグマ運
命の旅」と，マリモの知られざる生態に迫った
「神秘の球体　マリモ～北海道　阿寒湖の奇跡
～」を放送した。
　定時番組の制作にも数多く携わった。 5月に放
送した『ためしてガッテン』「とろろ昆布がすご
い！隠れネバネバパワーの秘密」では，産地の函
館などを取材し，そのうまみと健康パワーに迫っ
た。11月に放送した『ETV特集』「生きづらさに
向き合って～ある精神科クリニックの挑戦～」
は，札幌のクリニックで 2年前から行われている
独自の取り組みを紹介，同じく11月に放送した
『サイエンスZERO』「恐竜大発掘　出るか！？
日本初の完全骨格」では，日本の恐竜研究の歴史
を塗り替える発掘の現場に密着取材した。
（4）デジタルサービスの充実
　13年度に続き，防災教育コンテンツ「防災IT
教室」を積極的に展開するとともに，気象台が24
時間態勢で監視を続けている 9つの「常時観測火
山」についての情報を提供した。また冬期には，
北見局と協力して暴風雪の被害を出さないための
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情報や動画を提供した。また，「マッサン」の放
送に合わせて，ご当地ホームページを公開した。
　データ放送では，北海道の生活に密接に関わる
「雪道NAVI」や「除雪情報」「飛行機・JR空席
情報」などを提供した。
　番組連動は，『穴場ハンター』や『つながる＠き
たカフェ』の川柳サロンで恒常的に運用したほ
か，ミニ番組『マッサン紀行』でスタンプラリー
を実施し1,000件を越える応募を集めた。
（5）地域貢献への取り組み
　道内の視聴者に，地域の放送局に親しみをもっ
てもらうとともに，地域の魅力を再発見し，元気
になってもらうことを目的に，「I LOVE JIMOTO 
北海道」キャンペーンを展開，「マッサン」とも
連動しながらスポットとクラッチを制作してホー
ムページで公開するとともに，年間を通して放送
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　 7:45～ 8:00
『NHKニュース おはよう北海道　土曜プラス』　
G 土　 7:30～ 8:00

　第 1 回93.4.5／北海道ブロック／北海道の朝の
最新ニュースと詳しい気象情報を丁寧にまとめた
地域密着のニュース情報番組。暮らしに役立つリ
ポートのほか，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。土曜日
は，『土曜プラス』として地域の課題を掘り下げ
る「土曜プラス特集」，各局のリポーターが道内
各地を訪ね歩く「ぶらりみてある記」などで地域
の話題を多彩に伝えた。
『つながる＠きたカフェ』　G

月～金　11:30～12:00
　第 1 回10.4.2／北海道ブロック／「つながる」
をコンセプトに，視聴者からの写真やお便りを随
時紹介，道内各局のネットワークを生かし，北海
道各地の旬の話題，各地のイベント情報を生放送
で届けた。
『ほっとニュース北海道』　新　G

月～金　18:10～18:59
　第 1回14.3.31／北海道ブロック／道内 7局のネ
ットワークを生かし，北海道のその日 1日のニュ
ース，深く掘り下げた特集のほか，各局をリレー
で結び道内各地の話題もテンポよく紹介した。
『ほっとニュース845』　新　G

月～金　20:45～21:00

　第 1回14.3.31／北海道ブロック／北海道の 1日
のニュースを伝えるニュース番組。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分か
りやすく伝えた。
『ニュース北海道645』　G

土・日　18:45～18:59
　第 1 回13.4.6／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。 1日の
北海道のニュースや，きめ細かい気象情報を分か
りやすく伝えた。
『北海道クローズアップ』　G

金　19:30～19:55
再日　 8:00～ 8:25

　第 1 回93.4.1／北海道ブロック／北海道の“い
ま”を見つめ，“これから”を問う番組。防災・
減災をはじめ，道内の産業を取り巻く環境の変化
や，生活格差の拡大，衆議院議員選挙など，北海
道で起こるさまざまな出来事や，直面する課題に
ついて継続的に取材，放送した。また，地域でい
きいきと輝く人々に密着した「ヒューマンストー
リー」も随時放送した。主な内容／「急増“生活
保護”　どう立て直すか」「電気料金“再値上げ”
の衝撃　～広がる　北電離れ～」「追跡！海の異変
～どうする？北海道漁業～」「新幹線　上陸　～
開業まで1年半　成功のカギは～」「激戦！衆院選
2014」「格安老人ホーム　急増の裏で何が」「居場
所をなくして　札幌・元ホームレスの食堂」など
『北海道のナンモン！』　G

金　19:30～20:45
再土　10:05～11:20

　第 1 回13.6.7／北海道ブロック／北海道が抱え
る大きな課題を徹底的に掘り下げ，詳しい分析と
分かりやすい解説で問題を浮き彫りにし，視聴者
とともに北海道の未来を考えた。年間で 3本制作
した。
　「 忍び寄る“買い物危機”　～買い物弱者　52

万人の衝撃～」
札幌局　 6.20

　「忍び寄る孤立　“安心できる最期”とは」
札幌・旭川局　12. 5

　「 まだ 1年？もう 1年？　“新幹線効果”をつ
かめ！」 札幌・函館局　 3. 6

『北海道スペシャル』　新　G
金　20:00～20:43
再土　10:05～10:48

　第 1 回14.4.4／北海道ブロック／“北海道をよ
り深く知り，より楽しむ時間”をコンセプトに，
北海道各地の人々の営みや知られざる魅力を探し
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出す番組，『連続テレビ小説』「マッサン」に関連
して地元を盛り上げる番組など多彩に編成した。
また，73分に拡大した『いくぞ～！北の出会い
旅』や，地域の魅力を異なる切り口で紹介する
『北海道中ひざくりげ』と『穴場ハンター』の連
続放送などの旅番組も効果的に編成した。
　「甘くて、熱～い！スイーツ王国・北海道」

札幌局　 4. 4
　「 独り歩いて北極点へ　～冒険家　荻田泰永さ
ん～」 札幌局　 5.30

　「 応援合戦100回　～北海道を支えた応援団OB
たち～」 札幌局　 7. 4

　「坂本龍一が語る“札幌国際芸術祭”」
札幌局　 7.11

　「 生きづらさへの処方箋～ある精神科クリニッ
クの挑戦～」 札幌局　 7.25

　「 拝啓　三浦綾子様　～デビュー50年　生き続
ける言葉～」 旭川・札幌局　 9.12

　「 そば王国・北海道」 札幌局　10.17
　「知床　秋の恵み　～密着！日本一のサケ漁～」

札幌局　10.31
　「 最後まで“全力疾走”　～日本ハム　稲葉篤
紀選手」 札幌局　11. 7

　「私が見た“マッサン”の素顔」
札幌局　 1. 9

　「 いくぞ～！マッサンの旅　～余市ゆかりの地
を訪ねる～」 札幌局　 2.20

　「石狩挽歌の海へ～漁師はニシンを待つ～」
札幌局　 2.27

　「ツルとともに生きる」 釧路局　 3.13
『いくぞ～！北の出会い旅』　G

札幌局　19:30～20:43
　第 1回11.4.16／北海道ブロック
　「祝30回　どうなんだ！函館」 5.23
　「第31回　夏の宗谷を体感せよ！」 8.29
　「 冬間近！グルメに歌に！おもてなしツアー　
～室蘭・伊達～」 12.19

『北海道中ひざくりげ』　G
20:00～20:25

　第 1回87.4.9／北海道ブロック
　「 一杯のちゃんぽんにかける　～網走・新ご当
地グルメ探訪～」 札幌局　 4.11

　「夢よ育て！北の屋台～帯広市～」
札幌局　 6. 6

　「いろどり野菜に　笑顔ひろがる～函館市～」
札幌局　 9.19

　「絶品コンブを街の宝に　～室蘭市～」
札幌局　10.24

　「 ぬくもりの街に彩りを　～弟子屈町・川湯温
泉～」 釧路局　11.14

　「心のぬくもり笑顔にのせて～下川町～」
札幌局　 1.23

『穴場ハンター』　G　札幌局
　第 1回11.5.13／北海道ブロック
　　「網走エリア」 4.11／20:25～20:43
　　「帯広エリア」 6. 6／20:25～20:43
　　「函館エリア」 9.19／20:27～20:45
　　「室蘭エリア」 10.24／20:27～20:45
　　「弟子屈・阿寒エリア」 11.14／20:27～20:45
　　「下川町・名寄市エリア」
 1.23／20:27～20:45
『おはよう　もぎたてラジオ便』　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1 回02.4.1／北海道ブロック／ニュース，気
象情報，交通情報など各種の情報を分かりやすく
的確に伝えた。また，道内の多様な取り組みの紹
介や自然やイベント，スポーツ情報など日替わり
のテーマで伝えた。
『トウデイ・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／北海道の 1日
分のニュースを分かりやすく伝えるほか，きめ細
かい気象情報を伝えた。
『北海道まるごとラジオ』　R1

木　17:00～18:00
　第 1 回13.4.4／北海道ブロック／道民の安全・
安心を守る地域放送局の発信を確保し，北海道各
放送局がネットワークを駆使して地域情報を伝え
た。
（2）特集番組
〔北海道ブロック〕
『防災ラジオ特集　「命を守るために」　地域で
伝える防災』　R1

札幌局　 9.13／13:05～14:55
『アイデア対決　全国高等専門学校　ロボットコ
ンテスト2014～北海道地区大会～』　G

札幌局　11.16／11:00～11:54
『札響FMコンサート』　FM

札幌局　11.22／19:20～21:00
札幌局　12.27／13:00～15:20

『北の文芸館「オホーツクからの便り」』　R1
北見局　11.30／16:05～16:55

『巻き返せ！コンサドーレ～2014年シーズンを
振り返る～』　R1

札幌局　12.21／16:05～17:00



第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜北海道

NHK年鑑’15 356

『北海道2014ハイライト』　G
札幌局　12.26／17:54～19:00

『マッサン紀行』（2分×10本）　G
札幌局　 1.10／12:43～12:45ほか

『北の音楽隊～音楽で結ばれた仲間たち～』　G
札幌局　 1.31／17:00～17:53

『巻き返せ！コンサドーレ～いくぞJ1　2015
大展望～』　R1 札幌局　 3. 7／16:05～17:00
『知床ひと物語』（5分× 5本）　G

札幌局　3.10／10:45～10:50ほか
『北の文芸館～朗読と音楽のライブセッション
～』 札幌局　G　   3.14／15:05～16:00

R1　 3.15／13:05～14:55
『北海道発地域ドラマ「農業女子」制作スター
ト！』　G 札幌局　 3.26／22:40～22:43
〔各局単〕
〔旭川単〕
『道北♥LOVEラジオ』　R1
6.14， 9.13／11:05～11:55， 2. 1／11:05～11:30
『高校生が読む「氷点」』　FM

9.13／16:00～18:00
『NHKのど自慢予選会in比布町』　G

10.28～29／15:15～15:59
『北の職人～Meister～』　G

1.19～23／13:55～14:00
〔釧路単〕
『NHK放送体験クラブ』　G

3. 2， 4～ 5， 9／10:55～11:00
〔北見単〕
『NHKのど自慢　予選会in網走市』　G

5.26～27／15:15～16:00
『北の文芸館～オホーツクからの便り～』　R1

11.22／ 8:05～10:00
〔各局共通〕
『第81回NHK全国学校音楽コンクール』
　「北海道ブロックコンクール」　E

※北海道ブロック
札幌局　 9.27／14:00～17:00

　「札幌地区大会　高等学校の部」　FM
札幌局　 8.30／16:00～18:00

　「 小樽・後志地区，空知地区大会　小学校の部，
中学校の部」　FM

札幌局　 8.30／19:20～21:00
　「 札幌地区大会　小学校の部，中学校Aの部，
Bの部」　FM 札幌局　 8.31／14:00～18:00

　「道南地区大会」　函館局
FM　 8.31／14:00～15:55

　「道北地区大会」　旭川局

FM　 8.31／14:00～17:00
　「十勝地区大会」　帯広局

FM　 8.30／13:00～14:00
　「釧根地区大会」　釧路局

FM　 8.30／16:00～18:00
　「北見地区大会」　北見局

FM　 8.30／19:20～21:00
　「室蘭地区大会」　室蘭局

FM　 8.31／14:00～16:00

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
第53回春季北海道高校野球大会　－決勝－
 R1／ 6. 1
第96回全国高校野球選手権大会　南北海道大会
　 1回戦～決勝 R1・FM／ 7.17～23
　準決勝・決勝 G・E／ 7.22～23
第96回全国高校野球選手権大会　北北海道大会
　 1回戦～決勝 R1・FM／ 7.18～24
　準決勝・決勝 G・E／ 7.23～24
第67回秋季北海道高校野球大会
　準決勝・決勝 R1・FM／10.11～12
　決勝 G・E／10.12
〔プロ野球　北海道日本ハムファイターズ戦〕
対「オリックス」 G（サブ） 5. 2／18:00～21:00

G  　　　　　　19:30～20:44
対「ロッテ」 G（サブ） 5.16／18:10～21:20

G  　　　　　　19:30～20:44
対「ソフトバンク」 G（サブ） 8. 1／18:00～21:35

G  　　　　　　19:30～20:44
対「DeNA」

R1　 5.23／18:05～18:50，19:30～21:06
対「巨人」

R1　 6.12／18:05～18:50，19:30～21:30
対「ソフトバンク」

R1　 7.11／18:05～18:50，19:30～21:30
パ･リーグCSファーストステージ
対「オリックス」
第 1戦 R1　10.11／14:05～18:17
第 2 戦 R1　10.12／14:05～17:55
第 3 戦 R1　10.14／18:00～18:50，19:30～22:30
対「ソフトバンク」
第 1戦 R1　10.15／18:00～18:50，19:30～21:30
第 2 戦 R1　10.16／18:00～18:50，19:30～21:40
第 3 戦 R1　10.17／18:05～18:50，19:30～21:21
〔Jリーグ　コンサドーレ札幌戦〕
対「ザスパクサツ群馬」

G（サブ） 4.20／13:05～15:00
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G  　　　　　　 13:05～14:55
対「ファジアーノ岡山」

G（サブ） 9.23／13:05～15:05
G  　　　　　　 13:05～15:00

対「カマタマーレ讃岐」 G　11. 9／13:05～15:00
〔その他のスポーツ〕
〔北海道ブロック〕
第32回知事杯全道サッカー選手権（天皇杯全日本
サッカー選手権代表決定戦）

E　 7.19／13:00～15:40
第29回NHK室蘭杯高校アイスホッケー大会　決勝
　「駒大苫小牧」対「北海」

E　11.16／14:00～15:50
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」

E　11.29／14:00～16:50
第67回北海道高校アイスホッケー選手権　決勝
　「武修館」対「白樺学園」

G（サブ）12.25／ 9:55～11:47
G  　　　　　　  9:55～11:29

ジャンプ女子ワールドカップ
　第 2戦　札幌大会　 G　 1.10／16:30～17:20
　第 5戦　蔵王大会　 G　 1.18／16:10～17:00
フットサルFリーグ
　「エスポラーダ北海道」対「バサジィ大分」

G　 1.12／13:05～14:50
〔帯広単〕
第54回全十勝小中学校選抜スピードスケート選手
権大会　小学生決勝

帯広局　G　 2.28／10:05～11:20
〔釧路単〕
第46回NHK杯アイスホッケー大会　決勝
 G　11. 1
　小学校の部 10:05～11:40
　中学校の部・高校の部 13:50～17:59

（サブ）13:50～18:15
〔室蘭単〕
第29回NHK室蘭杯中学アイスホッケー大会　決勝

G　11.16／10:05～11:49

Ⅱ．技　術

1．地上デジタル放送の受信環境整備 

　北海道は地形等の影響により地上デジタル放送
が受信できない難視世帯が全国で 5番目に多い地
域であったが，北海道地上デジタル放送推進協議
会の一員として，高性能アンテナや共同受信設備

による対策を進め，14年度に計画通り全世帯の対
策を完了させた。
　デジタル混信については，礼文中継局の送信周
波数を変更し，混信の影響を受けていた2,430世
帯の対策を行った。

2．地域放送番組の充実

　プロ野球「日本ハム」戦，J2サッカー，高校野
球など，視聴者ニーズの高いスポーツ中継を数多
く行い，視聴者の関心に応えた。FISワールドカ
ップジャンプ（1.24男子，1.10女子），NHK杯ジ
ャンプ大会（2.1），アイスホッケー，カーリング
などのウインタースポーツ中継では，これまで蓄
積してきた高い技術力を発揮し，迫力ある映像と
音声で全国・全道に発信した。また，『NHKスペ
シャル』「神秘の球体　マリモ～北海道　阿寒湖
の奇跡～」や「流氷“大回転”」「知床　ヒグマ運
命の旅」「世界“牛肉”争奪戦」のほか，技術提
案番組『にっぽんカメラアイ』「輓馬（ばんば）　
この大地に生まれて」など，北海道の魅力あふれ
る多彩な番組の制作を行った。
　12月の衆院選では，188か所からの開票データ
を処理する大規模システムを構築することで，迅
速で正確な開票速報（12.14）を実施し，視聴者
の信頼に応えた。

3．データ放送コンテンツの開発

　北海道のデータ放送コンテンツ開発は，13年度
に引き続き「クロスメディア推進プロジェクト」
が核となり実施した。双方向番組では，視聴者か
らのツイッター・メール投稿と連動して北海道の
穴場を伝える『穴場ハンター』や川柳の人気投票
を行う『つながる＠きたカフェ』「川柳さろん」『北
海道のナンモン』（6.20，3.6）などの定時番組の
ほか，『NEWS WEB』（7.4）などの特番でも双方
向番組を実施し，視聴者参加型番組の充実を図っ
た。独立データ放送では，主要な峠の気象情報を
伝える「雪道NAVI」（11.1～5.31）や「札幌市除
雪情報」（12.10～3.20），『マッサン紀行』（1.17～
4.1），「公立高校入試出願状況」など，地域に根
差した放送サービスを提供した。
　域内局では，自治体と連携した「旭川市除排雪
情報」（1.26～3.31，旭川局）を新たに始めたほか，
地元アイスホッケーチームに関する双方向クイズ
『つながる＠タンチョウ』「クレインズ☆クエス
チョン」や気象に関する双方向クイズ「教えて！
予報官」（以上，釧路局）などを13年度に引き続
き実施し，データ放送の定着を図った。
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4．事件・事故・災害報道への対応

　北海道管内の緊急報道実施件数は126件。上半
期は，異常気象による大雨（ 8・ 9月）や大型台
風（ 8月），その影響による土砂災害（ 8月松前
町，礼文町）に加え，JR北海道の江差線貨物列車
脱線（6.22），小樽市銭函ひき逃げ事件（7.13），
厚別区女性殺人事件関連（ 9月）などの緊急報道
を実施した。下半期は，大型台風（10月）や相次
ぐ大雪，暴風雪（12・ 1 ・ 2 月）関連の緊急報道
を数多く実施した。

5．放送設備の整備

　放送の安定送出・電波確保では，放送の機能強
化として，手稲山放送所の自家発燃料タンクの増
量工事を実施した。また，江別第 2ラジオ放送所
の送信アンテナを支える18本の支線更新工事や道
内テレビ中継局 6局の放送機の 2台化工事を行っ
た。
　放送サービスの充実では，礼文島天カメや足寄
天カメなどのハイビジョン化工事を実施し，道内
全ての天カメのハイビジョン化を完了させた。ま
た，道内17か所のFPU基地局に対して，札幌局
から遠隔制御するN－FICS化整備を実施し，域
内局の非在時に，より迅速な素材伝送を可能とし
た。放送車両関係では，札幌局の小型中継車およ
びニュースカーの更新を行った。

6．視聴者とのふれあい活動

　網走市（4.26），千歳市（8.16），比布町（ 9.20），
釧路市（3.14）の『のど自慢』予選会において，
出場者が自分の歌唱映像を30分後に見ることがで
きる「時差再生上映」や「出場者写真プレゼン
ト」「カメラマン体験」などを実施した。このほか，
中継車見学と映像スイッチャー，音声ミキシング
操作が体験できるバックヤードツアーを行い，多
くの視聴者とのふれあいを深めた。また，千歳市
および釧路市の『のど自慢』予選会では，「 8 K
スーパーハイビジョン時差再生上映」を実施し，
超高精細映像と臨場感あふれる音声による新しい
放送サービスの魅力を紹介した。
　中継車，CSK，スタジオの公開について，公共
放送の理解促進を図るため，14年度も継続して行
い，延べ1,448人の参加があった。

Ⅲ．視聴者

1．広報

（1）経営広報
　北海道内各放送局の一体感を醸成し，地域を応
援し，魅力的なイベントを展開して視聴者サービ
スの充実や地域貢献を図る「I LOVE JIMOTO北
海道」キャンペーンを14年度も継続して展開した。
　北海道に住む各地域の皆さんにそれぞれの地元
の魅力をアピールしてもらうスポットの放送や，
『連続テレビ小説』「マッサン」の舞台地での番
組と連動した関連イベントなど，地域応援活動を
実施した。また，若い世代の受信料理解促進を図
るため，北海道独自の受信料PRキャラクター“サ
クラマスオ”を利用したホームページや番組スポ
ット，関連グッズ，ポスターなどを製作し，新大
学生や新社会人へのPRに努めた。
（2）番組広報
　札幌局では，14年度下半期の『連続テレビ小説』
「マッサン」に対して，放送前から広報戦略を検
討し，多角的なPRを展開した。北海道ロケでの
マスコミ取材会をはじめ，余市町と連携した「先
行上映会」，余市味覚まつりでの「ブース展開と
出演者トークショー」，余市町内での「初回を見
る会」「最終回を見る会」などを開催した。また，
「北海道・余市が舞台」というシールを一枚一枚
貼りつけた独自ポスターの展開など，多様な媒体
を使った番組広報戦略や関連グッズ製作，道内を
巡回させた「北海道ロケ風景写真と出演者衣装
展」など，広く全道に番組が浸透するような施策
を行った。
（3）視聴者ふれあい活動
　札幌市で行われている文化施設を夜間開放して
家族連れなどで楽しめる「カルチャーナイト」に
参画し，7月18日ロビー・ギャラリーを開放し，『大
河ドラマ』「軍師官兵衛」展を実施した。また，
雪まつりの期間中は，ギャラリーで「マッサン北
海道ロケ風景写真と出演者衣装展」を実施した。
（4）地域独自の視聴者活動，広報展開
　函館局ではNHKの国際放送の取り組みについ
て広く知ってもらうべく， 2月23日（月）に函館
地域の観光・経済関係者らを局に招き「NHKワ
ールドTV　番組視聴会」を開催，NHKワールド
TVのPRビデオと「Journeys in Japan“Winter 
Wonderland-Hakodate”」（日本語字幕付き）を
上映，あわせて営業PRを行った。
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　また，桜の名所が数多く存在する道南地方をPR
するため，「道南さくら便り」プロジェクトを発
足させ，桜の名所 3か所に天気カメラを特設した
ほか，道南各地の桜の名所を紹介する 1分ミニ番
組を 5本制作， 5月上旬から中旬にかけて，道南
地域向けに放送した。さらにホームページでは，
同ミニ番組を天気カメラで撮影した桜の開花状況
の動画とともに掲載，さまざまな手法で視聴者サ
ービスの充実を図った。
　旭川局では，14年 8 月に3,000人が来場した「名
寄産業まつり」や， 9月に旭川市で開催され10万
人で賑わった「北の恵み食べマルシェ」など，地
域のイベントに参加し，ブースでの「どーもく
ん」撮影コーナー等で楽しんでもらったほか，『連
続テレビ小説』「マッサン」などの番組について
のPRを行った。
　帯広局では，十勝在住の音楽家クニ河内さんの，
十勝に暮らす人々の四季を描いた曲を歌い踊るミ
ニ番組「とかちのうた　たいちくんの家族」を制
作し，放送やホームページ等で紹介した。 6月に
は帯広局から放送した『今夜も生でさだまし』の
冒頭で生歌が披露され，十勝の魅力を全国に広く
PRすることができた。
　釧路局では，釧路・札幌局制作の『NHKスペ
シャル』「神秘の球体　マリモ～北海道　阿寒湖
の奇跡～」の放送（8.24）にあたり，全道版およ
び地元紙の新聞ラテ欄への出稿や，ポスター・チ
ラシの製作および市内各所への配布による大規模
な広報展開を行った。11月は，釧路局制作の番組
や道東を題材にした番組の全国・全道放送や，過
去の釧路関連番組のアンコール放送の集中編成を
PRするため，広報チラシの作成と市内全戸配布
やホームページ上での展開を実施し，幅広い層へ
のアプローチを試みた。
　北見局では13年度に引き続き「ストップ！暴風
雪被害キャンペーン」を展開し，暴風雪の被害か
ら身を守る情報を放送・ホームページ等で全道に
伝え，放送・広報・イベントが連携して，地域の
安全・安心と接触者率の向上に結び付けた。また，
キャンペーンキャラクターの「ブリザーどん」の
ウェブ展開に加えて，ARぬりえやオリジナルカ
イロを地域の冬まつりで配布して，多角的な情報
発信に努めた。
　室蘭局では，10月に会館 1階のロビーに放送の
仕組みの一部を体験できるコーナー「らんらんス
タジオ」がオープンした。合わせて「むろらんカ
ルチャーナイト」に初参加。会館に「マッサン」
のPR展開や，画面の「どーもくん」を動かして

遊ぶコーナーを設けた。 3月にはアナウンサーや
キャスターたちが朗読を披露する「朗読ひろばin 
プラザμ（ミュー） 」などを行い，会館の有効活
用と，視聴者との交流に努めた。

2．イベント事業

　14年度，『連続テレビ小説』で「すずらん」以
来15年ぶりに北海道が舞台となる「マッサン」を
盛り上げ，視聴促進を図るため，番組出演者を迎
えた公開番組やトークイベント，そして幅広い世
代に楽しんでもらえる巡回イベントなど，道内 7
局が一体となり各地でPR活動を展開した。「I 
LOVE JIMOTO北海道」キャンペーンも継続し，
接触機会の拡大を図ることで，幅広い層に向けた
視聴促進，理解促進活動にも取り組んだ。
（1）公共放送ならではの活動強化
　『NHKのど自慢』『BS日本のうた』などの全国
放送公開番組を道内で27本実施し，約 3万人を集
めた。また，防災・環境・食料・福祉キャンペー
ンにも積極的に取り組んだ。防災では，地域防災
に取り組んでいる自治体や大学，気象台と連携し
た「どーもくんとみんなの防災劇場」を， 7月に
札幌局では石狩市，旭川局では小平町で実施。加
えて「防災IT教室」を実施し，ホームページでも
詳しく紹介しながら防災意識の醸成を図った。環
境では，2月のさっぽろ雪まつり会場にて，「NHK
わくわくネイチャーランド」を開催。人力発電，
エコバック作りのほか，間伐材を使った取り組み
を紹介した。旭川局では「ほっかいどう環境セミ
ナー」（ 3月旭川市）と題し，NHKの番組やニュ
ース映像を紹介しながら北海道の海の環境変化に
ついて考えた。北見局では北見工業大学で，『ダー
ウィンが来た！』セミナーを実施（10月）。食料
では，「マッサン」にちなみ，余市町のフルーツを
使った「マッサンスイーツトーク＆クッキング」
を実施した。福祉では，NHK歳末･海外たすけあ
いの期間中，「HAPPY BIRTHDAY‘RITA’！」
を開催（12月札幌市）。たすけあいの活動紹介と
ともに「マッサン」のテーマソングライブなどを
行った。釧路局では，障害者と健常者が一緒に参
加し「NHKハート水泳教室」を開催（ 2月中標
津町）。 2月には札幌局で 8 Kスーパーハイビジ
ョンのパブリックビューイングを開催し，近未来
メディアとして，いまのハイビジョンの16倍の超
高精細映像と22.2マルチチャンネルの高音質を堪
能してもらった。「マッサン」の舞台が北海道に
移った後， 2月には『土曜スタジオパーク』の公
開生放送を小樽市で， 3月には「マッサン感謝祭
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in北海道」を札幌市で行った。
（2）地域視聴者との結びつきを強める活動
　14年度の新規イベントとして，函館局では五稜
郭の築造150年を記念した「DJ日本史～いざ出陣!
公開収録in函館」（11月），「光のまちはこだてに 
光のサーカスがやってきた！」（12月）をそれぞ
れ実施。全国へ発信するとともに，五稜郭築造150
年祭実行委員会が意図する若者へのアプローチに
貢献した。旭川局では障害のある子どもたちに音
を通じて感動を味わってもらうイベント「おとの
さざ波コンサート」を実施（10月名寄市）。参加
者は数回のワークショップで色々な楽器に挑戦し，
コンサート本番では来場者の皆さんとともに思い
思いの演奏を楽しんだ。室蘭局では，20年の国立
アイヌ文化博物館（白老町）の設立に向け，注目
が高まるアイヌ文化を紹介する「NHK AINU 
ART祭」を，平取町（12月）と白老町（ 1月）
で実施。地元工芸家，刺繍サークル，小学生や，
アイヌ文化を学ぶ大学生など，多くの視聴者に企
画に参加してもらい，アイヌ文様や音楽などさま
ざまなアイヌアートの魅力の再発見に努めた。地
域文化振興・活性化を目指し札幌交響楽団と共同
で企画した「北の音楽隊」が 3年目を迎えた。「ア
ンサンブルでひろがる森のおはなし」と題し，余
市町（10月），芽室町（12月），釧路市（12月）で
実施。余市町では「マッサン」のテーマ曲も取り
入れ，また芽室町，釧路市ではクリスマスにちな
んだ曲を取り入れて実施し，楽器クイズや子ども
たちの演奏など参加感の高いイベントとなった。
地域の災害と向き合うキャンペーンとして，北見
局が中心となり「ストップ暴風雪被害キャンペー
ン」を全道で展開した。 1月には中標津町（釧路
局）と網走市（北見局）で番組を活用したセミナ
ーを開催するなど，イベントと放送，ホームペー
ジと連動した啓蒙活動を行った。地域のイベント
として，函館局では公立はこだて未来大学と連携
し「はこだて国際科学祭」に参加（ 8月）。 3月
には番組視聴と音楽を楽しむ「視聴者のふれあい
広場」，旭川局では東川町で「なつかしの映像セ
ミナー」（ 4月），11月には沼田町で小中学生とN
響メンバーによる「こども音楽クラブ」，帯広局
は 2月の「おびひろ氷まつり」会場でキャラクタ
ーステージや小学生向けの体験型イベントを実
施。釧路局では 9月の「釧路大漁どんぱく」， 2
月の「くしろ冬まつり」でキャラクターステージ
とブース参加。北見局は10月に端野町で朗読イベ
ント「北の文芸館～オホーツクからの便り～」
を， 2月には「北見冬まつり」でキャラクタース

テージとブース参加で理解促進を図った。
（3）受信料制度の理解を深める活動強化
　『NHKのど自慢』の 4会場（ 4月網走市， 8
月千歳市， 9月比布町， 3月釧路市）で「予選会
記念写真サービス」「カメラマン体験」，ハイビジ
ョン， 8 Kスーパーハイビジョンで撮影した予選
会映像の時差再生などのCS活動を展開。また，支
払い者限定イベント「ポコポッテイト小劇場」を
道内 7会場・14公演行うなど，受信料公平負担に
向けた理解促進活動を行った。7月には札幌市で
CATVとの共催で「パッコロリン」のステージ，
6月には網走市，10月には札幌市，11月には帯広
市でそれぞれ地元の大学と，番組を活用したセミ
ナーを開催。さらなる関係強化を図った。

3．営業

　12～14年度の 3か年経営計画の最終年度となる
14年度は，道内の営業拠点を再編成し，効率的な
業務体制の構築を進めるとともに，受信料支払率
の向上に向け，訪問要員による契約・収納活動の
強化と経営計画に基づく外部委託化（法人委託）
の拡大と定着に取り組んだ。
　受信料の理解促進活動では，地域情報番組によ
る衛星放送の視聴・契約促進や，『連続テレビ小
説』「マッサン」のPR活動と連動した営業活動を
全局体制で取り組み，受信契約の増加を図った。
　これらの活動の結果，北海道ブロック全体で営
業収納額をはじめとする14年度全ての営業目標を
達成することができた。
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東 北
◇東日本大震災からの復興に向けて，いまだ先行
きが不透明な被災地の現況や，震災から 4年が
経過して見えてきたさまざまな課題を伝えたほ
か，『花は咲く～羽生結弦Ver.～』を制作して
復興への祈りを被災地と全国に発信した。東北
で根強い人気を誇る『民謡をどうぞ』放送60年
にあわせたキャンペーンの展開や，地元を舞台
にしたドラマ制作，地域の祭りやイベントと連
動した公開番組の実施など，地域に深く根差し
た番組・イベントを届けた。
◇東日本大震災の被災地である岩手，宮城，福島
では，NHK・民放連が共同でラジオキャンペ
ーンを展開してラジオの重要性を伝えたほか，
域内全局では，大震災の教訓と災害時のラジオ
放送の有効性を踏まえ，週 1回以上の県域ラジ
オ番組を放送してローカルラジオの強化に取り
組んだ。災害報道の一環としてテレビとラジオ
が連動する実験番組『ラジオのチカラTV』を
生放送したほか，ネットと連動した公開ラジオ
番組『ラジコミックス』を放送し，新たなラジ
オの形を提案した。
◇夕方 6時台のニュース・情報番組では，「防災・
減災」「人口減少・過疎化」「短命」「TPPに揺
れる農業」など各地域が抱える課題を深く掘り
下げて伝えたほか，金曜夜間の『クローズアッ
プ東北』と『東北Z』では，東北のジャーナル
な話題や郷土色豊かな東北文化の魅力を届けた。
◇大規模災害時に備え，テレビ基幹放送所の自家
発電用燃料タンクの増量や放送機の 2台化を行
うなど，機能強化に取り組んだ。また，大雨・
台風情報をきめ細かく伝えるため，「気象レー
ダー」をテレビ画面に自動更新して表示するシ
ステムの開発や蔵王山の火山活動活発化に向け
てロボットカメラを整備するなど，減災報道へ
の取り組みを強化した。さらに，非常時に放送
会館からテレビ放送波を送出できる非常放送機
を仙台局に整備した。引き続き，域内各局に順
次整備する。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　東北の各放送局は，東日本大震災と東京電力福
島第一原子力発電所の事故からの復興を全力で支

援することを最優先に掲げ，地域が抱える課題に
真正面から向き合った。
　震災直後から継続している『被災地からの声』
では，被災地に暮らす人たちや他の地域へ避難し
ている人たちの今の思いを毎週伝えた。
　各局の夕方 6時台のニュース・情報番組では，
被災地をはじめ，各地域が抱える課題を深く掘り
下げて伝え，平日午前11時台の情報番組『ひるは
ぴ』でも，暮らしに密着した情報とともに，東北
の観光情報を積極的に紹介し，復興に向けた動き
を伝えた。金曜夜間の『クローズアップ東北』は，
被災地をはじめ，東北各地で起きている課題をタ
イムリーに取り上げ，『東北Z』では，被災地の
現状と課題をさまざまな切り口で分かりやすく伝
えたほか，被災地に生きる人々を「震災ドキュメ
ンタリー」のシリーズで描いた。
　震災関連の定時番組として，引き続きBSプレ
ミアムの『きらり！えん旅』を総合テレビの東北
ブロックで編成し，地域の再生に向けて立ち上が
る人々を応援した。また，宮城，岩手，福島の 3
県での『あの日　わたしは～証言記録　東日本大
震災～』の独自放送も継続し，震災の教訓を伝え
続けた。
　震災から 3年半となる 9月には，岩手県陸前高
田市のホテルをキーステーションに被災地の現状
を全国に伝える生放送を行ったほか，『NHKスペ
シャル』「私たちの町が生まれた～集団移転・ 3
年半の記録～」を制作した。震災から 4年となる
3月にも，福島県南相馬市小高区の小高小学校を
キーステーションに 5時間近くの生放送を行い，
震災前のふるさとの記憶を次世代へつなぐととも
に，支援に対する被災者の感謝の思いや東北の魅
力を全国へ発信した。また，「史上最大の救出～
震災・緊急消防援助隊の記録～」（3.1），「震災 4
年　被災者 1万人の声　～復興はどこまで進んだ
のか～」（3.8），「命と向きあう教室」（3.29）など
5本の『NHKスペシャル』を制作した。そして，
国連防災世界会議に合わせてTVシンポジウム
『あなたの情報が命を守る』（3.21）を制作し，
メディア新時代の減災報道の在り方を全国に発信
した。
　各局の県域のニュース・情報番組でも，被災地
の現状や人々の思いを見つめ，復興の道筋を検証
するさまざまなリポートを放送した。
　仙台局，盛岡局，福島局では震災関連の『NHK
スペシャル』を年間16本制作したほか，『クロー
ズアップ現代』や『明日へ－支えあおう－』『ラ
ジオ特集』など，多数の震災関連の全国番組を制
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作した。また，NHK・民放連共同ラジオキャン
ペーンを実施し，被災地の人々を元気づける番組
やイベントを展開するとともに，災害時に安全・
安心情報を得る手段として，ラジオの活用を呼び
かけた。
　東日本大震災の余震や台風による大雨，津波注
意報の発表など，大きな被害が予想される場合に
は，東北ブロックや各県域でニュースを特設し，
逆L字やデータ放送，ホームページも利用しなが
ら，地域の安全・安心を守るためにきめ細かな報
道を行った。
　ラジオ番組『民謡をどうぞ』の放送開始60年に
合わせて「民謡60キャンペーン」を年間を通じて
実施，長年の支援に対する感謝の気持ちを込め，
多彩な番組やイベントを展開した。
　プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」を
13年日本一に導いた星野監督の退団を受け，『東
北を熱く　星野監督　 4年間を語る』（10.7）を
制作するとともに，Jリーグ開幕戦（3.7）では，
4年ぶりとなる「ベガルタ仙台対モンテディオ山
形」を生中継し，視聴者の関心に応えた。
　震災発生直後から被災地の最前線で取材するカ
メラマンが，岩手，宮城，福島の80地点の同じポ
ジションで撮影を続け，被災地がどのように復興
していくかを記録し続ける「定点映像」プロジェ
クト。「定点映像」を基にニュース企画や番組『ク
ローズアップ東北』「“定点映像”が伝える東日本
大震災　第 2回　福島」（11.7）を制作。変わり
ゆく被災地とそこで暮らす人々の心情を定期的に
伝えた。記録としても高い価値があり，インター
ネットのコンテンツ，震災アーカイブスとしての
展開も行った。
〔仙台局〕
　東日本大震災からの復興支援に引き続き全力を
尽くすとともに，復興に向けて立ち上がる人々を
積極的に応援した。また，地域の安全・安心を守
るための取り組みを強化した。
　夕方 6時台の『てれまさむね』は，復興に向け
た課題が多様化，深刻化する中，深い取材に基づ
くリポートや解説で被災地の現状を伝え，解決策
を提言した。震災関連の企画のほか，東北地方共
通の課題や，暮らしに役立つ情報なども積極的に
取り上げた。
　14年度に開始した『宮城！やっぺぇTV』で
は，宮城県内の復興へ向けた取り組みを伝えるな
ど，地域の関心事を多様な演出で伝えた。
　災害時の迅速な緊急報道に備えて12年度に開始
したラジオ番組『ゴジだっちゃ！』では，各地の

通信員やゲストとともに，宮城のニュースや地元
に密着した旬の話題を提供した。県内のラジオ番
組は，NHKネットラジオ「らじる★らじる」で
も配信された。
　災害情報共有システム・Lアラートと接続する
ことで，リアルタイムで自治体からの災害情報等
を受信し，データ放送やホームページできめ細か
く提供した。
　12月の衆議院議員総選挙では，争点や課題を多
角的に取り上げ，開票速報を実施して正確・迅速
に当確を伝えた。
〔秋田局〕
　県民の安全・安心に関わる情報を正確・迅速に
伝えるとともに，防災・減災情報発信の強化に取
り組んだ。また，秋田県開催の国民文化祭を盛り
上げ，秋田が育んできた文化・伝統，地域の魅力
を伝えることを重点に編成した。
　“バスケ王国・秋田”を舞台に，バスケットボ
ールを通じて“人生をあきらめない男”を描き，
秋田県人の粘り強い魂に肉薄する秋田発地域ドラ
マ『ザ･ラスト･ショット』を全局体制で制作。延
べ2,000人のエキストラを動員し，秋田県内各地
で撮影した。ロケ地や役者の魅力を伝える広報番
組や放送直前の特別番組，秋田局会館でのドラマ
展などを展開し，11月にBSプレミアムで全国放
送した。
　夕方 6時台の『ニュースこまち』では，記者解
説・リポート，各地の中継，スポーツコーナーを
拡充するとともに，ディレクターが独自の視点で
切り込むコーナーなどを新設した。春と秋にはス
タジオを飛び出して地域から公開生放送するなど
機動力を強化。創立50年を迎える大潟村の歴史を
振り返りながら，秋田の米作り，農業の在り方を
深く掘り下げた。12月の衆議院選挙では地域の課
題や争点などを分かりやすく伝えた。災害報道で
は，12月の暴風雪報道などをはじめ県民の生命・
財産を守る報道に全力で取り組み，ラジオ第 1で
は『きく・こまち』を週 1回の放送に拡大し，平
時には防災に関する情報を，災害時にはきめ細か
な生活情報を発信できるようラジオの情報発信力
を高めた。
　昼前の生活情報番組『エキヨコこまち』は，ロ
ビースタジオから観覧自由の公開放送を継続し，
10月開催の国民文化祭を前に全市町村のイベント
を紹介した。国民文化祭については，開会式のも
ようを県域には生中継，全国には収録で放送した。
金曜夜間の『ウオッチA』では，秋田で受け継が
れてきた“マツリ”の魅力に迫ったほか，初の
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“有明”進出を果たした秋田ノーザンハピネッツ
の激闘を密着ドキュメントで伝えた。 5分間のド
キュメンタリー番組『コトノハ』では，秋田に暮
らす人々の言葉を財産として伝え継いだ。
〔山形局〕
　夕方 6時台の『ニュースやまがた 6時』では，
ニュースやスポーツなどの話題を取材者が出演し
て分かりやすく伝えた。10月の村山地域での公開
生放送では，地域の課題や特色を詳しく紹介した。
　昼前の情報番組『やまモリ！』では，イベント
情報，料理レシピなど暮らしに役立つ身近な情報
を発信した。
　金曜夜間の『やまがたスペシャル』は 6回放送
した。13年度からシリーズ化した「ねっづぐ！！
やまがた調査隊」では， 6月に「観光」を， 2月
に「移住」をテーマに放送し，地域の関心事を積
極的に取り上げた。
　ラジオ第 1で週 1回の県域の地域情報番組『な
にしったのや～？』の放送を開始した。親しみあ
る地元の言葉で山形県内の話題を伝えた。10月
（山形放送会館）と， 3月（山辺町）に公開収録
を行い，リスナーとの交流を深めた。
　ジャンプ女子ワールドカップ蔵王大会やJリー
グ「モンテディオ山形」など，地元で開催された
注目スポーツを放送した。
〔盛岡局〕
　東日本大震災から 4年目を迎え多様化・複雑化
する復興への課題，行政の動きなどについて，夕
方 6時台の『おばんですいわて』を中心にタイム
リーかつ詳しく発信した。また，公共放送として
信頼に応える正確・迅速な災害報道，そして震災
前の記憶を風化させないための地域番組制作に取
り組んだ。
　昼前の情報番組『ひるっコいわて』では，趣味，
料理，エンターテインメント，イベント情報など
暮らしに役立つ身近な情報を発信した。
　金曜夜間の『シリーズいわて』では，被災地が
抱える課題を検証し，実態を明らかにするドキュ
メンタリー番組のほか，SLの復活や地域の夏祭
り，復興に向かう県内の蔵元など，岩手が誇る多
彩な魅力を取り上げ，県民が誇りと活力を持てる
番組を制作，発信した。
　12年度に放送を開始したラジオ番組『がんばろ
う！いわて』を発展的に解消し，災害時の迅速な
生活情報の発信を見据えて，14年度より『まじぇ
5時』（月～金　夕方 1時間）をスタートさせた。
被災地に限らずに県内の情報を幅広く発信し，
NHKラジオの存在感をアピールする番組づくり

を行った。
　また，『NHKスペシャル』や『ETV特集』『ハ
ートネットTV』など震災関連の全国放送番組も
多数制作。被災者の視点に立った情報や震災 4年
目ならではの問題提起を全国へ発信した。
〔福島局〕
　夕方 6時台の『はまなかあいづ　Today』を中
心に，東日本大震災と東京電力福島第一原発事故
関連の報道に重点的に取り組み，復興への道筋や
原発事故処理の現状・課題などについて詳しくか
つ分かりやすく伝えた。また，『NHKスペシャル』
『クローズアップ現代』などで福島の今を積極的
に全国発信した。元日に全国放送した『福島から
2時間出しているラジオ』では，県外には見えに
くい“福島の人々の日常”について，県内向けの
『福島スペシャル』では“福島の食”について取
り上げるなど，震災から 4年を迎える中で多様化
する県民のニーズに幅広く応えた。その他，阪神・
淡路大震災から20年となる神戸局と共同制作した
『SING♪神戸　THINK！福島　～震災を伝える
ということ～』を東北 6県と兵庫県向けに発信
し，福島と神戸の若者たちの思いを伝えた。
　また，10月の福島県知事選や12月の衆議院議員
総選挙についても，争点や課題をしっかりと取り
上げ，迅速・正確に開票速報を伝えた。
　サッカーJ3リーグの「福島ユナイテッド」の試
合中継をはじめ，男子プロバスケットbjリーグに
参加した「福島ファイヤーボンズ」など県民の関
心の高いスポーツ情報も積極的に届けた。その他，
ラジオ第 1の『ふくみみラジオ』を週 2回の放送
に拡大し，県内各地の話題や防災情報などを伝え
るとともに，県内ネットワークのより広い構築に
取り組んだ。
〔青森局〕
　緊急報道の強化のためIP中継装置を独自に導入
し，東通村で発生した突風被害を他社に先駆けて
全国に報道した（10.17）。
　平均寿命が全国最下位の青森県民の健康改善に
取り組むため，13年度から開始した脱短命キャン
ペーンを継続，14年度は「元気あっぷる体操」を
開発した。その紹介を兼ねて夕方 6時台の『あっ
ぷるワイド』にコーナーを設け，県内各地の活発
な人々を紹介しつつ一緒に体操を行って視聴者に
元気を届けた。また，健康問題をバラエティー形
式で楽しみながら考えてもらう『東北Zスペシャ
ル』（9.12）を制作した。
　ラジオの機能強化の一環として，毎週金曜日に
25分間の『あっぷるラジオ』を開始，また年 5回
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『あっぷるラジオスペシャル』を放送し，青森に
こだわった話題を放送した。
　12月の衆議院選挙の開票速報では正確かつ迅速
に当確を打ったほか，分かりやすく結果を分析し
た。また，平川市長選挙を巡り15人の市議が逮捕
された事件について，“津軽選挙”とまで揶

や

揄
ゆ

さ
れる金で票を買う選挙違反体質の背景を伝えた。
　東北を代表する夏祭り「青森ねぶた祭」を14年
度は生中継し，雨にもかかわらず平均視聴率は
26％を記録した。

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　 7:45～ 8:00
　第 1回00.4.3／宮城県域（一部東北ブロック）／
県内のニュースのほか，東北各地の話題や中継な
どで朝の表情を生き生きと伝えた。
〔各局タイトル〕
『おはよう秋田』『おはよう山形』
『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　 7:30～ 8:00
　第 1 回85.10.12／東北ブロック／東北各県のニ
ュースや問題に迫る「ウイークエンドリポート」
や，各地で力強く生きる人たちを追った「ウイー
クエンドFACE」，各地を旅してその魅力を伝え
る「東北小さな旅」など，NHKのネットワーク
を生かして東北のさまざまな動きや話題を伝えた。
『ひるはぴ』　G

（ブロック）月～金　11:30～11:45
（ブロック〈除く秋田，山形〉）　11:45～11:50

（各県域）　11:50～11:54
　第 1 回12.4.3／東北ブロック，各県域／暮らし
に役立つ情報や地域に密着した話題を届ける情報
番組。家庭で手軽にできる料理や旬の食材，東北
各地の観光情報やイベント情報，復興支援に取り
組む人や話題の人へのインタビューなど，暮らし
を豊かにする多彩な情報を，視聴者からのお便り
を交え，仙台局のロビースタジオから届けた。
〔各局タイトル〕
（秋田局）『エキヨコこまち』
（山形局）『やまモリ！』
（盛岡局）『ひるっコいわて』
（福島局）『ひるはぴ　福島』
（青森局）『情報ランチ』
『てれまさむね』　G 月～金　18:10～18:59
　第 1回03.3.31／宮城県域／震災の教訓と課題を

県内の被災者の証言から探る「あの時　わたし
は」，被災地をヘリコプターで空撮し，被災前と
比較して伝える「空から見た被災地」の企画を継
続しているほか，震災 3年半， 4年の節目には，
震災関連のリポートを集中編成した。宮城県の全
市町村をキャスターが訪ねるコーナー「宮城ぜん
ぶ行きます」を新設するなど“現場”にこだわ
り，宮城の“いま”を伝えた。
〔各局タイトル〕
（秋田局）『ニュースこまち』
（山形局）『ニュースやまがた 6時』
（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

再土　10:50～11:15
　第 1 回02.4.5／東北ブロック／東北の“いま”
を徹底的に見つめ，地域が抱える課題や関心事，
時代を先取りする人々の動きにタイムリーに迫る
番組。復興の動きをつぶさに見つめ，幅広い視点
から震災後の地域の現状と課題を伝えるととも
に，「学力 6年連続日本一の秋田県の教育現場の
取り組み」など，全国的に関心が高いテーマにつ
いて，東北の新たな動きを発信した。
　「大間原発　“周辺”自治体の訴え」

青森局／ 4. 4
　「 “遊び場”がボクにくれたもの　～震災 4年

目　子どもたちは今～」 仙台局／ 5. 9
　「 “指定廃棄物”をどう処分するか　～原発事

故　負の遺産のゆくえ～」 仙台局／ 5.16
　「南相馬　原発16キロの理髪店」

仙台局／ 5.30
　「 たがやせ！こころ　～学力日本一　授業の秘

密～」 秋田局／ 6.20
　「被災地発　“強い”農業」 仙台局／ 6.27
　「 400年前からの警鐘　～慶長の津波・研究最

前線～」 仙台局／ 7. 4
　「 作れるか　新たな村～福島川内村　原発事故

からの再生～」 福島局／ 7.18
　「 オレたちの“幻の街”　大槌ムーミンズ　故

郷（ふるさと）へのレクイエム」
 盛岡局／ 7.25
　「 ふたたび　家族で～原発事故 3年半　苦悩す

る“自主避難者”～」 山形局／ 9. 5
　「 “記録した者”として生きる　～震災 3年半　

心の軌跡～」 仙台局／ 9.26
　「 どうしてもコメが作りたい　～“モデル農村”

大潟村の挑戦～」 秋田局／10.31



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜東北

365 NHK年鑑’15

　「 “定点映像”が伝える東日本大震災　第 2回　
福島」 福島局／11. 7

　「 “仮設を元気に卒業しよう”～震災 4年目　
岩手・陸前高田で～」 盛岡局／11.14

　「 牛の命をつなぐ　～“震災後”を生きる高校
生～」 仙台局／11.22

　「 暮らしの再建は始まったけれど　～大槌・夢
ハウスの子供たち　vol2～」 仙台局／ 1.16

　「揺れる復興～疲弊する自治体職員～」
 福島局／ 1.23
　「 ふるさとは残った　～岩沼・集団移転をめざ
した人たち～」 仙台局／ 1.30

　  クローズアップ東北スペシャル「世界で生かせ　
震災の教訓～国連防災世界会議を前に～」

仙台局／ 2.13／19:30～20:43
　「 支え合って生きる　～里親と子どもの震災 4
年～」 仙台局／ 2.20

　「 職場へがんを伝える　～再び患者が働くには～」
 山形局／ 2.27
『宮城！やっぺぇTV』　G 金　19:30～19:55

再土　10:50～11:15
　第 1回14.4.25／宮城県域／“いまの宮城のヒト，
モノ，コト，ナド”をキャッチコピーに，宮城県
民の関心に鋭く応える番組。宮城県内の復興へ向
けた取り組みを伝える番組や，2014FIFAワール
ドカップを前に，宮城県ゆかりの日本代表選手を
応援する番組を放送するなど，地域に密着した編
成を行った。
　「 うちらで変えっぺ！　～つながり始めたママ
たち～」 4.25

　「 がんばれ！香川・今野選手～宮城ゆかりの日
本代表選手～」 6. 6

　「 みんなで町を盛りあげっぺ～地元住民×出向
者の挑戦～」 8. 1

　  宮城！やっぺぇTV　スペシャル「宮城・ふる
さとの記憶～失われた街／よみがえる街～」
 12. 5／19:30～20:43
　「 ボランティアは町のサポーター　～南三陸町～」
 2. 6
『東北Z』　G 金　20:00～20:43

再土　10:05～10:48
　第 1 回11.6.3／東北ブロック／東日本大震災の
現状と課題をさまざまな切り口で分かりやすく伝
える番組「サンドウィッチマンのどうなって
る？」や，東北に関わる人物や文化を豊かに描く
番組，笑いや感動を届ける番組など，多彩な番組
を展開している。民謡60キャンペーンと連動した
「東北Soul」を放送したほか，東北各地の“メン

コイ”ものを調査する「TOHOKUメンコイら
ぼ」を継続し，代々受け継がれてきた伝統や，新
しい発想で生み出された品々を紹介した。
　◇サンドウィッチマンのどうなってる？
 ／仙台局
　　「被災地の住まい」 4. 4
　　「原発事故の汚染物」 10.17
　◇TOHOKUメンコイらぼ／仙台局
　　「楽し懐かし　おもしろおもちゃ」 5.16
　　「きいて民謡　ふれて民謡」 7.25
　　「ふるさとの麺に恋して」 9.26
　　「女子たちのラブリーハンドメイド」 11.21
　　「東北のおモチおいしくお調べします」 1.30
　　「～スーパーコレクション 2～」
 3.13／19:30～20:43
　◇その他
　　東北Zスペシャル「白神音祭」
 秋田局／ 4.11／19:30～20:43
　　「路線バス　男前ふたり旅」 仙台局／ 5.30
　　「原発事故が奪ったものは」 仙台局／ 6.20
　　「原発駅前商店街」 仙台局／ 6.27
　　「 被災地18歳　～ふるさとと向き合う若者た

ち～」 仙台局／ 7. 4
　　「 それぞれの七夕　～岩手　陸前高田　復興

の進む町で～」 盛岡局／ 9. 5
　　  東北Zスペシャル「抱腹絶倒！キャイ～ンの

いますぐやらなキャ委～員会」
 青森局／ 9.12／19:30～20:43
　　「死者たちの声　～福島・震災関連自殺～」
 仙台局／10.31
　　「まちのうた」 福島局／11. 7
　　「 イナサに稲がそよぐとき～仙台市荒浜・土

の再生の記録～」 仙台局／11.14
　　  東北Zスペシャル「東北Soul」
 仙台局／12.12／19:30～20:43
　　「 生命に何が起きているのか～阿武隈山地・

科学者たちの挑戦～」 仙台局／ 1.16
　　「即身仏～東北に息づく信仰の謎～」
 山形局／ 1.23
　　「 路線バス　海岸線ふたり旅　～岩手・宮城・

福島～」 仙台局／ 2.20
　　「 津波を生き延びた仏たち～よみがえる故郷

への祈り～」 仙台局／ 2.27
　　  東北Zスペシャル「北国からのコンサート　

2015」 仙台局／ 3. 6／19:30～20:43
『被災地からの声』　G 木　12:20～12:43
　第 1回11.3.20／東北ブロック／被災者が今一番
伝えたいことを直接カメラに向かって話してもら
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う番組。震災直後に開始した番組スタイルを継続
し，被災地に暮らす人たちや他の地域へ避難して
いる人たちの声を，被災地・石巻出身の津田喜章
アナウンサーが伝え続けた。
『東北ラジオあさいちばん』　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1 回99.4.1／東北ブロック／東北各地のニュ
ースや話題，気象情報，交通情報などをコンパク
トに伝える地域情報番組。視聴者の地域リポータ
ーやコミュニティーFMからの電話リポート，健
康情報，週末情報などを，音楽とともに日替わり
で伝えた。
『ゴジだっちゃ！』　R1 月～金　17:00～18:00
　第 1 回12.4.2／宮城県域／宮城の話題にとこと
んこだわったラジオ番組。ニュースや気象情報，
交通情報に加え，話題の人を招いたインタビュー
や専門家によるニュース解説，県内各地の「だっ
ちゃ通信員」からの電話リポートなど，リスナー
のお便りを交えながら宮城の情報を楽しく軽快に
伝えた。仙台市卸商センター産業見本市会館から
の公開生放送や仙台局スタジオでの川柳・短歌大
会を実施するなど，積極的にラジオの魅力を発信
した。
『民謡をどうぞ』　R1・FM 金　12:30～12:55
　第 1回54.11／東北ブロック（R1のみ除く山形，
青森）／東北ならではの民謡を季節に応じたテー
マで放送している，1954（昭和29）年にスタート
した東北の最長寿番組。11月に放送開始60年を迎
えるのを記念して“民謡60キャンペーン”を展開。
岩手県，青森県，秋田県で公開収録を実施し， 6
週にわたって放送した。
『MONKEY MAJIKのオンバク』　FM

土　18:00～18:50
　第 1 回14.4.5／東北ブロック／仙台在住の実力
派バンドMONKEY MAJIKをナビゲーターに，
音楽が人と人を結び“笑顔”へとつながることを
信じて発信する番組。東北ゆかりのアーティスト
を招いてのトークや演奏，東北の未来を担うアー
ティストの紹介や応援など，東北 6県を結ぶ音楽
のチカラを届けた。
（2）特集番組
〔東北ブロック〕
『第35回　NHK東北民謡コンクール優勝大会』　
G 仙台局　 4.12／10:05～11:18
『ダカラジがやってきた！』　R1
　※宮城・岩手・福島県域

仙台局　 7. 6／20:05～20:55

『定禅寺ストリートジャズフェスティバル公開ラ
イブ　ジャズインNHK仙台』　FM

仙台局　 9.13／16:00～18:00
『ラジオのチカラTV～NHK・民放ラジオパーソ
ナリティー大集結～』
　※宮城・岩手・福島県域

G  　仙台局　10. 3／19:30～19:55
R1　仙台局　10. 3／19:30～21:00

『東北を熱く　星野監督　4年間を語る』　G
仙台局　10. 7／22:55～23:20

『震災ドキュメント2014「父と娘～ “出稼ぎ”
家族の震災～」』　G

仙台局　10.10／19:32～19:57
『震災ドキュメント2014「仏浜　パトカー物
語」』　G 仙台局　10.17／19:30～19:55

『震災ドキュメント2014「サッカーが勇気をく
れた～コバルトーレ女川の挑戦～」』　G

仙台局　10.24／19:30～19:55
『四国×東北　うまいハンター』　G

 仙台局　10.24／20:00～20:45
『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2014　東北地区大会』　G

仙台局　11.16／11:00～11:54
『ラジコミックス－Radio×Comics－』　FM

仙台局　12.20／16:00～18:00
『第36回NHK東北民謡コンクール　各県大会』　
FM 18:00～18:50

2. 2　岩手　 2. 3　福島　 2. 4　青森
2. 5　秋田　 2. 9　宮城　 2.10　山形

『SING♪神戸　THINK！福島　～震災を伝える
ということ～』　G
 福島局　2.14／16:05～16:48
『第36回NHK東北民謡コンクール優勝大会』　
G 仙台局　 3.27／19:30～20:43

〔県域番組〕
〔仙台局〕
『ゴジだっちゃ！号外「んだがら，ラジオだっち
ゃ！」』　R1 9.27／14:05～15:55

『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』　E
10.15～16，20～22／12:55～13:00

『ダカラジ　THE FINAL』　R1
11. 7／21:30～21:55

『やっぺぇ！たいそう』　G・E 12. 3～／随時
『てれまさむね　年末スペシャル2014』　G

12.26／17:10～18:59
『ゴジだっちゃ！特集「第14回　NHK仙台　川
柳・短歌大会」』　R1 2.21／14:05～15:55
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〔秋田局〕
『ウオッチA』　G
　「“マツリ”の国は、いま」 4.25／19:30～20:15
　「“有明”　激闘の記録」 5.30／19:30～19:55
　「ふるさと自慢うた自慢　in　大潟村」
　  小さな旅アンコール「湖　なお恵みあり　～秋
田県八郎湖～」 6. 6／19:30～20:43

　「学力日本一　踊る教室」 7. 4／20:00～20:43
　  新日本紀行ふたたびアンコール「唄に思い託し
て～秋田・仙北平野～」 8. 1／19:30～19:55

　「秋田大曲・全国花火競技大会2014ハイライト」
9.26／20:00～20:43

　  小さな旅アンコール「にっこりと　いつもの列
車～秋田内陸線～」 10. 3／19:30～19:55

　  秋田発地域ドラマ「ザ・ラスト・ショット」放
送直前スペシャル 11.14／19:30～19:55

　「発見！体感！秋田美人の里　雄物川紀行」
2. 6／19:30～20:31

『コトノハ』　G 水　22:45～22:50
　「第35章　“歌が　手伝ってくれた”」 4. 9
　「第36章　“自然に　溶け込ませてもらう”」
 5.14
　「第37章　“絶対　“愛”なんだ”」 6.11
　「第38章　“鳥のように　自由に飛びたい”」
 9.10
　「第39章　“もっと　おいしくできる”」 10. 1
　「第40章　自分の“音”にしかならない」 12. 3
　「 第41章　“おごらないで　一緒に成長してい
けたら”」 2.11

『きく・こまち』　R1 水　19:45～20:00
『あきたボイス』　G・E
　「秋田県立大学　秋田キャンパス編」

4.22／23:45～23:50ほか
　「秋田公立美術大学編」

4.24／22:45～22:50ほか
　「秋田大学編」 4.26／12:40～12:45ほか
　「秋田県立大学　本荘キャンパス編」

4.27／10:55～11:00ほか
　「国際教養大学編」 5. 4／10:55～11:00ほか
　「ノースアジア大学編」

5.11／10:55～11:00ほか
　「秋田職業能力開発短期大学校編」

5.13／23:45～23:50ほか
『ニュースこまち　秋田の「恵み」を訪ねて』
　G 5.28～30／18:10～19:00
『認知症フォーラム　in　秋田「あきらめない　
～最新医療と社会の支え～」』　G

9. 6／10:05～11:18

『秋田発地域ドラマ「ザ・ラスト・ショット」ロ
ケ地に迫る！』　G

　「竿燈」 9.20／12:40～12:45ほか
　「川反」 9.26／13:50～13:55ほか
　「能代」 10. 4／12:40～12:45ほか
　「秋田市立体育館～ブースター撮影編～」

10.12／ 5:55～ 6:00ほか
『秋田発地域ドラマ「ザ・ラスト・ショット」撮
影の舞台裏』　G 10.17／13:50～13:55ほか

『秋田発地域ドラマ「ザ・ラスト・ショット」役
者に迫る！』　G

　「松田悟志」 10.25／12:42～12:45ほか
　「臼田あさ美」 11. 1／12:42～12:45ほか
　「永井　大」 11. 8／12:42～12:45ほか
『第29回　国民文化祭・あきた2014～開会式～』　
E 10. 4／15:00～16:27

『音楽熱視線～秋田DIVA特集2014～』　FM
11. 9／16:00～18:00

『ニュースこまち　内陸線でGO！』　G
11.13～14／18:10～19:00

『きく・こまち拡大スペシャル』　R1
12.24／19:30～20:00

『ニュースこまち年末ハイライト2014』　G
　12.26／18:10～19:00

〔山形局〕
『やまがたスペシャル』　G
　「出羽三山　食の魅力を探る」

4.25／19:30～19:55
　「ねっづぐ！！やまがた調査隊～観光～」

6. 6／19:30～20:43
　「いじめ　～子どものサイン　見えますか～」

8. 1／19:30～20:43
　「 仏として生き続ける～即身仏　鉄門海上人の

真実に迫る～」 10. 3／19:30～19:55
　「 豆のない人生なんて！～川西町・伝統の“豆

文化”を探る～」 12. 5／19:30～19:55
　「 ねっづぐ！！やまがた調査隊　「移住」～暮

らしたくなる！まちづくり～」
2. 6／19:30～20:43

『ニュースやまがた 6時　年末スペシャル
2014』　G 12.26／18:00～19:00

『J1昇格プレーオフ決勝　～あの感動をもう一
度～』　G 12.30／10:05～11:50

『なにしったのや～？会館公開SP』
　R1 10.25／ 9:05～ 9:55
『なにしったのや～？やまのべスペシャル』
　R1 3.12，13／12:20～12:55
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〔盛岡局〕
『シリーズいわて』　G
　「 出発！シゴハチ！！～SL復活　 1年半の軌跡～」
 4.25／19:30～19:55
　「 また　味噌（みそ）でやっぺし～陸前高田・
麹（こうじ）店一家の再出発～」

6. 6／19:30～19:55
　「生中継・盛岡さんさ踊り」

8. 1／19:30～19:58
　「 豊田エリーの　今夜は日本酒！～これぞ“南
部杜氏”の心意気～」 12. 5／19:30～19:55

　「大震災“あの日の私へ”～ 4年という歳月～」
2. 6／19:30～19:55

『きょうは昼から！まじぇ5時馬コスペシャル』
　R1 6.14／12:30～14:00
『まじぇ5時年末スペシャル』　R1

12.25／17:00～18:47
『おばんですいわて 年末ハイライト』　G

12.26／18:00～19:00
『ハートネットTV選　明らかになったDV被害～
東日本大震災後の女性たち～』　G

2.28／10:50～11:19
『おばんですいわて　震災から4年』　G

3.11／18:00～19:00
〔福島局〕
『福島スペシャル』　G 19:30～19:55
　「 これであなたもサポーター　J3　福島ユナイ
テッドの魅力」 4.25

　「畑の味のフレンチ」 6. 6
『福島県知事選挙　開票速報』　G

10.26／19:30～19:58，20:55～21:00，
21:49～21:50，22:22～22:50

22:57～23:00
10.27／ 0:00～ 0:10

『はまなかあいづ　年末スペシャル2014』　G
12.26／18:00～18:59

〔青森局〕
『クローズアップあおもり』　G 19:30～19:55
　「 ふるさとの命を救いたい　八戸救急・今明秀

医師」 4.25
　「脱短命　なぜ変えられない生活習慣？」
 8. 1
『お国ことばで川柳スペシャル』　G

19:30～19:55
　お題「けね」と「また」 6. 6
　お題「ごんぼ」と「ひま」 10. 3
　お題「じゃいご」と「あまい」 2. 6

『青森ねぶた祭2014』　G 8. 6／19:00～20:55
※19:00～19:30はDG1（サブチャンネル）

『お国ことばdeのど自慢』　G
12. 5／19:30～20:30

『あっぷるワイド　年末ハイライト2014』　G 
12.26／18:00～19:00

『NHKのど自慢in弘前　全部見せます予選会』
　G 3.18，30，4. 2／11:05～11:50
『あっぷるラジオ』　R1 毎週金曜 12:30～12:55
『あっぷるラジオスペシャル』　R1
　「弘前スペシャル」 4.27／13:05～13:55
　「青森ゆかりの曲・大特集」

9.13／13:00～15:00
　「語って聞いて　青森の物語」

10.18／13:00～15:00
　「年末スペシャル」 12.27／13:00～15:00
　「お国ことばであそぼう！」

2.14／13:00～15:00
〔各局共通〕
『第81回NHK全国学校音楽コンクール』
　「宮城県コンクール」 E　 9.13～14
　「秋田県コンクール」 FM　 8.30
　「山形県コンクール」 E　 8.23，30
　「岩手県コンクール」 E　 9.13
　「福島県コンクール」 E　 9. 6，13
　「青森県コンクール」 E　 9. 6
　「東北ブロック」 E　 9.20，27

3．スポーツ中継

 ＊ブロックと記した以外は県域
〔高校野球〕
第96回全国高等学校野球選手権　地区大会
　宮城県　  4 回戦 R1・FM／ 7.15～16

準々決勝 G・E・R1・FM／ 7.18
準決勝 G・E・R1／ 7.20
決勝 G・R1／ 7.21

　秋田県　  3 回戦～準々決勝
 R1／ 7.17～18，20
　　　　　  準決勝 G・E・R1・FM／ 7.21

決勝 G･R1／ 7.23
　山形県　  準々決勝 R1／ 7.20～21

準決勝 G･E･R1／ 7.23
決勝 G･R1／ 7.24

　岩手県　  準々決勝 R1／ 7.21
準決勝 G･E･R1／ 7.23
決勝 G･R1／ 7.24

　福島県　  準決勝 G･E･R1／ 7.25
決勝 G･R1／ 7.26
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　青森県　  準々決勝 R1／ 7.19～20
準決勝 G･E･R1／ 7.21
決勝 G･R1／ 7.24

第67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）
　宮城 R1・FM／10. 5， 7
　秋田 R1･FM／10. 4～ 5
　山形 R1／ 9.27～28
　岩手 R1／10. 4～ 5
　福島 R1／ 9.21～22
　青森 R1／ 9.27～28
◇東北大会（ブロック）
　準々決勝 R1／10.26～27
　準決勝 R1／10.27～28
　決勝 R1／10.29
〔その他のスポーツ〕
NHK杯東北高校バレーボール選手権･男子決勝
　「仙台商」対「雄物川」（ブロック）
 E／ 6.22
NHK杯東北高校サッカー選手権・決勝
　「仙台育英」対「青森山田」（ブロック）
 G／ 6.23
NHK杯東北アイスホッケー選手権　少年の部・決
勝　「青森」対「宮城」（ブロック） E／12.13
第94回天皇杯全日本サッカー選手権各県代表決
定戦
　宮城県代表決定戦（仙台）
　「ソニー仙台」対「コバルトーレ女川」
 G／ 6.29
　秋田県代表決定戦（秋田）
　「ブラウブリッツ秋田」対「TDK親和会」
 G／ 6.29
　山形県代表決定戦（山形）
　「羽黒高校」対「モンテディオ山形ユース」
 G／ 6.29
　岩手県代表決定戦（盛岡）
　「グルージャ盛岡」対「FCガンジュ岩手」
 G／ 6.29
　福島県代表決定戦（福島）
　「福島ユナイテッドFC」対「FCプリメーロ」
 G／ 6.29
　青森県代表決定戦（青森）
　「 ヴァンラーレ八戸FC」対「ラインメール青
森FC」 G／ 6.29

プロ野球
（東北ブロック）
　「楽天イーグルス」

対「オリックス」 R1／ 4. 1

対「ソフトバンク」 R1／ 4. 4
対「日本ハム」 G／ 4.18
対「ロッテ」 R1／ 5. 1
対「オリックス」 R1／ 5.15
対「中日」 G／ 5.23
対「広島」 G／ 6. 1
対「ロッテ」 G／ 7.11
対「ソフトバンク」 R1／ 7.31
対「西武」 R1／ 8. 1
対「西武」 R1／ 8.28
対「ソフトバンク」 G／ 8.29
対「日本ハム」 G／ 9.19
対「日本ハム」 G／ 9.21

Jリーグ
（ブロック）
　「ベガルタ仙台」対「モンテディオ山形」
　　※開幕スペシャル G／ 3. 7
（県域）
　「ベガルタ仙台」（仙台）
　　対「サンフレッチェ広島」 G／ 5.18
　　対「サンフレッチェ広島」 G／12. 6
　「モンテディオ山形」J2（山形）
　　対「ジェフ千葉」 G／ 5.11
　　対「V・ファーレン長崎」 G／10.11
　　対「ジェフ千葉」（プレーオフ） G／12. 7
（天皇杯）
　　対「ギラヴァンツ北九州」（準々決勝）
 G／10.15
　　対「ジェフ千葉」（準決勝） G／11.26
サッカーJ3
　「ブラウブリッツ秋田」（秋田）
　　対「ツエーゲン金沢」 G／ 4.20
　「福島ユナイテッド」（福島）
　　対「ツエーゲン金沢」 G／ 4.29
　「グルージャ盛岡」対「福島ユナイテッド」
　（盛岡，福島） G／ 5.25
　「福島ユナイテッド」対「グルージャ盛岡」
　（福島，盛岡） G／ 9.21
なでしこリーグ
　「ベガルタ仙台レディース」対「伊賀FCくノ一」
　（仙台） G／ 5. 4
バスケットボール　bjリーグ
　「 秋田ノーザンハピネッツ」対「琉球ゴールデ

ンキングス」（秋田） G／11.23
　「仙台89ERS」対「青森ワッツ」（仙台，青森）
 G／ 2.15
ジャンプ女子ワールドカップ蔵王大会
　「第 5戦」（山形） G／ 1.18
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第56回NHK杯青森県卓球選手権大会（青森）
 E／11.30

Ⅱ．技術

1．公共放送の機能強化や設備整備の推進

　放送設備の機能強化として，仙台局や東北域内
局への非常用送信機および非常用空中線の整備，
長時間停電に対応するため福島放送会館や大年寺
山放送所などへ自家発電用燃料タンクの増設を実
施した。災害時に有効な音声メディアの機能強化
として，青森・久保田ラジオ中継局，野辺地ラジオ
中継局へのプログラム回線の無線化，ラジオ放送
所への自家用発電機設備の整備（山形・本荘ラジ
オ等 3局）などを実施した。テレビ中継局（宮城・
登米中継局等13局）では放送機 2台化を進めた。
　地域情報をより迅速に取材するため，FPU基
地局（域内の 7局）のハイビジョン化を実施し
た。また仙台の新会館建設に向けた詳細設計を実
施し，15年に建築工事を開始した。
　東日本大震災被災地の取り組みとして，復興に
伴う住宅高台移転にあわせて，自治体と連携して
NHK共聴設備 8施設（宮城，岩手で各 4施設）
の改修工事等を実施した。

2．報道対応と放送の安定確保

　14年12月の衆議院議員選挙では，政見経歴放送
から開票速報まで的確に取り組んだ。 5月のアイ
ドルグループ傷害事件（岩手県滝沢市）， 7月の
台風 8号による浸水被害（山形県南陽市）や津波
注意報への対応， 8月の仙台定義山遭難対応，12
月の大雪による仙山線電車立ち往生（仙台，山
形），15年 3 月の乳頭温泉事故（秋田県仙北市）
など，自然災害や事故等の緊急報道に迅速かつ的
確に対応した。また，いざという時においても，
着実に放送を送出するため，地震時を想定した送
出訓練やライフライン送出訓練等を実施した。

3．地域放送サービスの充実

　集中豪雨への防災・減災放送として，宮城県内
に大雨警報等が発表された場合，気象レーダー画
面をテレビ画面にスーパーするサービスを14年 9
月から開始した。また，データ放送を利用した東
北夏まつり情報，テレビのリモコンボタン等を利
用して地元スポーツチームを応援するコンテンツ
や仙台局キャラクター“やっぺぇ”の「やっぺぇ
ひろば」など，幅広い視聴者に向けて新しいデー

タ放送コンテンツのサービスを行った。
　番組制作では，プロ野球やJリーグサッカー，
バスケットボールなど地元チームの活躍を伝える
スポーツ番組や，『歌謡コンサート』『民謡をどう
ぞ』『東北Soul』『ごきげん歌謡笑劇団』といった
歌番組を多彩な映像音声表現で放送し，被災地の
視聴者に元気を届けた。大震災から丸 4年が経過
した節目では，被災地をキーステーションとした
長時間の中継番組やロケ番組などさまざまな番組
制作に取り組み，被災地の現状と課題を発信し風
化の抑制に努めた。
　秋田局では，地域発ドラマ『ザ・ラスト・ショ
ット』，青森局では『お国ことばdeのど自慢』な
ど各局で地域に密着した番組を放送した。さらに
東北 5局では県内を回るローカルニュースキャラ
バンを実施し，その地域ならではの話題を届けた。

4．  新たな難視世帯へのデジタル化恒久対策と，
安定したデジタルネットワークの確立

　14年度は新たな難視世帯への対策として，送信
対策，共聴対策，アンテナ対策などで約1,700世
帯の恒久対策を実施し，福島県の避難地域を除く
地域で対策を完了させた。
　青森県内での混信除去のために新たに総合テレ
ビ 1局の中継局を建設し，東北域内のデジタル放
送所は総合テレビ308局，教育テレビ307局となっ
た。また域内の老朽化したNHK共聴施設の光化
改修工事を33施設で行い，受信環境インフラの安
定化を推進した。

5．視聴者対応活動など

　子どもたちがオリジナルの番組制作を体験する
「NHK放送体験クラブ」を域内の各局で開催し，
職員が“講師”として参加して子どもたちとのふ
れあいを図った。また，各局で放送会館公開や小
学校への出前授業などを実施し，新しい放送サー
ビスであるハイブリッドキャストの普及やNHK
業務の広報活動に取り組んだ。

Ⅲ．視聴者

1．広報

（1）放送と連動した広報プロモーション活動
　仙台局では，夕方 6時台の『てれまさむね』の
気象情報コーナーに出演し，視聴者に親しまれて
いる仙台局キャラクター“やっぺぇ”を活用した
広報活動として，さまざまな場で子どもたちと楽
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しむために「やっぺぇ！たいそう」を制作。放送
や仙台局ホームページ，公開イベント等で普及に
努めた。“やっぺぇ”の親しまれるキャラクター
や覚えやすい体操であることも功を奏して，子ど
もから高齢者まで幅広い層に浸透している。
　また，東北各局においても地域放送番組と連動
した活動を展開した。秋田局では『ニュースこま
ち』キャラバン（ 5月，11月）で，盛岡局では『ま
じぇ 5時』の公開収録（ 6月， 3月）で広報PR
活動を，青森局では「脱短命キャンペーン」の取
り組みとして制作した「元気あっぷる体操」を夕
方 6時台の『あっぷるワイド』で放送し普及に努
めるなど，各局でも特色ある活動を展開した。
（2）東北が舞台のドラマの広報活動
　ここ数年，『大河ドラマ』「八重の桜」や『連続
テレビ小説』「あまちゃん」，仙台局が制作した特
集ドラマ『かつお』と，東北を舞台にした全国放
 送のドラマが放送された。
　14年度は，秋田局でBSプレミアム秋田発地域
ドラマ『ザ・ラスト・ショット』を制作，放送し
た。 5月の制作発表から 8月のロケ，11月には東
京と地元秋田市で「完成試写会」を行い，放送，
印刷物，ウェブ等の各媒体を活用した番組広報を
実施しドラマの視聴促進を図った。また，仙台局
では27年前に放送した『大河ドラマ』「独眼竜政
宗」が，BSプレミアムで再放送されるのにあわ
せて，関係する自治体や団体と連携したPRを実
施した。
　また，福島局では，ドラマ部，神戸局とともに
制作した『特集ドラマ　LIVE！　LOVE！　
SING！　生きて愛して歌うこと』（ 3月放送）の
番組広報として，ドラマのロケ地である南相馬市
と二本松市で， 2月に試写会を実施した。
　15年度には仙台局と山形局で地域ドラマの制作
を予定しており，14年度中から関連イベントや番
組広報活動を展開し，地元の盛り上がりを図って
いる。
（3）視聴者とのふれあい活動
　東北各局では，視聴者からの意向把握やNHK
への理解促進のために，会館見学に来た団体や公
開番組等の実施地等で「ふれあいミーティング」
を実施した。
　そのほかに，秋田局（ 7月，11月），山形局（10
月），青森局（10月）では，会館公開イベントを
実施した。また，東北各地で開催されるお祭りや
イベントに積極的に参加し広報活動を行うなど，
各局で地域に密着した活動を展開した。

（4）NHK・民放連共同ラジオキャンペーン
　11年度からNHKと民放連が共同で展開してい
るラジオキャンペーンを，14年度は岩手，宮城，
福島の 3県で実施した。共同で制作したラジオ番
組の放送のほか，キャンペーンソングの制作や取
材会の実施，ウェブや新聞，雑誌での広報PR，
3県でのイベント開催など，ラジオの重要性を再
認識してもらう活動を展開した。

2．イベント事業

（1）復興支援イベントの実施
　被災地に元気を届け，復興の力になる放送イベ
ントを，東北 6県で31本実施した。
①NHK公開復興サポート～明日へ～inいわき
　通算 5回目を，地震と津波の被害に加えて，福
島第一原発の事故により 2万人超が避難をしてい
る福島県いわき市で実施。天候にも恵まれ，13番
組の公開収録などに9,675人が来場し，「被災者の
1人でまだまだ故郷には帰れませんが，NHKの
支援やイベントに心が癒やされます」（70代），「た
くさんの元気が出ました」（10代）などの声が寄
せられた。
② 「失われた街」模型復元プロジェクト
「ふるさとの記憶　みやぎ特別展」

　震災で失われた被災地の街並みを模型で復元す
るプロジェクトに密着した番組と連動し，ふるさ
との“記憶の復興”につなげる展示イベントとし
て，13年の岩手に引き続いて実施。放送にあわせ
て，宮城県内 7地区の模型を集めた特別展には，
2,326人が来場。震災がもたらした悲劇を改めて
感じさせるとともに，未来について考える機会と
なった。
③番組と一体となったイベント展開
　震災から 4年を迎えた 3月に，浅田真央選手が，
被災地の子どもたちに「元気」と「笑顔」を届け
る「スケート教室」や，国連防災世界会議にあわ
せて，メディア新時代の減災報道を考える「シン
ポジウム」を実施したほか，東北を歌で元気づけ
た「北国からのコンサート」（ 2月仙台市）など，
数多くの番組を公開収録し，復興への想

おも

いを伝え
た。
④公開番組の実施など
　津波で被害を受けた沿岸部に加え，原発事故に
よる影響も受けた内陸部でも公開番組を32本実施
したほか，N響が一流の演奏を届ける「NHKこど
も音楽クラブ」を，津波による被害のために学校
ごと移転して勉強を続けている小学校で実施する
など，芸術・文化イベントを通して，被災者の心
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に癒やしを届けた。
（2）若者との交流拡大
○FIFAワールドカップパブリックビューイング
　震災後初となる開催にあわせて，スポーツの力
で若者を元気づける目的で実施。SNSを積極活用
したプロモーション活動により，青いユニフォー
ム姿のサポーターや大勢の家族連れなど7,588人
がスタンドを埋め尽くし，宮城に元気をもたらし
た。
○ラジコミックス－Radio×Comics－
　「ラジオとネットを融合した新たな可能性にチ
ャレンジ」した公開生放送を実施。番組聴取とホ
ームページでの漫画閲覧を，スマホ 1台で同時に
できる仕掛けを作り上げ，リスナー全員が参加し
て楽しめる番組とした。ツイッターで話題になっ
たワードのランキングで 1位を獲得するなどし
た。
（3）コンクール等
①第81回NHK全国学校音楽コンクール
　各県コンクールと東北ブロックコンクール（名
取市9.6～ 7 ）を実施。東北 6県で小学校207校，
中学校250校，高等学校39校が参加。東北代表に
岩手大学教育学部附属小学校，郡山市立薫小学校，
会津若松市立第四中学校，郡山市立郡山第二中学
校，福島県立郡山高等学校，福島県立安積黎明高
等学校が選ばれた。
②第61回NHK杯全国高校放送コンテスト
　 6月に各県大会を実施。アナウンス，朗読ドキ
ュメント（テレビ・ラジオ），創作ドラマ（テレビ・
ラジオ）の 6部門に東北 6県で133校が参加。
③第31回NHK杯中学校放送コンテスト
　 7月に各県大会を実施。アナウンス，朗読，テ
レビ番組，ラジオ番組の 4部門に東北 6県で60校
が参加。

3．営業

　14年度は，「支払率の向上」などを掲げた 3か
年経営計画の最終年度であった。また，ケーブル
テレビ事業者によるデジアナ変換が終了する年度
でもあった。
　東北ブロックでは営業経費の抑制と安定的な業
績の確保に向け，法人委託の開発・拡大に積極的
に取り組んできた。あわせて，地域スタッフの少
数精鋭化を図るなど，戦略的な体制構築の取り組
みを最重要課題としてスタートさせた。
　職員活動では事業所対策や民事対策を計画的か
つ精力的に推し進めるとともに，年度末には拠点
局が中心となって衛星DM勧奨や事業所への設置

状況調査を実施するなど，業績確保に最大限こだ
わった活動を展開した。
　さらに，プロジェクト810によるイベント・公
開番組と連動した受信料制度の理解促進活動にも
取り組んだ。
　その結果，営業諸目標について，東北ブロック
が全国で唯一，全局で全ての営業目標を 3年連続
で達成し，14年度末の東北地方の放送受信契約数
は315万3,685件，衛星契約数は158万5,373件とな
り，放送受信契約数は前年度より 2万9,832件の
増加となった。
　なお，営業収納額の達成率は101％となった。
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関東甲信越
◇14年 6 月18日，東京都議会の一般質問で，みん
なの党（当時）の塩村文夏議員が妊娠や出産な
どに関する子育て支援策について，東京都の取
り組みをただした際に，議員席から「早く結婚
した方がいいんじゃないか」などというヤジが
飛んだ。塩村議員は「人格を否定するものだ」
と反発し，都議会事務局などにも抗議や批判が
相次いだ。その後，ヤジを発言したのは，自民
党の会派に所属していた議員と分かり，議員は
「配慮が足りなかった」と謝罪し，自民党会派
を離脱した。この問題を受け都議会は 9月，休
眠状態だった「男女共同参画社会推進議員連
盟」の活動を再開させた。
◇ 6月19日，神奈川県相模原市の小田急線相模大
野駅構内で， 6両編成の回送電車が脱線し，一
時，全線で運転ができなくなった。回送電車の
ため乗客はおらず，運転士にもけがはなかった。
小田急電鉄によるその後の調査で，現場のポイ
ント部分のレールの高さにばらつきがあり，一
部の車輪がほかの車輪に比べて浮いた状態にな
って脱線した可能性があることが分かった。
◇ 6月24日，東京・多摩地域を中心に，局地的に
大量のひょうや大雨が降り，三鷹市や調布市，
それに杉並区や世田谷区などで，住宅の床上や
床下の浸水被害が相次いだ。このうち三鷹市で
は，大量のひょうが降り，多いところで10セン
チ以上積もって道路一面がひょうに覆われ，一
時，車が通行できなくなる事態となった。
◇ 8月28日，東京・渋谷区の代々木公園を訪れた
東京や埼玉に住む10代から20代の男女 3人がデ
ング熱に感染した可能性が高まり，東京都は公
園内に生息する蚊の駆除に乗り出した。デング
熱は蚊が媒介する感染症で，国内での感染はお
よそ70年ぶり。それ以降，代々木公園やその周
辺，さらに千代田区の外濠公園や新宿区の新宿
中央公園を訪れた人など，全国で160人以上が
感染した。
◇10月10日，1964年10月10日に開会式が行われた
東京オリンピックから50年となり，さまざまな，
スポーツにちなんだイベントが開かれた。一方，
2020年に開催される，東京オリンピック・パラ
リンピックでは，東京都は当初，選手が移動し
やすいように競技会場を集中させるコンパクト
な大会を目指すとしていたが，建設資材の高騰
などから計画見直しを表明し，競技会場の一部

を都外の既存の施設に変更する検討を進めてい
る。

◇10月16日，36人が死亡， 3人が行方不明となっ
た伊豆大島・大島町の土砂災害から 1年となり，
島の各地で犠牲者を追悼する行事が行われた。
当時，伊豆大島は，台風26号の影響で， 1時間
の雨量が100ミリを超す記録的な豪雨となった。
今回の災害を受けて大島町は，気象庁から出さ
れる情報や雨の降り方に応じて，早めに住民に
避難を促す独自の基準を新たに設けた。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

①関東甲信越全体
　約4,800万人が暮らす関東甲信越地域において，
東京の本部と 9県の各放送局が取材・制作した番
組・ニュースを発信，各時間帯で多様な情報を提
供している。
　14年度は，災害や防災，超高齢社会等の社会問
題に関する全国向け番組を数多く放送した。
　伊豆大島を襲った土砂災害から半年の 4月，『お
はよう日本・首都圏』と『首都圏ネットワーク』
で，防災対策や被災者の課題をリポート，『特報
首都圏』でも被災地の現状と課題を詳しく伝えた。
　 5月 5日早朝，東京都心で震度 5弱を観測する
地震が発生した際には，直後から都内の状況を中
継なども交えて伝えるとともに，関東の交通やラ
イフラインなどへの影響を逆L字放送も活用して
丁寧に伝えた。
　 6月上旬，関東地方に出された高温注意情報や
大雨警報等については，当日の気象状況に応じて，
熱中症や大雨，土砂災害への注意喚起をIP中継を
駆使して行った。また，19日夕方に起こった小田
急線の脱線事故，24日に大量のひょうが東京・三
鷹市で雪のように降り積もった際には，即，IPや
スマホ中継などで現地から状況を伝えた。
　超高齢社会のひずみが露呈し始める中，『特報
首都圏』「急増 高齢者の医療費　生活習慣病の対
策は」（5.23）では，医療費問題を取り上げ，『NHK
スペシャル』“認知症800万人”時代「行方不明者
1万人～知られざる徘徊の実態～」（5.11）では，
認知症で行方不明になるお年寄りの実態を伝えた。
この『NHKスペシャル』が，放送後，番組で紹
介した不明者の身元判明につながった。
　社会問題を継続取材することにも力を入れた。
『NHKスペシャル』「ストーカー殺意の深層～悲
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劇を防ぐために～」（7.6）の放送で寄せられた多
くの反響やメールを基に追加取材を進め，『特報
首都圏』「ストーカー“埋もれた被害”」（8.1）に
結び付けた。規制法の網にかからない被害の実態
を初めて報じ，対策の在り方に一石を投じた。
　 7月以降，台風や局地的な大雨が相次いだ。 7
月 9日，台風 8号襲来前に発生した長野県南木曽
町の土石流災害では，災害報道に尽力した。
　そして 9月27日，戦後最悪の火山災害となる御
嶽山の噴火が発生。『特報首都圏』では，発災直
後に取材チームを立ち上げ，50人を超える登山者
から独自に証言・映像記録を集め，「御嶽山噴火
の衝撃」（10.3）を放送。その実態をいち早く伝
えた。翌日，『NHKスペシャル』に展開。何が悲
劇を引き起こしたのか。今後，どうしたら悲劇を
防ぐことができるのかをさらに詳しく伝えた。
　10月，2週連続で関東地方を横断した台風18号，
19号の際には，被害状況を詳しく伝えるとともに，
都内各地の風雨の状況を中継などで伝えた。また，
いずれの台風でも，交通機関やライフラインへの
影響などを，逆L字放送で長時間にわたりきめ細
かく伝えた。
　11月22日午後10時過ぎに長野県北部で最大震度
6弱を観測する地震が発生，直後から被害状況な
どについてのニュースを発信。また，『小さな旅』
ロケで白馬村に滞在していたクルーがいち早く中
継リポートを行った。
　死者39人･行方不明者 4人の被害を出した伊豆
大島の土砂災害から 1年となる10月16日，『おは
よう日本・首都圏』から『首都圏ネットワーク』
『特報首都圏』などで，新たな防災体制や復興の
現状と課題を分厚く伝えた。伊豆大島で取材した
内容に，都市部の豪雨の危機なども加え，『NHK
スペシャル』巨大災害　MEGA DISASTER　地
球大変動の衝撃「日本に迫る脅威　激化する豪
雨」（11.15）を制作，豪雨のメカニズムと避難の
在り方を伝えた。
　『首都圏ネットワーク』では，首都圏の課題に
ついて新たな発信を次々と行った。
　 4月から「ストップ詐欺被害・私はだまされな
い」を毎日放送。大きな社会問題となっている特
殊詐欺の手口や注意点を毎回紹介し，14年度 1年
間で231回放送。また，10月からは，週 1回の新
コーナー「首都圏事件ファイル」をスタート。注
目を集めた事件のその後や背景を伝えている。
　また，男女雇用機会均等法制定から30年になる
のを機に「女と男　働き方のあすへ」シリーズを
スタート。女性の働き方や社会の制度の変化，企

業の新たな取り組みなどを 1月に 4回， 3月に 3
回放送。 2月には「摩擦社会を生きる」を放送。
ヘイトスピーチなど，社会の中で立場や主張の異
なる人々の間の摩擦や軋

あつ

轢
れき

の実相を 5回シリーズ
でリポートした。
　11月，小笠原諸島近海に出没した中国漁船のサ
ンゴ密漁問題について，いち早く取材を開始。『ク
ローズアップ現代』「追跡“中国サンゴ密漁団”」
（11.12），『特報首都圏』「中国漁船団に揺れる島」
（11.14）で相次いで放送した。
　超高齢社会問題については引き続き番組化。『ク
ローズアップ現代』で「多重介護」（11.10）の問
題を放送した。
　2020年東京五輪・パラリンピックに向けてさま
ざまな放送を行った。「東京五輪から50年」となる
10月，50年前と 6年後の2020年をつなぐ特集番組
を分厚く展開。10月10日には，総合とBSPとの連
動キャンペーン『今日は 1日　TOKYO　DAY』
を放送。朝から夜まで 1日を通じて首都圏放送セ
ンターの全番組で関連企画を放送した。
　ネット，データ放送のさらなる利便性の向上に
も努めた。首都圏放送センターで集めた「御嶽山
噴火」に関する証言や映像は，「大災害の教訓・
歴史の記録」としてネット上に特設ページを開設，
テレビ視聴者以外からも多くの高い評価を得た。
　14年度から新番組『金曜eye』をスタート（73
分・年間 8本）。関東甲信越全域の視聴者に多様
なテーマで有益な情報を提供する目的で，14年度
は前番組を全面リニューアルしスタートした。初
回は「わがまちの大逆転」をテーマに町を元気に
する取り組みを紹介。続いて，女性の働き方（ 5
月），夏休みの行楽（ 7月），災害への備え（ 9月），
介護（11月），そして 1月には，「“ひとり死”へ
の備え あなたは」を放送。独居世帯が増え続け
る中で自立した死の準備の在り方について多様な
実践例などを紹介し，大きな反響を呼んだ。 2月
は沿線の視聴者の期待が高まる北陸新幹線につい
て，放送エリアを拡大し（関東甲信越＋東海・北
陸），観光や地域の活性化の可能性を具体的に紹
介する番組を制作した。いずれも視聴者の関心に
直接応えることができ，高い評価を得た。
②各放送局別
〔長野局〕
　長野局では，相次ぐ災害への対応に尽力した 1
年となった。 7月に南木曽町で土石流が発生し 1
人死亡， 9月に御嶽山が噴火し死者・行方不明者
が合わせて63人と火山災害として戦後最悪の被害
となったのに続き，11月には長野県北部で最大震
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度 6弱の地震が発生し，200棟を超す住宅が全半
壊の被害を受けた。一連の災害に際して速報，現
地からの中継，掘り下げた取材で『NHKスペシ
ャル』や『特報首都圏』など番組展開を図った。
また，災害で被害を受けた地域を支援しようと，
その地域の魅力を紹介する企画や番組を放送する
など被災地を応援する取り組みを継続した。さら
に，日頃から気象予報士キャスターが気象上の注
意喚起を続けるなど，防災・減災に向けた取り組
みも継続した。
　一方，長野局では年間テーマとして「山プロジ
ェクト」を設定。日本アルプスや八ヶ岳など信州
の自然豊かな“山”の魅力を中継や番組で全国に
発信した。各地の山小屋と電話でつないで季節感
のある山の表情を伝えてもらったり，視聴者から
寄せられた信州の山にまつわる思い出を番組やホ
ームページで紹介したりするなど，山にまつわる
情報も分厚く出し続けた。
　スポーツでは，長野県勢で初のJ1昇格を果たし
た「松本山雅」を中心に，信州で盛んなスケート・
スキーなどウインタースポーツも含め，ニュース
や中継で分厚く放送した。また，データ放送を使
って視聴者に参加してもらう双方向のスペシャル
番組や，ブロックを越えたローカル放送局同士の
インターローカル番組の展開も積極的に進めた。
　昼前の情報番組『ひるとく』は，県内を拠点に
活動する人たちのミニコンサートや地域の魅力を
紹介するコーナーなどを生放送。夕方のニュース
番組『イブニング信州』は， 1日のニュースを掘
り下げたリポートや記者解説，カメラマン企画を
伝え，関心の高い問題についてはシリーズで放送
し，年間の平均視聴率は12.4％だった。『知るし
ん。』は，信州の今にこだわり，御嶽山噴火など
相次ぐ災害や北陸新幹線の金沢延伸といったテー
マを掘り下げる特集を発信。年間の平均視聴率は
13.2％に達した。
〔新潟局〕
　14年は「新潟地震50年」（ 6月），「新潟県中越
地震10年」（10月）の年であり，『新潟ニュース
610』では「シリーズ防災　いのちを守る」と題
して，多角的なテーマで防災・減災につながるニ
ュース企画を多数放送したほか，10月以降『クロ
ーズアップ現代』『地方発　ドキュメンタリー』
『ETV特集』『目撃！日本列島』などで復興への
取り組みや課題・人々の暮らしを丁寧に見つめ直
し，全国に向け発信した。また， 9月 1日の防災
の日には，地元民放ラジオ局と 4局共同で防災を
テーマにしたラジオ特別番組を公開生放送した。

東日本大震災から 4年となる15年 3 月には，定期
的に続けている福島から新潟への避難者アンケー
トの結果を基に，避難者の現状や思いを『新潟ニ
ュース610』のシリーズ企画で伝えた。
　 7月の大雨で避難勧告・指示が出た際には，特
設ニュースやL字画面の字幕ニュースのほか，デ
ータ放送やホームページでも迅速な情報提供に取
り組んだ。
　サッカーJ1「アルビレックス新潟」の注目試合
を生中継し，『新潟ニュース610』のスポーツコー
ナーでチームの情報を詳しく取り上げたほか，プ
ロ・アマを問わず新潟県関係のスポーツ選手の情
報を丁寧に伝えた。
　 3月の北陸新幹線開業に向けて，『新潟ニュー
ス610』のシリーズ企画やインターローカル番組，
『あさイチ』などで，地元の期待や課題を中継や
リポートで多角的に伝えた。
〔甲府局〕
　ニュース情報番組『まるごと山梨』では，記録
的大雪を経た県内自治体の新たな対策や農家の復
活への取り組み，さらに御嶽山噴火を受けて富士
山噴火に向けた取り組みを伝え続けた。また，山
梨県が舞台の『連続テレビ小説』「花子とアン」
をPRするコーナーで県内のロケの様子などを伝
えたほか，スポーツでは「ヴァンフォーレ甲府」
の全試合を伝えた。さらに年度後半には，解散総
選挙・任期満了を迎えた山梨県知事選と甲府市長
選などで，県民の選択を確実・迅速に伝えた。
　県域特集番組『ヤマナシQUEST』では，南ア
ルプスやオオムラサキなど地域が誇る大自然，空
き家率や地域活性化など地域の課題に正面から向
き合うドキュメンタリーを制作した。
　生活情報番組『かいなび』では，山梨の自然の
魅力を紹介する「自然だいすき」，話題の本や図
書館を紹介する「おはなしなび」，主婦層の関心
が高い衣食住の話題を提供する「かいなびスタイ
ル」「市場だより」などのコーナーを『まるごと
山梨』と連動して放送した。
　全国放送番組では，『新日本風土記』「南アルプ
ス」，『プロフェッショナル　仕事の流儀』「大事
なものは、足元にある～ポール・スミザー～」，『さ
わやか自然百景』「八ヶ岳山麓　国蝶（ちょう）
舞う里山」，『人生デザイン　U-29』「銀行員・地
域イベントスタッフ」など地域に密着した番組を
制作した。また，「花子とアン」に関連し，『土曜
スタジオパークin 山梨』や，『甲府発ラジオ深夜
便』「村岡花子・ことばの虹をかける」などを制
作し，地元山梨を盛り上げた。
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〔横浜局〕
　川崎市で起きた中 1男子生徒殺害事件や親から
虐待を受けた 5歳児が厚木市の自宅で白骨化した
状態で見つかった事件の報道にあたり，『特報首
都圏』などへの番組展開を図った。また，小田急
線の脱線事故や死者 2人を出した土砂崩れなどの
緊急報道にもきめ細かく対応した。選挙報道では，
衆院選において18ある小選挙区の全てで他社に先
駆けて当確を打ち出した。
〔前橋局〕
　 6月に世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹
産業遺産群」の歴史的価値や地元の人々の思いを，
ニュースや特集番組『なるほどスゴイ！富岡製糸
場』（5.16）などで広く伝えた。 7月から10月に
かけて相次いだ台風や地震などの災害に際し，テ
レビの文字スーパーやデータ放送・ホームページ
も含めた多様な手段で地域情報をきめ細かく伝え
たほか，12月の衆議院選挙では，正確・迅速な当
確情報に加え，選挙の焦点なども分かりやすく伝
えて，公共放送の使命を果たした。
〔水戸局〕
　県域放送開局10周年を迎え，特集番組『満てん！
いばらき』でこれまでの水戸局10年の歩みを紹介
した。また，10周年企画として『ニュースワイド
茨城』で県内44市町村を中継で紹介する「今夜は
いばらナイト！」を実施，東日本大震災の被災地
として「震災から 4年・茨城の今」（3.11）を伝
えた。12月の衆議院議員選挙・同日に行われた茨
城県議会議員選挙の報道に取り組み，県内唯一の
テレビ局として報道の使命を果たした。
〔千葉局〕
　情報番組『ひるどき情報ちば』を刷新し初の公
開生放送を実施したほか，千葉ロッテ・ジェフ千
葉の「スポーツ応援中継」と連動する形で全局体
制による周知活動を行うなど，「安心ラジオ」と
しての県域FMの認知度アップに努めた。また10
月の県知事台湾訪問同行取材や『目撃！日本列
島』などを通して千葉の課題を全国に伝えた。
〔宇都宮局〕
　開局70周年を記念して，栃木発地域ドラマ『ラ
イド ライド ライド』を制作し 9月に放送した。
撮影には最大で約450人ものエキストラが参加し，
地域との絆を深めた。また，東日本大震災の影響
と復興への取り組みを伝えるシリーズ企画を放送
したほか，竜巻や大雨の被害情報をいち早く入手
し被災地から中継を実施するなど災害報道にも力
を入れた。

〔さいたま局〕
　新たな働き方を見つけ，その課題を探る『首都
圏ネットワーク』の年間シリーズ「女と男　働き
方のあすへ」を企画提案し， 1月から放送を始め
た。FMで平日に毎日，オレオレ詐欺などへの注
意を呼びかける「詐欺警戒情報」の放送を始め，
データ放送やインターネットにも展開した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
〔ブロック〕
『ひるまえほっと』　G 月～金　11:05～11:54
　第 1 回13.4.3／関東ブロック／関東地方のフレ
ッシュな話題や暮らしに役立つ情報を伝える地域
情報番組。月曜は 1都 6県すべての放送局から地
域の話題と 1週間の主な予定を紹介。火曜～木曜
は，毎日 2局ずつ関東各局と結んで，地域の旬の
話題を伝えた。東京からは月曜から水曜を中心に
番組後半，生活情報を中心とした，身近で関心の
高い情報を掘り下げる特集コーナー「＠ほっと」
を放送，好評を得た。また，木曜は地域を笑顔に
しようと取り組む人たちにスポットを当てた企画
「笑顔みつけ隊」を放送した。さらに金曜はすべ
て東京から放送。関東各地の魅力ある場所を訪ね
る「てくてく散歩」，旬の魚・野菜・花の情報を
伝える「いま旬☆市場」，視聴者の投稿する川柳
を紹介する「ひるつぶカフェ」などのコーナーを
放送した。また，おいしい料理を手軽に作る方法
を紹介する「かんたんごはん」を月～木曜に放
送。東京五輪から50年となった10月には，「東京
五輪が変えたくらし」と題して 5日間のシリーズ
企画を放送，「冷凍技術」や「洋食」など東京オ
リンピックをきっかけに，日本人の生活に浸透し
た文化を伝え，好評を得た。／キャスター：三好
正人アナ／首都圏放送センター
『ゆうどき』　G 月～金　16:55～18:00
　第 1 回97.4.1／14年度は，開始時刻を16時55分
として放送時間を拡大し，番組タイトルを変更。
生活情報を中心に，身近で関心の高い話題を掘り
下げて放送した。旬の魚の生態とその調理法など
を紹介する「さかなクンのギョギョ魚発見！」や
「松崎しげるのトリタビ」，また「具志堅用高の
喫茶店紀行」や「小泉武夫の発酵漫遊記」は，番
組独自の旅企画として定着し，好評を得た。「人
生ドラマチック」では，各界から多彩なゲストを
スタジオに招き，インタビューでその生き様

ざま

に迫
る手法で，“生ドキュメンタリー”とも言える新
たな演出手法を開拓した。14年度は，定年後の第
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二の人生を模索するシニアの生き方を紹介する
「明日を探そう」を開発，「卒婚」や「おひとり
さま」など，ライフスタイルのヒントを模索する
企画を多数制作し，反響が広がった。また，「キ
ラ女☆スタイル」など，女性層をターゲットにし
た企画も積極的に展開し，女性の悩みや生き方に
焦点を当てた。さらに，定時コーナーの全中特集
番組化にも力を入れ，「さかなクンのギョギョ魚
発見！」を夏期特集として，また「忘れじの旅」
を『明日へ－支えあおう－』の中で放送した。集
中豪雨など，大規模災害に際しては機動力のある
中継機材を活用して防災情報を発信。また，地域
放送局と連携して東日本大震災の被災地の現状を
伝え続けた。／キャスター：山本哲也・合原明子
アナ（本部），比留木剛史アナ，田丸麻紀（大阪
局）／首都圏放送センター，大阪局
『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（水戸局を除く）／
関東地方の視聴者に向けて，その日 1日の重要ニ
ュース，生活情報，気象情報などを幅広く伝える
ニュース情報番組。
　 6月に東京・三鷹市で大量のひょうが降り， 7
月には台風による大雨で長野・南木曽町で大規模
な土石流が発生するなど気象災害が相次いだ。現
場中継や詳細な気象解説を連日放送し，防災・減
災報道に努めた。 9月の御嶽山の噴火では現地の
中継や被害にあった人たちの証言を集め，火山災
害のすさまじさを伝えた。12月の衆議院選挙では，
何が争点となっているかを注目の選挙戦を通して
リポートし，15年 3 月の東日本大震災から 4年で
は，津波で大きな被害のあった千葉・旭市から中
継で復興や関東の防災の現状を詳しく伝えた。
　また，長期シリーズとして戦後70年たった現代
を多角的に伝える「平成摩擦社会を生きる」が10
月に，「男女雇用機会均等法」が制定されて30年
となるのを機に法律の理念が今に生かされている
かを検証する「女と男　働き方のあすへ」が 1月
に，それぞれスタートした。
　このほか，振り込め詐欺被害の実態を通して被
害の未然防止を目指す「ストップ詐欺被害・私は
だまされない」を 4月からほぼ毎日放送し，首都
圏各地の事件事故の原因や背景を記者が解説する
「首都圏事件ファイル」を10月から毎週放送して
いる。／キャスター：橋本奈穂子・田中洋行アナ／
首都圏放送センター
『特報首都圏』　G 金　19:30～19:55

再土　10:50～11:15
　第 1 回84.4.6／関東甲信越ブロック／視聴者の

関心の高いテーマを幅広く取り上げ，合わせて33
本の番組を放送した。14年度は，災害や事件など
緊急性の高い事案が多く， 6月に都議会を揺るが
したセクハラやじ問題，10月には戦後最大の火山
災害となった御嶽山噴火，11月に小笠原諸島沖に
中国漁船が大挙して押し寄せたサンゴ密漁問題，
3月には，全国を震

しん

撼
かん

させた川崎市中学 1年生殺
害事件を取り上げ，被害の全容や防災の課題，問
題の本質を検証した。また，児童文学作家の上橋
菜穂子さん，被災地の子供たちと富士山登山を試
みた田部井淳子さん，原発事故をテーマにした舞
台の東京公演で注目された倉本聰さんなど，話題
の人物へのロングインタビューも行い好評を得た。
新たな試みとして，御嶽山噴火などの番組では紹
介しきれなかった貴重な証言や情報の特設サイト
をウェブ上に設け，データジャーナリズム展開を
図った。番組中の視聴者のご意見紹介をデータ放
送で行うシステムを継続し，ツイッターや番組ホ
ームページを積極的に活用，視聴者の声を数多く
紹介した。／キャスター：斉藤孝信アナ／首都圏
放送センター
『金曜eye』　新　G （最終）金　19:30～20:43

再（最終）土　10:05～11:18
　第 1 回14.4.4／関東甲信越ブロック／社会や地
域の課題をさまざまな眼

め

（eye）で見つめ直し，
未来への可能性を探る新番組。年間 8本放送。「わ
がまちの大逆転」では地域の課題を独自の知恵や
アイデアで解決した取り組みを紹介。「“異常気象”
身近に迫る危機」では視聴者から寄せられた映像
を基に身近な防災について生放送で伝えた。また，
東京オリンピック50年キャンペーンとして「東京
2020　あなたのチャンスをつかめ！」では2020年
の暮らしがどう変わるのかを特集。「単身高齢社
会“ひとり死”への備え　あなたは」では近年急
増する単身高齢者の老いと死の在り方を取り上げ，
高い支持を得た。東海・北陸地区にエリア拡大し
て放送した「いよいよ開業！北陸新幹線スペシャ
ル」では開業直前の沿線情報を生中継も交え多元
的に伝えた。「“働き方革命”がニッポンを救う」
「大介護時代を乗り切れ」では新たな時代を迎え
た労働や介護の最前線を，夏休み前の「GO！親
子で大自然」では身近な自然を楽しむノウハウも
交えて紹介した。／首都圏放送センター
『キッチンが走る！』　G

金　20:00～20:43（関東甲信越）
再土　10:05～10:48（関東甲信越）

再火　15:15～15:58（全国）
　第 1回10.10.1／キッチンを備えた車に料理人と
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俳優の杉浦太陽が乗り込み，地元の人たちと触れ
合いながら，旬の食材を集め，究極のオリジナル
料理に挑戦する。／出演：杉浦太陽ほか／語り：
高橋克実／コンテンツ開発センター，NEP，NE
XTEP
『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（水戸局を除く）／
帰宅したサラリーマン層も意識して，首都圏のそ
の日の主なニュースや話題を放送。各地の動きを
コンパクトに伝えるとともに，あすの気象情報の
ポイントが分かるニュース番組として視聴者から
支持を得ている。／キャスター：松村正代・上條
倫子アナ／首都圏放送センター
〔長野局〕
『ひるとく』　G 月～金　11:40～12:00
　地域の生活・文化・スポーツ情報を発信。14年
度は信州ゆかりのアーティスト34組がスタジオラ
イブを披露したほか，信州の山や里の魅力を伝え
る「ヤッホーやまびこ情報局」を新設。季節ごと
の写真を見ながら四季折々の表情を伝えた。さら
に暮らしのヒントや県内の美術館・博物館情報も
放送した。また，市場情報は『イブニング信州』
やラジオ第 1の『交通情報・天気・お知らせ』の
枠でもあわせて放送し，野菜や果物，魚の旬の素
材の魅力を伝えた。
『イブニング信州』　G 月～金　18:10～19:00
　県内の幅広い分野のニュースや話題を伝えた。
特に14年 7 月に南木曽町で起きた土石流，死者・
行方不明者63人を出し戦後最悪の火山災害となっ
た 9月の御嶽山の噴火，11月に長野県北部で震度
6弱を観測した地震など，県内で相次いだ災害に
ついての報道に全力を注いだ。被害の状況だけで
なく，被災地の声や地元への影響なども，幅広く
伝えた。また，14年11月に信州初のサッカーJ1昇
格を決めた「松本山雅」などのスポーツニュー
ス，14年12月の衆議院選挙をはじめとする選挙報
道，15年 3 月の北陸新幹線金沢開業のニュースな
ど，地域の関心の高いテーマを丁寧に伝えた。
『知るしん。信州を知るテレビ』　G

金　19:30～19:55
　14年度前半は，信州が誇る「山」の魅力を特集。
冬の西穂高岳やライチョウが息づく南アルプスを
紹介した。年度後半は，相次いだ自然災害につい
て検証する番組を制作。御嶽山噴火から 1か月の
現地報告や火山噴火予知の最前線，さらに長野県
北部を襲った震度 6弱の地震が発生したメカニズ
ムなどを詳しく伝えた。

『信州845』　G 月～金　20:45～21:00
　信州の 1日が分かる地域最終ニュース番組。
『ニュース』　R1 月～金　19:45～20:00
　長野県の 1日をコンパクトに伝えるローカル最
終ニュース。
〔新潟局〕
『お昼はじょんのび　くらし情報便』　G

月～金　11:40～12:00
　暮らしの安全・健康・趣味などの情報をスタジ
オ生インタビューで紹介したほか，展覧会や祭り
などイベントのお知らせ，青果・鮮魚・花の市場
情報，川柳コーナーなど，暮らしに密着した情報
を伝えた。
『新潟ニュース610』G 月～金　18:10～19:00
　県内のニュースや動きを記者リポートや記者解
説，中継などを交えて多角的に伝えた。インタビ
ュー，スポーツ，旅，ケーブルテレビ便りなどの
企画コーナーのほか，原発事故からの避難者に福
島のニュースを伝える「福島ふるさとニュース」
を継続。防災企画は年間を通して，シリーズを組
んで放送した。
『金よう夜　きらっと新潟』G 金　19:30～19:55

再火　11:05～11:30
　農家との密な連携で成果を上げるJAの取り組
みや過去の地震災害の教訓を伝える報道番組，視
聴者の素朴な疑問・質問に答えるバラエティー番
組，新潟の豊かな自然・文化を伝える紀行番組な
ど，地域密着で幅広いテーマの番組を制作した。
『新潟ニュース845』　G 月～金　20:45～21:00
　県内の 1日のニュース・気象情報をコンパクト
に伝えた。
『新潟ラジオセンター』R1 月～金　 7:40～ 8:00
　新潟の各分野で活躍する人が語る「朝の随想」
のほか，音楽，「防災メモ」，気象情報，交通情報
を伝えた。
『新潟・きょうの1日』R1 月～金　19:45～20:00
　県内の 1日をまとめたニュースや気象情報のほ
か，地震や水害への備えを呼びかける「防災メ
モ」を伝えた。
〔甲府局〕
『かいなび』　G 月～金　11:35～12:00
　第 1 回12.4.2／食，子育て，美容・健康，カル
チャー，ガーデニングや自然の楽しみなど，山梨
らしい話題をそろえたコーナーで構成する生活密
着型の情報番組。夕方のニュース情報番組とも連
動し，地域情報を手厚く発掘・発信した。
『まるごと山梨』　G 月～金　18:10～19:00
　“きょうの山梨県の動きがわかる”をコンセプ
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トに県内のニュースや話題を分かりやすく伝える
“ニュース情報番組”。記録的大雪や富士山噴火へ
の対応などの災害関連報道では，記者解説やリポ
ートを充実させて伝えた。
『ニュース山梨845』G 月～金　20:45～21:00
　山梨県内の 1日のニュースや気象情報をコンパ
クトに伝えた。
『ヤマナシＱＵＥＳＴ』　G 金　19:30～19:55
　山梨で“今，起きている潮流”“魅力的な人々
の営み”を探索し，未来の山梨を探求する特集番
組。空き家率日本一，「花子とアン」の県内ブーム，
国蝶

ちょう

オオムラサキなど幅広いジャンルを取り上げ
た。また，ユネスコエコパークに登録された南ア
ルプスに関しては，長野局とのインターローカル
を始め 3本の番組を制作した。合計10本制作。
『ニュース・天気予報・おしらせ』　R1

月～金　19:45～20:00
　県内の 1日のニュースのまとめと気象情報，防
災メモなどを伝えた。
〔横浜局〕
『横浜サウンド☆クルーズ』　FM

月～金　18:00～19:00
　神奈川ゆかりのゲストのトーク，ジャズ・クラ
シック・ポップスの音楽紹介，そして県内の鉄道
沿線からの中継なども交え，地域の文化，魅力を
伝えるとともに，さまざまな暮らしに役立つ情報
も発信。毎月第 4水曜には横浜放送会館や外部特
設会場からジャズライブの生中継を行った。
〔前橋局〕
『ほっとぐんま640』G 月～金　18:40～19:00
　第 1 回12.4.2／県内のニュースを中心に，身近
な情報をきめ細かく伝える，生活に役立つニュー
ス情報番組。“好きです。群馬”をキャッチフレ
ーズに群馬の魅力を発掘・再発見し，「群馬ブラ
ンド」の魅力を伝えた。10月には中継「秋のキャ
ラバン」（上野村，長野原町）を実施した。
『ぐんまリクエストカフェ』　FM

4.26， 6.28，12.20， 2.28／16:00～18:00
　ジャズの調べと，四季を感じる俳句とともに，
寄せられたリクエストやお便りを紹介した。
『群響アワー』　FM

7. 3，10.16， 3.12／14:00～16:00
　群馬が誇る良質なクラシック，群馬交響楽団の
定期演奏会のもようを伝えた。
『ふれあい歌謡ステージ』　FM

7.17， 8.19， 9.25／17:20～18:50
　日本を代表する温泉地の渋川市伊香保と草津
町，尾瀬の玄関口の片品村で開催された歌謡曲コ

ンサートを収録・放送した。
〔水戸局〕
『とれたて　ワイド　いばらき』　G

月～金　11:30～12:00
　第 1 回09.4.2／料理や健康など暮らしに役立つ
生活情報に，リポートや中継をふんだんに交えて
伝える公開生放送番組。新コーナー「おしえて！
防災士」では，すぐに使える防災の心得を紹介し
た。また，学校単位で見学に訪れる小学生たちの
学校自慢などを生き生きと伝えた。
『ニュースワイド茨城』G 月～金　18:10～19:00
　第 1回09.3.30／その日の茨城県のニュースを中
心に，徹底した取材と多角的な視点でその背景や
原因を追求するとともに，問題点や解決策を探っ
ていくニュース情報番組。県内44市町村を中継で
紹介する「みんなで！いばらナイト」など，地域
情報をきめ細かく発信した。
『茨城ニュース845』G 月～金　20:45～21:00
　第 1 回04.10.01／茨城県のその日の出来事を，
気象情報とあわせてコンパクトに伝えた。
〔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や地域の魅
力，地域で活躍する人の姿を伝える番組。月曜は
食や健康，火曜はニュース解説，水曜は音楽，木
曜はカルチャー，金曜はスポーツや観光と，曜日
別のコーナーに加え，県内54市町村と電話をつな
いで旬の話題を伝える「発信！わがまち」を毎日
放送。11月には，「千葉ロッテマリーンズ」の里
崎智也選手をゲストに迎え，木更津のショッピン
グモールから初の公開生放送を行い，多くの観覧
者を集めた。
『チバ☆スタ』　FM

4.11， 6.13， 9. 5，10.10，12.19， 2.13
／金　18:00～18:50

　千葉放送会館 1階ロビーで実施する公開放送番
組。進行役は厚井大樹アナウンサーと千葉局のキ
ャスター。加藤登紀子さん，ささきいさおさん，
AKB48の岩佐美咲さんなど，千葉にゆかりのあ
る旬の著名人を招いて，これまでの半生や千葉の
魅力，気になる話題について徹底的に語ってもら
った。毎回100人前後の観覧者があり，視聴者と
のふれあいの場にもなっている。
〔宇都宮局〕
『とちぎ640』　G 月～金　18:40～19:00
　第 1 回12.4.2／その日の出来事をとことん掘り
下げ分かりやすく伝える県域ニュース番組。毎週
月・金曜の「スポーツ情報」では，サッカー「栃
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木SC」の動きをはじめ県内のプロスポーツチー
ムの話題を中心に取り上げた。また，火曜の「と
ちぎ情報」ではきめ細かな地域の話題や暮らしに
直結する情報，水曜の「マイビデオ」では視聴者
から寄せられた映像を紹介したほか，自転車で県
内各地を巡る「キラリ☆とち旅」や四季折々の豊
かな自然を紹介する「とちぎの自然」もシリーズ
でお伝えした。
『ときめきとちぎ』　G 金　11:30～12:00
　第 1 回12.4.6／アウトドアや健康など暮らしに
役立つさまざまな情報や，生活の中で発生する問
題への対処法など多彩な情報を伝える地域情報番
組。自宅でできる「健康体操」や健康を保つため
の注意点，トラブルに巻き込まれないための生活
上の対処法など，毎週各分野の専門家をスタジオ
に招いて解説した。また，「NHK放送体験クラブ」
や栃木発地域ドラマ『ライド ライド ライド』先
行試写会の様子など，宇都宮放送局主催イベント
のもようも紹介した。
〔さいたま局〕
『日刊！さいたま～ず』FM 月～木　18:00～18:50
　新たな取り組みとして，11月，アナウンサーが
市町村を訪れ，地域の魅力を伝える「探訪！わが
町自慢」と「この人に聞く」を放送した。また，
原発事故で福島から埼玉に避難している人たちに
向けた情報を伝える「福玉便り」を新たに始めた。
『週刊☆サッカー王国』　FM 金　18:00～18:50
　「浦和レッズ」や「大宮アルディージャ」の試
合の分析と展望を軸に，女子なでしこリーグやユ
ースサッカーの情報なども加え，聴取者からの投
稿メールとコメンテーターの解説を交えて伝えた。
（2）特集・特別番組
〔長野局〕
『知るしん。信州を知るテレビ～信州　山ととも
に～』　G 9.12／19:30～19:55
　NHK長野局が取り組んだ「山プロジェクト」。
番組やホームページには，信州の山にまつわるさ
まざまな思い出が寄せられた。学校登山で登った
山，自分らしさを取り戻させてくれる山。そして，
親子の絆を深めるきっかけになった山。番組では，
エピソードを寄せていただいた投稿者を取材。山
にまつわる思い出を映像とともに伝えた。
『火山とどう向き合うか～御嶽山噴火1か月～』
　G 10.31／19:30～19:55
　戦後最悪の被害を出した御嶽山。噴火から 1か
月のタイミングで，改めて火山災害からどう地域
を守っていくのかを考えるとともに，今後の被害
に備えて動き始めた各地の取り組みを取材した。

『撮るしん。スペシャル』　G
12. 5／19:30～20:43

　信州の美しい風景の投稿写真を長野局のホーム
ページで紹介している「撮るしん。」。この 1年に
寄せられた6,000枚の中から生放送中に視聴者の
投票で12枚を選び，新年のカレンダーを制作した。
〔新潟局〕
『金よう夜きらっと新潟』　G
　「あの日の記憶とこれから　～新潟地震50年～」
  6.27／20:00～20:43
　50年の節目を迎えた新潟地震について，地震発
生 5日後に放送された当時の番組映像に加え，新
たに視聴者に呼びかけ発掘した貴重な映像や写真
を丁寧に紹介・分析し，大災害の教訓を伝える番
組を制作した。
　「中越地震10年　復興×未来」

10.24／19:30～20:00
　新潟県中越地震10年の追悼式典などを伝えた翌
日，被災地のひとつ小千谷市若栃集落の住民たち
が立ち上げた農家民宿から生中継で，地元の人々
と復興の道のりを振り返りながら，未来を語り合
う番組を放送した。
　「にいがた大調査団（仮）＃5」

2.20／19:30～19:55
　視聴者から寄せられた素朴な疑問・質問を調査
員（リポーター）が調査・報告する番組。 4月の
放送で調査員のオーディションから立ち上げた番
組は 2月で 5回目を数え，地域放送での新たな形
を定着させた。
　「語り出す　あの時の記録」

3. 6／19:30～19:55
　東日本大震災から 4年。福島県で被災した人々
が過ごした長岡市の避難所で使われた掲示物など
の記録を整備する動きを取材した。長岡で避難生
活を送り，今は地元南相馬市で暮らす人への聞き
取り調査を通じて，当時の記憶を呼び起こし，そ
の体験を見つめ直す被災者の姿を描いた。
〔甲府局〕
『よってけし！ハートプラザ』「ごきげんよう！
花子とアンワールド」　R1

6.21／13:05～16:00
『ラジオ特集』「ごきげんよう　花子とアン」
　R1 9.27／13:05～16:00
『NHK歳末・海外たすけあい』「ハートほっとラ
イブ」　R1 12.20／13:00～15:55

『かいなび年末スペシャル』　G
12.26／11:05～12:00
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『まるごと山梨』「年末スペシャル」　G
12.26／18:00～19:00

〔横浜局〕
『ヨコハマから届けよう、ジャズの元気2014』
　FM  5.31／14:00～18:00
　東日本大震災の被災地にジャズを通して元気を
届けようという多数のミュージシャンが放送会館
ロビーに集合し，ジャズライブを開催。そのもよ
うを神奈川県および被災地の宮城・岩手・福島県
向けに 4時間にわたり生中継した。また，後日，
再編集し年末年始特集として全国放送に展開した。
横濱ジャズプロムナード連携『横浜サウンド☆ク
ルーズ～NHK横浜スペシャルジャズライブ～』
　FM 10.11／14:00～18:00
　ジャズの町・横浜で毎年開催される大型ジャズ
イベント「横濱ジャズプロムナード」に合わせ，
2日間にわたって会館ロビーでNHK横浜局主催
のジャズライブを開催し，このうち 1日目のもよ
うを4時間にわたり神奈川県域で生中継した。
『横浜サウンド☆クルーズ～NHK横浜スペシャ
ルジャズライブ～』外部特設会場
①in南足柄　FM 10.22／18:00～19:00
　神奈川県西部地域からの要望に応えて，スタジ
オを飛び出して，南足柄市文化会館で実施。
②in横浜美術館　FM 12.24／18:00～19:00
　横浜局主催の展覧会「ホイッスラー展」開催期
間に合わせて，スペシャルクリスマスイブコンサ
ートを，展覧会場の横浜美術館アトリウムで実施。
〔前橋局〕
『なるほどスゴイ！富岡製糸場』　G

5.16／20:00～20:43
　世界遺産・富岡製糸場と群馬の絹産業の歴史的
価値やそれを支えてきた地元の人々の思いを，ト
ークと再現ドラマで紹介した。／出演：緒川たま
き，マックン，秋元才加
〔水戸局〕
『茨城スペシャル』
　「小澤征爾指揮　水戸室内管弦楽団演奏会
～NHK水戸　県域放送10周年記念～」　G

 5.25／14:00～16:00
　世界のオザワが水戸で初めてベートーベンの交
響曲第 7番を指揮！水戸芸術館から生中継。モー
ツァルト　オーボエ協奏曲ほか／指揮：小澤征爾
『県域放送10周年特別番組』「満てん！いばらき」
　G 10. 4／13:50～16:50
　NHK水戸局が県域放送を開始して10年。これ
を記念してお送りする，生放送特別番組。茨城の
これまでの10年，これからの茨城のキーマンの

人々を紹介した。／ゲスト：綾部祐二（ピース）
『冬のおくりもの　～さむさ　ふきとばせ！～』
　FM 2.28／19:20～21:00
　 8 回目を迎えた朗読コンサート。今回は「さむ
さ～ふきとばせ！」をテーマに10作品を紹介。作
曲家・加羽沢美濃さんの即興ピアノ演奏とのコラ
ボレーションも。
〔千葉局〕
『千葉県少年少女オーケストラ　定期演奏会』
　FM 4.19／19:20～21:00
　千葉県少年少女オーケストラがプロのピアニス
トと共演する定期演奏会を収録して放送した。
『若い芽のαコンサート』　FM

7.20／14:00～16:00
　千葉県出身の若手演奏家が地元オーケストラと
共演する「若い芽のαコンサート」を収録して放
送した。
『こども朗読ステージ』　FM

11. 7／18:00～18:50
　千葉放送局会館公開時の朗読イベントのもよう
を収録して放送した。
『八代亜紀　こころひとつに』　FM

2.20／18:00～18:50
　震災から 4年の日をひと月後に控えた 2月11日
に，千葉県の被災地・旭市で行われた，復興を支
援するイベントのもようなどを収録して放送し
た。出演は歌手の八代亜紀さんほかの皆さん。
〔宇都宮局〕
『ドラマはこうして生まれた～栃木発地域ドラマ
「ライド ライド ライド」～』　G

 9.19／19:30～19:53
　東日本大震災の被害を受けた県北地域を応援す
ることを目的にしたドラマは，どのように作り上
げられたのか。那須町で行われたドラマの大規模
ロケーションの映像を中心に，ドラマの制作に取
り組んだ出演者と地元の人々の思いを伝えた。
『那須・自転車王国の仲間たち』　FM

9.21／14:00～15:55
　自転車仲間たちが集う那須の名物喫茶店からの
公開生放送番組。自転車を愛してやまないゲスト
たちが，ツーリングの思い出話から栃木発地域ド
ラマ『ライド ライド ライド』ゆかりの場所，温
泉や地元の名物まで，那須や自転車の情報を 2時
間にわたってお届けした。
『第24回ピアノコンクール入賞者演奏会』　FM

 3. 7／14:00～16:00
　栃木県総合文化センターで行われた「第24回ピ
アノコンクール入賞者演奏会」のもようを収録し
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て放送した。栃木県内 4つのピアノコンクールで
優秀な成績を収めた小学生から社会人まで17人の
若きピアニストたちの演奏を紹介した。
『震災復興応援コンサート～言葉と音楽のちから～』　
FM 3.29／14:00～16:00
　栃木県総合文化センターで行われた「震災復興
応援コンサート～言葉と音楽のちから～」を収録
して放送した。栃木県出身の詩人・柴田トヨさん
と相田みつをさんの詩と，今もなお元気と勇気を
与え続けている名曲の数々を，歌手の岡本真夜さ
んの歌と東京フィルハーモニー交響楽団による演
奏とともにお届けした。
〔さいたま局〕
『“週刊☆サッカー王国スペシャル” Jリーグさい
たまダービー　大宮VS浦和』　FM

5.10／16:00～18:00
8.30／18:00～19:00，19:20～20:10

　サッカーを応援する放送局として，J1浦和と大
宮の対戦を生中継。試合中に応援メールを紹介す
るなど，聴取者の参加感を高めるよう演出を工夫
した。
『埼玉県第4種サッカーリーグ戦　決勝』　FM

12.23／12:15～14:05
　小学生サッカーの埼玉県チャンピオンを決める
大会の決勝戦を生中継。キックオフ前には週刊サ
ッカー王国の特別編を放送し，現役Jリーガーか
ら小学生へのメッセージなどを伝えた。
〔各局共通〕
『NHK全国学校音楽コンクール』
東京都　　FM　  小学校 8.25／ 7:30～ 9:30

中学校 8.26／ 7:30～10:00
高等学校 8.27／ 7:30～10:00

長野県　　E　 9. 6／9:30～11:30，12:30～14:45
新潟県　　E 9. 6／9:30～10:02，12:00～13:15，

13:30～14:29
山梨県　　FM 8.25～28， 9. 1／17:20～18:00

9. 2／18:00～18:50
神奈川県　FM 8.25／14:00～16:12

8.26／14:00～16:22
8.27～ 8.28／14:00～17:20

群馬県　　FM　  小学校 9. 1／17:20～18:50
中学校･高等学校 

9. 2／17:20～18:50
茨城県　　FM　  小学校・高等学校 

 8.28／ 7:25～ 8:59
中学校 8.29／ 7:25～ 8:40

千葉県　　FM　  予選 
小学校 8.18～22／18:00～18:50

中学校 8.25～29／18:00～18:50
　　　　　FM　本選（小・中・高等学校）

9. 1／13:00～18:50
栃木県　　G　 8.12～14／18:40～18:52
　　　　　FM 8.25～28／18:00～18:50
埼玉県　　FM　  小学校の部 8.25／13:00～15:45

中学校の部予選 
  8.26／13:00～15:45
中学校本選・高等学校の部 

 8.27／13:00～15:40

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
全国高校野球選手権大会・地区大会
　東京都　　  西東京大会・決勝 G・R1／ 7.28

東東京大会・決勝 G・R1／ 7.29
　長野県　　  準々決勝 R1／ 7.23～24

準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 E・R1（一部FM） 7.27

　新潟県　　  準々決勝 R1／ 7.24
準決勝 G・R1／ 7.26
決勝 G・R1／ 7.27

　山梨県　　  準々決勝 R1／ 7.17～18
準決勝 G・E・R1／ 7.19
決勝 G・R1／ 7.21

　神奈川県　  準決勝 FM／ 7.29
 11:00～11:50，12:20～17:30
決勝 FM　 7.30／12:55～15:45

　群馬県　　  準決勝 FM／ 7.26
決勝 G・FM／ 7.27

　茨城県　　  準決勝 G･FM／ 7.24
決勝 G･FM／ 7.25

　千葉県　　  準決勝 FM　 7.25／10:00～12:00，
12:20～14:55

決勝 FM　 7.26／ 9:45～12:00，
12:15～13:15

　栃木県　　  準決勝 FM／ 7.26
決勝 G・FM／ 7.27

　埼玉県　　  準決勝 FM／ 7.26
決勝 G・FM／ 7.27

秋季高校野球・県大会
　長野県　　  3 位決定戦・決勝 R1／10. 8
　新潟県　　  準決勝 R1／ 9.27

3 位決定戦 R1／ 9.28
決勝 R1／ 9.28

　山梨県　　  準決勝 R1／10. 4
決勝 R1／10. 7

　茨城県　　  準決勝 FM／10. 4
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秋季高校野球・関東地区大会
　　　　　　準決勝　  前橋・水戸・千葉・さいた

ま局 FM／10.28
　　　　　　決勝　　  千葉・さいたま局
 FM／10.29
秋季高校野球・北信越地区大会
　　　　　　準決勝　長野・新潟・金沢局
 R1／10.25
　　　　　　決勝　　長野・新潟・福井局
 R1／10.26
全国高校軟式野球選手権大会　
　　　　　　決勝　　横浜局 FM／ 8.31
〔サッカー〕
サッカーJ1リーグ
　　新潟×神戸　　　新潟・神戸局 G／ 4.29
　　大宮×浦和　　　さいたま局 FM／ 5.10
　　浦和×大宮　　　さいたま局 FM／ 8.30
　　甲府×広島　　　甲府局 G／11.22
　　鹿島×鳥栖　　　水戸局 G／12. 6
　　名古屋×松本　　長野・名古屋局 G／ 3. 7
　　鳥栖×新潟　　　佐賀・新潟局 G／ 3. 7
　　甲府×広島　　　広島・甲府局 G／ 3. 7
　　甲府×名古屋　　甲府・名古屋局 G／ 3.14
　　鹿島×湘南　　　水戸局 G／ 3.14
サッカーJ2リーグ
　　京都×群馬　　　京都・前橋局 G／ 5.24
　　水戸×栃木　　　水戸・宇都宮局 G／11.15
　　松本×水戸　　　長野・水戸局 G／11.23
　　熊本×群馬　　　熊本・前橋局 G／ 3.15
天皇杯全日本サッカー選手権　地区大会
　　長野県　決勝 長野局　　G／6.29
　　新潟県　決勝 新潟局　　G／6.29
　　山梨県　決勝 甲府局　　G／6.29
　　茨城県　決勝 水戸局　　G／6.29
埼玉県第 4種サッカーリーグ選手権
　　　　　　決勝 さいたま局　　FM／12.23
〔バスケットボール〕
bjリーグ
　　信州×横浜 長野局　G／ 1.18
新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール
　　男子・女子決勝 新潟局　G／ 6. 8
〔プロ野球〕
　「横浜DeNA」対「阪神」 横浜局　FM／ 4.26
　「横浜DeNA」対「西武」 横浜局　FM／ 6.21
　「横浜DeNA」対「広島」 横浜局　FM／ 9. 7
　「横浜DeNA」対「阪神」 横浜局　FM／ 9.25

Ⅱ．技　術
〔長野局〕
　地デジ移行に伴う新たな難視対策，セーフティ
ネットとデジアナ変換終了の対応を完了し，アナ
ログテレビ中継所の撤去を取り進めた。安定した
電波確保ため，菅平中継局において放送機の 2台
化整備を行い信頼性の向上を確保し，飯田R・岡
谷諏訪Rでは自家発電装置の200時間運用のため，
燃料槽の増量を実施した。また，基幹局の被災に
おいても放送を継続するための非常用TV空中線を
放送会館の鉄塔に整備した。経年劣化した設備の
更新については，松本FM，飯田Rの自家発電装
置更新，飯田FM，木祖楢川FM，辰野FMの空中
線更新，松本FMでは放送機と空中線の更新，飯
田R，上田Rの放送機更新，木曽福島，木祖楢川
FMの局舎更新を実施した。また，環境経営とし
てデジタル教育放送の夜間停波に伴い装置を改修
したほか，MNバンドへの周波数移行に伴う
FM-STLと連絡回線の装置更新を実施した。
　緊急災害時の設備強化では，首都機能喪失（東
京放送センター機能喪失）に備え，BS放送によ
るテレビ放送，ラジオ放送の回線確保機能を整備
し，災害時の放送継続機能強化を行った。取材伝
送機能として三登山FPU基地，木曽福島FPU基
地のハイビジョン化を行い，ニュースカーなどか
ら伝送エリアを拡大し，より広いエリアからのハ
イビジョン伝送エリアを確保した。また，機動力
のあるブロードバンド回線を利用した簡易伝送装
置の整備を行い，さらに早い段階での第一報映像
の伝送手段を構築した。
　運行制作設備の維持・整備では，スタジオ照明
設備のLED化更新を行い，省エネおよび経費節
減を図った。横手山，松代，木曽福島ロボットカ
メラのハイビジョン化更新を行い，各地の天気や
災害情報映像の高画質化を行った。L字スーパー
機能強化により，データ放送，インターネット経
由のコンテンツとリンクした災害時の迅速な情報
送出を可能とした。松本支局の受配電設備を更新
し支局機能の維持を図った。
　土石流の南木曽町と御嶽山噴火の王滝村に監視
用のロボットカメラを仮設し運用継続，高遠公園
の桜，新緑のあづみの公園，岡谷鶴峯公園のツツ
ジ，北アルプス蝶

ちょう

ヶ岳，冬季の白馬，北陸新幹線
開業時の長野駅付近にロボットカメラを仮設した。
〔新潟局〕
　会館設備では老朽化による会館無停電電源装置
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（UPS） 1 系を更新した。放送設備に直結した電
源系統の切り替え時に発生する瞬停に備え，万全
の態勢と電源バックアップで放送に影響を与える
ことなく更新工事を完遂した。
　伝送設備・報道設備では弥彦山FPU受信回転
台 1号機を更新した。新規ヘリ自動追尾機能の導
入や受信位置の地面高所化による受信エリアの拡
大とともに安定化による改善を実施した。また，
新潟局CSK（AH43）が更新され，緊急報道に対
する迅速性の強化に加え，制作設備の機能充実に
よる生中継の簡易化が遂行された。CSKの更新に
先立ち，会館CS受信系統の 2系統化が実施され，
緊急報道に対する充実が図られた。
　放送ネットワークの安定化と機能強化として，
佐渡・相川中継局の自家発電機の 2台化や越後湯
沢FM中継局の発電機更新と燃料増量，柏崎ラジ
オ放送所と十日町ラジオ放送所には新たに自家発
電機を整備するなど，電源系統の強化対策と設備
の運用性改善を実施した。また，津南地区のフェ
ージング対策として小

お

千
ぢ

谷
や

真
まっと

人に局舎を建設し，
固定回線化による放送ネットワークの安定化に取
り組んだ。
　新潟県内においても14年度末で「新たな難視対
策」が無事終了した。
　安全・安心情報の充実に向け，Lアラートへ新
たに追加が予定されている「避難所開設情報」の
データ疎通テストを新潟県とNHK新潟局との間
で実施した。今後，県内自治体との情報入力訓練
を推進し，データ放送の効果的な活用により，迅
速・確実な災害情報の提供で命と暮らしを守る公
共放送の充実に取り組んでいく。
　地域貢献への取り組みとして，移動天気カメラ
を県内 6か所に仮設し，県内の四季折々の豊かな
季節情報を発信した。また，NHK出前授業を県
内 5校約300人の小学生を対象に実施した。公開
派遣番組ではフォトサービス，受信相談を通して
公共放送への理解促進に努めた。
〔甲府局〕
　ヘリコプターからの電波を自動で受信可能な基
地局は全国でおおよそ21基地ある。山梨県内は技
術者がヘリコプターの電波を手動にて受信しフォ
ローしていたが，自動追尾可能な受信基地局へと
更新となり，今まで以上に事件・事故ならびに災
害に対する緊急報道の機能が強化された。
　 6月に行った甲府局会館公開にてフォトサービ
ス「花子とアン写真館」を実施。『連続テレビ小
説』「花子とアン」オープンセットの“花子の生
家”などをクロマキー合成しプレゼントした。そ

の写真データを活用しデータ放送でも120枚の写
真を放送し，その後も多くの視聴者の人々に楽し
んでいただいた。また，長野局と共同で『知るし
ん。×ヤマナシＱＵＥＳＴ』と題し視聴者参加型
のクイズ番組を実施した。自分の答がリアルタイ
ムで反応する双方向放送の魅力を伝えることがで
きた。
　山梨県最大級のものづくりと情報通信の展示会
「山梨テクノICTメッセ2014」で 8 Kスーパーハ
イビジョンの体感ブースを展示し 3日間で約3,000
人の来場者に迫力の映像と音声を体感してもらっ
た。また，甲府局のハートプラザには 4 Kモニタ
ーを設置し，技術部独自で一眼デジタルカメラで
コマ撮りした富士山の映像を動画に編集し，来館
者に次世代のテレビを身近に感じてもらうコーナ
ーを整備した。
　新しい技術開発に向けた取り組みとして，高速
トラッキング撮影システムを研究・開発している。
このシステムは高速で動くターゲットを画面中央
で常に追従し続け，今までに見たことがない，も
しくは見ることが不可能であった映像を映し出す
ことを目指している。渋谷放送センターで行った
第44回番組技術展において来場者からは「東京五
輪に向けて，とても面白い技術になると思った」
「決定的瞬間が見られることがすごい」などと好
評な意見を多くもらった。
〔横浜局〕
　ニュース・緊急報道では， 5月「3Dプリンタ
ー拳銃製作」， 6月「相模大野小田急脱線」， 8月
「丹沢水難」，10月「台風」，11月「通り魔立てこ
もり」，10月・ 1月「相模川遺体遺棄」， 2月「川
崎中 1男子殺害」などの事件・事故に対し，迅速・
的確に対応。選挙では「衆議院議員選挙」におい
て正確な放送を行い地域放送局の存在感を高めた。
　ラジオでは『ヨコハマから届けよう，ジャズの
元気』（東北 3県でも放送），ジャズの街・横浜で
毎年開催される大型イベント「横濱ジャズプロム
ナード」のほか，「音楽コンクール」「高校野球」，
地域応援番組としてプロ野球「横浜DeNAベイス
ターズ戦」などのローカル中継，『歌の日曜散歩』
『ラジオ深夜便』など全国に向け発信した。テレ
ビでは『新日本風土記』「箱根」などを制作し，
神奈川の文化・情報の発信に取り組んだ。
　CS活動では，SHVパブリックビューイングを
展開し， 6月は 1か月間「W杯サッカー・ブラジ
ル大会」， 9月「N響」，11月「大相撲」をイオン
シネマ港北から，年末には『NHK紅白歌合戦』
を赤レンガ倉庫から行い，多数の来場者に新サー
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ビスの認知度向上に努めた。また， 1月には「出
前授業」を山間部の小学校で実施，神奈川県民に
親しまれる放送局を目指した。
　地デジ難視解消対策では，受信局変更，高性能
アンテナ対策，CATV加入やワンセグ受信対策な
どを視聴者の理解を得て実施した結果，ほぼ全て
の難視を解消した。
　FM基幹局の自家発・受配電盤の老朽更新，地
下タンクの新設により，電源の安定確保を図った。
NHK共同受信施設の光化改修（ 3施設）など電
波確保に向けた機能強化を図った。また，中継局
4局でアナログ放送設備の撤去をデジタル設備に
影響が無いように行った。
〔前橋局〕
　地上デジタルの普及促進では，「新たな難視」
地域の対応を地上デジタル推進協議会と連携し全
ての受信対策を完了した。また，NHK共同受信
施設の光化改修を県内 4施設で実施し，安定で良
質な受信環境確保に努めた。大規模災害を想定し
た設備整備では，赤城FPU基地局のヘリ自動追
尾機能整備や制御リモコン回線の冗長系確保，前
橋放送会館の自家発電機用燃料タンク増量により
連続運転100時間を可能としたほか，良質な電波
確保のため吾妻TV中継放送所の放送機 2台化を
行い放送機能の強化を図った。また， 6月草津白
根山の噴火警戒レベルが上がったことから草津方
面からの伝送ルートの 2系統化を進めた。番組関
連では 6月に「富岡製糸場と絹遺産群」が世界文
化遺産に登録されるにあたり天気カメラを設置し
全国へ発信した。
〔水戸局〕
　県域放送開始から10周年の節目を迎え，記念特
番（双方向）を実施。また，中継現場でのCS向
上活動や公開番組・地域イベント等と連動した受
信公開，周知・広報活動に取り組み，県内での受
信率を 7割程度まで引き上げた。
　番組では，12月に行われた衆院選と県議選での
開票速報や， 1年間にわたり，全44市町村から生
中継する『みんなで！いばらナイト』，小澤征爾
『MCOコンサート』等に対応した。
　設備では， 3か所（袋田の滝，日立基地局，森
林公園）の天気カメラをハイビジョン化更新。季
節天カメを，潮来あやめ園，五浦海岸，ひたちな
か海浜公園，竜神峡，偕楽園と移動させ，四季折々
の話題を全国に発信した。また，東海カメラの電
源強化整備，会館非常用発電機の燃料タンク増量
更新，会館鉄塔への非常用テレビ送信アンテナ整
備，中継局（里美，那珂湊）の放送機 2台化整備

等，機能強化を図った。アナログ中継局設備の撤
去作業は，14年度末をもって29局所全てが完了。
ひたちなか市のCATV会社経営破綻に伴う視聴
者保護対策や日立市の一部地域における，デジタ
ル混信障害に対する補完局の置局準備を進め，新
たな難視対策では，年度当初の約750世帯に対し
アンテナ対策，共聴対策を行い，対策を完了。N
HK共同受信施設の光化改修に関しては， 2施設
（上市原，下野宮）を完了した。
〔千葉局〕
　14年度始めに約3,000世帯残っていた千葉県内
の新たな難視は，総務省・デジサポ・民放各社・
関係自治体と連携して対策を進めた結果，衛星セ
ーフティネット終了の3月末までに全て解消した。
　DTV中継局の信頼性向上を図るため白浜局お
よび丸山局の送信設備を 2台化した。また，佐原
局の航空障害灯を更新しLED化した。高光度航
空障害灯のLED化は国内初である。
　NHK共同受信施設については，デジタル化に
より良視となった 1施設を廃止した。これにより
千葉県内のNHK共同受信施設は85施設となった。
また， 4施設の設備更新を実施した。
　幕張FPU受信基地局と，南房総市および木更
津市に設置している天気カメラをハイビジョン化
した。これにより千葉県内の映像ネットワークの
ハイビジョン化が完了した。
　千葉県のLアラート整備にあわせ，市町村が発
信する避難情報・開設避難所情報を放送で利用す
るための対応を行った。
　放送の安定送出と電波確保を図るため，大規模
災害発生時などにおける長時間の停電に備え，千
葉放送会館の自家発電設備用燃料タンクの増量強
化を進めたほか，FM親局の監視機能を強化した。
定期点検の確実な実施と基本事項の徹底により人
為的な放送事故ゼロを10年間継続した。
〔宇都宮局〕
　14年度は，『ときめきとちぎ』や『とちぎ640』
といった定時番組や県内の全ての市町を自転車で
回る『キラリ☆とち旅』などのほか，12月14日に
は衆議院選挙開票速報を県域で放送した。また，
9月には栃木発地域ドラマ『ライド ライド ライ
ド』をBSプレミアムで放送した。緊急報道では，
6月の今市事件解決の報道のほか， 8月の突風，
9月の日光北部震度 5弱，10月の台風などの自然
災害に迅速に対応し，現場の状況と安全・安心情
報を発信した。
　このほか，移動天気カメラでは，「八幡山の桜」
「市貝町の芝ざくら」「那須のつつじ」「日光霧降
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高原のニッコウキスゲ」「日光竜頭の滝」と，県
内各地の季節の景色を全国に発信した。
　FMでは，『ピアノコンクール』『震災復興応援
コンサート～言葉と音楽のちから～』のもようを
県域で放送した。
　設備整備では，那須FPU基地局の新規整備や
西那須野伝送拠点のハイビジョン化など，県北地
域を中心に伝送機能を強化したほか，那須や明智
平など，県内の全ての天気カメラのハイビジョン
化が完了した。また，代替QF受信設備，緊急警
報設備，車載ファイルベース録再機などの整備を
実施した。さらに，会館や羽黒山の非常用空中線，
那須寄居中継局放送機 2台化，足尾FM-TTL非
分離化などの送信設備の整備を実施した。
　NHK共同受信施設の光化については「川俣」
「新湯」の 2施設が完成した。
　14年度は地デジ受信の「新たな難視」対策の最
終年度として，ワンセグ受信対策を含めて全て戸
別のアンテナでの対策を進め，最大で約 4万世帯
あった難視世帯を年度末までにゼロとし，混乱な
く衛星セーフティネットを終了できた。
〔さいたま局〕
　機能強化の整備で，報道別館にインターネット
ニュース制作システムの整備が完了し，本部の制
作機能が停止した際，スカイホン経由で大阪局か
らのニュース原稿取得やBS放送映像公開のバッ
クアップとして運用が可能となった。
　大宮FPU基地のハイビジョン化更新が完了し
運用を開始，県内で有数の高層ビルでアンテナ高
は141mあり，堂平FPU基地との有効な併用を行
うことで安定した伝送体制を確立した。
　さいたま会館から『今夜も生でさだまさし』，
狭山市から『NHKのど自慢』，久喜市から『夏期
巡回ラジオ体操』，坂戸市から『特別巡回ラジオ
体操』，長瀞町から『ひるブラ』などの全中発信
を行い，サッカー中継，高校野球県大会，学校音
楽コンクールなどの地域放送サービスも実施し
た。また，衆議院議員選挙では政見放送や開票速
報を正確・迅速に実施した。
　「災害情報システム研修」を実施，放送部や企
画総務からの参加者が実際の検証環境で操作し，
災害情報発信の訓練を行った。
　浦和駅東口の駅前広場で290インチ大型ディス
プレーを用いた，W杯サッカー・ブラジル大会（コ
ートジボワールVS日本）のパブリックビューイ
ングを実施した。
　デジタル放送移行に伴う，新たな難視対策（埼
玉県内5,810世帯）を対策期限の 3月末より 2か

月前倒して 1月に全ての対策を完了した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

〔長野局〕
　全局体制で取り組んだ「山プロジェクト」で
は，ホームページやスポットなどで広く周知を図
るとともに，視聴者参加型企画「教えて！信州の
山　私のいちばん」のパネルを作成，長野県とも
連携して「信州山の日」のイベント会場などで展
示した。
　13年度に引き続き『撮るしん。スペシャル』で
選ばれた12枚の写真で壁掛けカレンダーを作成，
視聴者に抽選でプレゼントし，「撮るしん。展」
の実施と合わせ幅広い認知につなげた。14年度，
「撮るしん。」に寄せられた写真は6,048枚，この
うち2,475枚をホームページで紹介した。
　局内見学は，小学生の団体は66件，2,702人。
一般団体は 8件，189人だった。
〔新潟局〕
　次世代の放送メディアを広く県民にアピールす
るイベントとして，日本有数の花火大会「長岡ま
つり大花火大会」を収録した「スーパーハイビジ
ョン長岡花火パブリックビューイング」を，13年
好評だった新潟市に続き，花火大会の地元・長岡
市で実施した（4.5～ 6 ）。300インチ大画面によ
る花火の映像と音響は，実物の長岡花火を観覧し
たことのある地域の皆さんからも注目を集め，24
回の上映で1,982人が集まった。
　新潟局の来館者サービスを充実するため，「ろ
びースタジオ」での子ども向けイベント（9.9，
11.18，1.13，2.21）を実施したほか，クロマキー装
置やキャスターカメラ，ハイブリッドキャストな
どの体験コーナーで，年間で 1万8,793人が来館
した。
　新潟市，長岡市などの県内 6つの小学校の 5年
生370人を対象に，アナウンサーや技術職員によ
る出前授業を実施した。カメラ，マイクの使い方，
中継車見学，情報を伝えるための準備や心構えな
どの授業を通じて，公共放送の仕事と役割を知っ
てもらった。
　新潟市で，『大河ドラマ』「軍師官兵衛」巡回展
を実施し（5.23）， 7日間で7,810人が来場した。
〔甲府局〕
　『連続テレビ小説』「花子とアン」を通じて視
聴者との結び付きを深めることを目的とした広報
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展開を行った。 6月には「花子とアン」ワールド
と題した会館公開イベントを実施し， 2日間で
4,000人が来場した。番組セットの展示やステー
ジショー，スタジオ見学や中継車・カメラ体験な
どのほか，クロマキーで合成した写真をデータ放
送に展開するなど，デジタルコンテンツとの融合
も実現した。また，「花子とアン」の最後に登場
する「ベストフレンズ」の県内版を作成し『まる
ごと山梨』や番組スポットを放送したほか，ホー
ムページやデータ放送でも紹介した。
〔横浜局〕
　県域テレビ放送が無いという事情を抱えている
横浜局では，視聴者サービス向上に向け，神奈川
の地域情報ライブラリー「まるまるかながわ」を
充実させ，ホームページでの動画配信や音声配信
により県内情報を全国へ発信した。
　 2月には，地域の人々への感謝の気持ちを込め
た「NHK横浜　感謝祭」を開催。「Let’s天才てれ
びくん　大野拓朗課長がやってくる!」や「COW
COWお笑いライブ」，地元中学校吹奏楽部の演奏
や大道芸など地域の人々のパフォーマンスで盛り
上がり7,123人が来場した。
〔前橋局〕
　2015年『大河ドラマ』「花燃ゆ」の登場人物が
初代群馬県令（楫

か

取
とり

素彦）のため地元の関心が高
いことから，積極的に番組PRを行った。営業リ
ーフレット，ポスター，ポストカードなどを，県
内の旅館・ホテル630軒，電器店330店，県下35全
市町村，ゆかりの史跡・施設などに配布し掲出協
力を求めたほか，受信サービスカーにPR画像を
ラッピングし稼働させた。さらに山口局と連携し
て「“花燃ゆ”ホームページ群馬」を開設し，放
送では『ほっとぐんま640』でその人物像と業績
の紹介やドラマPRを行った。
　前橋局キャラクター「ぽかぽかどーもくん」と
「サンダーどーもくん」をあしらい，県域放送キ
ャッチコピー「好きです。群馬」を記したノベル
ティグッズ（うちわ，シール，クリアファイルな
ど）を一新し，会館公開や各イベント会場で配布
した。
　また，小中学生を対象としたスタジオ見学には，
45団体，1,131人が参加し，番組制作の体験や前
橋局の放送事業の紹介を行った。
〔水戸局〕
　県域放送10周年をアピールするため，10年の歩
みをパネルにして会館ロビーのほか，公開番組や
イベント会場にも展示した。
　つくばエクスプレス車内に県域特番のポスター

を掲載し，県南への県域放送視聴拡大に努めた。
　県域放送10周年記念番組『満てん！いばらき』
と会館公開を水戸駅構内のアドピラー広告でPR。
双方向クイズ番組には1,573人の参加があり，会
館公開にも 2日間で約1,600人が来場した。
　15年度の県域番組リニューアル周知のため， 3
月末に水戸駅へ大型看板を掲載し，視聴促進を図
った。
〔千葉局〕
　全国放送の『着信御礼！ケータイ大喜利in千
葉』を盛り上げるべく，特設ホームページを制作
し，本番の大喜利に向けての練習用として，お題
を 3つ設定し，視聴者からの投稿を促した。県内
外から多くの投稿が寄せられ，およそ 1か月半で
8,830件もの投稿を集めた。寄せられた投稿は特
設ホームページに公開し，優秀な作品はページ内
で表彰するとともに，投稿者へ記念品を贈呈した。
〔宇都宮局〕
　14年 9 月24日放送の栃木発地域ドラマ『ライド 
ライド ライド』広報プロモーションを中心に，
1年間を通じてドラマPR活動に取り組んだ。14
年 3 月12日には，栃木県知事や地元自治体首長，
経済団体代表をはじめとするメンバーで構成する
「栃木発地域ドラマ制作推進会議」を宇都宮局主
体で立ち上げ，ドラマ撮影や広報周知に必要な協
力関係を築くなど，「オール栃木」の体制を整え
た。また，本ドラマの主題歌は，栃木県出身のシ
ンガー・ソングライター斉藤和義氏が書き下ろし
で提供し，本人への単独インタビューも実施。 9
月 5日には渋谷・放送センターにおいて完成試写・
記者会見を開催し，新聞・雑誌各20社が参加。同
ドラマの広報記事掲載に貢献した。 9月12日には
ドラマの完成報告のため出演者が栃木県知事を訪
問，同日に開催されたエキストラ参加者向けの先
行試写会において，舞台あいさつを実施した。 9
月14・15日には東京スカイツリーにある栃木県ア
ンテナショップでもドラマPR活動を展開した。
　このほか，既存の放送番組とも連携し，7月12・
13日には栃木県那須町において開催されたサイク
ルイベント『那須高原ロングライド2014』を，
BS1で放送されている自転車をテーマにした番組
『チャリダー★』が取材。番組内で『ライド ラ
イド ライド』をPRしたほか，同イベントの会場
内ではPRブースも出展した。さらに，11月の再
放送をPRするため，千葉県幕張メッセで開催さ
れた日本最大級の自転車イベント「サイクルモー
ド2014」にもPRブースを出展するなどした。
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〔さいたま局〕
　埼玉鉄道風景写真ブログ「てったま！」のホー
ムページや放送での展開を継続したほか，開始か
ら14年 6 月末までに投稿された700点余りの写真
を川口市のNHKアーカイブスに提供し，パネル
にして展示するなど，多様な展開を行った。
　また，13年度に製作したさいたま局のイメージ
キャラクター「サイちゃん・タマちゃん」の着ぐ
るみを『今夜も生でさだまさし』の放送や県内で
開かれたさまざまなイベントで登場させ，幅広い
年齢層にNHKさいたま局をアピールした。

2．イベント事業

〔長野局〕
　『NHKのど自慢』をはじめ 6本の全国放送公
開番組を実施したほか，「山プロジェクト」に関
連した独自イベント「N響メンバーによる山フレ
ンズアンサンブルコンサートin白馬」などを実施
した。また，「撮るしん。写真展」を中軽井沢図
書館で実施し，地域とのつながりを深めた。「第
16回長野オリンピック記念長野マラソン」（4.20），
「第19回長野県サッカー選手権大会」（6.29）な
どで地域に根ざしたスポーツイベントと連動した
視聴者活動を行った。
〔新潟局〕
　全国放送公開番組として，『NHKのど自慢』
（10.5，十日町市），『BS日本のうた』（9.4，加茂市），
『俳句王国がゆく』（4.19，見附市），『民謡魂　
ふるさとの唄』（5.15，妙高市）など，テレビや
ラジオを含めた計 6本を県内各地で実施した。
　また，独自イベントとして，新潟県中越地震か
ら10年の節目として，被災地での復興活動を応援
し続けてきたアーティストとともに，地域の未来
に向けた励ましのメッセージを届けるコンサート
「Heart for 中越」（11.21，長岡市）を実施した
ほか，幼児や児童向けのイベントとして，全国放
送公開番組の『おかあさんといっしょファミリー
コンサート』（7.12，新潟市）に加え，「ポコポッ
テイト小劇場」（12.23，新発田市），「NHKジュニ
アサッカー教室」（11.16，南魚沼市）を実施し，
年間を通じて幅広い年代向けのイベントを展開し
た。
　このほか「わたしの尾瀬 写真展」を中・下越，
佐渡の県内 7か所で年間を通じて開催した。
〔甲府局〕
　『NHKのど自慢』や『BSにっぽんの歌』など
人気歌手が出演する番組から「ポコポッテイト小
劇場」のような幼児に人気のショーまで，幅広い

視聴者層にアピールする公開番組やイベントを展
開した。また，ハートプラザでは，9月には「NHK
朗読シアター・花子の本棚」，12月には歳末海外
たすけあいと連動したイベント「ハートほっとコ
ンサート」を実施し，多くの視聴者が放送会館に
来場した。
〔横浜局〕
　全国放送公開番組を神奈川県内で11本実施する
とともに，『太宰治朗読会』や『ヨコハマから届
けよう，ジャズの元気2014』『土曜コンサート♪
スペシャル公開生放送』『NHK横浜スペシャルジ
ャズライブ』等の地域放送公開番組を18本実施し
た。この他，受信料支払者限定の「ポコポッテイ
ト小劇場」を 2本，ケーブル事業者との共催イベ
ント「CATVキャラバン」を 4本実施した。
　また，14年度から始まった「子育て応援キャン
ペーン」関連イベントとして『がんばれ！ハイブ
リッドママ！働くママとその家族，応援します』
を放送と連動展開し，働きながら子育てに奮闘す
る家族層に好評を得た。
〔前橋局〕
　全国放送番組の公開収録として，『BS日本のう
た』（7.10，藤岡市），『夏期巡回ラジオ体操・み
んなの体操会』（8.29，伊勢崎市），『スクールラ
イブショー』（9.27，太田市），『NHKのど自慢』
（10.19，館林市），『BS日本のうた』（1.22，伊勢
崎市），『民謡をたずねて』（2.1，甘楽町），『おか
あさんといっしょファミリーコンサート』（3.14，
渋川市）を実施した。
　地域イベントとして，会館公開「ふれあい広場
2014～放送局であそぼう」を実施し（6.7～ 8 ），
土日 2日間で2,289人が来場し，同時期に実施し
た「大河ドラマ“軍師官兵衛”全国巡回展」（6.3
～ 8 ）とあわせて来場者は3,258人に達した。そ
のほか「NHKジュニア野球教室」（5.24，前橋市），
「伊香保短歌・俳句大会」（6.4～ 5 ，渋川市）や
「ポコポッテイト小劇場」（6.14，前橋市），「ふ
るさとの食　にっぽんの食 群馬県フェスティバ
ル」（10.4～ 5 ，前橋市），「NHK大学セミナー“群
馬大学”」（11.5，前橋市），「NHK公開セミナー“に
っぽん百名山”」（12.14，高崎市），「第19回わた
しの尾瀬写真展」（12.12～17，高崎市，1.7～13，
前橋市）を実施した。
　また，「花燃ゆ塾～創作落語＆トークショー」
（2.15，前橋市）では，群馬出身の古今亭今輔に
よる書き下ろし新作落語と出演者の優香とチー
フ・プロデューサーのトークショーを行い，ユニ
ークな視点でドラマの世界を楽しんだ。
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　放送と受信料PRを連動させた「どーもくんの
幼稚園・保育園訪問」は県内16園を訪ねた。子ど
もたちが群馬ゆかりの童謡を歌い，将来の夢を語
るミニ番組も48本制作した。県域テレビ放送開始
から 3年間で県内35市町村すべて，計41園を巡回
し，1,640人の園児が出演した。
〔水戸局〕
　全国放送公開番組は『BS日本のうた』（4.24，
常陸太田市）から始まり，『みんなDEどーもく
ん！』（1.18，牛久市）まで，計 7本を実施した。
　また，県域放送10周年記念事業としてグリーテ
ィング企画「応援し隊なっとうどーものどーも！
どーも！」の第 2弾を実施し，「なっとうどーも
くん」が10の幼稚園を訪ねた。今回は特殊なアン
テナ事情を抱える県南，県西地域に限定し，
1,000人の子どもたちに元気を届けた。幼稚園か
らは「子どもたちに良い機会を与えてもらった」
などの反響があった。
　また，『大河ドラマ』「軍師官兵衛」の公開セミ
ナーを大河ドラマ巡回展の開催にあわせ，笠間稲
荷神社で実施。周知活動などの相乗効果もあり，
巡回展には過去最高の7,000人が来場，セミナー
にも200人が参加した。
　そして， 8回目を迎えた，アナウンサーによる
朗読コンサート「冬のおくりもの」は，「さむさ
をふきとばせ！」をテーマに星新一など元気が出
る作品を選び，紹介した。
〔千葉局〕
　夏の大型博覧会「宇宙博2014」では，関連イベ
ントとして千葉局でプラネタリウム，宇宙開発史
の展示やワークショップを実施，また，宇宙・科
学施設を紹介する県内鉄道スタンプラリーを企画
し，『ひるまえほっと』などの番組で幅広くPRし
た。その他，『着信御礼！ケータイ大喜利』関連
イベント「こどもひろばin公津の杜」（9.13，成
田）を実施，「MUSIC JAPAN」（10.3，舞浜）や
「ひるどき情報ちばキャラバン」（11.18，木更津）
では，公開番組のほか「80.7MHz」PRブースを
設けた。全中やローカル番組の関連イベントを展
開することによって，NHK千葉局の認知度アッ
プにつなげた。
〔宇都宮局〕
　『上方演芸会』（5.16，佐野市），『あつまれ！
ワンワンわんだーらんど』（7.20，那須塩原市），『BS
日本のうた』（12.11，真岡市）など，テレビ・ラ
ジオ合わせて 7本の全国放送公開番組を実施し
た。
　11月 7 日には，「平成26年度関東甲信越放送・

視聴覚教育研究大会栃木大会」を栃木市において
開催した。
　15年 3 月 7 日には，震災復興応援コンサート
『言葉と音楽のちから』を実施。同イベントのも
ようは後日，FM（栃木県域）でも放送した。
〔さいたま局〕
　 3年目となる鉄道スタンプラリー「鉄どーもく
んを探せ！」はポイントステーションを埼玉県内
だけではなく東京，千葉にも設置し13万人を超え
る参加者があった。また，期間中にBS番組『お
とうさんといっしょ』の公開収録を鉄道博物館で
実施しイベントを盛り上げた。埼玉県が地域おこ
しとして力を入れているアニメイベント「アニ玉
祭」でFM番組『アニソン・アカデミー』の公開
生放送を実施した。全国放送公開番組は『歌謡チ
ャリティーコンサート』（ 4月，川口市），『NHK
のど自慢』（ 7月，狭山市）など13本を実施した。

3．営　業

　関越ブロックでは，支払率向上と営業経費抑制
の両立に向けて域内19局・センターと連携し，公
開競争入札等による契約・収納業務の外部法人委
託を大幅に拡大するなど，営業収納額を確保する
ための構造改革を促進した。あわせて，東京都内
の 5営業センターを 4営業拠点に再編し，多様な
戦力を効果的・効率的に確保・活用できる体制を
整備した。また，マナーアップとクレーム抑止に
向けて，法人委託の育成・指導にも積極的に取り
組んだ。
　「営業諸目標」達成に向け，全ての訪問対策要
員に対して，生産性・取次品質向上への取り組み
強化を図り各種施策を展開した結果，18局・セン
ターが全目標を達成したほか，関越ブロック計で
も全目標を達成し，全国業績を牽

けん

引
いん

する責任を果
たした。
　民事手続きを活用した支払い督促の申し立てに
よる未収者削減対策，民事訴訟提起による放送受
信契約締結拒否者対策，および確定者に対する強
制執行を継続して実施した。
　危機管理については，啓

けい

蒙
もう

・研修・監査等を実
施することによって営業系セキュリティガイドラ
インと個人情報保護の徹底を図るとともに，事件・
事故の未然防止に向けて「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。
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中 部
◇三重県に特別警報が発令された 8月の台風11号
や， 9月の御嶽山噴火では，迅速かつ的確な情
報提供に努め，さらに『東海北陸スペシャル』
「豪雨・台風からどう身を守るか」，震災 4年
特集番組『忘れない　未来のために～いま、選
択の時～』を放送し，命と暮らしを守る放送に
取り組んだ。
◇中部各局が連携して，「NHK中部ネイチャープ
ロジェクト」を結成し，さまざまな番組・イベ
ントを展開するなど，中部地方の大自然の魅力
を広く発信した。
◇名古屋局制作の全国放送番組『超絶　凄（す
ご）ワザ！』が 4月からスタートした。また，
『金とくスペシャル　名古屋発！生放送ドラマ
「喜劇　娘が嫁ぐ日」』『スペシャルドラマ　妻
たちの新幹線』『ドラマ10』「全力離婚相談」な
どのドラマを制作した。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　名古屋局は14年 3 月 1 日，テレビ放送開始60年
を迎えた。60年の節目にあたり，改めて公共放送
としての役割をはじめ，番組や活動について，視
聴者への理解促進のための取り組みを行うととも
に，地域の安心・安全を守り，地域の持つ特色や
魅力を全国に発信し，地域の活力の向上に貢献で
きるよう努めた。
　想定される南海トラフ巨大地震や台風・豪雨な
どに備え，防災・減災に役立つ情報を継続的に発
信した。東海 3県向けにラジオ第 1で夕方 5時か
ら放送している『夕刊　ゴジらじ』は 2年目に入
り，ふだんからラジオに積極的に接してもらうこ
とで，災害発生時の情報伝達回路の強化につなが
るよう一層の定着を図った。東海地方に大きな影
響を及ぼした 8月の台風11号や岐阜県高山市に被
害をもたらした記録的な大雨などについて，テレ
ビでは，地域向けの定時ニュースや特設ニュース，
全国放送への参加を通して関連情報を伝えたほ
か，逆L字やデータ放送，インターネットを活用
し，きめ細やかな情報提供に努めた。ラジオでは，
定時ニュースのほかに，随時最新情報を伝えるな
ど，関連情報を迅速かつ的確に提供した。 9月の
御嶽山噴火の際には，迅速な情報提供に努めると

ともに，『クローズアップ現代』「緊急報告　御嶽
山噴火」や『NHKスペシャル』「緊急報告　御嶽
山噴火～戦後最悪の火山災害～」を通して全国に
発信した。また，『東海北陸スペシャル』では「豪
雨・台風からどう身を守るか」や震災 4年特集番
組「忘れない　未来のために～いま，選択の時
～」などを通じて，命と暮らしを守るための情報
発信に努めた。
　12月の衆議院議員選挙， 2月の愛知県知事選挙
では，開票速報を放送。公平・公正な選挙報道に
努め，迅速かつ正確な開票速報を実施した。
　地域の景気や雇用，消費税率引き上げなど，政
治・経済の動きが日々の暮らしに与える影響につ
いて，『ほっとイブニング』などの報道番組で多
角的に分かりやすく伝えるなど，地域の課題や暮
らしに役立つ情報，地域の活性化につながる番組
を放送した。『ナビゲーション』では，「賃上げの
春　社長たちの選択～中小企業とアベノミクス
～」「アルバイトが学生生活を脅かす」「疲弊する
看護師～超高齢化の病院で何が～」「激戦！ナゴ
ヤ喫茶～進化するサービスの舞台裏～」「“先制医
療”で防げ！アルツハイマー病に挑む」「追いつ
めていた“拉致”～元捜査関係者たちの告白～」
「3Dプリンターで“命”を救え！」「リニアイン
パクト～開業までの課題は～」「水素がエネルギ
ーを変える～燃料電池車が切り開く未来～」「戦
争に翻弄された科学者～島田実験所　70年目の真
実～」「専業主婦が生きづらい」などを放送した。
また，『クローズアップ現代』「埋もれた証拠～“袴
田事件”当事者たちの告白～」「あなたの飲酒　
大丈夫？」『NHKスペシャル』“認知症800万人”
時代「行方不明者 1万人～知られざる徘徊の実態
～」など全国にも発信した。
　さらに，ものづくりや大自然など，地域の特色
や魅力を広く伝えた。『東海北陸フレッシュ便　
さらさらサラダ』や『ウイークエンド中部』で
は，身近な話題を通して地元の魅力を再発見して
もらう企画を放送した。『金とく』では「名古屋
発「北斎漫画」200年の遊空間」「グレートバリア
リーフを名古屋に」「中部ファッション紀行　尾
州＆福井発　パリコレ行き！」「仮面の江戸川乱
歩～生誕120年・近代との格闘～」「西穂高岳　冬
物語～知られざる雪山の世界～」「やっほー！日
本アルプス　立山1300年の祈り～早春の芦
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落～」「初夏　東海自然歩道をゆく　かんどアナ
の静岡カンドー旅」「激走！日本一の坂に挑む～
北アルプス・乗鞍岳　自転車レース～」や，シリ
ーズ企画「わぉ！まるごと大自然NHK中部ネイ
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チャープロジェクト」として，「天空の岩山をゆ
く～穂高連峰　大縦走～」「絶景！美味！　まる
ごと南アルプス」「南アルプス　白峰三山　ライ
チョウの息づく山々」「若狭湾～神秘の海の秘密
～」「太平洋　ウミガメ　はるかな旅」「体験！祈
りの道～錦秋の立山～」「わぉ！まるごと大自然　
ネイチャーコンサート＆絶景スペシャル」などを
放送した。愛知県ゆかりの赤﨑勇教授（名城大
学），天野浩教授（名古屋大学）らがノーベル物
理学賞を受賞。『ナビゲーション　師弟で挑んだ
夢の結晶～ノーベル賞　赤﨑勇さん　天野浩さん
～』を放送。ESDユネスコ世界会議が名古屋で開
催され，『東海北陸スペシャル』「ぞくぞく！
ZIZOKU～持続可能な未来へ～」では環境問題を
取り上げるなど視聴者の関心に応えた。また，『新
日本風土記』「伊勢志摩の海」や『ドキュメント
72時間』「名古屋　地下街・聖なる夜の忘れ物」
をはじめ，地域に暮らす人々の今を全国にも発信
した。スポーツでは，プロ野球やJリーグ，高校
野球など関心の高いスポーツ中継のほか，『ナビ
ゲーション』「“厳しさ”でチームを変える～谷繁
兼任監督の挑戦～」，『がんばれ！グランパス！』
などの特集番組を随時放送した。
　地域特集番組では，『東海北陸ヒューマンドキ
ュメンタリー』と題し“人”に焦点を当て情感あ
ふれる番組を制作，「あなたのやりたいこと～浜
松　駐車場ビルに集う人々～」「震災で結ばれた
夫婦」「ほほ笑み運ぶ“一人翁”～若狭能81歳の
舞～」を放送した。
　名古屋局テレビ放送開始60年では『金とくスペ
シャル　名古屋発！生放送ドラマ「喜劇　娘が嫁
ぐ日」』や『金とく　シリーズ現場再訪　ルポル
タージュ中部』「伊勢湾台風“戦後”をおそった
災害の記憶」「四日市公害　高度経済成長と灰色
の空」「奥能登の過疎～原発ができなかった町　
珠洲～」などを放送したほか，『金とく　あのこ
ろ　東海北陸で～中部アーカイブス～』として過
去に放送した番組からもう一度この地域と人々を
見つめる企画を編成し，視聴者の関心に応えた。
　名古屋局制作の全国放送番組『超絶　凄（す
ご）ワザ！』が 4月からスタートし，日本のもの
づくりの底力，奥深さを技術者や職人のドキュメ
ントを通して伝えた。
　ドラマでは，『金とくスペシャル　名古屋発！
生放送ドラマ「喜劇　娘が嫁ぐ日」』のほか，『ス
ペシャルドラマ』「妻たちの新幹線」，『ドラマ
10』「全力離婚相談」，『FMシアター』「真昼の流
れ星」「しぶとい連中」「十五の桜」「約束の舟」，『青

春アドベンチャー』「カモメに飛ぶことを教えた
猫」「夜叉ヶ池で見つけた命」などを制作した。
　データ放送や双方向機能，マルチ編成，パソコ
ン・携帯・タブレット端末の利用など，デジタル
放送の特性を生かした放送サービスを，定時番組
や特集番組で展開し，情報発信の回路の充実に努
めた。また，NHKネットラジオ「らじる★らじ
る　名古屋」の定着を目指すとともに地域民放と
連携し，ラジオの存在感を高める番組を放送した。
『金とくスペシャル　名古屋発！生放送ドラマ
「喜劇　娘が嫁ぐ日」』では，データ放送を活用
し，ドラマの中に視聴者からのメッセージを生か
す試みや 6月のプロ野球「中日」×「楽天」で
は，イベントと連動し，視聴者参加投票や投稿な
どの双方向機能を活用した。『東海北陸スペシャ
ル』「豪雨・台風からどう身を守るか」では，視
聴者の生の声をリアルタイムで伝えた。『金とく
スペシャル　東海北陸 7県対抗！クイズバトル
7× 7（セブンバイセブン）』では，番組ゲスト
と視聴者が解答者となり，各県ごとの正答率を競
う双方向機能を使ったクイズ形式の番組を放送
し，連動データ放送のさらなる定着を図った。
　金沢局は，北陸新幹線開業を控え全国から注目
を集める石川県に対し，“かがのとドンドン　応
援しますNHK金沢”をキャッチコピーに地域放
送局として積極的な情報発信に努めた。『かがの
とイブニング』では 2月中旬から 3月14日の開業
日まで毎日多角的に新幹線の情報を伝えたほか，
沿線地域と連携したテレビとラジオの特番を放
送，開業当日には出発式や県内からの中継も交え
て歴史的な 1日を伝え，開業に沸く石川県の動き
を地域にそして全国に紹介した。また『連続テレ
ビ小説』「まれ」に関連して，地域情報番組や『北
陸スペシャル』等でドラマと能登の魅力を伝え
た。地域の関心が高かった10月・11月に 2度行わ
れた金沢市長選挙や12月の衆議院議員選挙にも万
全の体制で臨み，公平・公正で迅速な選挙報道を
行ったほか，スポーツでは，石川県出身の大相撲
力士やJリーグの「ツエーゲン金沢」などの活躍
を取り上げ，地域の期待に応えた。またラジオ第
1では『じわもんラジオ』（月 2回）を新設し，
音声波でも積極的な地域情報発信に努めた。
　東海地震が想定される静岡県では，巨大地震と
津波に対する備えが，引き続き大きな課題となっ
ており，静岡局では防災・減災に寄与する情報を
積極的に伝えた。また，被害が増え続ける“振り
込め詐欺”の撲滅に向けたキャンペーンをニュー
ス，スポット，ホームページで展開した。詐欺の
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被害状況などを紹介し，詐欺に対する防犯意識の
向上に資する情報発信に努めた。静岡の「いま」
「旬」をキーワードに地域の動きやトピックを深
く掘り下げて取り上げる『静岡流』を 6本制作。
地場産業現状，地域経済への提言，巨大津波に対
する対策など幅広い分野に及んだ。12月には，東
海道新幹線開業50周年ラジオ特番『あなたの思い
出の新幹線ソング』を生放送した。番組中でホー
ムページなどから新幹線でのエピソードや曲への
リクエストを募集し，ラジオ機能強化につながる
中継とともに放送した。
　福井局は福井豪雨から10年の節目となることか
ら「いのち未来へ」プロジェクトを立ち上げ目玉
事業とした。特に10年目にあたる 7月には，『ニ
ュースザウルスふくい』で特集を組み企画リポー
トを放送，19日には300人の視聴者を迎えたシン
ポジウムを開催し，総合テレビで放送，好評によ
りEテレでも再放送した。また， 7月にはラジオ
でも『情報たら福』を特別編成し視聴者から寄せ
られた手記を紹介し防災情報を伝えた。10月には
『金とく』で若狭湾の魅力に迫る番組を制作し，
収録した美しい潜水映像は，全中・国際放送でも
活用され，福井の豊かな自然をアピールした。ま
た，3月には北陸新幹線開業に沸く福井の動きを，
『北陸スペシャル』の制作や，中部と関東甲信越
ブロックでのテレビとラジオの特番に中継参加し
伝えた。原発再稼働を巡る動きについては，大阪
局と連携して『かんさい熱視線』を共同制作した。
　富山局では，第47回衆議院議員通常選挙には全
局体制で取り組み，公平・公正で正確・迅速な選
挙報道を実施した。また，長野県北部地震（10月）
では県内の状況を全国に発信するとともに，現地
に応援クルーを迅速に派遣した。
　15年 3 月の北陸新幹線開業について『ニュース
富山人』で年間にわたって地域の期待や課題を多
角的に伝えるとともに，『北陸と信州をひとつに！
～開業まで半年 北陸新幹線～』（ 8月），『ゆく年
くる年』（富山駅から中継・12月），『金曜eye』「北
陸新幹線スペシャル」（ 2月），『富山発！ラジオ
深夜便』（ 2月），『ひるブラ』「若者“かがやく”
ガラスの町」（ 3月），『あさイチ』「“JAPA”な
び 北陸新幹線SP」（ 3月）などを制作し，地域の
盛り上がりを全国に発信した。開業当日には『開
業！北陸新幹線～つながる 変わる 動き出す～』
や『ニュース　富山人～土曜もニュース富山人
～』を放送し，喜びに沸く地域の表情を伝えた。
　さらに，『金とく』「やっほー！日本アルプス　
立山1300年の祈り～早春の芦
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「体験！祈りの道～錦秋の立山～」（10月）のほ
か，『小さな旅』「気高き峰 ともに～富山県 立山
～」（ 8月），『新日本風土記』「越中八尾 風の盆」
（10月），『ひるブラ』「合掌造りは知恵がいっぱ
い～富山県南砺市～」（11月）などを通じて，富
山の豊かな自然や歴史・風土・文化を多彩に描い
た。
　『ナビゲーション』「“おせっ会さん”はあきら
めない～地方の町の結婚支援～」（ 6月）では人
口減少が進む町で若者たちの結婚支援に奮闘する
主婦たちを取材。『にっぽん紀行』（ 8月）として
全国にも放送した。
　津局では，県全域に初の大雨特別警報が発表さ
れた 8月の台風接近に際し，特設ニュース，デー
タ放送などで最新状況を伝え，災害への注意を呼
びかけた。夕方のニュース番組では，通年で防災・
減災報道に努めた。また，熊野古道世界文化遺産
登録10年を機に県南部の魅力を伝え，『金とく』「熊
野古道伊勢路をゆく」（ 7月）や全国放送（ 9月）
ブロック特番（3月）などにも展開した。『ナビゲ
ーション』では，「アルコール依存症対策」（ 5月），
「昭和東南海地震から70年」（10月），「四日市公
害」（ 3月）を取り上げた。また，三重高校の夏
の甲子園準優勝を受け，『ありがとう！三重高校』
（ 8月）や，三重県の文化の多様性を双方向デー
タ放送で視聴者の参加を促しながら探った『みえ
スペシャル』（ 1月）を放送した。県域FMでは，
月 1回の公募番組『みえDE川柳』を新設し，リ
スナーから年間2,593の投句を集めた。
　岐阜局では，御嶽山噴火や豪雨など突発的な災
害に際し，地域の安心・安全の確保に寄与するた
め『ほっとイブニングぎふ』で最新の情報を迅速
に伝えた。
　一方で，岐阜県を元気にする情報も積極的に発
信。新監督にラモス瑠偉氏を迎えた「FC岐阜」を
追い，熱く生まれ変わるチームと地域の姿を『ナ
ビゲーション』や『ぎふスペシャル』で伝えた。
　この他にも，自然や人に着目した番組を数多く
制作。『金とく』「命つなぐ川へ」では， 2年にわ
たり継続取材してきた清流の里・石徹白地区を取
り上げ，人と自然が調和し新しい命をつないでい
く姿を美しい映像とともに伝えた。また，人と人
とのふれあいを求め市場に集まる人たちの思いを
見つめた『にっぽん紀行』「夜市」では，心温ま
る映像に全国の視聴者から大きな反響が寄せられ
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　 7:45～ 8:00
　第 1回93.4.5／東海 3県ブロック／東海の“今”
と“旬”の情報をいち早く伝えるニュース番組。
地域の動きや課題を取り上げる「リポート」，季
節の話題や朝の表情を伝える「中継」，企業の取
り組みなどを追う「経済リポート」など，多彩な
情報を提供した。／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』
『東海北陸フレッシュ便　さらさらサラダ』　G

月～金　11:30～12:00
　第 1回03.4.3（『情報フレッシュ便　さらさらサ
ラダ』（東海 3県ブロック）としてスタート／中
部ブロック（一部各局単）／放送12年目を迎え，
中部 7県に向けて，話題のゲストの旬のトークや
料理・園芸・ヨガ・子育てなど暮らしをランクア
ップする情報，気になる地域の話題やお勧めの旅
情報など，新鮮で色とりどりの情報をプラザウェ
ーブ21からの公開生放送で届けた。／一部各局単・
タイトル：金沢（月～金）11:50～12:00『東海北
陸フレッシュ便さらさらサラダ　石川』，静岡（月
～金）11:50～12:00『ひる・しず』，富山（月～
金）11:50～12:00『とやまおしらせたまご』，津
（月～金）11:50～12:00『みえ～るくん情報』，
岐阜（月～金）11:50～12:00『みのひだ情報局』
『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（18：30～59
は津・岐阜単）／ホットなニュースやほっとする
話題を，分かりやすく伝える東海地方の“きょう”
が分かる“いま”が見えるニュース番組。景気回
復の動きがある東海経済，暮らしを脅かす事件や
事故，地域に息づく伝統文化などニュースの背景
に迫るリポートを届けた。新しく番組キャラクタ
ー「ほっとけん」も登場，より親しみやすい番組
を目指した。年末には『ほっとイブニング　東海
スペシャル　2014』を放送した。／各局タイトル：
津『ほっとイブニングみえ』，岐阜『ほっとイブ
ニングぎふ』，金沢『かがのとイブニング』，静岡
『たっぷり静岡』，福井『ニュースザウルスふく
い』，富山『ニュース　富山人』
『ナビゲーション』　G

金　19:30～19:55
再日　 8:00～ 8:25

　第 1回93.4.11／中部ブロック／激動の時代の旬
なニュースや話題をより深く分かりやすく伝える
報道番組。ニュースの背景に何があり生活にどん
な影響があるのか，視聴者が知りたいテーマを徹
底取材と多彩な専門家の解説で届けた。
『金とく』　G

金　20:00～20:43
再土　10:05～10:48

　第 1 回06.4.7／中部ブロック／皆さんの“見た
い”“知りたい”“行きたい”に応える番組として，
中部 7県の自然や文化，歴史や暮らしを深く取材
し，視聴者の関心に応えた。
『ウイークエンド中部』　G

土　 7:30～ 8:00
　第 1回85.4.6／中部ブロック／最新のニュース・
気象情報やオススメのお出かけ情報を伝える朝の
情報番組。中部 7県の朝の表情を伝える生中継に
楽しい出会いや美味しい料理が盛りだくさんの旅
コーナー，トレンド情報コーナーなどで構成，“楽
しい週末”を案内する番組を届けた。
『Uta-Tube』　G

土　10:50～11:10
　第 1回12.4.19／中部ブロック／中部 7県に届け
る本格ライブ番組。NHK名古屋のスタジオで，
一流アーティストのライブを収録，トークコーナ
ーでは，街角からの質問をぶつけたり，視聴者お
ススメの地元グルメを食べてもらうなど中部との
つながりを探るとともに，中部エリアで活動する
インディーズミュージシャンを発掘する内容。明
日のメジャーを目指す活動を紹介し，番組ホーム
ページとの連動も図った。また，SKE48の紅白出
場の舞台裏を特集するなど若者の期待に応える放
送展開を図った。
『東海ピックアップ』　G

土　12:38～12:43
再水　22:45～22:50

　第 1 回11.4.9／東海 3県ブロック／東海 3局の
オススメ番組・イベント情報を紹介。担当したデ
ィレクターやアナウンサーなどが出演して，舞台
裏のエピソードなどを交え，見どころなどを紹介
した。
『中部あさいちばん』　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1回99.4.5，最終回15.3.28／中部ブロック（一
部各局単）／ニュース，気象情報，交通情報をは
じめ，暮らしに身近な情報を伝える朝の情報番組。
法律や税務の知識，災害への備え，旬の食材を生
かしたレシピの紹介や週末のおでかけ情報など，
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バラエティー豊かな内容。中部各地の自然を紹介
する企画も放送した。
『夕刊　ゴジらじ』　R1

月～金　17:00～17:55
　第 1 回13.4.1／東海 3県ブロック／災害への備
えや，注目イベントの紹介，地域のニュースの解
説など，厳選した気になる話題を届ける夕方の情
報番組。気象予報士による詳しいお天気情報や，
幅広い分野の方を招いてのゲストコーナーなど，
情報満載でお届けした。年末には「年末スペシャ
ル」として拡大版を放送した。
（2）特集番組
〔中部ブロック〕
『東海北陸ヒューマンドキュメンタリー』「あな
たのやりたいこと～浜松 駐車場ビルに集う
人々～」　G 静岡局　 5.30／19:30～19:55
『東海北陸スペシャル』「豪雨・台風からどう身
を守るか」　G

名古屋局　 9. 5／19:30～20:43
『東海北陸ヒューマンドキュメンタリー』「震災
で結ばれた夫婦」　G

名古屋局　 9.12／19:30～19:55
『東海北陸ヒューマンドキュメンタリー』「ほほ
笑み運ぶ “一人翁” ～若狭能81歳の舞～」　G

福井局　10.31／19:30～19:55
『東海北陸スペシャル』「ぞくぞく！ZIZOKU～
持続可能な未来へ～」　G

名古屋局　11.14／19:30～20:43
『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2014　東海北陸地区大会』　G

名古屋局　11.16／11:00～11:54
『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2015』　G

名古屋局　 1.9／19:30～20:43
『東海北陸スペシャル』「忘れない　未来のため
に～いま、選択の時～」　G

名古屋局　 3. 6／19:30～20:43
『北陸スペシャル』「あわら温泉に行こう！」　G

福井局　 3.15／ 8:00～ 8:25
再G　 3.27／19:30～19:55 

『開業！北陸新幹線～つながる　変わる　動き出
す～』（中部ブロック・関東甲信越ブロック）　
G 富山局　 3.14／10:05～10:48
『東海北陸文学紀行』「わたしの好きなふるさと
の風景」　FM 静岡局　 3.14／19:20～21:00
〔東海 4県ブロック〕
『クイズ！防災SHOW』　R1

名古屋局　 9. 9／ 21:05～21:55

『あなたの思い出の新幹線ソング』　R1
静岡局　12.23／13:05～13:55，
14:05～14:55，15:05～15:55

『東海・長野　Jリーグ開幕スペシャル』　R1
名古屋局　 3. 5／20:05～20:55，21:05～21:30

（東海 4，長野県域）
〔東海 3県ブロック〕
『がんばれ！グランパス！』「後半戦，どう巻き
返す！？」　R1

名古屋局　 7.15／21:05～21:55
『ありがとう！三重高校～甲子園準優勝の軌跡～』　
G 名古屋局　 8.26／22:55～23:20

『NHK名古屋児童劇団公演「銀牙伝説ウィー
ド」』　E 名古屋局　 9. 6／13:00～14:00

『NHK名古屋青少年交響楽団　第49回定期演奏
会』　E 名古屋局　 9. 6／14:00～15:00

『2014衆院選　開票速報』　G・R1
名古屋局・津局・岐阜局　12.14／随時

〔各局共通〕
『Nコン2014東海北陸　第81回NHK全国学校
音楽コンクール』
（ 中部ブロック）東海北陸ブロックコンクール　
E 9.27／14:00～16:25

（東海 3県ブロック）
　愛知県コンクール　E  8.30／12:00～14:00
　三重県コンクール　E  8.16／14:00～16:00
　岐阜県コンクール　E  8.24／14:30～16:00
（県域）
　石川県コンクール　G  8.12～29
　　　「かがのとイブニング」内
　静岡県コンクール　FM  8.23／19:20～21:00
　福井県コンクール　G  8.18～28
　　　「ニュースザウルスふくい」内
　　　　　　　　　　FM  8.30／19:20～21:00
　富山県コンクール　E  8.30／12:00～13:49
〔北陸ブロック〕
『北陸と信州をひとつに！～開業まで半年 北陸
新幹線～』（北陸ブロック・長野・新潟）　G

金沢局・富山局　 8. 1／19:30～19:55
『北陸スペシャル』　G
　「こころ技に映して～第61回日本伝統工芸展～」

金沢局　11. 1／11:30～11:53
　「 まれが恋した能登～連続テレビ小説“まれ”

放送直前SP～」
金沢局　 3.27／20:00～20:43

『開業！北陸新幹線～つながる　変わる　動き出
す～』第 2部（北陸ブロック・長野・新潟）G
金沢局・福井局・富山局　 3.14／10:48～11:20
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『ダイノソニック2014～北陸アイドルフェス～』　
FM 福井局（除く金沢） 9.13／19:20～22:00

『FMスペシャル北陸ウイーク』　FM
18:00～18:50

　「呼び込みたい！Uターン&Iターン」
福井局　 1.26

　「頑張れ、受験生！」 福井局　 1.27
　「ウイスキーに関する音楽と基礎知識」
 富山局　 1.28
　「北陸新幹線開業間近！音楽でおもてなし！」
 金沢局　 1.29
　「北陸で生まれる映画音楽」 金沢局　 1.30
〔石川県域〕
『じわもんラジオ』　新　R1

第 2・ 4金曜／12:30～12:55
『金沢市長選挙　開票速報』

G  　10. 5／20:55～21:00ほか
R1　10. 5／21:55～22:00ほか

『2014衆院選　開票速報』
G 　　　　12.14／20:13～20:16ほか
R1・FM　12.14／20:15～20:17ほか

『開業！北陸新幹線ドンドン 感動の 1日をたっ
ぷり伝えます』　G 3.14／12:10～12:45

〔静岡県域〕
『静岡流』　G 19:30～19:55

※2.27のみ19:30～20:13
　「静岡茶　再生のカギは…」 6.20
　「 中小企業の悩み　解決します～地域経済　再
生のヒントは～」 7.25

　「3000通の手紙が語るビキニ事件」 8. 4
　「検証　防潮堤計画」 9.12
　「 ふるさとの未来をつくる～みかんの里　F級
グルメ甲子園～」 12. 5

　「提言！静岡経済　元気の素（もと）」 2.27
『ピタ撮り　SHIZUOKA』　G 19:55～19:58
　「 富士山麓で“カワイイ”探し～動物写真家・
松原卓二さん～」 4.25

　「 山林を守る～きこり女子・本戸三保子さん～」
 5.30
　「 大地の魅力を伝えたい～ジオパークガイド・
佐野勇人さん～」 6.27

　「 地域の笑顔が集う店～90才の弁当屋店主・須
田三枝さん～」 7.25

　「 浜松の豪腕～ヤマハ野球部　竹下真吾さん～」
 9.26
　「 女子高生ボクサー～浜松工業高　河野沙捺さ
ん～」 10.31

　「バスケットボール　期待の星」 12. 5

　「華道家　生け花で里山再生を」 1.30
　「障害を豊かさへ」 3.27
『たっぷりキャラバンin御前崎』　G

11. 7／18:10～19:00
『たっぷり静岡　年末はこたつでぬくぬくSP』　
G 12.26／18:10～18:52

『ぜったいだまされない！詐欺 0（ゼロ）大喜
利』　R1 1.24／ 9:05～ 9:55

『たっぷり静岡　キャラバンin清水区』　G
3. 3／18:10～19:00

〔福井県域〕
『かんさい熱視線』「判決は何を問いかけたのか
～大飯原発差し止め訴訟～」
G （近畿ブロック同時）　5.30／19:30～19:55

再G　 6. 2／11:05～11:30
（6/2は近畿および中部ブロック同時）

『命守るための避難　福井豪雨の教訓』
G　 8.31/13:50～15:00
再E　 9.21/ 0:30～ 1:40

『2014衆院選　開票速報』
 G　　　　      12.14/20:00～

R1・FM　    12.14/19:55～
『特集　情報たら福』　R1 17:00～17:55 
　「いのち未来へ」 7. 7～11
　「ラジオ女子会～女性の元気が福井の元気～」
 12.17
　「クリスマス直前！ラジオで世界旅行」 12.18
　「 魅力発見！いいところを探して，ハッピー

に！」 12.19
　「呼び込みたい！Uターン&Iターン」 1.26
　「再生可能エネルギーの可能性は？」 1.27
　「もてなしたい！まもなく開業　北陸新幹線」
 1.28
　「目指せ総合優勝！福井国体まであと 3年！」
 1.29
　「大好き！ミュージカル」 1.30
〔富山県域〕
『とやまスペシャル　たどり着いた “有明” ～富
山グラウジーズ　8年間の軌跡～』

G　 5.30／19:30～19:58
『北陸新幹線　開業まで 1か月～拓（ひら）け　
富山の未来～』 G　 2.13／19:30～19:55

『開業！北陸新幹線～つながる　変わる　動き出
す～』第3部 G　 3.14／11:20～11:52
『ニュース　富山人～土曜もニュース富山人～』

G　 3.14／18:10～19:00
『2014衆院選　開票速報』

G　　　　  12.14／20:13～20:20ほか
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R1・FM　 12.14／19:55～20:20ほか
〔三重県域〕
『みえスペシャル』　G
　「あいまい三重！？」 1.23／20:00～20:43
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』　G

11.13／10:45～10:50，13:50～13:55
11.14／13:50～13:55　 3. 9／13:50～13:55

3.10／10:45～10:50，13:50～13:55
3.11／11:25～11:30　 3.13／13:50～13:55
3.18／10:45～10:50　 3.19/13:50～13:53

『みえDE川柳』　新　FM 18:00～18:50
4.25， 5.30， 6.27， 7.25， 8.29， 9.26，
10.31，11.28，12.26， 1.30， 2.27， 3.27

〔岐阜県域〕
『ぎふスペシャル　FC岐阜2014～選手たちが
語るこの1年～』　G 12.26／17:10～17:54

『ぎふスペシャル　笑う岐阜に福来る～第12回
全日本学生落語選手権～』　G

 3.27／20:00～20:43

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
第96回全国高校野球選手権大会
　愛知県（東海 3）準決勝 G・E・R1／ 7.30
　　　　　決勝 G・R1／ 7.31
　石川県　  準決勝 G・E・R1／ 7.26

決勝 G・E・R1／ 7.27
　静岡県　  準決勝 G・E・R1／ 7.29

決勝 G・R1／ 7.30
　福井県　  準決勝 G・E・R1／ 7.28

決勝 G・E・R1／ 7.29
　富山県　  準決勝 G・E・R1／ 7.25

決勝 G・E・R1／ 7.26
　三重県　  準決勝 G・FM／ 7.28

決勝 G・FM／ 7.29
　岐阜県　  準決勝 G・FM／ 7.25

決勝 G・FM／ 7.26
第59回全国高校軟式野球選手権大会
　　　　　準決勝
 （東海 3，近畿，広島県域）FM／ 8.31
　　　　　決勝（東海 3，近畿） R1／ 8.31
第67回秋季東海地区高等学校野球静岡県大会
　静岡県　決勝 R1／ 9.28
第67回秋季東海地区高等学校野球大会
　（東海 4）  準決勝 R1／10.25

決勝 R1／10.26
第131回北信越地区高等学校野球各県予選
　石川県　　  準決勝 R1／ 9.27

決勝 R1・FM／ 9.28
　福井県　　  準決勝 R1／ 9.27

決勝 R1／ 9.28
　富山県　　  準決勝 R1／ 9.23

決勝 R1／ 9.27
第131回北信越地区高等学校野球大会
 （石川・福井・富山・新潟・長野）準決勝
 R1／10.25
　　　 （石川・福井・長野）決勝　R1／10.26
〔その他のスポーツ〕
プロ野球
「中日」対「楽天」（中部） G／ 6. 6
 〈マルチ編成〉
「中日」対「広島」（中部） G／ 8.29
 〈マルチ編成〉
「中日」対「DeNA」（東海 3） R1／ 4.17
「中日」対「阪神」（東海 3） R1／ 4.24
「中日」対「ヤクルト」（東海 3） R1／ 5.16
BCリーグ
「 福井ミラクルエレファンツ」対「石川ミリオン
スターズ」（福井・石川県域） R1／ 4.26
「 富山サンダーバーズ」対「福井ミラクルエレフ
ァンツ」（富山・福井県域） R1／ 5.31

第94回天皇杯サッカー選手権各県大会　決勝
　愛知・静岡県代表決定戦 E／ 6.28
　石川・福井・富山・三重・岐阜県代表決定戦
 G／ 6.29
第94回天皇杯全日本サッカー選手権
　準決勝「ガンバ大阪」対「清水エスパルス」
（静岡県域） G／11.26
高校総体サッカー静岡県大会　決勝
（静岡県域） E／ 6. 8
Jリーグ
「名古屋グランパス」対「サンフレッチェ広島」
（東海 3） G／ 4. 6
「名古屋グランパス」対「ガンバ大阪」
（東海 3） R1／ 5.10
「名古屋グランパス」対「FC東京」
（東海 3） G／11. 2
「名古屋グランパス」対「松本山雅FC」
（東海 3） G／ 3. 7
「清水エスパルス」対「ヴィッセル神戸」
（静岡県域） G／ 5.17
「ジュビロ磐田」対「モンテディオ山形」
（静岡県域） G／11.15
J2リーグ
「カターレ富山」対「ジェフ千葉」
（富山県域） G／ 4.20
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「FC岐阜」対「ザスパクサツ群馬」
（岐阜県域） G／ 4.29
「FC岐阜」対「大分トリニータ」
（岐阜県域） FM／11. 1
「京都サンガ」対「FC岐阜」
（京都府域，岐阜県域） G／11.23
「FC岐阜」対「カマタマーレ讃岐」
（岐阜県域，香川県域） G／ 3.15
J3リーグ
「ツエーゲン金沢」対「ブラウブリッツ秋田」
（石川・秋田県域） G／ 4.20
「福島ユナイテッドFC」対「ツエーゲン金沢」
（福島・石川県域） G／ 4.29
第39回　日本ハンドボールリーグ女子
「広島メイプルレッズ」対「北国銀行」
（広島・石川県域） G／ 2.11

Ⅱ．技　術

1．地上デジタル放送の普及促進

　地上デジタル放送推進協議会と連携して「新た
な難視」や「デジタル混信」地域の対策を推進
し，14年度末の衛星セーフティネットとケーブル
テレビのデジアナ変換の円滑な終了に結び付けた。

2．地上デジタル放送のサービス向上

　名古屋局では年間を通して，さまざまなジャン
ルの番組で双方向データ放送などに取り組み，デ
ジタルサービスの魅力を伝えてきた。
　『金とくスペシャル　名古屋発！生放送ドラマ
「喜劇　娘が嫁ぐ日」』（5.9）では，スマートフ
ォンからの応援投票とツイッターのメッセージを
リアルタイムに表示する双方向データ放送を実施
した。『プロ野球』「中日×楽天」（6.6）放送時に
実施したイベント「NHKハイブリットスタジア
ム～ドラゴンズ中継をみんなで楽しもう！～」で
は，来場者にハイブリッドキャストなど新サービ
スを体験してもらい好評を得た。『金とくスペシ
ャル　東海北陸 7県対抗！クイズバトル 7× 7
（セブンバイセブン）』（3.13）での双方向サービ
スではユニークユーザー数が 1万人を超え，過去
最高を記録する反響があった。
　そのほか，年間を通して『ナビゲーション』『東
海北陸フレッシュ便　さらさらサラダ』で双方向
データ放送を実施。また，『東海北陸フレッシュ
便　さらさらサラダ』用にコンパクトな体制で双
方向データ放送を実施できるシステムを開発した。

3．放送設備の充実

　放送電波の安定確保に向け，テレビ中継放送所
の放送機 2台化整備（11局），ラジオ中継放送所
の送信機更新（ 4局），FM送信空中線更新（ 4
局）を実施。また，テレビ・ラジオ放送所非常用
発電機用燃料タンクの増量化整備（ 7局），バッ
テリー運用局の非常用発電機化整備（ 3局）を行
い，大規模・長時間停電時の事業継続を可能とし
た。NHK共同受信施設については，老朽化大規模
改修 7施設，小規模改修 3施設，無停電電源装置
の整備 3施設を実施し，良好な受信環境の安定供
給に努めた。
　域内のロボカメの整備では嶺南カメラ（福井），
黒部ダムカメラ（富山），木曽三川カメラ（岐阜）
がハイビジョン化更新され，域内の主要なロボカ
メのハイビジョン化が完了した。
　 7月の新L字システムの整備により，L字画面
用の原稿の入力の作業効率が大きく改善され，台
風や大雨報道で威力を発揮した。その後，L字画
面の原稿を，データ放送やインターネットなど，
マルチユースに活用できる整備も行われた。
　全国に先駆けて名古屋・岐阜局で報道系ファイ
ルベースのシステム整備を行い，名古屋，岐阜，
東京の 3局間の映像ファイル交換を15年 3 月から
開始した。ニュース制作，送出の新たな業務フロ
ーの構築に向けての第一ステップを踏み出した。
　そのほか，域内全てのVHF連絡無線基地局の
狭帯域デジタル化の整備が完了し，デジタルへの
移行の準備が整った。また，環境経営の取り組み
として，名古屋NC-Aスタジオの照明器具をLED
タイプに更新する整備を実施し，これで名古屋局
ニューススタジオ照明装置のLED対応が完了し
た。

4．緊急・災害報道の取り組み

（1）事件事故・自然災害関連
　 7月 9日に長野と岐阜の県境で発生した「長野
県南木曽町土石流災害」では，名古屋からCM-31
が19時25分に出動，21時過ぎに現場到着して，IP
中継やCS伝送対応を長野局CSKクルーが到着す
る24時まで行った。
　台風11号（ 8月 9～10日）では，三重県に「大
雨特別警報」が発令され，CM-31を四日市に派
遣して大雨状況をリポート。更に10月にも 2週連
続して台風が襲来，特に台風19号では，名古屋駅
と局前中継に加えて，IP伝送機材を活用して，名
古屋港・名古屋駅から機動性を発揮したリポート
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中継を深夜まで行った。
　台風報道ではL字および進路図スーパーを長時
間継続して実施したほか，東海 3県，中部ブロッ
ク向けのテレビ，ラジオの特設ニュース等できめ
細かく情報を伝えた。
　Lアラート（公共情報コモンズ）については，
既に運用を始めている静岡・岐阜局に加えて，福
井局も15年 3 月末から運用を開始した。
　 9月25日早朝の名古屋駅地下鉄構内浸水事故は
IP一報中継を行っていた映像取材チームから引き
継いでCSKで中継を継続した。
　 9月27日に発生した御嶽山噴火の際には，名古
屋大学から地震学教授の解説インタビューを生放
送，濁

にごり

河
ご

温泉登山口から 9月30日から10月 1 日ま
でIP設備によるリポート中継を実施。また，噴火
から 3日後に船山FPU基地局（岐阜）に御嶽山
監視用カメラを設置し，放送での活用のほか，公
開ホームページNHKオンラインでライブストリ
ーミングの映像を公開するなど減災報道に取り組
んだ。
　名古屋では年間を通して大規模災害時のニュー
ス送出訓練や設備障害を想定した訓練を実施し
た。また，域内非常災害対策総合訓練や局内ライ
フライン訓練を通じて初動対応の情報共有を図っ
たほか，BCPの視点で部内の机上災対訓練を実施
し，意識の醸成とノウハウの蓄積にも取り組んだ。
（2）ノーベル賞受賞関連
　ノーベル賞受賞の対応が10月 7 ～10日まであ
り，名城大学，名古屋大学から受賞ニュースや受
賞者インタビューを伝送した。
（3）選挙関連
　12月の衆議院選挙，15年 1 月の愛知県知事選挙
では，制作から送出まで確実な政見経歴放送を実
施したほか，データ放送，インターネットを含め
て正確かつ迅速な選挙報道を技術面から支えた。
（4）主な設備整備・機能強化
名古屋局
・中型ヘリ「JA65NH」が配備（ 4月）
・Live-U（ 2 式）が配備（ 3月）
・ニュースカーが更新配備され運用開始（ 3月）
・高感度カメラ（HDK-5500池上）（ 3月）
・中継車，CSK，ニュースカーや報道拠点の小牧
報道室，中部国際空港報道室，名古屋ドームに
XDCAM録再機を整備。
・津波監視用の師崎カメラの電源機能強化（4月）
金沢局
　宝達山FPU基地局の燃料タンク増量，エンジ
ン出力増（10月）

静岡局
　CH-43を更新，CH-49（旧CH-43）との 2台運
用，JA61NHからJA66NHに更新（15年 4 月修拔
式）
福井局
　久須夜基地局に既設の回転パラボラ受信系統に
加え，固定パラボラ 2機追加整備するなど，嶺南
部から福井会館までの映像伝送機能を強化した。
（11月）
富山局
　黒部ダムロボカメのHV化更新（11月）
　これで県内全てのロボカメのHV化終了。
津局
　尾鷲報道室に可搬型CS伝送装置CPP-1ポータ
リンクを整備。（ 2月）
岐阜局
　ファイルベース化フェーズ 3は15年 2 月に設備
整備を完了，15年 6 月にカットオーバー。

5．番組制作技術の取り組み

（1）ドラマ
　『金とくスペシャル　名古屋発！生放送ドラマ
「喜劇　娘が嫁ぐ日」』では，名古屋局T-1スタ
ジオと名古屋テレビ塔の 2か所から生中継で放送
した。『スペシャルドラマ　妻たちの新幹線』は，
東海道新幹線開発に挑む鉄道マンと家族の絆を描
いた。『ドラマ10』「全力離婚相談」は，大須商店
街をメイン舞台に制作し内容も好評だった。
（2）中継番組
　プロ野球中継は，G，BS併せて 9本を制作，ラ
ジオのプロ野球中継は 2本，JリーグはTV 4 本，
他に国際馬術，高松宮杯競馬，Vリーグ中継，カ
ヌー中継，天皇杯サッカー中継を実施。
　 7月の「大相撲名古屋場所」中継では，13年か
ら運用のワイヤレスカメラの受信ポイントの拡大
やウルトラハイスピードカメラの配置などを実
施，迫力ある映像を実現して放送内容に貢献した。
8月26日に特番『ありがとう！三重高校～甲子園
準優勝の軌跡～』を中継録画・時差放送をした。
（3）『超絶　凄（すご）ワザ！』
　『超絶　凄（すご）ワザ！』では，「ハイスピ
ードカメラ」「マイクロスコープカメラ」などの
特殊撮影機材を駆使して「究極の滑らない靴～油
の坂を攻略せよ！～」など34テーマの対決を放送
した。
（4）一般番組
　『金とく』では「仮面の江戸川乱歩　～生誕
120年・近代との格闘～」，シリーズ 現場再訪ル
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ポルタージュ中部「伊勢湾台風“戦後”をおそっ
た災害の記憶」「四日市公害　高度経済成長と灰
色の空」，ネイチャープロジェクト「天空の岩山
をゆく～穂高連峰 大縦走～」「若狭湾～神秘の海
の秘密～」など多様な番組を撮影。
　『ドキュメント72時間』「名古屋　地下街・聖
なる夜の忘れ物」で，若手カメラマンを中心に 2
カメロケを行った。
　潜水撮影では，名古屋局提案の『新日本風土
記』「伊勢志摩の海」や『金とく』「太平洋　ウミ
ガメ　はるかな旅」で，地域の魅力ある話題や自
然を撮影した。
（5）海外取材
　11月10～12日に名古屋で開催されたESDユネ
スコ世界会議を受けた，『東海北陸スペシャル』「ぞ
くぞく！ZIZOKU～持続可能な未来へ～」でケニ
アロケ，『地球イチバン』でアメリカロケ，棒高
跳びの選手を追った『アスリートの魂』ではフラ
ンス・ドイツ・フィンランド・韓国ロケを行った。
（6）エンターテインメント番組
　『NHKのど自慢』志摩市（ 4月）など域内 7
か所，『BS日本のうた』常滑市（ 7月）など域内
5か所，『ふるさと自慢うた自慢』犬山市（ 4月）
など域内 2か所，『歌謡コンサート』名古屋市（ 9
月），『スクールライブショー』春日井市（10月），
『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2015』（ 1
月），『ごきげん歌謡笑劇団』蒲郡市（ 1月），『ベ
ストオブクラシック』福井県美浜町，『真打ち競
演』石川県小松市，三重県津市，『民謡を訪ねて』
石川県珠洲市，『民謡魂』岐阜県高山市，『上方演
芸会』福井県越前市，『Uta-Tube』「Uta-tube in
キャンパス」愛知教育大（ 9月）
（7）R・FM音楽番組
　『リサイタル・ノヴァ』（ 6月），『邦楽百番』（ 7
月），『初春の調べ』（11・12月），『邦楽のひととき』
（12・ 2 月）
（8）スーパーハイビジョンコンテンツ
　富山局提案の『霊峰　立山』と岐阜局の『川合
玉堂』の 2本を14年度のスーパーハイビジョンコ
ンテンツとして制作した。
（9）域内の主な番組制作
金沢局
　北陸新幹線開業関連番組（ 3月），『連続テレビ
小説』「まれ」関連番組を制作した。
静岡局
　『たっぷり静岡キャラバン中継』を11月に御前
崎， 3月には静岡市で実施した。
富山局

　北陸新幹線開業特番（ 3月14日），富山局第 1
スタジオをキーステーションに，富山の 3駅から
の中継の他，金沢，福井，長野，新潟からの中継
を行った。
津局
　『みえスペシャル』「あいまい三重！？」（三重
県域放送）では，津局初の双方向データ放送サー
ビスを行った。
岐阜局
　 8 Kコンテンツ『川合玉堂』を制作，SHV-
8000のカメラと鵜飼の撮影では 6 KカメラF65を
使って制作した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

（1）マスコミ広報・番組広報
　名古屋局では，広報番組『東海ピックアップ』
を制作し，東海 3局の経営・番組・事業イベント
などの情報を紹介した。また，『金とくスペシャ
ル　名古屋発！生放送ドラマ「喜劇　娘が嫁ぐ
日」』，『ドラマ10』「全力離婚相談」，『スペシャル
ドラマ　妻たちの新幹線』，『Uta-Tube』「チーム
しゃちほこ」，『超絶　凄（すご）ワザ！』などさ
まざまな番組で取材会を実施し，地元や在京のマ
スコミに積極的に情報を提供した。
　津局では，三重県伊賀市で撮影が行われたBSP
『謎解きLIVE　忍びの里殺人事件』のロケ見学
会・取材会を新聞社・タウン誌・ケーブルテレビ
などを集めて開催した（7.18）。
（2）視聴者ふれあい活動
　名古屋局では「NHK倶楽部」を 3 回実施し
（5.29，7.16，9.25），名古屋局制作の情報番組や
ラジオ番組などをテーマに，メンバーから率直な
ご意見を聞いた。
　見学施設「放送体験スタジオ　わくわく」に
は， 1年間で11万1,000人余りが訪れ，ニュース
キャスターの疑似体験など楽しみながら放送を学
んでもらった。また，224件6,572人の団体見学者
にテレビスタジオなどを案内した。
　会館公開「きてみて体感！NHK」を，NHK名
古屋放送センタービルで実施（8.29～31）。名古
屋局制作番組のふれあいイベントや防災・気象体
験コーナー，Eテレ番組の体感イベントなど，
NHKならではのイベントを実施した。ファミリ
ー層を中心に， 3日間で延べ約 1万5,000人が来
場した。
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　津局では津まつりに連動した会館公開を実施，
スーパーハイビジョン上映，中継車公開，ラジオ
工作教室，世界遺産登録10周年を記念した熊野古
道クイズ＆トークショーなどを行い， 2日間で延
べ 1万人を超える来場者があった（10.11～12）。
また，四日市市にあるサービス付き高齢者住宅を
慰問し，歌手・森昌子さんの歌とBSP『BS日本
のうた』のプロデューサーによるトークショーを
行った（11.5）。
　富山局では，「とやま朗読ひろば」を県内の小
学校（ 6月）と富山局第 1スタジオ（10月）で実
施した。富山局第 1スタジオでは終演後にふれあ
いミーティングを開催した。
　岐阜局では， 9月に「視聴者のみなさまと語る
会」を実施し，視聴者23人と放送や経営について
の意見を交換したほか，『大河ドラマ』「軍師官兵
衛」の制作統括による講演会も実施した。

2．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した。約36万人の視聴者と触
れ合い，公共放送の理解促進と地域の活性化・文
化振興に努めた。
（1）公開番組
　『NHKのど自慢』『BS日本のうた』『ごきげん
歌謡笑劇団』など例年実施している番組に加え，
名古屋局では，テレビ放送開始60年にあわせ
『NHK歌謡コンサート』なども実施し，全国放
送番組も含め，中部で40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
　「防災キャンペーン」「ハートプロジェクト」「ふ
るさとの食　にっぽんの食」「環境キャンペーン」
のほか，地域の課題に取り組むキャンペーンとし
て「詐欺撲滅キャンペーン」（静岡局）など，公
共放送ならではのキャンペーン・イベントを中部
各局で展開した。
　「防災キャンペーン」の一環として名古屋局で
は，在名民放ラジオ局各社と連携した「クイズ！
防災SHOW」を実施（8.30，名古屋局PW21）。富
山局では，夏休みに家族で学んでもらおうと「夏
休み課外授業～クイズと実験で学ぶ！天気と防災
～」（8.20，富山局）を実施した。「ハートプロジ
ェクト」では，「NHK介護百人一首2014パネル
展」（4.8～20，津局）（1.28～2.1，日進市）と「NHK
ハートフォーラム」（1.24，日進市）を開催した。
また，「詐欺撲滅キャンペーン」として，楽しく

分かりやすく伝えるため落語や大喜利などを交え
た「ぜったいだまされない！詐欺 0 大喜利」
（12.18，静岡市）を実施した。
（3）こども・青少年イベント
　「第81回NHK全国学校音楽コンクール」「第61
回NHK杯全国高校放送コンテスト」「第31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，ファミリーで楽しめるステージショーと
して，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」（11.22，土岐市），
「いないいないばあっ！あつまれ！ワンワンわん
だーらんど」（9.14四日市市，10.12富山市）や，「お
かあさんといっしょ　あつまれ！土曜日」スタジ
オ収録（2.14，名古屋局），「おかあさんといっし
ょ宅配便「ポコポッテイト小劇場」」（ 9か所）を
中部各地で実施した。
　名古屋局では，子育て中のパパやママに育児に
ついて学んでもらおうと「NHKパパママフェス
ティバル」（11.23～24，名古屋局）を実施した。
（4）教育・教養イベント
　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～」（10.20，大垣市），
「Let’s try！プレキソ英語」（11.16，武豊町）な
ど，教育イベントを実施。
　また，学校放送番組の研究委嘱を行い，教育現
場での番組利用の推進を図った。
　教養イベントでは，「NHK公開セミナー」とし
て「にっぽん百名山」（9.7，静岡市）をテーマに
実施した。
（5）美術展・展覧会
　特別展「印象派を超えて－点描の画家たち－」
（2.25～4.6，名古屋市），「守一のいる場所　熊谷
守一展」（9.5～10.19，岐阜市），「古田織部400年
忌　大織部展」（9.6～10.26，多治見市），「第61回
日本伝統工芸展」（10.1～ 6 名古屋市，10.31～11.9
金沢市）を中部各地で開催し，地域の文化振興に
寄与した。
（6）音楽イベント
　『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2015』
（1.3，名古屋市），「N響定期演奏会」（2.22，名
古屋市）を主催・共催した。
（7）スポーツイベント
　「ラジオ体操・みんなの体操会」「第94回天皇
杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦」を中部
各地で実施したほか，「NHKジュニアサッカー教
室」（4.20，犬山市）を実施した。
　また，名古屋局では，新感覚のスポーツ中継を
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体験してもらおうと「NHKハイブリットスタジ
アム～ドラゴンズ中継をみんなで楽しもう！～」
（6.6，名古屋局PW21）に合わせて野球中継のパ
ブリックビューイングを実施した。
（8）その他のイベント
　14年度も名古屋局制作番組『金とく』のネイチ
ャープロジェクトと連動し，トークショー（8.31，
名古屋局）やコンサート（9.25，刈谷市），「杉浦
太陽さんとめぐるふくいのうみ物語」（10.13，坂
井市）など中部地方の各局が連携したイベントを
実施した。
　富山局では「 8 Kスーパーハイビジョン上映
会」を実施（12.6～ 7 ，富山局第 1 スタジオ），
富山局ほかが制作したコンテンツ『霊峰　立山』
を初めて公開した。
　津局の会館公開「NHK津ふれあいデー」では，
食料キャンペーンイベントとして雑穀で絵を作る
ワークショップ，国際コンクールで優勝した高校
生による料理対決ステージ，環境キャンペーンイ
ベントとしてエコバッグ作り，間伐材を使った積
み木コーナー，防災キャンペーンイベントとして
気象予報士による防災講座など多数のイベントを
行った（10.11～12）。
　岐阜局では地域の安心・安全を守る情報発信拠
点として，気象災害に対する防災・減災意識の啓
発活動を目的に「気象防災講座」を 2回実施した
（12.13岐阜市201人参加，3.1高山市292人参加）。
この他，「NHKぎふ笑いと健康in高山」（10.18，
高山市，414人参加）や，「全日本学生落語選手権 
策伝大賞」（2.21～22，岐阜市， 1,355人参加）等
のイベントを実施した。

3．営　業

　中部ブロックでは，「平成24年～26年度　NHK
経営計画」で掲げた公平負担と営業経費抑制に向
けた営業改革に取り組み，全局センターが全営業
目標を達成することができた。
　放送受信契約件数は，14年度当初601万件に対
して， 9万件の増加を確保し14年度末は610万件
となった。
　14年度も契約収納業務の外部委託化を積極的に
取り組み，広範な地域を対象とした包括的な業務
委託を公開競争入札により実施し，年度末で 9地
区まで拡大。小規模な一定地域において契約収納
業務全般を委託する法人委託の実施地区は年度末
30地区とし，営業業績を安定的に確保する外部法
人委託による訪問要員体制を構築した。事業所契
約活動にも積極的に取り組み，事業所契約数 1万

9,000件の契約増加数を確保した。
　また，デジアナ変換放送終了への備えとして，
視聴者への周知徹底と円滑なデジタル切り替えを
目的にケーブル事業者と積極的な連携を図った。
これら，ケーブル事業者，不動産会社等，特約店
型法人委託との連携を強化することで，訪問によ
らない営業活動による受信契約取次を確保した。
　民事関連手続きにおいては，簡易裁判所への支
払い督促の申立てについて着実に実施し，公平負
担の徹底に努めた。



第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜近畿

NHK年鑑’15 402

近 畿
◇「平成24～26年度NHK経営計画」の重点目標
の 1つである「本部のバックアップ機能強化」
の整備に継続して取り組み，13年度に引き続き，
週 1回『ゆうどき』を大阪局から生放送するな
ど，さまざまな運用訓練を継続的に実施した。
◇15年 1 月17日に20年の節目を迎えた阪神・淡路
大震災では，大阪局と神戸局で部局を横断した
プロジェクト体制を組み，「あの日を胸に“生
きる”」という共通テーマのもと，ドキュメン
タリーやドラマ，報道番組，福祉番組など，テ
レビとラジオでさまざまな関連特集番組を放送
した。
◇ 7月に行われた滋賀県知事選挙や，11月の和歌
山県知事選挙，12月の第47回衆議院議員総選挙
での政見・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。
◇『連続テレビ小説』「マッサン」は，夢に生き
る不器用な日本男児・マッサンと，スコットラ
ンド人の妻・エリーの，夫婦が織り成すウイス
キー造りの夢に懸けた愛と冒険の物語を感動的
に描いた。脚本は羽原大介。
◇番組開始21年目を迎えた『NHK歌謡コンサー
ト』を年間 9本NHK大阪ホールから生放送し
たほか， 1つの道を究めた人の人生哲学や魅力
に迫る新番組『きわめびと』を年間 5本制作
し，大阪局の全国発信を強化した。
◇金曜夜 8時台には，前向きに生きる地域の人々
を描くヒューマン・ドキュメンタリー『ドラマ
チック関西』を新設したほか，地域経済番組は，
タイトルを『ルソンの壺』として月 1回40分尺
の放送にリニューアルし，関西企業の強みや魅
力，企業哲学を多角的に紹介した。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

（1）関西および全国の安全・安心を守る
　「平成24～26年度NHK経営計画」の締めくく
りの年となった14年度は，重点目標に掲げられて
いる本部バックアップ機能の強化に向けて，マニ
ュアル送出・緊急報道対応を強化したNCニュー
ス卓を整備した。また，平日午後 2時台の『情報
まるごと』を年 4 回（4.17，7.24，9.19，10.22）
大阪局のニューススタジオから，平日午後 5時台

の『ゆうどき』を毎週金曜日大阪局のプラザスタ
ジオから（35本），13年度に引き続き，全国に向
けてそれぞれ生放送した。
　15年 1 月に発災から20年を迎えた阪神・淡路大
震災については，テレビ・ラジオ合わせて16本の
全中番組と， 3本のローカル番組を大阪局と神戸
局主体で制作した。このうち，全国放送では，『バ
リバラR　阪神淡路大震災から20年・障害者の命
を守るために』（R2，1.11），『インタビュー　ここ
から「作家・真山仁」』（G，1.12），『歴史秘話ヒ
ストリア「あの日から世界は変わった～リスボン
巨大地震の衝撃～」』（G，1.14），『クローズアッ
プ現代「取り残される“働き盛り”～阪神・淡路
大震災20年～」』（G，1.15），『あさイチ「震災20年 
神戸から伝えます」』（G，1.16），『バリバラ～障
害者情報バラエティー～「災害時　障害者はどう
備えるか？」』（E， 1 .16），『ともに迎えたい　阪
神・淡路大震災20年～みんな大切なひとり～』
（R1，FM，1.16），『阪神・淡路大震災20年　 5
時46分　思いつないで～神戸・淡路～』『阪神・淡
路大震災20年　あの日を胸に“生きる”』『あの日
を胸に“生きる”～阪神・淡路大震災20年～』『阪
神・淡路大震災20年ドラマ　二十歳と一匹』『NHK
スペシャル　シリーズ阪神・淡路大震災20年　第
1回「大都市再生　20年の摸索」』『「満月の夕」
～震災が紡いだ歌の20年～』（G，1.17），『特集　
阪神・淡路大震災から20年　あの日を伝える新し
いカタチ』（R1，1.17），『特集オーディオドラマ「翔
ぶ少女」』（FM，1.17），『NHKスペシャル　シリ
ーズ阪神・淡路大震災20年　第 2回「都市直下地
震　20年目の警告」』（G，1.18）を放送した。
　「南海トラフ巨大地震」については，平日夕方
6時台の番組『ニューステラス関西』（G）で防
災や減災に関する企画を年間を通して放送した。
（2）関西を元気にする放送・サービスの実現
　金曜夜 8時台には，前向きに生きる地域の人々
を描くヒューマン・ドキュメンタリー『ドラマチ
ック関西』（G，年間10本）を新設。地域に生き
る人々の「思い」や「絆」「生き様

ざま

」等を通して，
関西の魅力に新たな側面からスポットを当てた。
　 3年目を迎えた金曜夜 8時台の『えぇトコ』
（G，年間16本）は，関西各地に暮らす人々と旅
人との触れ合いを通して，その土地に暮らす人々
の思いや地域の魅力を丁寧に描いた。
　NHK大阪発の若者向け番組として 7年目を迎
えた土曜午前の『週末応援ナビ☆あほやねん！す
きやねん！』（G，年間43本）は，放送時間を70
分にして，放送開始時間も土曜午前10時50分に変
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更。「より深く，より濃く若者とつながるテレビ」
をモットーに，若者に密着するドキュメント企画
や，若者が関心を持つ「情報」「スゴ技」を紹介
する企画を新設した。
　 8年目を迎えた地域経済番組は，タイトルを
『ルソンの壺』（G，年間12本）として，月 1回
40分尺の放送にリニューアルし，関西企業の強み
や魅力，企業哲学を多角的に紹介した。
　平日午前の『ぐるっと関西　おひるまえ』（G，
年間227本）は，番組冒頭でデータ放送のコンテ
ンツを活用した双方向の新たな演出「ぐるかんラ
ッキーベル」を 7月から実施。番組の視聴習慣を
作るとともに，デジタルコンテンツの充実を目指
した。
　定時の全国放送番組では，14年度から新たに
『NHK歌謡コンサート』（G）を年間 9本NHK大
阪ホールから生放送したほか，人生をかけて 1つ
の道を究めた人の魅力に迫る新番組『きわめび
と』を年間 5本制作し，大阪局の全国発信を強化
した。また，14年度からタイトルを刷新し放送尺
を 5分拡大した『ゆうどき』（G）については，
毎週金曜日を「ゆうどき　関西発」として13年度
に引き続き大阪局主管で制作した。
　 6年目を迎えた『歴史秘話ヒストリア』（G）
は，歴史上の人間ドラマや感動秘話を幅広く取り
上げながら，さらなる視聴者層の拡大を目指した。
12年度の放送開始以来反響を呼んでいる『バリバ
ラ～障害者情報バラエティー～』（E）では，新
たに「子ども」を重点テーマに設定し，夏休み期
間に合わせて「子ども夏休みSP　学校をデザイ
ンするプロジェクト」（8.8，15）を 2週にわたっ
て特集で放送した。さらに，障害者週間に合わせ
て，12月 5 日には障害者をテーマにした「バリバ
ラ特集ドラマ“悪夢”」を54分尺に拡大して放送
した。『学ぼう　BOSAI』（E）では，新シリーズ
「東日本大震災　被災者に学ぶ」を大阪局制作で
新たにスタートさせた。
　このほか，『バラエティー生活笑百科』（G），『ミ
ュージック・ポートレイト』（E），『かんさい土
曜ほっとタイム』『上方演芸会』（R1）などを主管・
制作した。
　NHK大阪ホールを活用した番組では，地域特
集番組『漫才祭り』（G，年 2本）や『上方落語
の会』（G）などの収録を実施したほか，『第45回
NHK上方漫才コンテスト』を生放送で放送した。
“上方落語”については，地域特集番組として，『桂
文枝の落語新世紀』（G，年 2本）でも放送した。
また，ウイスキー造りの夢に懸けた夫婦の愛と冒

険の物語を描いた『連続テレビ小説』「マッサン」
では， 金曜夜 8時台で『まだ間に合う！「マッサ
ン」スペシャル』（G，11.7）を放送したほか，朝
ドラ初の海外からのヒロインの奮闘を描いたドキ
ュメンタリー『ワタシ　ただいま冒険中！！～「マ
ッサン」ヒロイン　秘密の舞台裏』（G，11.3）を
全国放送して多くの反響を呼んだ。さらに，年明
けにはNHK大阪ホールで実施した『マッサンフ
ァンミーティング』（G，1.31）を放送したほか，
物語の最終回を迎えた 3月28日には，出演者も交
えて『マッサン　最終回を見る会』を大阪市中央
公会堂で実施し，多くのファンの期待に応えた。
（3）地域の課題に向き合い，視聴者の暮らしを

守る正確・迅速な報道
　夕方 6時台の各府県向けのニュース情報番組
（G，月～金）では， 6時40分から12分間の関西
のニュースとスポーツ情報を伝えるコーナーにお
いて，新たなシリーズ「関西の選択」をスタート
し，「東京一極集中」の動きに伴い地盤沈下の危
機にひんする関西の現状や課題を検証。関西再生
に向けた動きや取り組みをきめ細かく紹介した。
　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），『あすのWA！』（和歌山），『な
らナビ』（奈良），『おうみ発610』（大津）をそれ
ぞれ継続した。
　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，関西にまつわるニュースや出
来事を，現場に寄り添いながら素早く深く掘り下
げて伝えた。超高齢化社会を迎え，深刻さを増す
日本の介護問題や社会問題については，「シリー
ズ超高齢社会①　介護離職をどう防ぐ」（4.4），「シ
リーズ超高齢社会②　急増する高齢者の万引き」
（4.11）で 2 週にわたって放送したほか，「ロボ
ットは介護現場を救えるか」（6.20）などで伝え
た。人の生命にかかわる最先端医療の動きについ
ては，「ゲノム編集が世界を変える～遺伝子操作 
最前線～」（12.12）などで伝えた。このほか，原
発問題やヘイトスピーチ等，関西を取り巻く社会
の「いま」を多角的な切り口で掘り下げた。
　 4年目を迎えた“子どもを守れ！キャンペー
ン”では，地域特集番組として『DVにさらされ
る子どもたち』（G，8.22），『ようこそ！スーパー
キッズユニバーシティ』（G，11.24）のほか，視
聴者から寄せられた体験談や子どもの写真などの
関連ミニ番組を制作・放送した。『かんさい熱視
線』（G）でもキャンペーンとの連動に継続的に
取り組み，「“体罰なき指導”どう進めるのか」
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（7.11），「学童保育が足りない～“30万人拡大”
の課題～」（8.1）などを放送した。また，神戸で
起きた女子児童殺害事件の直後には，当初の予定
を変更して「子どもの命をどう守るか」（9.26）
を急

きゅう

遽
きょ

放送したほか，「安全なはずの場所で…～
相次ぐ“子どもの連れ去り”～」（10.31）を放送
し，地域が直面する課題を正面から取り上げた。
夕方 6時台の『ニューステラス関西』（G）でも，
教育現場のさまざまな取り組みを紹介する「ハロ
ースクール」を，13年度に引き続き“子どもを守
れ！キャンペーン”と連動する形で放送した。
　11月に入り急遽実施が決まった第47回衆議院議
員選挙（12月 2 日公示，12月14日投開票）は，立
候補者数が前回より減少したこともあり，近畿ブ
ロックにおける政見・経歴放送の総放送時間は，
テレビは21時間50分（前回比：－ 4時間55分），
ラジオは27時間29分30秒（前回比：－ 3時間49分
45秒）と前回より減少した。
（4）関西特有の文化・歴史等に根ざした地域の

魅力や活力を全国に発信
　大阪を代表する伝統芸能である文楽については，
人間国宝・竹本住大夫さんの引退公演までの日々
に迫るドキュメンタリーを『かんさい熱視線「文
楽の鬼　執念の引退公演～人間国宝　竹本住大夫
～」』（G，4.18）で伝えたほか，『文楽の鬼　最後
の舞台　～人間国宝　竹本住大夫』（G，5.29）で
地域向けの特集番組として放送した。また，『目
撃！日本列島「人間国宝　執念の引退公演～文楽　
竹本住大夫～」』（G，5.10），および『ETV特集「鬼
の散りぎわ～文楽・竹本住大夫　最後の舞台～」』
（E，6.21）で全国放送したほか，国立文楽劇場
での引退公演を中継収録して『古典芸能への招待　
文楽「菅原伝授手習鑑」』（E，6.29）でも伝えた。
なお，『文楽の鬼　最後の舞台　～人間国宝　竹
本住大夫～』については，NHKワールドTVでも
『A Lion of Bunraku Roars Farewell』として英
語版が制作され，日本時間の10月11日（土）に計
4回，海外配信された。
　創立100周年を迎えた宝塚歌劇団については，
「週末の夜は“宝塚”」と題して，74年の初演以
来熱い支持を集める『ベルサイユのばら』を 3週
にわたって 4月の土曜深夜に地域向けに集中編成
した。『週末の夜は“宝塚”「ベルサイユのばら～
アンドレとオスカル編～」』（G，4.6）を皮切りに，
『週末の夜は“宝塚”「ベルサイユのばら～オス
カル編～」』（G，4.19），『週末の夜は“宝塚”「ベ
ルサイユのばら～フェルゼンとマリー・アントワ
ネット編～」』（G，4.26）を放送し，関西の宝塚

ファンの期待に応えた。また全国向けには，BS
プレミアムの特集番組『メモリーズ・オブ・宝塚
～懐かしき舞台・美しき人～』にて，NHKに保
存されている過去の名作・名演を年間 6本（BSP，
4.11，5.19，6.23，7.7，7.25，8.22）放送したほか，
新作の舞台収録として『宝塚歌劇　宙組公演「風
と共に去りぬ」』（BSP，4.21）など 2本を放送し
た。
　14回目を迎えた『わが心の大阪メロディー』
（G，12.16）では，NHK大阪ホールをキーステ
ーションに，大阪にまつわる数々の名曲を全国に
向けてたっぷりと届けた。今回は，『連続テレビ
小説』「マッサン」のヒロイン・エリー（シャー
ロット・ケイト・フォックス）が，生放送での歌
唱を初披露したほか，宝塚歌劇団100周年のスペ
シャル企画として，番組司会の檀れいと宝塚OG
が豪華共演を繰り広げるなど，関西ならではの華
やかなステージショーが展開された。
（5）視聴者の期待に応えるスポーツソフト
　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。
　まず，関西のプロスポーツ界は活気にあふれた
年となり，プロ野球の阪神，オリックスがそろっ
てクライマックスシリーズへ進出。いずれも本拠
地の甲子園球場，京セラドーム大阪で行われたフ
ァースト・ステージの全試合を放送した。また，
阪神が勝ち進んだ日本シリーズは，第 1戦を除く
すべての試合を中継した。サッカーでは，J1に復
帰したばかりのガンバ大阪が，史上 2チーム目と
なる国内 3冠を達成。『Jリーグタイム』『サタデー
スポーツ』では，優勝祝賀会場から中継を行った。
　アマチュアスポーツでも多様な競技を全国に発
信した。台風による悪天候のため史上初めて開会
式が 2日順延となった『第96回全国高校野球選手
権大会』（G，E，R1，FM，8.11～25）をはじめ，
『第40回社会人野球日本選手権　決勝』（BS1，
11.11），『第16回全日本学生柔道体重別団体優勝
大会』（E，10.26），『関西大学ラグビー「立命館」
対「同志社」』（E，12.6），『第69回甲子園ボウル 
全日本大学アメリカンフットボール選手権　決勝
「日大」対「関西学院大」』（BS1，12.14）などを
放送。また駅伝では，『女子第26回・男子第65回
全国高校駅伝』（G，R1，12.21），『第33回全国都
道府県対抗女子駅伝』（G，R1，1.11）を放送す
るとともにデジタルサービスの拡充にも努め，静
止画によるレース速報に加え，パソコンとスマー
トフォンサイト向けに，全チームの中継所動画，
レース展開を伝える動画クリップを発信した。ま
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た『第87回選抜高校野球大会』（G，E，R1，
FM，3.21～4.1）では，試合映像の動画配信を
「NHKニュースWEB」で行った。
　このほか『第70回びわ湖毎日マラソン』（G，
R1，3.1），競馬の『第74回桜花賞』（BS1，4.13），『第
149回天皇賞』（G，5.4），『第75回菊花賞』（G，
10.26）などを中継した。
　この年，NHK共催イベントも関西で数多く行
われ，『第47回日本女子オープンゴルフ選手権』（滋
賀，G，BS1，10.2～5），『第24回日本シニアオー
プンゴルフ選手権』（兵庫，G，BS1，10.30～
11.2），『2014NHK杯国際フィギュア』（大阪，G，
BS1，11.28～30）を放送した。
　地域放送では，関西から出場する 7校の戦力や
見どころを紹介する『開幕まであと 4日！センバ
ツ期待の関西勢』（G，3.17）を放送したほか，サ
ッカー，ラグビー，アメリカンフットボールなど，
地域に根ざす学生スポーツの放送に注力した。ま
た，男子100メートルで日本人初の 9秒台が期待
される桐生選手が出場した『第48回織田記念国際
陸上』（G，4.29）を生放送するなど，視聴者の関
心に応じた放送を行った。さらに，歴史的な延長
50回の熱戦となった『第59回全国高校軟式野球選
手権大会－準決勝－「崇徳」対「中京」』では急

きゅう

遽
きょ

，FMで生中継を実施した。
（6）人にやさしい放送の展開
　13年 3 月に開始した『関西845』（G）の大阪府
域向けの字幕放送，および13年度から開始した夕
方 6時台の『ニューステラス関西』（G）の番組
後半の管中パートの字幕放送を継続するとともに，
14年度は近畿地方向けの演芸番組『上方落語の
会』（G）でも新たに字幕サービスを開始した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
『おはよう関西』　G 月～金　 7:45～ 8:00
　第 1 回93.4.3／近畿ブロック／毎週月曜から金
曜まで，関西各地の朝を伝える『おはよう関西』。
各地の最新ニュースや気になる事件・話題の深層
を探る特集，この時間帯ならではの季節の風物詩
など生中継を交え，各地の情報をコンパクトに伝
えた。
『ウイークエンド関西』　G 土　 7:30～ 8:00
　第 1回92.4.11／近畿ブロック／土曜の朝，週末
のお出かけに役立つ多彩な情報を伝える番組。各
地の町の魅力を掘り下げる「西日本の旅」をはじ
め，週末のお出かけの参考になるイベントや旅の
情報，食や行事などその土地の“旬”を伝える中

継，スポーツや気象などを届けた。
『ぐるっと関西　おひるまえ』　G

月～木　11:30～12:00
金　11:05～12:00

　第 1 回03.4.3／近畿ブロック／関西 2府 4 県の
各局を結んで届ける情報番組。月～火・木曜は，
野菜や魚の市場情報からお出かけ情報，ペット情
報まで，暮らしに役立つさまざまな情報を発信。
水曜には，原田伸郎が関西各地の元気なお年寄り
を訪ねる企画をお届けした。金曜はワイド版とし
て，関西ゆかりの旬のゲストとのトークやライブ
をたっぷりとお届けした。
『ニューステラス関西』　G

月～金　18:10～18:59
　第 1回08.3.31／大阪単（一部，近畿ブロック）／
大阪と関西 2府 4県のニュースを深く掘り下げて
伝えるニュース情報番組。“より身近に，より新
鮮に”をモットーに，地域密着のニュースや情報
を発信した。南海トラフ巨大地震に備える「防
災」「減災」や，教育現場の取り組みを紹介する
「ハロー！スクール」に加え，14年度は新たなシ
リーズとして「関西の選択」がスタート。「東京
一極集中」の動きに伴い地盤沈下の危機にひんす
る関西の現状や課題を検証しながら，関西再生に
向けた動きや取り組みをきめ細かく紹介した。ま
た，大阪府域向けの生字幕放送を13年度に引き続
き実施した。
　（『ニュース610　京いちにち』（京都），『ニュ
ースKOBE発』（神戸），『あすのWA！』（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／大阪単（一部大阪・和歌山ブロ
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』，大津局は
『おうみ845』，和歌山局は一部県域で放送。
『上方落語の会』　G 金　15:15～15:58
　第 1回11.4.20／近畿ブロック／旬の若手の落語
家から，ベテラン，重鎮，時には東京からも出演
者を迎え，多彩な出演者がとっておきのネタを披
露。バラエティー豊かな内容で落語の魅力を届け
た。14年度から新たに字幕放送を開始した。
『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／政治・経済・教育・
医療から文化・芸能・スポーツなど関西にまつわ
るニュースや出来事に素早く反応。さまざまなジ
ャンルの「視聴者が知りたいこと」に応えるた
め，現場に寄り添い深く掘り下げながら，関西社
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会の“今”を伝えた。
『えぇトコ』　G 金　20:00～20:43
　第 1回12.4.13／近畿ブロック／えぇトコを見つ
けて関西の魅力をたっぷりと紹介する番組。毎回
異なるテーマを立てながら，関西各地に暮らす
人々と旅人との触れ合いを通して，その土地に暮
らす人々の思いや地域の魅力を丁寧に描いた。
『ドラマチック関西』　新　G

金　20:00～20:43
　第 1回14.4.11／近畿ブロック／関西地方でそれ
ぞれの地域に根ざして日々前向きに生きる人々に
スポットを当て，番組を見終わった視聴者に「希
望」を感じてもらえるようなヒューマン・ドキュ
メンタリーを年間10本放送した。
『週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！』　G

土　10:50～12:00
　第 1 回13.4.6／近畿ブロック／14年度は放送開
始時間を10時50分に移設し，番組尺は短縮しなが
らも，若者が関心を持つ情報性をより一層強化し
て，ツイッターの双方向機能を生かした視聴者の
参加感も大切にしながら，若年層にアピールでき
る番組作りを目指した。
『ルソンの壺』　新　G

（最終）日　 7:45～ 8:24
　第 1回14.4.27／近畿ブロック／タイトルも新た
に，月 1回39分の放送に刷新。メイン企画として
毎回身近なテーマを設定しながら，そのテーマを
解決する「ツボ」をさまざまな関西企業の中に探
していくことで，関西企業の「魅力」や「強み」，
「信念・理念・哲学」を掘り下げた。
『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／「楽しく聞ける
情報満載の安心ラジオ」として，緊急時の報道と
地域に密着した生活情報番組を目指し，防災情報
を充実させたほか，週 2回のインタビューコーナ
ーでは，さまざまな分野で活躍する人々にたっぷ
りとお話を伺った。
『FMサウンドポケット　なみはな』　FM

月～金　18:00～18:50
　第 1 回09.3.30／近畿ブロック／FM音楽番組。
洋楽，J－POPなど曜日でジャンル分けしたほか，
懐かしい 1曲や次の世代に伝えたい名曲を振り返
るコーナーを連日放送。リスナーとのコミュニケ
ーションを重視し，放送中にいただいたリクエス
トにはその日のうちに応えるなどした。

（2）主な特集番組
『Brakeless　ブレーキなき社会～JR福知山線
脱線事故9年～』　G 4.24

　JR福知山線脱線事故から 9年。イギリスの公
共放送BBCと番組を共同制作し，国際的な視点も
交えて，事故を引き起こした社会的背景に迫った。
『週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！「学
生の街！京都　新歓スペシャル」』　G 4.26
　学生の街・京都の龍谷大学からの生放送。龍谷
大キャンパスに通う個性的な学生たちや大学周辺
の隠れた名店を紹介したほか，誰でも観光できる
京都の大学を取り上げた。
『文楽の鬼　最後の舞台　～人間国宝　竹本住大
夫～』　G 5.29
　89歳で引退公演を終えた文楽の人間国宝・竹本
住大夫さん。その引退公演に密着し，最後の舞台
に懸ける思いや，弟子たちへの芸の伝承に迫った。
『漫才夏祭り2014』　G 7.25
　 3 回目を迎えた夏の恒例『漫才夏祭り』。月亭
八方となるみを司会に迎え，オール阪神・巨人，
大木こだまひびきなどの大御所から若手まで，爆
笑の漫才とステージショーを繰り広げた。
『DVにさらされる子どもたち』　G 8.22
　子どもに夫婦間のDVを見せる“面前DV”の
被害が急増している。心に深い傷を抱えながらも，
自らと向き合い，乗り越え生きていこうとする子
どもたちの姿を伝えた。“子どもを守れ！キャン
ペーン”関連番組。
『コヤブTUNES』　G 8.30
　小籔千豊が司会を務めた特集番組。ROLLY率
いる生バンドと芸人たちによるオオギリや，レイ
ザーラモンRGとAFRAの「あるあるネタ」を題
材にした共演，スチャダラパーと天津・向の真剣
ラップ対戦など，音楽とお笑いの化学反応を目指
した新感覚エンターテインメント番組。
『まだ間に合う！「マッサン」スペシャル』　G
 11. 7
　放送開始から 1か月が経過した『連続テレビ小
説』「マッサン」のそれまでの名場面と以後の見
どころを，エリー役のシャーロット・ケイト・フ
ォックスの収録の裏側も交えながら紹介した。　
『ようこそ！スーパーキッズユニバーシティ』　
G 11.24
　スポーツ・音楽・計算・パズルなど， 9組のス
ーパーキッズの凄ワザを盛りだくさんで紹介した
エンタ―テインメントショー。“子どもを守れ！
キャンペーン”関連番組。



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜近畿

407 NHK年鑑’15

『桂文枝の落語新世紀』　G 12.18， 3.26
　12月は「世界ふしぎ体験！」をテーマに，家族
を集めての模擬葬儀を行う父親のドタバタ騒動
を，桂文枝の「創作落語」でお届けした。またゲ
ストの麒麟は，話題の“終活”の最新事情をリポ
ート。 3月のテーマは「相撲」。関取を目指す力
士の恋物語を創作落語でお届けするとともに，ゲ
ストの笑い飯が，玉ノ井部屋に入門体験，力士の
熱い稽古を密着リポートした。
『漫才祭り　年末スペシャル2014』　G 12.19
　ベテランから若手まで今一番面白い関西の漫才
芸人が大集合。懐かしの映像満載のアーカイブス
企画から，芸人の発想力を競い合う即興漫才に加
えて，芸能生活50周年記念・坂田利夫スペシャル
コーナーも充実させた。
『かんさい熱視線「今だから伝えたい　～阪神・
淡路大震災　遺族の20年～」』　G 1.16
　かけがえのない家族を亡くした人たちが，今伝
えたい思いとは。定時番組『かんさい熱視線』を
73分尺に拡大して，失われた命に向き合い続けて
きた遺族の20年を見つめた。
『ひょうご安全の日　1.17のつどい』　G 1.17
　兵庫県公館で行われる天皇皇后両陛下や政府代
表者を招いた式典を時差再生で放送。追悼の祈り
に包まれる会場の様子を伝えた。
『関西ラジオワイド特集「阪神・淡路大震災　く
らし、街、こころの再建20年」』　R1 1.17

　被災した人達の生活再建はどれくらい進んだの
か？　くらし・街・心の再建をテーマに，メッセ
ージを募集。当日の各地の様子を中継で伝えなが
ら，人々の「今」の思いを紹介した。
『「マッサン」ファンミーティング』　G 1.31
　大きな反響を呼んだ『連続テレビ小説』「マッサ
ン」。視聴者の声援に応えてNHK大阪ホールで開
催した「ファンミーティング」のもようを会場の
熱気そのままに伝えた。
『第45回NHK上方漫才コンテスト』　G 2.27
　関西の若手の登竜門。厳しい予選を勝ち進んだ
芸人 6組が出場し，審査ではスマホ，PC，デー
タ放送で視聴者投票も実施した。優勝はアキナ。
司会は千原兄弟と柳ゆり菜が務めた。NHK大阪
ホールからの生放送。
『週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！　
NHK京都新会館オープンスペシャル』　G 2.28

　NHK新京都放送会館のオープン記念特集。「あ
ほすき」レギュラー陣が京都新会館に集結。放送
時間も10時 5 分からに拡大して，京都の大学に通
う学生たちをゲストに招き，京都のさまざまな大

学の底力を紹介した。
『開幕まであと4日！センバツ期待の関西勢』
　G 3.17
　第87回選抜高校野球大会に関西から出場する 7
校の出場校を野球解説者の荒木大輔さんが訪ね，
チームの魅力と球児たちの思いに迫った。
『上方落語の会　桂米朝さんをしのんで』　G
 3.22
　2015年 3 月19日に亡くなられた落語家で人間国
宝の桂米朝さんの芸と人柄をしのんで，過去に
『日本の話芸』で放送した芝居噺「本能寺」をお
届けした。
（3）主な府県域番組
〔京都局〕
『Jリーグ「京都サンガ」対「ザスパクサツ群
馬」，「京都サンガ」対「FC岐阜」』　G

京都府・群馬県域　 5.24，
京都府・岐阜県域　11.23

『まもなく放送！「京都発地域ドラマ　鵜飼いに
恋した夏」』　G 京都府域　11. 1

『bjリーグ「京都ハンナリーズ」対「滋賀レイク
スターズ」』　G 

京都府・滋賀県域　 3.15
〔神戸局〕
『兵庫特集　新兵庫史を歩く』「“官兵衛の夢” に
思いを馳（は）せて～姫路市～」「官兵衛ゆか
りの宍粟市を訪ねて　～宍粟市～」　G

兵庫県域　 6.13， 11.23
『Jリーグ「アルビレックス新潟」対「ヴィッセ
ル神戸」』　G 兵庫県域・新潟県域　 4.29

『Jリーグ「ヴィッセル神戸」対「横浜F・マリ
ノス」』　G 兵庫県域　11.22

『ひょうご　官兵衛を訪ねて』「英賀城　～兵庫
県姫路市～」「上月城　～兵庫県佐用町～」「三
木城　～兵庫県三木市～」「国府山城　～兵庫
県姫路市～」「志知城　～兵庫県南あわじ市～」
「姫路城　～兵庫県姫路市～」』　G

兵庫県域　 6.23， 6.24， 6.26，
6.27， 8. 6， 8. 7

『ひょうご　官兵衛を訪ねて　総集編』　G
兵庫県域　10. 2

『NHK神戸新放送会館10周年記念 トアステオ
ータムライブ2014』　FM 兵庫県域　11.22

『SING♪神戸　THINK！福島　～震災を伝える
ということ～』　G

兵庫県域・東北ブロック　 2.14
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『兵庫特集「しあわせ運べるように」を歌い継ぐ
コンサート』　G 兵庫県域　 3.14
『特集ドラマ　LIVE！LOVE！SING！～生きて
愛して歌うこと～』　G

兵庫県域・福島県域　 3.15
〔和歌山局〕
『「守る」和歌山大学防災講座』　FM
和歌山県域　 5. 7， 6. 6， 7. 4， 8. 1， 9. 5，

10. 3，11.14，12.12， 1.16， 2. 6， 3. 6
『わびたびスペシャル「世界遺産10年　熊野古
道ぶらり」』　G 和歌山県域　 7.19
『挑戦！NHK防災サバイバル』　G

和歌山県域　 2.13
〔奈良局〕
『体感！古事記　～日本はじまりの物語～』　G

奈良県域　11. 9
『能　春日龍神　KASUGA　RYUJIN　～幽玄×
デジタル～』　G 奈良県域　 3. 7
〔大津局〕
『おうみi』　FM

滋賀県域（第 2・ 4金曜）
『なに？なぜ？びわ湖』　G 滋賀県域　 4.20
『ドキュメント20min.「カロムにかける！」』　G

滋賀県域　 8.30
『クイズで “もっともっと” 知るびわ湖』　G

滋賀県域　 8.30
『おうみアンコールインタビュー』　FM

滋賀県域　10. 4～ 5
『びわイチ入門☆サイクルラリー』　G

滋賀県域　11. 8
『滋賀県ラジオ局共同特別番組「防災ラジオ滋賀
2015」～始めよう、生活防災～』　FM
 滋賀県域　 2.11
『あなたが選ぶ！「びわ湖興味新深」グランプ
リ』　G 滋賀県域　 3.14
〔各局共通〕
『NHKのど自慢予選会』　G
　「京都府」（8.28），「兵庫県」（6.19～20，25）
　「和歌山県」（5.29），「滋賀県」（11.27）
※「大阪府」「奈良県」は放送なし。
『天皇杯全日本サッカー選手権大会・各府県代表
決定戦』　G
大阪・京都・神戸・和歌山・奈良・大津　 6.29
『第81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／ 8.27～29
京都府域 FM／ 8.28～29
兵庫県域 FM／ 9.20～21

和歌山県域 FM／ 8.28
奈良県域 G／ 8.27～29
滋賀県域 G／ 8.26，28，31

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，
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，びわ湖
毎日マラソン，大相撲春場所，競馬，ラグビー日
本選手権，大学ラグビー，学生柔道，甲子園ボウ
ル，学生相撲選手権などをテレビ・ラジオで中継
した。
　地域放送では，広島で行われる織田記念陸上に
関西ゆかりのトップアスリートが出場し，インタ
ーローカルで伝えた。以下，地域放送実績。
（1）高校野球
第96回全国高校野球選手権大会
〈県域放送〉
　大阪大会　　  準決勝 G・R1／ 7.29

決勝 G・R1／ 7.30
　京都大会　　  準々決勝 FM／ 7.23

準決勝 G・FM／ 7.25
決勝 G・FM／ 7.26

　兵庫大会　　  5 回戦～準々決勝 FM／ 7.23～24
準決勝 G／ 7.26
決勝 G／ 7.27

　和歌山大会　  準決勝 G／ 7.25
決勝 G／ 7.26

　奈良大会　　  準々決勝 FM／ 7.24～25
準決勝 G／ 7.27
決勝 G／ 7.28

　滋賀大会　　  準決勝（雨天中止） G／ 7.27
準決勝 G／ 7.28
決勝 G／ 7.29

第59回全国高校軟式野球選手権大会
　準決勝（延長46回～50回）
FM　近畿・東海 3県ブロック・広島単／ 8.31

　決勝
R1近畿・東海 3県ブロック・FM横浜単／ 8.31

秋季近畿地区高校野球大会
〈近畿ブロック放送〉
　準々決勝 R1／10.26
　準決勝 R1／11. 2
　決勝 FM／11. 4
〈県域放送〉
　京都大会　　  準決勝 FM／10. 4

3 位決定戦 FM／10. 5
決勝 FM／10. 7
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　兵庫大会　　  準決勝 FM／10. 4
3 位決定戦・決勝 FM／10. 5

　奈良大会　　  準決勝 FM／10. 4
決勝 FM／10. 5

　滋賀大会　　  準決勝 FM／10. 4
決勝 FM／10. 5

（2）プロ野球
〈近畿ブロック放送〉
「オリックス」対「楽天」 G／ 4.26
「阪神」対「DeNA」 G／ 5.16
「阪神」対「中日」 G／ 6.27
「オリックス」対「日本ハム」 G／ 9. 6
クライマックスシリーズ・ファーストステージ
　第 2戦「オリックス」対「日本ハム」
 R1／10.12
　第 3戦「オリックス」対「日本ハム」
 R1／10.14
（3）Jリーグ・天皇杯サッカー
〈近畿ブロック放送〉
　J1「C大阪」対「G大阪」 G／ 4.12
　J1「C大阪」対「甲府」 G／11. 2
〈県域放送〉
　J2「新潟」対「神戸」 G兵庫／ 4.29
　J2「京都」対「群馬」 G京都／ 5.24
　J2「神戸」対「横浜」 G兵庫／11.22
　J2「京都」対「岐阜」 G京都／11.23
天皇杯全日本サッカー選手権　各府県代表決定戦
　第19回和歌山県サッカー選手権大会
 G和歌山単／ 6.29
　第19回奈良県サッカー選手権大会
 G奈良単／ 6.29
　第19回大阪サッカー選手権大会
 G大阪単／ 6.29
　第19回京都サッカー選手権
 G京都単／ 6.29
　第17回兵庫県サッカー選手権
 G兵庫単／ 6.29
　第19回滋賀県サッカー選手権
 G滋賀単／ 6.29
（4）その他のスポーツ
織田記念国際陸上
 G近畿・中国ブロック・愛媛単／4.29
第43回関西学生サッカー選手権　決勝
　「大体大」対「関西学院」
 E近畿ブロック／ 5.31
関西大学ラグビー
　「同志社」対「天理大」 E近畿ブロック／10. 5
関西学生アメリカンフットボール

　「関西学院」対「立命館」
 E近畿ブロック／11.23
プロバスケットボール　bjリーグ
　「大阪」対「奈良」
 G大阪・奈良／ 2.14
　「京都」対「滋賀」 G京都・滋賀／ 3.15
（特集番組）
選抜高校野球開幕特集
　『開幕まであと 4日！センバツ期待の関西勢』
 G近畿ブロック／ 3.17

Ⅱ．技　術

1．番組制作

　ドラマでの新たな映像表現や，スーパーハイビ
ジョンのコンテンツ制作など，新たな技術を用い
た質の高い番組制作に加え，地域サービスの充実，
迅速・的確な緊急報道など視聴者本位の番組制作
に取り組んだ。
（1）ドラマ番組
　『連続テレビ小説』「マッサン」は主人公が情
熱を注いだウイスキーの琥

こ

珀
はく

色にこだわった映像
表現によって多くの視聴者から好評を得た。
　『土曜ドラマ』「ボーダーライン」は舞台とな
った消防署の活動現場をリアルに表現するため
VFX，高度な色調整（カラーグレーディング）
を駆使し難易度の高い炎，煙の合成を実施した。
（2）一般番組
　NHK大阪ホールから年間 9本の『NHK歌謡コ
ンサート』を番組テーマに沿った中継も交えなが
ら全国に届けた。『わが心の大阪メロディー』で
は大阪城，道頓堀，法善寺横丁からの中継も交え
大阪ならではの番組制作を行った。
（3）スポーツ中継
　「全国高校駅伝（12月）」，「女子駅伝（ 1月）」，
「びわ湖毎日マラソン（ 3月）」において，安定
した電波伝搬を実現して高画質映像と，5.1chサ
ラウンド音声による迫力と臨場感あふれる放送を
行った。また「春夏・高校野球」「NHK杯フィギ
ュア」や「プロ野球」「サッカー」などの中継放
送を実施，スポーツの感動を全国に届けた。
（4）地域番組
　独創的な発想で成功を収めている地元中小企業
を紹介し，関西経済を元気づける『ルソンの壺』，
地域の社会問題などをホットに伝える『かんさい
熱視線』などで，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『週末
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応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！』など多様
な番組を放送した。
（5）デジタルサービス
　より幅広く視聴者との接触者を増やすため，放
送に加えて「インターネット」のサービスを展開
した。全国高校駅伝（女子・男子）では，時々刻々
と変わる順位情報などをデータ放送（12セグ， 1
セグ）やPCおよびスマートフォン向けに提供し，
効率的なコンテンツ制作を行った。また，VOD
動画として，PCとスマートフォン向けに配信し，
見逃し動画を提供した。
　一方，生放送の『バリバラ』や『NHK上方漫
才コンテスト』では，視聴者がデータ放送やスマ
ホから投票を行う視聴者参加型の双方向番組を制
作した。また，『ぐるっと関西　おひるまえ』では，
ネットに接続していない受信機でも気軽に参加で
きるコンテンツを制作した。
（6）選挙放送・緊急報道
　12月の衆議院選挙は，14日に投票が行われ，自
民・公明両党は，法案の再可決発議に必要な全議
席の 3分の 2を上回る326議席を獲得して圧勝す
る結果となった。今回の衆議院選挙は，これまで
より小選挙区の数が 5つ減り，定員は，小選挙区
295，比例代表180のあわせて475議席で争われた。
　政見・経歴放送は，総合テレビ・ラジオ第 1放
送で，大阪局から近畿域内に送出した。総放送時
間は，テレビ：21時間50分（前回に比べて 4時間
55分減），ラジオ：27時間29分30秒（前回に比べ
て 3時間49分45秒減）となったが，いずれも異常
なく放送した。
　開票速報では，本部ならびに域内各局と連携し，
深夜に及ぶ放送を開票状況表示も含めミスなく無
事送出した。また，データ放送・インターネット
でも開票状況をほぼリアルタイムに送出した。
　放送機能強化の取り組みとして，『情報まるご
と』を 5回（4.17，6.25，7.24，9.19，10.22）大阪
局から生放送した。全国のロボカメ映像や各放送
局からの映像を大阪局に直接引き込むなど，訓練
要素を組み入れ，関西からの情報発信とともに首
都直下地震発災時の大阪局バックアップ機能の検
証を行った。
　ニュース・緊急報道では，「阪神・淡路大震災
から20年」の追悼関連番組の生中継を兵庫県内各
地から行い全国発信した。台風大雨関連報道では，
「台風11号」（8.9），「福知山市街地大雨で冠水」
（8.17），「台風18号」（10.5），「台風19号」（10.19）
に関する情報を現場からの中継や解説を交えなが
ら，L字画面を使って避難情報や交通情報などを

文字情報できめ細かく伝えるとともに，台風進路
図や雨雲レーダー画面をL字画面に合成するな
ど，防災・減災報道に的確に対応した。また，「神
戸市長田区で小 1女児行方不明」（9.12），「和歌
山紀ノ川市で小 5男児刺殺」（2.5），「兵庫県洲本
市で 5人殺害」（3.9）など全国が注目する近畿発
のニュースを，ヘリコプターやCSKなど取材伝送
機材を駆使し，いち早く確実に伝えた。

2．視聴者とのふれあい（CS活動）

　CS活動として，11月の「BKワンダーランド」
において，「スタジオ公開」や「ハイブリッドセ
ンサー（簡易バーチャルリアリティ）など最新技
術の展示」を実施し，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 5校12クラス，428人の参加があり，児童・学
校側からも大変好評だった。
　また，『NHKのど自慢予選会』では，「時差再
生」によるCS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）放送網の機能強化と安定運用に向けた取り
組み

　大規模災害に備えた放送網の非常対策および，
「あまねく」の達成に向けた放送設備の安定運用
に努めた。また，大阪ラジオ第二送信所の送信設
備更新やデジタルTV送信機 2台化などの補完整
備を取り進め，ネットワークとシステムの高信頼
化を図った。
①デジタルTV送信機の 2台化整備により，地上
デジタル放送の安定したサービスを確保した。
（神戸・浜坂G，Eほか 2局所）

②放送所の自家発電装置用燃料タンクの容量増強
により，稼働時間を約 2倍（約200時間）とし
た。（大阪・美原R，京都・比叡山TV，和歌山・
木ノ本TV，大津・岩根山FM）

③安定電波確保のため老朽化したラジオ第二送信
所の送信設備を更新した。（大阪・羽曳野R）

④非常災害時におけるTV／FM中継放送所の機
能停止等万が一の事態に備え，可搬型非常用中
継送信機を整備した。（大阪会館）
⑤ラジオ中継放送所の監視を強化するため，中継
放送所の音声を会館に送り返し，外部からリモ
ートで確認が可能となる補完整備を行った。（大
阪，京都，神戸，和歌山の各放送会館および各
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ラジオ中継放送所）
⑥京都新会館の移転にあたり，TV／FM親局送
信所へのプログラム伝送設備を整備し，送信所
設備の運用状態を監視するための装置を移設し
た。また，移転に合わせて京都R1を廃止し，
大阪R1へ一本化した。

（2）NHK共聴の安定運用に向けた取り組み
　完全デジタル化後のNHK共聴の安定運用に向
けて，14年度は施設老朽に伴う大規模改修（光
化）24施設，小規模改修（部分補修）を15施設に
ついて完了した。
　また，放送網機能強化関連整備のバックアップ
用UPS整備を 4施設，アナログ施設撤去を25施設
について行った。
　加えて，地上デジタル放送導入後にフェージン
グによるデジタル混信が発生していた京都府伊根
町の 5施設について， 3か年に及ぶ対策計画を策
定し，国庫助成手続きを行いながら，最終年度の
整備工事を完了させた。
　雷害による設備障害を軽減するため，14年度は
5施設で高速避雷器の設置を実施した。
（3）番組制作・送出設備の整備
　被災等によって本部機能が喪失した場合に備え
て，大阪局の機能強化整備を実施した。 3か年計
画の最終年にあたる14年度は，ニュース送出卓の
増設整備，津波作画装置の整備，回線情報表示シ
ステムの整備等を実施した。整備後のテスト・運
用訓練を踏まえて，実運用を開始した。また，会
館自家発電装置用の燃料タンク増設工事に着手し
た。
　その他，大阪R運行装置制御部更新，緊急警報
設備・緊急文字発生装置・放送局ペイント装置の
更新，報道LAN更新・緊急気象LANの 2系統化
整備等を実施した。
　番組制作設備については，老朽化した大阪B-1
音声中継車の更新，番組用ノンリニア編集機の部
分更新，番組用一体型カメラのファイルベース化
更新，中継車等搭載VTRのファイルベース化更
新等を行った。
（4）災害・緊急報道対応設備の整備
　報道取材用カメラ・CSKやニュースカー等の緊
急車両搭載VTR・伝送拠点VTRのファイルベー
ス化更新を実施した。比叡山（京都），紀ノ川（和
歌山），伊吹山中間点（大津）の各FPU基地局を
更新するとともに，粟鹿（神戸）FPU基地局の
回転台を更新した。その他，超小型CS伝送設備
や高感度カメラの整備，和歌山局CSKの狭帯域化
改修，京都ニュースカーの更新，VHF連絡無線

のデジタル化更新等を行った。
　局外に設置している天気カメラを更新した。14
年度は，関西空港（大阪），京都駅前・清水寺（京
都），ロイネット・海南・那智勝浦・和歌山駅前
（和歌山），今津・長浜（大津）の整備を実施した。
（5）放送会館の建て替え
　老朽化した京都放送会館の建て替えを完了し
た。14年 8 月に建物建築工事が竣

しゅん

工
こう

し， 9月から
放送設備の整備を順次実施した。主立った設備は
年内におおよそ完成し，その後はテスト・訓練を
行った。 1月より旧会館からの機器移設工事を実
施， 2月16日に無事カットオーバーした。
　大津放送会館の建て替えに向けて，基本計画の
検討を進めた。

4．送受信技術

（1）衛星による暫定受信対策（衛星セーフティ
ネット）の終了

　近畿地区の地上波のデジタル難視は，15年 3 月
26日段階でゼロとなり， 3月31日の衛星セーフテ
ィネット終了を無事に迎えることができた。近畿
広域地上デジタル放送推進協議会（以下，近畿協
議会）の一員として01年 3 月の設立以降，近畿協
議会の前身である近畿広域地域会議の活動も含め
ると，15年半におよぶ近畿地区の地上波デジタル
化の取り組みを完遂することができた。衛星セー
フティネット終了後の視聴者問い合わせも非常に
少数であり，特に問題なく推移している。
（2）CATVのデジアナ変換サービスの終了
　CATVのデジアナ変換サービスは，14年 4 月段
階で全国の受信機 1台目世帯数が110万と推定さ
れ，近畿地区でも相当数残っていると推測された。
近畿協議会の一員として，全国に先駆けたブルー
バックトライアルやCATV事業者と連携した広
報活動に取り組み，3月31日までにほとんどのCA
TV事業者でのデジアナ変換サービスを大きな混
乱もなく終了した。奈良県知事選の選挙期間にあ
たるため，スカパーJSATの奈良地区のみ， 4月
13日にデジアナ変換終了となった。
（3）新たな周波数割り当てへの対応
　アナログ終了後の周波数跡地利用や，新たな周
波数割り当てが進んでいる。AM放送のFM補完
波・V－Lowマルチメディア放送・V－Highマル
チメディア放送・地デジ放送ホワイトスペースの
特定ラジオマイク・UHF700MHz帯の携帯電話事
業者の利用など，NHKが受ける割り当てもあれ
ば，他事業者による利用もある。近畿各地で周波
数帯ごとの調整が進んでいるが，NHK既存波へ
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の影響が発生しないようにしつつ，NHKの新た
な周波数利用上の問題が生じないように取り組ん
でいる。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

〔大阪局〕
（1）経営広報・番組広報
　毎月 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。
　大阪局制作の『連続テレビ小説』「マッサン」
は，「マッサン委員会」を中心にさまざまなイベ
ントやPRに取り組んだ。特に，阪堺電車の日本
現役最古車両に，「マッサン」ビジュアルのラッ
ピングを行い放送終了まで運行した（10.10～3.28）。
出発式には西川きよし，夏樹陽子が参加した
（10.9）。大阪ホールではファンミーティングを
実施し，主演の玉山鉄二，シャーロット･ケイト･
フォックスほか出演者と交流を深めた（1.10）。
　このほか，『木曜時代劇』「銀二貫」全 9回（4.10
～6.5），『土曜ドラマ』「ボーダーライン」全 5回
（10.4～11.1），『阪神・淡路大震災20年ドラマ　
二十歳と一匹』（1.17），『第45回NHK上方漫才コ
ンテスト』（2.27）の取材会や試写会を実施する
など，大阪局制作の番組PRに努めた。
　大阪局公式ツイッター広報大使の「ボイスマ
ン」をキャラクターとして，大阪局制作の番組や
『連続テレビ小説』「マッサン」などの情報を発
信した。
（2）視聴者広報
①災害への対応
　大阪局は，南海トラフの巨大地震などの大規模
災害に備えて，非常災害時緊急放送の受信公開に
ついてJR西日本と覚書を交わした。大地震や台
風などの大規模な災害が起きた場合にJR西日本
が駅の改札口付近などにある列車の運行情報を示
す画面を適宜切り替え，NHKの緊急放送を流す
もので，利用者の多いおよそ70駅で順次運用を開
始するとしている。
②視聴者向けイベント
　 8月「ぼくの絵わたしの絵」展を実施（BKな
つ祭・8.9～18）。 3月には『連続テレビ小説』「マ
ッサン」の終盤の放送に合わせ，マッサンセット
公開を実施した（3.13～22）。アトリウムに収録
で使用したエリーハウスなどのセットを建て込

み，小道具・衣装なども展示した。同時に「マッ
サン」出演者へのメッセージコーナーや春からの
大阪局の番組紹介コーナーを設けた。期間中およ
そ 2万5,000人が来場した。
　大阪局の視聴者見学コース「BKプラザ」は，
14年度に33万人あまりが訪れた。15年度は累計の
来場者数が600万人に近づく見込み。BKプラザス
タジオ（公開番組スタジオ）では「あなたもキャ
スター☆君もカメラマン！」や「3Dハイビジョ
ン映像体験」などの体験見学を定期的に開催した
ほか，イベントに合わせてワークショップを開く
など，子どもや家族が楽しめる催しを行った。
　大阪局が独自の取り組みとして毎年行っている
大阪市内の中学生を対象にした職場体験学習は，
14年度に過去最高の40校148人が参加し，リポー
トや撮影・音声など番組制作の基礎について学習
した。
　14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およ
そ11万8,000件であった。
〔京都局〕
　15年 2 月21日に京都市の中心部・烏丸御池に新
たな情報発信・文化拠点という役割を担い，これ
まで以上に地域に開かれた放送局として新会館を
オープンした。オープン前から積極的な広報展開
を図り，最寄りの駅となる京都市営地下鉄・烏丸
御池駅構内，地域の芸術系大学とコラボした階段
アートや防護柵シートポスター等，地域へ向けて
の話題となるPRを展開した。オープン後は視聴
者公開スペースにおいては 8 Kスーパーハイビジ
ョンの上映の他，公開収録やイベントを実施。オ
ープン以来，12日間で来館者 1万人を達成した。
　また，『ニュース610　京いちにち』はスタジオ
が変わりセットも一新したことから，新たな装い
でスタート。ホームページも見直しを図り，京都
制作・テーマになっている番組情報を分かりやす
いレイアウトに変更。また，注目が高まる京都局
キャラクター「ねこまる」もオリジナル動画を制
作するなど更に活用した。
　その他京都局では初めて制作した地域発ドラマ
『鵜飼いに恋した夏』はプロモーション事務局を
中心に全局体制で取り組み，PR展開，400人を超
えるエキストラ対応，営業施策などいろいろな対
策を有効に行い，地元の行政と良好な関係作りに
もつながった。
〔神戸局〕
　阪神・淡路大震災から20年を迎え，兵庫県が抱
える課題を掘り下げて取材し，地域放送で重点的
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に伝えながら，ブロック放送や全国放送へも幅広
く発信した。
　「いのちを守る放送局」として，阪神・淡路大
震災の被災者の思いを伝えるコーナー「あの日を
胸に」を継続して放送したほか，東日本大震災の
被災地に寄り添う取り組みや南海トラフ地震に備
える取り組みを紹介するリポートを年間を通して
放送した。また， 1月17日を中心とした震災20年
の一連の番組に対し，「あの日を胸に“生きる”」
という共通テーマを設け，発災時刻の 5時46分の
中継『阪神・淡路大震災20年　 5時46分　思いつ
ないで～神戸・淡路～』や特集番組『阪神・淡路
大震災20年　あの日を胸に“生きる”』，『ひょう
ご安全の日　1.17のつどい』などを制作，放送し
た。
　また，阪神・淡路大震災20年「『しあわせ運べ
るように』を歌い継ぐ」プロジェクトを実施し
た。これは，小学生が歌う「しあわせ運べるよう
に」の動画を放送や特設ホームページ，イベント
で紹介するというもので，県内外の小学校から
100件以上の動画が寄せられた。
　このほか，『大河ドラマ』「軍師官兵衛」にあわ
せ『ニュースKOBE発』内では「官兵衛参上」で
地元の動きやドラマの見どころ，出演者へのイン
タビューなどを継続的に放送したほか，『兵庫特
集　新兵庫史を歩く～姫路市・宍粟市～』でも官
兵衛ゆかりの地を訪ねるイベントを開催・放送し
たことで，地元の盛り上がりに貢献した。
〔和歌山局〕
　14年度は，引き続き南海トラフで起きるとされ
る巨大地震などの災害に備え，放送やイベントを
通じて防災力アップを目指す「守るプロジェク
ト」を展開し，放送やイベントを通して地域の皆
さんへのPRに努めた。
　放送では，『あすのWA！』内で，防災対策を
はじめ，暮らしの安全を守るために今知っておき
たいテーマを掘り下げる「まもる」のコーナーを
放送した。またNHK和歌山と和歌山大学被災者
支援団体「FORWARD」の共同企画として，防
災の最前線で活躍するさまざまな職業の人々にお
話を伺う『「守る」和歌山大学防災講座』をNH
K-FMで月 1回放送した（全11回）。
　イベントでは，子どもたちに災害時に主体的に
動く知識・判断力・行動力を身につけてもらう「防
災サバイバル」や，和歌山県国際交流協会と共催
で県内に住む外国人を対象に，地震や津波，台風
などの災害について学び，備えてもらう「NHK 
Let’s Study BOSAI」を実施したほか，御坊市で

行われたのど自慢では，予選会の審査待ち時間に
ステージで「NHK BOSAI体操」を紹介した。
　また，和歌山局のヤングサポーター「WAKA
葉サポーター」は14年度で第 6期となり，20人の
中高生が登録した。和歌山局が制作した番組につ
いて制作者と語る懇談会や番組モニターの他，和
歌山局や大阪局の見学会などに参加してもらった。
〔奈良局〕
　 9月27～28日の 2 日間，会館公開「NHK奈良
わくわくステーション」を開催し，4,000人を超
える来場者があった。車庫に特設したステージで
は「ワンワンとあそぼうショー」などのほか，11
月に県内で開催された「全国豊かな海づくり大会
～やまと」に関連して「さかなクントークショ
ー」，トークイベント「“海につながる森”のおは
なし」などを実施し，多くの観客でにぎわった。
　また，12年度から取り組んでいる「こころの都」
プロジェクトに関連して， 1月21日には奈良県新
公会堂で「KASUGA RYUJIN 能春日龍神 ～幽
玄×デジタル～」を実施，能楽発祥の地とされる
奈良で伝統的な能の仕舞と，最先端のデジタル技
術“モーショングラフィックス”を組み合わせる
ことにより“幽玄の世界”の映像化を試みた。「能　
春日龍神」の演能と，専門家による作品の解説，
モーショングラフィックスを組み合せた仕舞の 3
部構成で公演，参加者のみならず，関係者からも
画期的な試みであると好評を博した。
　奈良局制作の番組やイベントを紹介する「nara
通信」は原則毎週発行し，各市町村や観光センタ
ーなど県内48か所に配布している。また，「NHK
奈良わくわくステーション」のPRチラシを奈良
市内の幼稚園に送付。駅にも掲出するなど，積極
的な広報展開に努めた。
〔大津局〕
　14年度の県域放送『おうみ発610』は，「県民の
安心・安全を守り，地域の活性化に貢献する」を
「放送局のちから」の目標に掲げ，南海トラフ巨
大地震や台風による大雨などに備える防災・減災
情報を伝えるとともに，防災士が地域の情報を発
信する「防災ピックアップ」のコーナーを設ける
など，県民の安全・安心につながる情報を充実さ
せた。
　また，大津局では，私たちの母なる湖「びわ湖」
を見つめ直し，最先端の科学的な視点で謎を解く
年間キャンペーン「びわ湖興味新深」を実施し
た。このフィナーレとして県域特別番組『あなた
が選ぶ！「びわ湖興味新深」グランプリ』を 3月
に大津局と湖上の遊覧船から放送した。番組では，
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びわ湖の貴重な水中映像や研究の最前線，四季の
移ろいを 1年間撮影した美しい映像，大津局に寄
せられたびわ湖の写真などを紹介した。
　さらに，大津局と滋賀県内の民放 4局が，県民
の安心・安全を守る取り組みとして，災害への備
えや防災意識を高めてもらう特集番組『滋賀県ラ
ジオ局共同特別番組「防災ラジオ滋賀2015」～始
めよう、生活防災～』を共同で制作し， 2月に県
域FM放送で放送した。その一環として，災害発
生時に保存食を使って手軽に調理できるレシピを
競うイベント「いざメシ大集合in滋賀」を13年度
に続き，公開録音で 1月に実施した。イベントで
は，料理や防災の専門家が審査員となり，専門家
のアドバイスも交えて楽しく分かりやすく紹介す
ることで防災意識の啓発に努めた。

2．イベント事業

　14年度近畿ブロックでは，13年に比べて21件多
い290件のイベントを実施し，視聴者との結び付
きの強化に努めた結果，参加者は145万9,061人と
なった。
　大阪局では，後期の『連続テレビ小説』「マッ
サン」と連動して，会館公開イベントやファンミ
ーティング，最終回を見る会等の関連イベントを
これまでにない規模で開催。 4年目となった「子
どもを守れ！」キャンペーンでは，大阪府内の小
学校 3校でアナウンサーによる朗読出前授業を，
NHK大阪ホールで「ようこそ！スーパーキッズ
ユニバーシティ」（11.3）を実施した。また，NHK
の最先端技術を幅広い人々と関係者に周知するた
め，さまざまな企業の最先端技術が集まるグラン
フロント大阪・ナレッジキャピタルで， 8 Kスー
パーハイビジョンによる「W杯サッカーライブビ
ューイング」（6.15～20），「文楽シアター」（10.25
～26）を実施し，合わせて 8万3,822人が参加した。
（1）全国放送公開番組
　『NHKのど自慢』『BS日本のうた』『スクール
ライブショー』『ザ少年倶楽部』『わが心の大阪メ
ロディー』『上方演芸会』など74本をNHK大阪ホ
ールと近畿各地で実施した。
（2）展覧会
　「NHK大河ドラマ特別展『軍師官兵衛』」
（14.3.21～5.6，兵庫県立歴史博物館），「開館記
念特別展『東大寺』」（14.3.22～5.18，あべのハル
カス美術館），「バルテュス展」（7.5～9.7，京都市
美術館），「ホイッスラー展」（9.13～11.16，京都
国立近代美術館），「ボストン美術館華麗なるジャ
ポニスム展」（9.30～11.30，京都市美術館），「第

61回日本伝統工芸展」（10.8～13，京都高島屋，
10.16～22，あべのハルカス近鉄百貨店本店），「遊
亀と靫彦」（10.11～11.24，滋賀県立近代美術館）
などを実施した。
（3）教育・子どもイベント
　「第61回NHK全国高校放送コンテスト近畿各
府県大会」「第31回NHK杯全国中学校放送コンテ
スト近畿各府県大会」「第81回NHK全国学校音楽
コンクール近畿各府県コンクール」および「同近
畿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」を年間通し
て近畿各府県で実施した。また，小学生を対象に
した「挑戦！NHK防災サバイバル」を大阪，和
歌山で実施したほか，幼児とその保護者を対象に
した「おかあさんといっしょファミリーコンサー
ト」（12.20～22，NHK大阪ホール），「いないない
ばあっ！あつまれ！ワンワンわんだーらんど」
（1.17～18，NHK大阪ホール）なども実施した。

3．営　業

　 3か年経営計画の最終年度である14年度におい
て近畿ブロックでは，地域スタッフの少数精鋭化
と法人委託の拡大，職員による事業所対策，民事
手続きの着実な実施等の営業改革に引き続き取り
組んだ。
　法人委託の拡大に関しては，既存事業者の育成
と地域拡大に努めるとともに，民間調査会社のデ
ータを活用して新規事業者の開発も行った。この
結果，公開競争入札実施地域は 5地域の増，エリ
ア型法人に関しては 4地域の増となり，法人委託
と地域スタッフの取次のシェアも法人委託が地域
スタッフを30ポイント上回ることとなった。
　事業所増加に関しては，職員を中心とした活動
を継続し，目標を大きく上回る 2万件を超える増
加数を残すことができた。
　民事手続きに関しては，これまで実施してきた
支払督促に加え，未契約世帯に対する民事訴訟を
近畿ブロックとしては初めて大阪府内で提起，公
平負担の徹底に取り組んだ。
　上記の活動の結果，14年度はブロック合計で 5
年連続となる全営業諸目標を達成した。
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中 国
◇「安全・安心」では，未曽有の被害を生んだ広
島市大規模土砂災害や，台風などの災害・緊急
報道に迅速・正確に対応。テレビ・ラジオ・L字・
データ放送・ホームページを通じて災害情報・
ライフライン情報を伝えた。さらに，災害時に
備えた代替放送拠点の整備（岡山），原発事故
を想定したBCP策定作業（松江），土砂災害か
らの復興を応援する「広島を元気に！」キャン
ペーンなどに取り組んだ。
◇被爆70年関連では，『NHKスペシャル』とドラ
マの放送を 2つの柱に，『いのちのうた2014』，
『ヒバクシャからの手紙』など16番組を全国発
信したほか，『ヒロシマ　復興を支えた市民た
ち』と題したドキュメンタリードラマ 3部作の
放送を開始するなど，被爆70年への取り組みを
本格的にスタートさせた。また，アーカイブス
を活用し，特集編成『テレビが伝えたヒロシマ』
や，「平和アーカイブス展」，「学校出前授業」
などを実施。さらに，ポータルサイトを英語・
仏語・中国語に対応させ，国際的な情報発信を
強化した。
◇金曜夜間は『プライムS』を新設し，大きな反
響を呼んだ「里山資本主義」に続くシリーズ
「海と生きる」や被爆70年関連番組などの大型
企画を放送した。さらに，各局が独自の県単サ
ービスに力を入れ，県域ドキュメンタリー『現
場に立つ』の継続展開（岡山），『島根スペシャ
ル』の新設（松江），手話イベントなど福祉関
連番組・企画の通年展開（鳥取），「花燃ゆ♪ク
ラシック」をはじめとする『大河ドラマ』PR
の本格化（山口）などに取り組んだ。また，プ
ロ野球やサッカーJリーグ，バレーボールVプ
レミアリーグなど，地域に根差したスポーツを
中継や番組で取り上げ，スポーツファンの期待
と関心に応えた。
◇ 4 K・ 8 K，バーチャルなどの新しい技術に積
極的に挑戦。「原爆遺品」をテーマとした 8 K
独自コンテンツの制作と 8 Kによる紅白歌合戦
ライブビューイング実施（広島）， 4 Kカメラ
による「国宝 吉備津神社」の制作と 8 K上映
会の開催（岡山），バーチャルセットを活用し
た番組制作（鳥取・広島）などを展開した。
◇全局体制による「810」活動を展開。『大河ドラ
マ』「花燃ゆ」（山口），『連続テレビ小説』「マ
ッサン」，『戦艦大和のカレイライス～広島発地

域ドラマ～』（広島）をはじめとする番組・イ
ベントと連動し，成果を上げた。また，外部法
人委託拡大などの営業改革を着実に進め， 4年
ぶりに域内全局全目標を達成した。

◇デジアナ変換終了では事前周知を徹底し，混乱
なく対応を完了させた。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　 8月20日未明に広島市で発生し74人が死亡した
大規模土砂災害にあたっては，発災当初からテレ
ビ・ラジオ・インターネット等を通じて迅速かつ
きめ細かく情報の発信に努め，二次災害の防止や
被災者支援に役立つ情報の提供に全力を尽くし
た。その後も，被災地を取り巻く状況や行政の動
きなどを継続的に取材し，ニュースや番組で伝え
続けるとともに，被災者支援のキャンペーンを展
開するなど，地域に寄り添う公共放送としての使
命を果たすべく取り組んだ。
　被爆70年に向けた 2年にわたる取り組みとし
て，“伝える、つなげる、未来へ”をテーマに，
年間を通してドラマ，音楽，ドキュメンタリー，
証言記録，アーカイブスなどさまざまな番組を放
送。核兵器廃絶や平和の尊さを訴えるメッセージ
を発信するとともに，被爆体験の記録と次世代へ
の継承に取り組んだ。
　急きょ行われた衆議院議員選挙（12月14日投開
票）にあたり，正確かつきめ細かい選挙報道の実
施に万全を期した。
　貴重な地域資源である海をテーマにしたシリー
ズ「海と生きる」を13年に引き続き中四国 9局が
連携して展開した。併せて，瀬戸内の豊かな魅力
を伝えるキャンペーンを展開し，数多くの関連番
組を全国・地域向けに放送した。
　金曜夜間に，地域に密着した内容の各局制作番
組を各地域向けに積極的に放送した。

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　 7:45～ 8:00
　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。
『NHKニュース　おはようちゅうごく』　G

土　 7:30～ 8:00
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　第 1回93.4.10／中国ブロック・一部県域／中国
5県の朝の表情を伝える中継やリポート，週末の
イベント情報や生活情報，そして「西日本の旅」
など，多彩な内容のニュース・情報番組。
『ひるまえ直送便』（広島局）　新　G

月～金　11:30～11:52
　第 1 回14.4.2／中国ブロック・一部県域／日々
の暮らしに役立つ情報や，地域で活躍する人物へ
のインタビューなど，中国地方各地の身近な話題
を掘り起こし，その魅力を伝える情報番組。
『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／広島県内のニュースを視
聴者目線に立って詳しく，分かりやすく伝えるニ
ュース・情報番組。14年度は番組ロゴ，スタジオ
セットをリニューアル。 2年かけた取り組みとし
て新設したコーナー「被爆70年シリーズ」では，
被爆者の苦しみや悩み，被爆地の課題，核兵器な
き世界に向けた国内外の動きなどを定期的に伝え
た。また，記者，キャスターがカメラマンととも
に小型の中継機材を持ってニュースの現場に飛び
出す「現場でお好み 3分間」を新設し，最新の動
きや生の声を中継で伝えた。その他，リポーター
が県内各地を回り，地域自慢の技術や食にまつわ
る逸品，地域で輝く人を紹介する「みっけ！！」
や，広島で生き生きと暮らす人に県内各地の学校
で授業，講演をしてもらい，未来を担う子供たち
にメッセージを伝える「明日を描け！」を新設
し，視聴者との結びつきを強めた。
（各局タイトル）
　『岡山ニュースもぎたて！』 （岡山局）
　『しまねっとNEWS 610』 （松江局）
　『いちおしNEWSとっとり』 （鳥取局）
　『情報維新！やまぐち』 （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）
『フェイス』　G 金　19:30～19:55
　第 1 回11.4.1／中国ブロック／災害・減災，被
爆70年関連から，地域経済の最前線，自然，スポ
ーツなど，バラエティーに富んだラインナップで，
中国地方の今をタイムリーかつシャープに取材し，

掘り下げて伝えるとともに，視聴者の疑問や関心
に応えた。
『現場に立つ』　G 金　19:30～19:55
　第 1 回11.4.3／岡山県域／年 4回／いま，岡山
で何が起きているのか。俳優・山口馬木也さんを
ナビゲーターに，さまざまな現場の臨場感や人物
の実像を鋭く捉えるドキュメンタリー。
『島根スペシャル』　新　G 金　19:30～19:55ほか
　第 1回14.4.18／島根県域／年10回／地域社会が
抱えるさまざまな課題や郷土の奥深い文化や歴史
など，多様なテーマを自由な演出で放送し，島根に
暮らす人々の関心に応え，暮らしを豊かにする番組。
『√るーとhigh↑2』　新　G 金　19:30～19:55
　第 1回14.4.25／鳥取県域／年10回／ 2人の旅人
が，素敵な出会いを求めて鳥取県を西へ東へ“ぶ
っつけ本番”で巡る番組。
『YAMAGUTIC』　G 金　19:30～19:55ほか
　第 1回08.4.11／山口県域／年 9回／“山口のい
ま”“山口らしさ”をさまざまな角度から見つめ
る番組。“時代と格闘”をキーワードに，山口の
さまざまなテーマに真正面から取り組み，課題と
人々の暮らしを考える。
『プライムS』　新　G 金　20:00～20:43ほか
　第 1回14.4.4／中国ブロック／長期取材で掘り
下げる大型企画，被爆70年関連番組，地域の自然
や人の営みを描くドラマや紀行番組など，見応え
のある番組を編成した。
『NHK中国地方放送番組審議会』　G 随時
　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　 7:40～ 7:58
　第 1 回89.4.3／中国ブロック／気象・交通など
朝に欠かせない情報やニュース，旬の人や時の話
題を電話インタビューで構成。
『金曜夕方　どぉ～かいの！』　R1

金　17:00～17:55（大相撲期間を除く）
18:00～18:50（プロ野球中継時を除く）

　第 1回13.4.5／広島県域／「子育て」「仕事・家
事」「夫婦関係」など，アラフォーならではの悩
みをリスナーとともに考えた。また，県内各地の
「道の駅」「コミュニティーFM局」などと結び，
各地の旬の話題を届けると同時に，さまざまな分
野で活躍している人物を招いてのインタビュー，
アラフォーにこだわった青春ソングを集めてのリ
クエストなど，盛りだくさんで放送した。
『岡山ラジオ・おからじ！』　R1

金　17:00～18:00
　第 1回14.4.25／岡山県域／年10回／日ごろから
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NHKの地域ラジオ放送を耳にしてもらい，いざ
という時に役立つラジオを目指す番組。メールや
ファックス，電話インタビューなど，リスナーと
の結びつきを大切にしながら，楽しく，岡山に密
着した情報を発信。
『“花燃ゆ” を読む』　新　R1 土　12:15～12:30
　第 1回15.1.10／山口県域／『大河ドラマ』「花燃
ゆ」に関連して，ドラマ脚本のノベライズ作品を
アナウンサーが朗読し，ドラマ本編とはひと味違
った「花燃ゆ」の世界を届ける番組。
（2）特集番組（核・平和関連番組を除く）
〔中国ブロック〕
『広響コンサート』　FM 日　14:00～16:00
　「第339回定期演奏会」 広島局／ 6. 8
『第81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／ 9.27／14:00～16:30
『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2014～中国地区大会～』　G

広島局／11.16／11:00～11:54
『防災の日　ラジオ特集　検証　大規模土砂災
害』　R1 広島局／ 9. 1／21:05～21:55

〔県域〕
『わたしのベストショット』　G

広島県域／ 5. 9，7. 4，9.12，11. 6，3.15
／15:15～15:38ほか

『お好みワイドひろしま「明日を描け　スペシャ
ル」』　G

広島県域／ 7.20，11.23， 2. 1， 3.15
／ 8:00～ 8:25

『Heart Rock Café』　R1
広島県域／ 5. 4／13:00～13:55

『あなたが主役50ボイス「マッサンボイス　広
島スペシャル」』　G

広島県域／ 9.28／ 7:45～ 8:17
『がんばれ！ふるさとランナー～第20回全国男
子駅伝　あすスタート～』　G

広島県域／ 1.17／12:15～12:38
『広島カープ物語』　G

広島県域／ 7:45～ 7:55ほか
　「球団誕生編」 5.11ほか
　「チーム解散の危機編」 8. 3ほか
　「市民球場完成編」 8.31ほか
　「リーグ初優勝編」 9. 7ほか
『瀬戸内おもてなしの心』　G 広島県域
　「バス運転手編」 5.30／13:52～13:54ほか
　「旅館女将編」 5.30／15:56～15:58ほか
　「ホテル･ウェディング担当編」

7. 1／13:53～13:55ほか
　「サイクリストサポート編」

9.18／13:50～13:52ほか
　「ホテルのスパ編」 9.26／13:50～13:52ほか
『みんなで歌おう！「僕らの青～瀬戸内の詩～」』　
G 広島県域

　「観光関係者編」 4.30／16:50～16:55ほか
　「キャスター編」 5. 1／13:50～13:55ほか
『広島　高校野球物語』　G

広島県域／20:43～20:45ほか
　「昭和32年」 8.14ほか
　「昭和48年」 8. 7ほか
　「昭和63年」 8. 8ほか
『熱唱！NHKのど自慢予選会』　G
　島根県雲南市 島根県域／ 7.21／ 2:20～ 4:15
　鳥取県米子市 鳥取県域／ 9. 6／ 2:55～ 4:25
　山口県長門市 山口県域／11. 9／ 1:45～ 4:13
　岡山県備前市 岡山県域／12.23／ 1:00～ 3:30
『岡山スペシャル対談』　G
　「 アートで世界に“OKAYAMA”を～福武總

一郎×石川康晴～」
岡山県域／ 4.18／19:30～19:58

『岡山スペシャル討論』　G
　「なんで勉強しなくちゃいけないの？」

岡山県域／ 6. 6／19:30～20:43
『現場に立つスペシャル』　G
　「 それぞれの選択　～巨大モール進出・ 2つの

靴店の挑戦～」
 岡山県域／12.28／22:00～22:48
『国宝　吉備津神社』　G

岡山県域／12:40～12:45ほか
　「春」 6. 7ほか
　「夏」 9.18ほか
　「秋」 12.13ほか
　「冬」 3.14ほか
『岡山ラジオ・おからじ！スペシャル』　R1

岡山県域／ 3. 8／13:00～15:00
『Shimagine』　G

島根県域／ 6.29，11. 2，12.23， 3.28
／22:40～22:50

『ラジオ特集「豪雨から島根を守れ」～県西部の
水害から1年～』　R1

島根県域／ 6.21／ 8:45～ 9:55
『いきいきと暮らすために～フォーラム認知症新
時代in出雲～』　G

島根県域／ 2. 8／13:05～13:48
『OLAibi　－うたう　大山の森と光と－』　G

鳥取県域／11.21／20:00～20:43
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『OLAibi　ライブスペシャル』　G
鳥取県域／12.22／ 1:05～ 2:15

『アニメ　Free！　全12話一挙放送』　G
　「第 1夜」 鳥取県域／ 7.12／ 0:10～ 1:58
　「第 2夜」 鳥取県域／ 7.13／ 0:50～ 2:26
　「第 3夜」 鳥取県域／ 7.18／ 0:40～ 2:34
『アニメ　Free！－Eternal Summer－』　G
鳥取県域／ 7.26， 8. 2， 8.16， 8.23， 8.30，

9. 6， 9.13， 9.20， 9.27，
10.11，10.18，10.25，11. 1

／ 1:45～ 2:09ほか
『大山百景』　G
　「春」 鳥取県域／10.29／22:45～22:50ほか
　「夏」 鳥取県域／11. 3／11:48～11:53ほか
　「秋」 鳥取県域／11. 2／ 8:14～ 8:19ほか
　「冬」 鳥取県域／11. 2／ 8:19～ 8:24ほか
『観（み）て・歌って・学ぼう！手話』　G

鳥取県域／11. 9／13:05～13:48
『とっとりスペシャル』　G
　「岐路に立つ鳥取県の海外戦略」

鳥取県域／ 2. 6／20:00～20:43
『ドキュメント鳥取発』　G
　「 強気で、前へ　～鳥取　半世紀ぶり新十両・
石浦～」 鳥取県域／ 3. 5／22:55～23:20

『鳥取文芸館』　R1
鳥取県域／ 5.17， 7.19，11. 8，12.27， 2.14

／ 9:05～ 9:55
『やしろ荘でごにょごにょ』　R1

鳥取県域／ 4. 8， 6.10， 9.16，11.18， 3. 3
／21:05～21:55

『とっとり歌謡ステージ』　R1
鳥取県域／10. 5／16:05～16:55

『シリーズ防災特集　いざという時、NHKラジ
オ』　R1・FM

山口県域／11:50～12:00
　 6.16「災害時の避難の仕方」
　 6.17「県大島防災センターの取り組み」
　 6.18「豪雨から 1年　被災地の今」
　 6.19「豪雨災害を教訓にした備え」
　 6.20「避難後の情報共有」
『やまぐち風をあつめて』　G

山口県域／ 6. 4～12.23／13回
『関門紀行』　G・E
　「 2都つなぐ海底トンネル」

山口県域／ 9. 6／13:35～13:40
　「歌声は海峡を越えて」

山口県域／ 9.13／11:15～11:20

『“花燃ゆ” トーク＆ウオーク』　R1 
山口県域／11. 9／14:00～16:00

『やまぐち花燃ゆ巡り』　G
　「杉家の変遷・萩市」

山口県域／12.19／19:56～19:58ほか
　「討幕への道・山口市」

山口県域／12.19／19:58～20:00ほか
『あなたが主役50ボイス「大河ドラマ・花燃ゆ
ボイス」山口スペシャル』　G

山口県域／ 1.23／20:00～20:38
〔各局共通〕
『第81回NHK全国学校音楽コンクール』　E
　「広島県コンクール」
　　　小学校の部 8.30／ 9:30～11:20
　　　中学校・高等学校の部

8.30／12:00～14:00
　「岡山県コンクール」
　　　小学校・中学校・高等学校の部

 8.30／12:30～14:00
　「島根県コンクール」
　　　小学校の部 8.30／12:00～12:48
　　　中学校の部 9. 6／14:00～15:15
　　　高等学校の部 9. 6／15:15～16:24
　「鳥取県コンクール」　FM
　　　小学校・中学校・高等学校の部

8.17／ 7:20～ 8:40
　「山口県コンクール」　E
　　　小学校・高等学校の部

9. 6／ 9:20～11:26
　　　中学校の部 9. 6／12:00～13:34

3．核・平和関連番組

（1）地域番組
〔中国ブロック〕
『フェイス』　G
　「被爆遺品は語る」

広島局／ 5.23／19:30～19:55
　「 被爆の記憶をつなぎたい～五日市高校放送部　

夏の記録～」 広島局／ 9.12／19:30～19:55
　「 被爆70年　原爆ドーム百歳～被爆少女のメッ

セージ～」 広島局／ 2.27／19:30～19:55
『プライムS』　G
　「 ダウンウィンダーズ　～核被害に揺れるアメ

リカ～」 広島局／ 5.23／20:00～20:43
　「白に込めた悲しみ　被爆画家　福井芳郎」

広島局／ 6.27／20:00～20:43
　ドラマ「かたりべさん」

広島局／ 8. 1／19:30～20:43
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　  シリーズ被爆70年　ヒロシマ　復興を支えた市
民たち　第 1回「鯉昇れ、焦土の空へ」

広島局・編成局／ 9.26／19:30～20:43
　「 立花隆　54年ぶりの再会　～ヒロシマ・ナガ
サキから未来へ～」

広島局／10.24／20:00～20:43
　  シリーズ被爆70年　ヒロシマ　復興を支えた市
民たち　第 2回「走れ、三輪トラック」

広島局・編成局／ 2.13／19:30～20:43
『えほんでつたえるげんばく』　G

広島局／ 8. 2／17:00～17:29
『被爆70年～語り継ぎたい、あの日の記憶』　R1

広島局／ 9.27，10.25，12. 6， 1.31， 3. 7
／16:05～16:55ほか

〔中国・長崎ブロック〕
『プライムS』　G
　「被爆70年　ヒロシマ・ナガサキは発信する」

広島・福岡・長崎局／ 4. 4／19:30～20:43
　「被爆70年　ヒロシマ・ナガサキ　市民の挑戦」

広島・福岡・長崎局／ 6.20／19:30～20:43
　「ヒバクシャからの手紙」

広島局／ 8. 8／19:30～20:43
〔中国・九州・沖縄ブロック〕
『プライムS』　G
　「 いのちのうた2014　ヒロシマ・ナガサキから
未来へ」 広島・長崎局／ 7.25／19:30～20:43

　「 被爆70年　巻頭言～いま私たちにできること～」
広島・福岡・長崎局／ 1. 9／19:30～20:43

〔広島県域〕
『お好みワイドひろしま～ “原爆の日” 特集～』
　G 8. 6／18:10～19:00
『被爆70年　シリーズ “テレビが伝えたヒロシ
マ”』　G
　  第 1 回「少女たち」のヒロシマ
　『  NHK特集「夏服の少女たち～ヒロシマ・昭
和20年 8 月 6 日～」』 7.12／17:00～17:52

　 第 2 回「ドラマ」でみるヒロシマ
　「ドキュメンタリードラマ　基町アパート」

8. 2／10:05～11:18
　 第 3 回「ドラマ」でみるヒロシマ
　ドラマ「帽子」 9.13／10:05～11:35
　 第 4 回「カープ」とともに歩むヒロシマ
　『  プロジェクトX　挑戦者たち「史上最大の集
金作戦　広島カープ～市民とナインの熱い
日々～」』 10.11／10:05～10:49

　 第 5 回「被爆手記」から描くヒロシマ
　『  NHKスペシャル「ヒロシマに一番電車が走
った～300通の被爆体験手記から～」』

11.29／10:05～11:02
　第 6回「復興を支えた人と技」
　『  プロジェクトX　挑戦者たち「ロータリー47

士の闘い～夢のエンジン・廃墟からの誕生～」』
 2.14／10:05～10:49

（2）全国放送
『平成26年　広島平和記念式典』

G　 8. 6／ 8:00～ 8:38
G　中国ブロック　 8. 6／ 8:00～ 8:55

R1　 8. 6／ 8:00～ 9:00
『NHKアーカイブス「原爆の絵～悲劇を語り継
ぐために～」』　G 8. 3／13:55～15:05

『ヒロシマ8.6ドラマ「かたりべさん」』　G
8. 3／16:00～17:27

『BS1スペシャル「ドキュメント　オリバー・
ストーン～被爆地、そして沖縄で何を語ったか～」』　
BS1 8. 4／ 0:00～ 0:49

『ラジオ特集　語り出す被爆遺品～69年目に明
らかになる真実～』　R1 8. 5／21:05～21:55

『NHKスペシャル「水爆実験　60年目の真実～
ヒロシマが迫る “埋もれた被ばく” ～」』　G

8. 6／22:00～22:58
『NEWS WEB』　G 8. 8／23:30～ 0:00
『いのちのうた2014　～ヒロシマ・ナガサキか
ら未来へ～』　BSP 8.14／15:30～16:43

『ラジオ深夜便　戦争・平和インタビュー「被爆
者は人生そのものが “平和運動”」被爆者・広
島市在住・早志百合子』　R1

 8.14／ 1:10～ 2:00
『ヒバクシャからの手紙』　G

8.17／ 0:05～ 1:18
『ドキュメント72時間「原爆ドームの見える岸
辺で」』　G 9.12／22:55～23:20

『ETV特集「立花隆　次世代へのメッセージ～
わが原点の広島・長崎から～」』　E

2.14／23:00～ 0:00
『ろーかる直送便』　G
　「 プライムS　白に込めた悲しみ　被爆画家　

福井芳郎」 8. 6／15:15～15:59
　「えほんでつたえるげんばく」

8. 7／15:15～15:45
　「 プライムS　立花隆　54年ぶりの再会～ヒロ

シマ・ナガサキから未来へ～」
11. 7／15:15～15:59

4．スポーツ中継

〔高校野球〕＊ブロックと特記した以外は県域放送
第96回全国高校野球選手権大会・地区大会
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　広島県　　  準々決勝 G・E／ 7.24
準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 G・R1／ 7.27

　岡山県　　  準々決勝 R1／ 7.23， 7.24
準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 G・R1／ 7.27

　島根県　　  準々決勝 R1・FM／ 7.23
準決勝 G・E・R1／ 7.25
決勝 G・E・R1／ 7.26

　鳥取県　　  準々決勝 R1／ 7.23， 7.24
準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 G・R1／ 7.27

　山口県　　  準々決勝 R1／ 7.24， 7.25
準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 G・E・R1／ 7.28

平成26年度秋季高校野球・地区大会
　広島県　　 3位決定戦・決勝 R1／ 9.28
　岡山県　　  準々決勝 R1・FM／ 9.28

準決勝 R1／10. 4
3 位決定戦・決勝 R1／10. 5

　島根県　　   準決勝 R1／ 9.27
3 位決定戦・決勝 R1／ 9.28

　鳥取県　　  準決勝 R1／ 9.27
3 位決定戦・決勝 R1／ 9.28

　山口県　　  準決勝 R1／10. 5
3 位決定戦・決勝 FM／10. 7

第123回秋季中国地区高等学校野球大会
（中国ブロック）
　　　　準決勝 G・E・R1／11. 1
　　　　決勝 G・E・R1／11. 2
〔プロ野球〕
（中国ブロック）
　「広島」対「ヤクルト」 R1／ 4. 3
　「広島」対「DeNA」 R1／ 4. 4
　「広島」対「中日」 R1／ 4.11
　「広島」対「阪神」 R1／ 4.17
　「広島」対「中日」 R1／ 5. 9
　「広島」対「ロッテ」 R1／ 5.29
　「広島」対「ヤクルト」 G／ 7. 4
　「広島」対「ヤクルト」 R1／ 8.28
　「広島」対「中日」 R1／ 9.11
（中国・東海 3県ブロック）
　「中日」対「広島」 R1／14. 3.28
（中国・中部ブロック）
　「中日」対「広島」 G／ 8.29
（広島県域）
　「広島」対「ヤクルト」 R1／ 4. 1
　「広島」対「巨人」 G／ 4.25

　「広島」対「巨人」 R1／ 4.26
　「広島」対「巨人」 R1／ 4.27
　「広島」対「ソフトバンク」 G／ 6. 6
　「広島」対「巨人」 R1／ 9.16
　「広島」対「阪神」 R1／10. 1
　クライマックスシリーズ　ファーストステージ
　「阪神」対「広島」 R1／10.11
　クライマックスシリーズ　ファーストステージ
　CS1st「阪神」対「広島」 R1／10.12
〔Jリーグ〕
（広島・仙台ブロック）
　「仙台」対「広島」 G／ 5.18
（広島・東海 3県ブロック）
　「広島」対「名古屋」 G／10.18
（広島・仙台ブロック）
　「広島」対「仙台」 G／12. 6
（札道・岡山ブロック）
　「札幌」対「岡山」 G／ 9.23
（岡山・熊本ブロック）
　「岡山」対「熊本」 G／11.15
〔その他のスポーツ〕
第48回　織田記念国際陸上
 G／中国・近畿・松山ブロック／ 4.29
第67回広島県高校総体－水球－
 E／広島県域／ 6. 7
2014年度全広島サッカー選手権・決勝
　～第94回天皇杯広島県代表決定戦～
 E／広島県域／ 6.29
第34回岡山県サッカー選手権大会・決勝
　～第94回天皇杯岡山県代表決定戦～
 G／岡山県域／ 6.29
第19回島根県サッカー選手権大会
　～第94回天皇杯島根県代表決定戦～
 G／島根県域／ 6.29
平成26年度鳥取県サッカー選手権・決勝大会
 G／鳥取県域／ 6.29
平成26年度　山口県サッカー選手権大会　決勝
　～第94回天皇杯代表決定戦～
 G／山口県域／ 6.29
なでしこリーグ
　「岡山湯郷ベル」対「日テレ・ベレーザ」
 G／岡山県域／11.24
第20回全国男子駅伝ハイライト
 G／広島県域／ 1.18
第39回日本ハンドボールリーグ　女子
 G／広島・金沢ブロック／ 2.11
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Ⅱ．技　術

1．緊急・災害報道，選挙報道

　広島市で発生した大規模土砂災害（8.20）で
は，初動対応をはじめ現場からの中継や素材伝送
等に的確に対応した。現場近隣のマンションに取
材前線本部を立ち上げ，素材伝送機能やロボット
カメラを仮設した。また，約 1か月にわたりライ
フライン放送やL字スーパーにより災害情報を提
供した。
　広島では，県が発表する土砂災害警戒情報の補
足情報「土砂災害危険度情報」のデータ放送での
サービスを開始（12月）し，同情報の詳細コメン
トを表示（ 3月）するようにした。
　倉敷市女児監禁事件（ 7月），浜田道でのトラ
ックとバス衝突事故（3月）の緊急報道を行った。
　衆議院議員選挙（12.14）の「政見経歴放送」
「開票速報」を確実に放送した。

2．番組制作

　『プライムS「被爆70年　ヒロシマ・ナガサキ　
市民の挑戦』（6.20），『広島平和記念式典』（8.6），
『NEWS WEB』（8.8）を広島局から生放送した
ほか，『ヒロシマ8.6ドラマ「かたりべさん」』や
8月 6日を中心に原爆ドーム対岸の平和記念公園
内で『ドキュメント72時間』を制作するなど，多
くの平和関連番組を広島から発信した。また，広
島局では潜水撮影やCG・VFX合成を駆使したド
ラマ『戦艦大和のカレイライス』を制作した。岡
山局では『国宝　吉備津神社』 4本を 4 K制作し
た。
　広島局では『お好みワイドひろしま』でデータ
放送を使った双方向お天気クイズ「まるてん！」
をスタートした（ 4月）。回答ポイントに応じて
画面のオリジナルキャラクターが進化してホーム
ページから画像もダウンロードできるようにした
（11月）。鳥取局でも『いちおしNEWSとっと
り』で毎週水曜日に双方向お天気クイズを定時化
した。松江局と山口局では年末ハイライトで双方
向クイズを実施した。
　広島局では金曜夜間の『プライムS』「海と生
きる」（4.11）で，フルバーチャルによる生放送
を実施した。鳥取局では『いちおしNEWSとっと
り』でバーチャルによる演出にチャレンジした。
また，プロ野球中継やJリーグ中継でデータ放送
による応援合戦を実施した。応援メッセージの紹

介のほか，得点時には色ボタンで応援できる演出
（例：カープ応援時 「宮島さん」，ヤクルト応援
時「東京音頭」のメロディーが流れる）にも取り
組んだ。
　14年度『NHKのど自慢』の開催のない広島で
は『東広島発！うた自慢』（パイロット版）を制
作し，地域サービスを実施した（12月）。
　原爆遺品の 8 K収録を行い， 5分 1本，10分 2
本の番組コンテンツを制作し，貴重な原爆遺品を
8 K映像で後世に残すことができた（ 2月）。
　第20回ひろしま男子駅伝では，広島局で開発し
たカメラバイク支援システムを本格運用し，安定
した映像伝送を行ったほか，連動データ放送で各
県のタイムや順位等をリアルタイムで伝えた。
　都道府県対抗の双方向クイズ番組『中国地方総
参加クイズSHOW！QB5』（中国域内版）を広島
局T1スタジオから生放送し（3.6），BSの普及推進
に貢献した。
　また，広島局では20時45分の定時ニュースで生
字幕放送を開始した（3.2）。

3．地上デジタル放送

　韓国とのデジタル混信を回避するため，山口県
の豊北中継局の総合チャンネルの変更を行った
（10月）。
　「新たな難視」は14年度末で広島224世帯，岡
山31世帯，島根 3世帯，山口123世帯が対策未完
了であった。高性能アンテナやワンセグチューナ
ー対策などを地上デジタル放送推進協議会の一員
として推進し，中国域内の全世帯で対策が完了し
た。また，CATVのデジアナ終了についても放送
を通じて周知を行い，衛星セーフティネットとと
もに無事終了することができ，完全デジタル放送
化を達成した。

4．開発

　広島局では双方向番組を簡単に送出できるシス
テム“MAPLE”を開発し，より少ない要員で効
率的に番組制作ができるようにした。
　岡山局では緊急警報放送を受信すると自動でテ
レビの電源を入れ，チャンネルを総合テレビに合
わせるリモコン装置「ピロ太郎」を開発した。

5．放送設備の充実・更新

　14年度末で，中国域内の局外天気カメラとFPU
基地局のハイビジョン化が完了した。
　萩ラジオ中継放送所（山口）が移転し，新放送
所から電波発射した（ 9月）。老朽化で建て替え
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を進めていた比治山FM放送所（広島）の運用を
開始した（11月）。同放送所にはテレビ・ラジオ
の非常用送信アンテナを整備し，機能強化を図っ
た。また，ラジオ難聴地域であった隠岐地区（島
根）にFM波による隠岐ラジオ中継局を開局した
（12.22）。
　広島局のニューススタジオカメラ，静止画ファ
イル装置，岡山・松江・鳥取局のFPU集中制御シ
ステム，向島ラジオ（広島）の放送機，金甲山放
送所（岡山）のFM放送機等の老朽更新を進めた。

6．視聴者活動

　中国域内での『NHKのど自慢』予選会の会場
で来場者に向けて「中継車見学・カメラ操作体
験」「予選会の時差再生視聴」を 3回開催した。
14年度より新たに 8 Kでの時差再生も行い，放送
事業への理解促進に努めた。
　岡山局では 8 K上映会を開催（ 5月）して約
1,400人が来場，広島局では年末に紅白 8 Kライブ
ビューイングを実施し，約2,000人の来場者に 8 K
の魅力をPRした。

Ⅲ．視聴者

1．広報

〔広島局〕
　広島局では14年度，広島県竹原市が舞台のひと
つとなった『連続テレビ小説』「マッサン」の広
報活動に積極的に取り組んだ。ロケ地での現地取
材会（ 5月， 9 月）や関係者試写会の実施（ 9
月）と番組と連動した年間を通したPRイベント
の展開により情報発信の強化と視聴者サービスの
充実に努めた。放送最終週は，大阪局，札幌局と
連携して 3地域でのファン感謝祭イベントを実施
（ 3月）するなど，「視聴者とのふれあい」を目
的とした広がりのある広報展開を実現した。
　このほかにも 7月の夏の特集番組の記者会見，
3月の春の新年度番組の記者会見を軸として各媒
体へ積極的な記事掲載化に取り組んだ。とりわけ
『ヒロシマ8.6ドラマ「かたりべさん」』や，『戦
艦大和のカレイライス～広島発地域ドラマ～』，
復興をテーマとしたドキュメンタリードラマ「鯉
昇れ、焦土の空へ」，「走れ、三輪トラック」では，
東京，広島での取材会や試写会，PRイベントの
充実を図り被爆地の放送局としての存在感を高め
る施策に取り組んだ。

〔岡山局〕
　岡山局では，東日本大震災を機に始めた「安全・
安心キャンペーン」を継続し，夕方 6時台を中心
にスポット，ホームページ等で年間を通して展開
し県民へのさらなる浸透を図った。公開番組は，
『民謡をたずねて』（6.21），『BS日本のうた』（9.18）
など年間21本を実施し，延べ約 3万6,600人が参
加した。また，『岡山ニュースもぎたて！』の巨
大懸垂幕の設置や岡山駅前の地下街広報スペース
を借りてポスターの掲示，岡山局と地域番組を紹
介した小冊子の作成・配布等を行い，視聴者層の
拡大を図る取り組みを実施した。
〔松江局〕
　松江局では，13年夏，島根県西部を襲った大雨
災害から 1年を迎えることから，大雨災害と土砂
災害に焦点を当てたNHK松江放送局防災トーク
セッション「豪雨から島根を守れ！～大雨災害か
ら 1年～」を開催し，県内の防災意識の醸成を図
るとともに公共放送としての存在感を高めた。来
館者数は年間6,788人であるが，明るく立ち寄り
やすい雰囲気づくりを目指し，年度末には会館ロ
ビーのレイアウト変更や展示コーナーのリニュー
アルに取り組んだ。
〔鳥取局〕
　鳥取局が13年度に制作した地域発ドラマ『ちょ
っとは、ダラズに。』（BSP，14年 1 月放送）につ
いては，本編にメイキング映像や出演者インタビ
ューなどを加えた特別編（73分）を制作し金曜夜
間で放送した（5.9）。ロケ地・米子市からの要望
に応えCPによる撮影秘話などトークセッション
を交えたパブリックビューイングイベントを開催
し（ 4月），地上波放送に向けた機運を高める周
知活動を展開した。また，開かれた放送局を目指
し，キッズコーナーや紅白の舞台模型，朝ドラの
小道具等を展示するなどしてハートプラザを刷新
した。
〔山口局〕
　山口局では萩市が舞台となる『大河ドラマ』「花
燃ゆ」のプロモーション活動に全局を挙げて取り
組んだ。主演の井上真央をはじめとする数々の出
演者をゲストに招き，会館公開イベント，ラジオ
公開生放送『“花燃ゆ”トーク＆ウオーク』（11.9），
山口市「公開セミナー」（2.7），「花燃ゆ♪クラシ
ック」（3.7）など多くの来場者を魅了し，そのも
ようを全国放送，中国ブロック，県域で数回放送
した。山口局のイベント本数は，公開番組 4本を
含む年間26本で，延べ 2万8,068人が参加。うち
会館公開（10.4）には2,140人が来場し，にぎわった。
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2．イベント事業

　14年度中国地方では132件のイベントを実施し，
視聴者サービスの充実とNHKへの理解促進に努
めた結果，84万人の参加者があった。
　広島局では「フラワーフェスティバルNHKシ
クラメンパーク」（5.3～5，広島局）をはじめ，“い
のち”や“平和”の尊さを伝える「いのちのうた
2014」公開録画（7.10，広島市）や「音楽でみる
ヒロシマコンサート」（11.16，広島市），広島局
が制作してきた原爆関連番組を題材に企画した
「NHK平和アーカイブス展」（8.1～6，広島局）
を長崎，鹿児島，名古屋，東京の各放送局で開催
し，“平和の大切さ”を考える機会を提供した。
　また，中国・四国地方のNHK各局で制作する
特集番組「海と生きる」のイメージソング「僕ら
の青」の歌唱動画を一般から募集し，「瀬戸内み
らいコンサート」（10.2，広島市）を行ったほか，
『戦艦大和のカレイライス～広島発地域ドラマ
～』に連動したトークイベント（10.12，呉市）
や，『東広島発！うた自慢』（12.21，東広島市），「 8 K
スーパーハイビジョン・ライブビューイング」
（12.30～31，広島局），『連続テレビ小説』「マッ
サン」に連動した「ファン感謝祭」（3.25，広島
市）などを実施した。
　中国各局では，各地域ならではのテーマを題材
に独自のイベントを企画し視聴者サービスに努め
た。岡山局の「 8 Kスーパーハイビジョン」公開
（5.9～11，岡山局），松江局の「防災トークセッ
ション」公開録音（6.7，益田市）をはじめ，鳥
取局では，鳥取県手話言語条例制定を記念した
「観て・歌って・学ぼう！手話」公開録画（10.18，
鳥取市），山口局では，15年度『大河ドラマ』「花
燃ゆ」の関連イベント「花燃ゆ♪クラシック」公
開録画（3.7，山口市）などのイベントを実施した。
（1）全国放送公開番組
　『NHKのど自慢』，『ごきげん歌謡笑劇団』，『BS
日本のうた』などの全国放送公開番組を中国各局
で28本実施した。
（2）教育・こども
　「NHK放送体験クラブ」，「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」を中国各局で，また「中国地方放送教育
夏期特別研究交流大会」（8.8，米子市），「高専ロ
ボコン中国地区大会」（10.5，東広島市）などの
学校・教育関係イベントを実施したほか，「おか
あさんといっしょ宅配便ポコポッテイト小劇場」
（中国各局），「おかあさんといっしょファミリー

コンサート」（10.4，倉吉市）などのファミリー
向けイベントを実施した。
（3）スポーツ・福祉・キャンペーン
　「ラジオ体操・みんなの体操会」，「各県サッカ
ー選手権大会（天皇杯各県代表決定戦）」を中国
各局で実施した。また，「天皇盃第20回全国男子
駅伝」（1.18，広島市・廿日市市）および関連イ
ベント「駅伝ふるさとひろば」（1.13～18，広島
局）を実施した。
　福祉関連では広島県大雨災害に伴う「広島を元
気に！コンサート」（11.8，広島市），「広島県大
雨災害義援金」（8.22～12.26，広島）をはじめ，
「NHK歳末･海外たすけあい」（12.1～25）を実施
したほか，「NHKハート展」（7.20～8.2，鳥取大
学医学部附属病院，8.13～22，とりぎん文化会館，
12.1～15，広島局），「介護百人一首展」（山口局，
広島局），「NHKハートフォーラム」（米子市）を
開催した。
　キャンペーン関連では，「地域キャンペーン」（広
島），「環境キャンペーン」（広島，島根），「ふる
さとの食にっぽんの食」（広島），「防災キャンペ
ーン」（島根）に関する各イベントを実施した。
（4）展覧会
　「生誕100年佐藤太清展」（4.19～6.8，新見美術
館），「第61回日本伝統工芸展」（11.13～30，岡山
県立美術館，12.3～25，島根県立美術館，2.25～
3.15，広島県立美術館），「没後400年古田織部展」
（3.2～4.12，奥田元宋・小由女美術館）などの展
覧会を開催した。

3．営業

　14年度の中国ブロックは，域内全局が 4年ぶり
に全局全営業目標を達成し，ブロックでも 3年連
続となる全営業目標達成を成し遂げ， 3か年経営
計画の最終年度にふさわしい営業活動を展開した。
　前年度に引き続き，ブロック 2地区目となる公
開競争入札による外部法人委託を導入するととも
に，エリア型法人委託の拡大を図った。
　また，職員が生活情報番組『ひるまえ直送便』
に出演し，受信料制度の理解促進へ取り組むなど，
全局体制によるプロジェクト810活動が浸透した。
　さらに，ケーブルテレビ事業者や宿泊施設業界
団体との連携を深め，衛星契約や事業所契約の効
果的な増加活動を進めて，いっそうの営業改革に
取り組んだ。
　なお，民事手続きの活動では，これまで通り訪
問や文書を通じて誠心誠意丁寧な説明に努め，公
平負担の徹底を行った。
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四 国
◇『四国羅針盤スペシャル』ほか，地震に強い街
づくりや防災・減災対策，原子力発電所の安全
対策などの課題や現状を伝える番組を放送する
とともに，サブステーションやFPU基地局の
整備を図るなど，「南海トラフ巨大地震」への
備えとして，放送機能を維持する対策を進めた。
◇相次いだ台風・大雨，12月の徳島県西部の大雪
など，災害発生の際は，ネットワークを生かし
て，きめ細かく，迅速に情報を発信した。
◇四国八十八か所が開創されて1,200年。「四国遍
路1200」キャンペーンの展開により，遍路文化
を見つめ直し，遍路の新たな魅力を再発見する
番組を放送したほか，関連イベントを四国各県
で実施した。
◇瀬戸内海国立公園指定から80周年。13年度に引
き続き，中四国シリーズ『海と生きる』を放送
した。
◇高松局は開局70周年。香川発地域ドラマ『さぬ
きうどん融資課』の全国放送ほか，記念番組・
記念事業に取り組んだ。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

〔松山局〕
　2014年は，四国八十八か所霊場が開創されて
1,200年。松山局では，「四国遍路1200」キャンペ
ーンを展開し，多彩な番組を通じて四国に根づい
た“お接待”の精神である遍路文化を見つめ直
し，遍路の新たな魅力を再発見する番組を放送し
た。「四国にとって遍路とは何か」をさまざまな
角度から見つめ直した『四国遍路1200』「1200年　
悠久の“祈り”」（4.4）を皮切りに，外国人から
見た遍路の不思議な魅力に迫った「HENRO～四
国を歩く外国人たち～」（7.25）など，金曜夜間
を中心に年間 7本の特集番組を放送したほか，平
日午後 6時10分からの地域情報番組を中心に関連
企画も放送した。イベントやホームページとも連
動した大型キャンペーンとして取り組んだ。
　また14年は，瀬戸内海国立公園指定から80周年
となる節目の年であったため，四国地方と中国地
方の各放送局が連携して『海と生きる』キャンペ
ーンを展開し，瀬戸内海を中心に海と人の営みを
掘り下げる番組を13年度に引き続き制作した。80

年の変遷とその歩みを，貴重な映像とともに見つ
めた「瀬戸内海　人が暮らす国立公園」（4.11），
しまなみ海道で行われた日本最大規模のサイクリ
ング大会をはじめとした，瀬戸内の新たな動きも
紹介した「人つどい　つながる海～天与の宝物　
瀬戸内海～」（11.7）など年間 3本の特集番組を
放送した。
　11月には愛媛県知事選挙と松山市長選挙，12月
には第47回衆議院議員総選挙が施行された。正確
かつ公平・中立な情報提供に努め，有権者の関心
に応えるとともに，政見放送，開票速報を的確に
放送した。
　金曜午後 7時30分からの番組『ドキュメントし
こく』（月 1本程度）は，ハンセン病療養所で生
涯を閉じた詩人と家族の葛藤や，農業に挑む障害
者たちなど，四国で“今を生きる”人々の姿をヒ
ューマンドキュメンタリーとして伝えた。同時刻
の『四国羅針盤』では，四国電力・伊方原発で事
故が起きた際の避難計画について，東京電力・福
島第一原発の事故を踏まえて愛媛県が策定した避
難計画を基に検証した。また，南海トラフ巨大地
震への備えが進む四国において，津波で浸水する
地域での高台移転がいまだ進まないなど，課題や
現状を伝える73分のスペシャル番組を放送した。
そのほか，遺体を医学部の解剖実習などに提供す
る「献体」の登録希望者が増えている実態をリポ
ートするなど，さまざまな角度から四国の今を見
つめる番組を放送した。
　金曜夜 8時からの『しこく 8』では，“ふるさ
との魅力”を伝える番組を制作した。魅力的なゲ
ストが四国のどこかの町の「えかこと」を探して
旅する「四国えかこと旅」は年間 8本放送した。
8月と 9月には，高知県の「よさこい祭り」と徳
島県の「阿波おどり」を73分の拡大版として放送
したほか，高知発地域ドラマ「ダルマさんが笑っ
た。」（6.27），香川発地域ドラマ「さぬきうどん
融資課」（1.16）を，それぞれメイキング番組を
付けて放送した。愛媛県八幡浜出身の横綱・前田
山を取り上げた『天道は人を殺さず～異端の横綱　
逆転人生～』（2.6）や，道後温泉の礎を築いた人
物の足跡をたどった『百年を見すえ　町をつくる
～道後温泉を築いた　伊佐庭如矢～』（2.13）な
ど，人や歴史，文化を通して四国の魅力を伝えた。
そのほか，双方向番組として，『うまいハンター』
と『四県対抗　しこクイズ』を年間 2本放送し
た。『うまいハンター』は，今回は四国と東北の
インターブロックで放送。四国と東北の知られざ
る食材を探し出すハンターたちの奮闘ぶりとスタ
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ジオで提供される料理を，視聴者投票で判定した。
「四県対抗　しこクイズ」は，国際系高校の対決
編。番組中にメールやソーシャル・ネットワーキ
ング・サービスで視聴者から出場校への応援メッ
セージを受け付けて紹介するとともに，リモコン
やインターネットでクイズに参加した人の正答率
をチーム得点に反映するなど，視聴者に一体感を
持ってもらえる演出とした。
　また，愛媛県域向けの『えひめ・校歌の旅～歌
いつがれる心のふるさと～』（5.16）では，テノ
ール歌手の秋川雅史さんが愛媛の小学校を訪れ，
ふるさとを愛する思いや校歌をめぐる人間ドラマ
を紹介した。
　平日夕方の地域ニュース情報番組『いよ×イ
チ』は，“安心・安全”を守る最前線のニュース
情報番組として，南海トラフ巨大地震に備えた最
新の動きや取り組みを積極的に伝えた。また，暮
らしを大きく左右する地域経済の課題や新たな動
きなどを，さまざまな視点から取り上げた。さら
に11月の知事選・市長選，12月の衆院選でのリポ
ートなど，県民の知りたい情報をきめ細かく伝え
たほか，新企画「四国遍路1200」では，遍路の魅
力をさまざまな角度から紹介した。
　午前11時40分からの『えひめ　おひるのたま
ご』では，暮らしの知恵や生活情報，視聴者参加
コーナーでの俳句や絵手紙などの趣味，旬の食材
と料理，CATVリポートなど，幅広い情報を伝え
た。また，番組キャラクターが，県内で活躍する
人々やグループを紹介した。
　全国放送では，特集番組『ぶら遍路　そら遍路
～江戸時代のガイドブックで巡る四国霊場～』
（11.27）をBSPで放送した。江戸時代のガイド
本を基に俳優の父と娘が四国遍路を旅し，今も残
る当時の人々が楽しんだ各地の名所を巡った。
　松山局制作のEテレ全国放送番組『俳句王国が
ゆく』は，公開派遣型の番組になって 3年目を迎
えた。14年度の司会者に新たにU字工事の 2人を
迎え，年10回の特集番組として全国各地で収録を
行った。松山で活躍する俳人が中心の俳句王国チ
ームと，訪れた土地の地元チームに分かれ，前半
は地元の景勝地や名産をテーマに句を競う「ご当
地俳句バトル」，後半は「テレビ句会」を中心と
した構成とし，幅広く楽しめる内容とした。また
俳都松山ならではの俳句番組として，『しこく 8』
では「学生俳句チャンピオン決定戦！～2014“俳
句戦国時代”～」（10.31），Eテレ全国放送では『魂
を込めた17音～俳句甲子園2014～』（9.20），県域
放送で『それ行け！俳句キッズ』（6.15）を放送。

R1では季語にとらわれない身近なテーマで，自
由に575作品をツイッターやパソコンで投稿して
もらう番組『つぶや句575』を年 5回全国放送し
た。インターネットラジオ「らじる★らじる」を
聞きながらの作品投稿など，新しいラジオ番組の
楽しみ方を提供した。
　スポーツ中継は地域スポーツを中心に放送し
た。サッカーJ2「愛媛FC」の 5試合を総合テレ
ビで中継したほか，野球独立リーグの四国アイラ
ンドリーグplus「愛媛マンダリンパイレーツ」の
試合をR1で放送した。夏と秋の高校野球地区大
会はテレビとラジオで中継を実施。秋の県大会と
四国大会はインターネット，携帯端末で独自の試
合速報を行った。
〔高知局〕
　14年度は，高知の豊かな自然と文化，特に移住
者の視点で，その魅力を伝える番組作りに重点的
に取り組んだ。午後 6時10分からの『こうち情報
いちばん』では，「えいね！しあわせ自分いろ」
コーナー（隔週）を新設し，主に他県から移住し
てくる就農者を取り上げ，高知に暮らす幸せをク
ローズアップした。さらに『四国羅針盤』「移住
者を呼び込め」（7.11）を放送し，県が主導する
移住促進策の課題を浮き彫りにした。また， 2月
には『高知スペシャル』「THE BIG　イジュー」
と『ドキュメントしこく』「“限界集落”に飛び込
んだ新婚夫婦」を放送した。
　災害報道では，大雨関連のニュースに全局を挙
げて取り組んだ。計 5回（ 6月， 8月，10月）の
台風や大雨に対し，県域特設ニュースを編成し，
8 月 9 日には，最高視聴率36.8%（毎分最高値
41.4%）を記録。県民の高い期待に大きく応えた。
また，これらの災害報道では，県が運用を始めた
Lアラートシステムを放送にも活用し，避難情報
などを迅速にデータ放送やホームページに反映さ
せた。さらに，新L字システム導入によって，L
字放送の質と量を飛躍的に向上させた（ 8月 3～
4 日の台風報道では，L字放送が12時間43分にも
及んだ）。
　12月の第47回衆議院議員総選挙では，テレビ・
ラジオあわせて，政見・経歴放送を 3時間35分間
放送した。また，開票速報では，緻密な事前取材
によって，迅速に当確を出し，深夜まで開票結果
と情勢分析を手厚く伝えて県民の要望に応えた。
　南海トラフ巨大地震対策では，『地方発　ドキ
ュメンタリー』「被災前の高台移転」（全国放送・
9.2）を放送し，その現状と課題を報じた。ほか
にも，「液状化対策の木杭工法」や「矢板を使っ
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た堤防の耐震化」など，津波から守るための最新
情報を県内外に発信した。
　61年目を迎えた「よさこい祭り」では，生放送
と録画をあわせて約 6時間の放送を行ったほか，
生放送内でSNSを使い，視聴者の応援メッセージ
を番組内で紹介した。
　文化面では，高知のカツオ漁船に密着し，『プ
ロフェッショナル　仕事の流儀』「開拓せよ、最
強の一本釣り　カツオ漁師・明神学武」（11.10）
を放送し，高知の食文化を広く全国に発信した。
また 1月，作家の宮尾登美子さんの逝去に際して，
速やかに追悼の特集番組を 2本（県域・四国管
中）制作し，故人の足跡とともに，その豊かな文
学世界を紹介した。さらに，四国遍路開創1,200
年に際して『新日本風土記』「四国遍路」（ 1月）
を制作し，若者たちに遍路の文化が広まりつつあ
ることを紹介した。
　公開番組としては，『BS日本のうた』（高知市・
4月実施）や『みんなDEどーもくん！』（土佐清
水市・ 9月実施）などを行った。また四国全体の
独自イベント「四国遍路」フォーラム＆「こころ
の旅路」コンサート（10月）を竹林寺で開催し，
大いに沸くイベントとなった。
〔徳島局〕
　14年度，徳島局は地域の防災・減災報道に重点
的に取り組んだ。南海トラフ巨大地震の発生で徳
島放送会館の放送機能が喪失した場合に備えて
「徳島サブステーション」の運用を 4月より開始
し，緊急報道態勢の強化を図った。サブステーシ
ョンを活用した放送訓練を平日夕方の地域情報番
組『とく 6徳島』で伝えるなど，実践的な運用に
努めた。番組としては，『とく 6徳島』内の企画
コーナー「防災－その時に備える－」で防災情報
を発信したのをはじめ， 8月に発生した台風によ
る豪雨災害を徹底検証した『阿波スペシャル「検
証 8月豪雨　命を守る避難」』を放送。また，県
内 4放送局と共同で制作した防災ラジオ特番『知
っておきたい徳島の防災』を放送した。 8月と10
月の台風・大雨や12月の県西部の大雪の際には，
ホームページとデータ放送とも連動し，情報をき
め細かく，迅速に発信した。
　地域を活性化させる拠点として，徳島の魅力を
広く発信する番組を多数放送。J1に昇格した徳島
ヴォルティスについては試合中継とともに『阿波
スペシャル「負けても前へ！ヴォルティスの未
来」』を放送し，序盤戦のチームの奮闘を振り返
った。若い世代をターゲットにした『あわ☆メ
ロ』では，お笑いタレントをゲストに地元の大学

生や高校生などの活動を紹介。双方向番組として
投稿メッセージの紹介や，視聴者の反応を示す
「やっとさーサービス」を実施した。
　四国八十八か所霊場が開創されて1,200年とさ
れる14年，NHK四国 4局では年間を通し，四国
遍路に関するさまざまな番組・イベントを実施し，
徳島局は，11月に公開番組『四国遍路1200「御朱
印のススメ」』を放送。“御朱印”という切り口で，
四国遍路の魅力を発信した。
〔高松局〕
　14年度は，開局70周年記念番組・事業に重点的
に取り組んだ。 5月には香川発地域ドラマ『さぬ
きうどん融資課』を全国放送。香川県出身の俳優
が多数出演，地域の人々の温かい協力を得て，香
川の魅力の詰まったドラマが完成，内外から高く
評価された。ドラマに関連して，地元エキストラ
にスポットを当てたメイキング番組を県域で放送
したほか，主な舞台となったさぬき市で，ドラマ
の主役をゲストに招いた『BSコンシェルジュ』
の公開収録を行うなどした。
　また，新たな視聴者サービスとして，高松局が
過去に制作した番組を紹介する『かがわアーカイ
ブス』を 3回放送したほか，夕方の情報番組『ゆ
う 6かがわ』のコンテンツとして「ゆう 6うどん
体操」を考案，親しみのある音楽と楽しい振り付
けに視聴者からの出演希望が相次いだ。
　10月には高松市で『NHK歌謡コンサート』の
公開収録を実施，観覧希望者が8.5倍の倍率とな
り，開局70周年を締めくくるイベントとなった。
　南海トラフ巨大地震に備えて整備した「高松サ
ブステーション」を 4月から運用開始，『ゆう 6
かがわ』で月 2回中継をつなぎ，災害時の緊急報
道を意識しながら，防災・減災に役立つ情報の発
信に努めた。
　高松市の13年，参院選時の不正開票問題では，
捜査段階から裁判に至るまでの過程を徹底取材
し，事件の核心や背景を『四国羅針盤』や全国の
ニュースで伝えた。
　過疎化に悩む男木島の小学校が再開したのを機
に，子どもや島の人々に 1年間密着，『ゆう 6か
がわ』で計 6回リポートしたほか，ドキュメンタ
リー番組 3本，『目撃！日本列島』『NEXT　未来
のために』『地方発　ドキュメンタリー』を全国
発信した。
　粟島にある「漂流郵便局」を舞台に，届かぬ思
いを手紙につづる人々を追うドキュメンタリーを
『目撃！日本列島』で，瀬戸の花嫁として沖ノ島
に嫁いだ女性たちの今を描いたドキュメンタリー
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を『にっぽん紀行』で放送，瀬戸内の島や人々の
魅力を掘り起こした。
　11月には，開通から四半世紀を迎えた瀬戸大橋
の知られざる仕組みやメンテナンスの最前線を，
『探検バクモン』で 2週にわたって放送。 3月に
は，香川の民謡「金毘羅船々」を，邦楽器にフル
オーケストラを加えた総勢72人による演奏で現代
によみがえらせた『名曲アルバム』を放送した。
香川の文化や人の魅力を伝える全国放送番組は好
評を博した。

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　 7:45～ 8:00
　第 1 回93.4.5／最新のニュースや気象情報をき
め細かく伝えるほか，天気カメラリレーで四国 4
県の朝の表情を伝えた。企画や中継などで構成し，
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　 7:30～ 8:00
　第 1回93.4.10／週末の朝にふさわしくさわやか
さを大切に，休日に役立つ情報を伝えることが番
組コンセプト。四国の魅力を再発見する企画「四
国プラス」では，各局のリポーターが，季節の風
物詩や伝統の技，旬の食べ物などを取材し，スタ
ジオで紹介した。週末のイベント情報を案内する
「ウィークエンド・ナビ」や，西日本各地を巡る
紀行「西日本の旅」を継続して放送した。
『えひめ　おひるのたまご』　G

県域　月～金　11:40～12:00
　第 1 回07.4.4／暮らしに役立つ生活情報を伝え
る番組。月曜は「暮らしを豊かに」と題して，健
康や趣味の世界などの情報，火曜は映像を基に俳
句を募集する「挑戦！movie俳句」や“黄色いも
の”など 1つのテーマから絵手紙を募集して紹
介。水曜は愛媛県内の旬の食材を使った料理コー
ナーのほか，キャスターが県内各地の港を巡って，
漁業の豊かさや特産品をリポートした。また，木
曜は県内の小学校を訪ねて校歌や地域の話題を伝
える「校歌の旅」，金曜は県内各地のケーブルテ
レビが伝える地域の情報などを放送した。このほ
か番組キャラクターの「昼田真子さん」が県内各
地を訪ねて，あまり取り上げられない地域の人や
取り組みを紹介するミニコーナーや各地の「お知

らせ」，NHK職員が番組やイベントなどを紹介す
る「ひるたま掲示板」なども放送した。
『いよ×イチ』　G

各県域　月～金　18:10～18:59
　第 1 回11.4.4／愛媛県域／平日夕方の地域ニュ
ース情報番組『いよ×イチ』は，愛媛の“安心・
安全”を守る最前線のニュース情報番組として，
毎週月曜に「南海トラフ巨大地震に備える」シリ
ーズを継続し，大阪・名古屋管内と連携して防災・
減災に役立つリポートを発信した。また，四国
八十八か所霊場が開創されてから1,200年となっ
た14年度は，“遍路”の魅力をさまざまな番組で
特集。さらに，高齢化や人口減少をはじめ，伊方
原発の動向，消費税率の引き上げなど，生活に直
結する課題を検証するリポートなどを積極的に伝
えたほか， 8月の県知事選や12月の衆院選の選挙
報道などに力を注いだ。／各局タイトル：『こう
ち情報いちばん』高知局，『とく 6徳島』徳島局，
『ゆう 6かがわ』高松局
『四国羅針盤』　G

四国ブロック　金　19:30～19:55
再土　10:50～11:15

　第 1回00.3.31／“四国のいまを追い続ける”を
モットーに，各県が抱える課題や，事件・事故の
背景などを伝えた。14年度は，南海トラフ巨大地
震の関連で「巨大地震への備え　新たな壁は乗り
越えられるか」「進まない“被災前の高台移転”」
などを放送。また，「選挙の信頼は取り戻せるか」
「“在宅みとり”をどう支えるか」など，関心が
高くタイムリーなテーマを重点的に放送した。
『ドキュメントしこく』　G
四国ブロック（月 1本程度）　金　19:30～19:55

再土　10:50～11:15
　第 1 回13.04.14／「四国の“今を生きる”人々
を伝える」がコンセプトのドキュメンタリー番
組。14年度は，「ひとりと一頭　ともに生きる」「学
校再開で島が変わる」「ふたりのゆず畑」「夢のそ
の先」など，夢の実現を目指して前を向いて歩き
続ける人たちの姿を放送した。
『しこく8』　G

　四国ブロック　金　20:00～20:43
　第 1回10.4.9／家族そろって“元気・感動・笑顔”
を充電！　地域を舞台に活躍する人々や地域の文
化，風俗，歴史，自然など多彩なテーマで個性豊
かな四国の魅力を再発見していく番組。14年度は
“ふるさとの魅力”を伝え，視聴者に四国の暮ら
しを誇りに思ってもらえるような番組を展開。一
芸に秀でた有名人と地元で活躍する人々が，力を
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あわせて四国の町に“新名物”を作るバラエティ
ー番組「四国えかこと旅」（年 8回）を開発した。
『四国おはようネットワーク』　R1

四国ブロック　月～土　 7:40～ 7:58
　第 1 回93.4.5／最新の気象情報，ニュースのほ
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」で，四国の災
害の研究者や防災関係者に，南海トラフ巨大地震
への備えや災害時の対応などを聞いた。また，こ
のコーナーは松山局の防災ポータルサイト「防マ
ガ」と連動，原稿や放送は「防マガ」にも掲載し
た。土曜は，四国各地の俳句関係者と伝える「俳
句ネットワーク」。 1つの季語にまつわる作品の
紹介やその奥深さなどを伝えてもらった。祝日は
朗読の日として「四国を読む」を放送。四国ゆか
りの文芸作品を，各局のアナウンサーや女性リポ
ーターが朗読した。
（2）特集・特別番組
〔中国・四国ブロック〕
『海と生きる』　G
　「瀬戸内海　人が暮らす国立公園」

松山局・広島局　 4.11／19:30～20:43
　「世界最大の“天然ドック”瀬戸内海」

広島局　 5.30／20:00～20:43
　「 人つどい　つながる海～天与の宝物　瀬戸内
海～」 松山局　11. 7／19:32～20:45

〔四国ブロック〕
『四国遍路1200』　G
　「1200年　悠久の“祈り”」

松山局　 4. 4／19:30～20:43
　「HENRO～四国を歩く外国人たち～」

松山局　 7.25／20:00～20:43
　「生きるための回り道～若者たちの歩き遍路～」

松山局　 9.26／20:00～20:43
　「 御朱印のススメ」～NHK徳島放送局汎用ス
タジオで収録～

徳島局　11.30／13:05～13:48
　「遍路ミステリー　1200年の謎」

松山局　12.12／19:30～20:43
『四国羅針盤スペシャル』　G
　「 巨大地震への備え　新たな壁は乗り越えられ

るか」
四国地方 4局　 3. 6／19:30～20:43

『しこく8』　G
　  四国えかこと旅「蟹江一平が徳島上勝町を走る」
 松山局　 4.18／20:00～20:43
　  四国えかこと旅「ジャガー横田が愛媛久万高原

町で丸太を担ぐ」
松山局　 5. 9／20:00～20:43

　  四国えかこと旅「奥山佳恵が香川さぬき市でか
かしを作る」 松山局　 6.20／20:00～20:43
　高知発地域ドラマ「ダルマさんが笑った。」

高知局　 6.27／19:30～20:29
　「 “生きる意味”を探して～避難家族 3年の記

録～」 松山局　 7. 4／20:00～20:43
　  四国一番行脚☆チャレンジTV！「土佐凧（と
さだこ）で世界記録に挑む！」

松山局　 7.11／20:00～20:43
　「 徳島　阿波おどり2014～今田と砂羽と踊る阿

呆～」 徳島局　 8.29／19:30～20:43
　  四国えかこと旅「愛媛　松山市興居島で青山草
太が飛ぶ！」 松山局　 9. 5／20:00～20:43
　「高知 よさこい祭り2014」

高知局　 9.12／19:30～20:43
　「魂を込めた17音～俳句甲子園2014～」

松山局　 9.19／20:00～20:43
　  四国えかこと旅「さかなクンが徳島伊座利でギ
ョギョギョ！？」

松山局　10.17／20:00～20:43
　「四国×東北　うまいハンター」

松山局・仙台局　10.24／20:00～20:45
　「 学生俳句チャンピオン決定戦！～2014“俳句

戦国時代”～」 松山局　10.31／19:30～20:43
　  四国えかこと旅「向谷実が高知 しまんトロッ
コで奏でる」 松山局　11.14／20:00～20:43
　  四国えかこと旅「内田朝陽が香川・東かがわ市
でトラとふれあう！」

松山局　 1. 9／20:00～20:43
　香川発地域ドラマ「さぬきうどん融資課」

高松局　 1.16／19:30～20:29
　「 ぶら遍路 そら遍路～江戸時代のガイドブッ

クで巡る四国霊場～」
松山局　 1.23／19:30～20:43

　「四県対抗 しこクイズ～国際系高校対決！～」
四国地方 4局　 1.30／19:30～20:44

　「天道は人を殺さず～異端の横綱　逆転人生～」
松山局　 2. 6／20:00～20:43

　「 百年を見すえ 町をつくる～道後温泉を築い
た　伊佐庭如矢～」

松山局　 2.13／20:00～20:43
　「女の道は一本道～追悼　宮尾登美子さん～」

　高知局　 2.20／20:00～20:43
　「四国女子会」 松山局　 2.27／19:30～20:43
　  四国えかこと旅「とよた真帆が高知・室戸市で
岩に恋する」
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松山局　 3.13／20:00～20:43
『Nコン2014　第81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
等学校の部－』　E

松山局　 9.27／14:00～17:00
『アイデア対決・高専ロボコン2014－四国地区
大会－』　G 松山局　11.16／11:00～11:54

『Nコン2014　第81回NHK全国学校音楽コン
クール・各県コンクール』
　「愛媛県」E 8.23～24　「高知県」FM 9.20
　「徳島県」FM 8.25　　「香川県」FM 8.24
〔愛媛県域〕
『えひめ　校歌の旅』　G 5.16／20:00～20:43
『ふるさと自慢うた自慢 on TV～愛媛県内子町～』　
G 6. 7／15:05～15:55

『それいけ！俳句キッズ』　G
 6.15／13:50～14:50

〔高知県域〕
『高知スペシャル』　G
　「岡本知高の宿毛じまん旅」

6.20／20:00～20:43
　「 宮尾登美子さんをしのんで～山本一力“姉
御”の足跡をたどる～」 1.23／20:00～20:43

　「 THE　BIG　イジュー　～高知の未来を語ろ
う～」 2.13／20:00～20:43

『土佐の夏2014　よさこい祭り』　G
 8.10／18:10～18:45

 8.11／ 1:30～ 3:00，19:30～20:55
『南海地震に備えちょき』　R1

 2.27／20:05～20:55，21:05～21:30
〔徳島県域〕
『阿波スペシャル』　G
　「負けても前へ！ヴォルティスの未来」

6. 6／20:00～20:43
　「検証 8月豪雨　命を守る避難」

9.19／19:30～19:55
『熱演！真昼の阿波おどり2014』　E

 8.26～28
『あわ☆メロ』　G
　「 5月だ！元気倍増スペシャル」

5. 4／16:02～17:30
　「秋の“青春”スペシャル」

10. 5／16:10～17:00，17:10～17:50
　「祝！卒業スペシャル」 3. 8／ 0:50～ 1:18
『第24回　リオデ徳島音楽祭』　FM

11.13／14:00～15:55
『防災ラジオ特集』　R1 2.28／17:00～17:59

〔香川県域〕
『高松放送局開局70周年 かがわアーカイブス』　G
　～ことひら思い出紀行～ 4.20／13:50～14:48
　～島とともに生きる～ 5.25／14:00～14:46
　～香川の“美”～ 10.25／10:05～11:20
『香川スペシャル』　G
　「 オンエア直前『さぬきうどん融資課』メイキ

ングスペシャル」 5.16／19:30～19:55
　「 学校再開　過疎の島がよみがえる～瀬戸内海　

男木島～」 1.23／20:00～20:43
『朗読　壺井栄賞』　R1 8.25／20:05～20:55

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
全国高校野球選手権大会・各県大会
〔各県域〕
　愛媛県　  3 回戦 R1／ 7.23～24

準々決勝 R1・FM／ 7.25～26
準決勝 G・E・R1・FM／ 7.28
決勝 G・E・R1／ 7.29

　高知県　  準々決勝 R1／ 7.24～25
準決勝 G・E・R1／ 7.27
決勝 E・R1／ 7.28

　徳島県　  準々決勝 R1／ 7.24～25
準決勝 G・E・R1／ 7.27
決勝 G・E・R1／ 7.28

　香川県　  3 回戦 R1・FM／ 7.20～22
準々決勝 R1・FM／ 7.23～24
準決勝 G・E・R1／ 7.26
決勝 G・R1／ 7.27

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・FM／10. 4～ 5
　高知県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／10. 4～ 5
　徳島県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／ 9.27～28
　香川県　準決勝， 3位決定戦，決勝

R1／ 9.28，10. 4
秋季高校野球四国大会（四国ブロック）
　準決勝 G・G2・E・R1・FM／11. 1
　決勝 G・G2・E・R1・FM／11. 2
〔全日本サッカー選手権〕　G
〔各県域〕
〔地区大会〕
　愛媛県　代表決定戦 6.29
　高知県　代表決定戦 6.29
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　徳島県　代表決定戦  6.29
　香川県　代表決定戦  6.28
〔サッカーJリーグ・JFLリーグ中継〕　G
〔愛媛県域〕
愛媛FC戦
　対「カターレ富山」 4.13
　対「カマタマーレ讃岐」 5.18
　対「ジェフ千葉」 9.23
　対「カマタマーレ讃岐」 10.19
　対「アビスパ福岡」 3.15
〔徳島県域〕
徳島ヴォルティス戦
　対「川崎フロンターレ」 4. 6
　対「FC東京」 5.10
〔香川県域〕
カマタマーレ讃岐戦
　対「横浜FC」 4.29
　対「愛媛FC」 5.18，10.19
　対「FC岐阜」 3.15
〔四国アイランドリーグplus中継〕　R1
〔愛媛県域〕
愛媛マンダリンパイレーツ戦
　対「徳島インディゴソックス」 6.21
〔徳島県域〕
徳島インディゴソックス戦
　対「香川オリーブガイナーズ」 5.23
〔香川県域〕
香川オリーブガイナーズ戦
　対「徳島インディゴソックス」

4.12， 5.31， 9. 4，14

Ⅱ．技　術

1．放送機能の強化

　南海トラフ巨大地震への備えとして整備した域
内各局のサブステーションは，14年 4 月，徳島･
高松でそれぞれ運用を開始した。
　13年度から継続して整備を進めてきた壺神山
FPU基地局は，15年 1 月に運用を開始した。また，
壺神山基地局，泉が森基地局にヘリ自動追尾装置
を設置した。これにより南予方面のヘリ受信範囲
を広げ，ヘリ取材の利便性を大幅に向上すること
ができた。15年 2 月には，高知県西部の今の山基
地局を松山局から制御するための機能を整備し，
壺神山基地局を経由して高知県西部から松山局へ
素材伝送することが可能になった。
　放送所関連では，商用電源の停電対策を強化す

るため，行道山テレビ基幹局をはじめ中継局とあ
わせ 4局の自家発電装置の燃料タンク容量増整備
を行い，停電バックアップ時間を200時間とした。

2．地域放送の充実

　14年は弘法大師空海が四国霊場八十八か所を開
いて1,200年とされる記念の年で，四国 4局では
「四国遍路1200」キャンペーンを展開した。『歴
史秘話ヒストリア』では過去の膨大な資料映像に
加え，再現映像の制作では限られた予算と時間の
中で工夫してロケを実施。このほか，秋の 4県管
中中継シリーズや，『しこく 8「遍路ミステリー
1200年の謎」』などの番組を制作･放送した。
　仙台局とインターローカル番組で連動データ放
送『しこく 8「四国×東北　うまいハンター」』
を制作し，地域の「うまい食材」を広く視聴者に
紹介した。両局でコンテンツの同時検証を実施す
るとともに，投票システムはより大きな負荷に耐
えられる構成とし，作画装置にSIGNを使うなど
前回以上にシステムの信頼性向上を図った。
　独立データ放送「四国のダム情報」は，地方整
備局や視聴者からの要望に応え，貯水率の増減傾
向と流入量を追加した新しいデザインに改修し
た。これまでより表示内容が増え，観測データが
欠測した場合の表示を分かりやすくするなど工夫
を施した。

3．放送設備の整備

　四国地方整備局が設置する1,200か所の河川･道
路情報カメラから，放送に必要な映像をNHKか
ら選択できる機能を整備し，10月から本運用を開
始した。四国地方整備局と協定を結ぶことで，必
要な情報をより的確に放送することが可能になっ
た。NTTフレッツ回線を利用し，マルチキャス
ト通信をユニキャスト化して通信できるようにし
たことで，システムの簡略化と回線費用の低廉化
を実現した。
　域内各局から松山局向けのIP素材伝送回線に加
え， 9月からは松山局から域内各局に向けたIP素
材回線の運用を開始した。IP回線を素材伝送に活
用することで，伝送手段の多様化と災害時等の発
信力強化を図っている。
　L字編集入力端末を導入し，ニュース汎用原稿
からL字送出する原稿内容を編集する機能を整備
したことで，気象や災害情報をより迅速に放送に
提供できるようになった。また，L字編集入力端
末で編集した結果は，災害情報システムへ転送す
ることで，データ放送やインターネット向けにも
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容易に情報を発信できる災害情報を展開できるよ
うになった。
　番組制作設備ではファイルベースカメラの導入
が本格的に始まり，中継車搭載の録再機や編集設
備のファイルベース化改修も並行して行い，本格
的なファイルベース時代に備えた。
　四国各県の天気カメラは四国中央市・吉野川・
JR徳島駅前の更新を行い， 4県すべてのロボカ
メのハイビジョン化が完了した。また，南海トラ
フ巨大地震などに備えるため，高知県黒潮町にロ
ボットカメラを新設した。
　放送所設備では，城山FM放送所の放送機･STL
および送信空中線，高知会館～中村固定局のラジ
オTTL，見ノ越固定局～東祖谷山FM放送所の
FM TTL，松山･八幡浜FM放送所など 5局の送
信空中線，松山･菊間FM放送所など 6局の放送
機を更新した。
　松山では宮窪など 3局，高知では土佐田井など
3局，徳島局では一宇など 4局，高松では綾上の
域内合計11局のテレビ放送所の放送機 2台化整備
を行った。

4．緊急報道・選挙報道

　 8月に襲来した台風11号・12号の現場中継では，
四国 4県で延べ12地点から時々刻々と変化する風
雨や被害の状況を伝えた。台風19号の現場中継で
は， 4県で11地点から中継を実施したが，このう
ち 6地点でIP中継を行った。IP中継装置の配備と
ともに会館受信設備の機能改修を行い，複数現場
からの同時受信を可能とし，回線コーナーに監視
体制を構築して安定運用に取り組んだ。また，12
月に徳島県の山間部に降った大雪の際は，停電が
長期化した宇明谷に非常用送信車を派遣し全国初
の実運用を行った。
　愛媛県知事・松山市長選挙，衆議院選挙では第
1スタジオフロアを開票速報本部とした。開票速
報は第 2スタジオフロアで制作しNC-B副調から
送出する新しいスタイルで，既設設備を生かした
効率的な番組制作を行った。また，票データの集
計を第 1スタジオに集約したことで作業の省力化
も実現できた。システム関連では，40台近くの選
挙端末を使用し，迅速で正確な選挙報道を視聴者
に届けるよう取り組んだ。

5．良好な受信環境の確保

　新たな難視対策は総合通信局，デジサポ四国，
地域協議会と連携して，新たな難視626地区（5,082
世帯）全ての対策を完了した。衛星を利用したセ

ーフティネット事業は15年 3 月末をもって終了し
た。
　NHK共聴設備では，松山･荒巻，高知･小日浦
など19施設の光化改修工事が完了した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

〔松山局〕
（1）地域番組等の番組広報
　年間キャンペーン「四国遍路1200」の広報に
は，年間を通じてさまざまな角度から取り組んだ。
関連番組の放送予定や関連イベント情報をリリー
スして，新聞・雑誌・ウェブ等への記事掲載を図
ったほか，ポスターや紹介パネルを制作し，会館
ロビーにPRコーナーを設けた。また，関連企画
「わたしの遍路体験」では，視聴者から遍路に関
わる体験談を募集し，放送やウェブと連動した展
開を図った。
　地域放送番組では，『いよ×イチ』と『えひめ　
おひるのたまご』の大型看板を， 4月から 5月に
かけて松山市内の繁華街に掲出したほか， 1階ロ
ビーでの『いよ×イチ』キャスター等身大パネル
の展示や，JR松山駅のデジタルサイネージへの
ポスター出稿など，各種PRを展開した。全国放
送の『俳句王国がゆく』では各回のチラシを都度
作成するなど，県域・四国ブロックの地域放送番
組や，松山局制作の全国放送番組の積極的な広報
に努めた。加えて，高松局が制作した地域発ドラ
マの情報発信を当該局とともに行った。
（2）地域の皆さまとの絆を強化
　多彩な広報イベントを県内各地で実施し，年間
を通して幅広い視聴者層に接する機会を持った。
　『四国遍路1200』関連イベントとして「NHK
が見つめた四国遍路」展を 9月26日～11月 3 日に
開催し，39日間で 2万1,492人が来場した。また，
高知局，徳島局，高松局での巡回開催においても
業務支援を行った。
　地域のCATVと共催したイベント「NHK番組
体感ランド ～牛鬼すとりーと～」では，地域催
事と連動し，宇和島市中心街で子ども向けステー
ジショーや番組PRブース展開などを行った。
　13年度に引き続き，県・松山市・マスコミ各社
が催す「えひめ・まつやま産業まつり」と連携し，
会館公開「NHKふれあい秋まつり2014」を11月
に開催した。番組と連動したトークショーやキャ
ラクターショーのほか，放送技術関連展示，家族
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向けワークショップなど多彩なコンテンツを展開
し， 2日間で過去最多となる 2万1,219人が来場
した。
　会館内のアートギャラリーでは，地域の趣味サ
ークルなどの団体による幅広い分野の展示を，年
間41回（うちNHK主催で「えひめ　おひるのた
まご　絵手紙展」，「ぼくの絵わたしの絵展」等 7
回）実施し，入場者数は 4万9,804人だった。また，
団体見学者は小学 5年生を中心に129団体5,538
人，来局者の総数は11万8,862人だった。
　そのほか，松山局制作番組やイベント，アナウ
ンサー・キャスター，会館施設等を紹介する総合
パンフレットを，春夏号と秋冬号の 2回作成して
配布した。
（3）会館見学施設の拡充
　13年度に整備を進めていた 1階ロビーをリニュ
ーアルオープンしたほか，番組PR用のデジタル
サイネージ機器を導入した。また， 2階見学コー
スの放送体験用機材を一部更新し，来館者の放送
への理解を深めるための環境整備に取り組んだ。
（4）迅速，的確，誠実な視聴者対応
　電話，来局，メール，手紙などによりハートプ
ラザへ寄せられた質問・意見・要望は年間で 1万
338件にのぼり，各部と連携して迅速かつ的確に
対応するとともに，番組や業務改善などに反映さ
せた。
〔高知局〕
　「視聴者とのふれあい」を意識した広報展開を
行った。夏のよさこい祭りの時期にはよさこい特
設サイトやツイッターを立ち上げ，生放送中に連
動データ放送で紹介する応援メッセージを募集す
るなど，視聴者に積極的に参加してもらえるよう
努めた。また，四国全体で取り組んだ「四国遍路
1200」キャンペーンの周知にも力を入れた。「NHK
が見つめた四国遍路」展の周知のために，PR大
使としてお遍路どーもくんをイベント会場に積極
的に登場させるなどして，視聴者と触れ合う機会
を多く設けた。
〔徳島局〕
　 6月には，徳島県で初公開となる 8 Kスーパー
ハイビジョンの上映会，「FIFAワールドカップ
2014」のパブリックビューイングを実施した。ワ
ールドカップへの関心は高く，定員を超える来場
者が訪れた。 8月には放送会館で 3日間にわたっ
て阿波おどりイベント「熱演！真昼の阿波おど
り」を実施。出演者と観客を合わせた来館者数は，
1万2,207人となり，初めて 1万人の大台に乗っ
た。11月から12月にかけては，NHK四国 4局が

取り組む「四国遍路1200」キャンペーンの一環と
して，「NHKが見つめた四国遍路」展を徳島局 1
階ロビーで実施，1,955人が来場した。
〔高松局〕
　開局70周年を迎え，「ありがとう70年　かがわ
たっぷり」をキャッチフレーズにさまざまな広報
活動を展開した。高松局の軌跡と香川県の歩みを
まとめた285ページにわたる記念誌を制作，関係
各所へ配付して好評を得たほか，ホームページで
も70周年記念サイトを立ち上げ，記念誌の一部や
思い出の写真等を紹介した。
　また，地域発ドラマ『さぬきうどん融資課』の
放送にあわせて試写会やパネル展を実施。10月開
催の会館公開でも，子どもに人気のステージショ
ーのほか，開局70周年関連パネル展やドラマのメ
イキング映像公開などを行い，広い世代に楽しん
でもらった。

2．イベント事業

（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』『俳句王国がゆく』など22本の全国
放送公開番組を四国 4県で実施し， 2万人余りが
来場した。
（2）教育・こどもイベント
　「全国学校音楽コンクール」「放送コンテスト」
「放送体験クラブ」（四国各局）などの教育イベ
ントを実施するとともに，「いないいないばあっ！
あつまれ！ワンワンわんだーらんど」（松山局），
「おかあさんといっしょファミリーコンサート」
（徳島局），「ポコポッテイト小劇場」（四国各局）
などのこども向けイベントを実施した。
（3）展覧会
　「第61回日本伝統工芸展」（松山・高松局）を
実施し，地域の文化振興に寄与した。
（4）音楽イベント
　地元クラシック音楽ファンからも期待の高い
「N響松山定期演奏会」（松山局）を実施すると
ともに，N響メンバーが学校を訪ねる「学校にN
響メンバーがやって来た」（松山局）を実施し，
地域の音楽文化の振興に寄与した。
（5）福祉・キャンペーンイベント
　NHKハートプロジェクト関連イベント「NHK
ハート展」（高知局）や「歳末・海外たすけあい」
（四国各局）のほか，「ふるさとの食にっぽんの
食」地域フェスティバル（松山・徳島・高松局）
や南海トラフ巨大地震への備えについて考える
「防災キャンペーン」関連イベント（松山局）な
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ど，NHKが取り組む各種キャンペーンと連動し
たイベントを実施した。
（6）スポーツイベント
　「ラジオ体操・みんなの体操会」（松山・高知・
徳島局）のほか，「各県サッカー選手権大会（天
皇杯代表決定戦）」（四国各局），「NHKジュニア
スポーツ教室」（松山・高知局），地域放送局杯各
種スポーツ大会，「2014 FIFAワールドカップ　
ブラジル・ 8 Kスーパーハイビジョンパブリック
ビューイング」（徳島局）などのスポーツ関連イ
ベントを実施し，地域におけるスポーツ文化の振
興に寄与した。
（7）地域への貢献イベント
　「四国遍路1200」キャンペーンと連動した「四
国遍路フォーラム」＆「こころの旅路」コンサート，
「NHKが見つめた四国遍路」展を四国各県（四
国各局）で実施したほか，小学生が俳句作りを楽
しむ『それ行け！俳句キッズ』（松山局）や香川
発地域ドラマ『さぬきうどん融資課』を紹介する
『BSコンシェルジュ』公開収録（高松局）など，
四国の風土や文化を伝えるイベントを実施し，地
域文化振興への一助とした。

3．営　業

　「平成24～26年度　NHK経営計画」の最終年
度にあたる14年度は，受信料の契約収納業務のさ
らなる法人委託化など営業改革の推進により，受
信料の公平負担に向けた取り組みを展開した。法
人委託事業者は14年度末で 6社，11エリアとなり，
前年度を上回る契約取り次ぎ数を確保した。
　また，年度前半の前倒しによる業績確保と，受
信料制度の理解促進と増収に向け，部門を超えた
「プロジェクト810」活動を強化した。四国ブロ
ックとしては，13年度に引き続きケーブルテレビ
事業者との連携強化に努め，BS放送の普及，受
信状況に応じた契約取り次ぎの拡大と事業所対策
を進めることにより，人口や世帯の動態に左右さ
れない，地方圏における受信契約数増加モデルの
構築に取り組んだ。
　さらには，事業所割引制度や業界団体取りまと
めを活用した事業所対策にも継続的に取り組んだ
ほか，民事手続きによる支払督促を四国ブロック
4県とも 2回ずつ実施し，公平負担の徹底に努め
た。

九州・沖縄
◇戦後・被爆70年に向けた取り組み，事件，事故，
地域の経済や教育，高齢化，エネルギー問題，
防災問題など九州・沖縄地域が抱える課題や地
域社会の新たな動きを取り上げた。福岡県筑後
市でリサイクルショップを経営する夫婦が逮捕
された事件（ 4月）や，暴力団・工藤会の幹部
が逮捕された事件（ 9月）など地域の視聴者の
関心の高いニュースについては，その後の経過
や背景も含めた的確な事件報道を行った。

◇大地震・津波などによる大災害時の本部バック
アップ放送局である大阪局の降雨による放送電
波減衰に備え，福岡局にBSデジタル副局アップ
リンク設備を整備した。地元福岡のプロ野球球
団がリーグ，クライマックスシリーズそして 3
年ぶりに日本シリーズにも優勝，中継放送では
マルチ放送サービスを実施した。筑後川監視カ
メラや霧島連山硫黄山・阿蘇山・九重山に火山
監視カメラを設置し，災害への備えを強化した。

◇『大河ドラマ』「軍師官兵衛」の主人公黒田官
兵衛が福岡や大分にゆかりがあることから，九
州沖縄特集『黒田官兵衛とその時代』を始めと
する関連番組の制作や番組と連動した展示会，
講演会，トークショーなどを開催し，ドラマへ
の関心を高めるとともに地域の活性化に貢献し
た。沖縄局では，夕方情報番組の中で視聴者が
マスコットキャラクターと踊る企画コーナーを
設け，大幅に見学者が増加した。

◇地域スタッフの少数精鋭化，法人委託の公開競　
争入札を含めた新たな委託先の開発，訪問要員　
の体制強化などに取り組んだ。この結果，14年
度はブロック合計で 3年連続全営業目標を達成
した。また， 9営業拠点全局全営業目標達成と
いう史上初の快挙を果たした。

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 7～ 8
時台の番組など，定時番組の定着を目指すととも
に，多様な特集番組とあわせて地域放送の充実・
強化を図った。
　平日夕方 6時台のニュース番組は，九州・沖縄
向けに10分間伝えたのち，各地域向けのニュース
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という構成で，地域の動きや課題を掘り下げて伝
え，人々の暮らしに役立つ情報の提供に努めると
ともに，「軍師官兵衛」企画やアジア情報も交じ
え，視聴者の関心に応えた。長崎局は番組をリニ
ューアルした。
　金曜夜間については原則ブロック放送としたう
えで，月に 1回，各局が脱編成可能な枠を位置づ
けた。午後 7時台では，報道番組『特報フロンテ
ィア』を放送，戦後・被爆70年に向けた取り組み
をはじめ，暴力団などの事件・事故関連，地域の
経済や教育，高齢化，エネルギーを巡る問題，プ
ロ野球関連，火山などの防災問題等，九州・沖縄
地域が抱える課題や地域社会の新たな動きを取り
上げた。 8時台は，九州・沖縄各地の魅力的な人
物や文化・自然など地域の情報を，さまざまな切
り口で親しみやすく紹介するスタジオベースの地
域情報バラエティー番組『きん☆すた』を編成し
た。この時間帯では，地域の“いま”とそこに住
む人々の絆を描くドラマや，地域の課題に向き合
う73分の長時間特集，さらには地元で人気のプロ
野球「福岡ソフトバンクホークス」の試合中継な
ど，多彩な番組を編成した。
　このほか，「軍師官兵衛」と連動した番組や戦
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，多様な特集番組を編成し，地域
視聴者の期待・関心に応えた。
（2）選挙報道
　14年 4 月，大手医療法人・徳洲会の選挙違反事
件で前の議員が辞職したことに伴う，衆議院鹿児
島 2区の補欠選挙が行われた。自民党の新人候補
と，野党各党の支援を受ける元民主党衆議院議員
の無所属候補が争う構図となった。選挙区は，半
分を離島部が占め，両候補の地盤は，離島部と本
土側に分かれていた。このため，離島部での取材
や各種調査を丁寧に進めた結果，自民候補が圧倒
的に優勢であることが裏付けられ，投票が終了し
た20時に当選確実を放送した。
　11月には，沖縄県知事選，福岡市長選，熊本市
長選，那覇市長選が同日に行われた。沖縄県知事
選は，普天間基地移設問題への賛否を最大の争点
に，与党が支援する移設容認の現職と，移設反対
を主張する前那覇市長が争う構図となった。移設
反対から容認に転じた現職への批判や，移設を推
進しようとする政府への反発から，計画反対を訴
えた新人候補が圧勝した。
　任期を 2年残した突然の衆議院解散から，わず
か 3週間余りで投票日を迎えた12月の衆議院選挙
では， 1票の格差是正のための「 0増 5 減」で，

佐賀県の小選挙区が 3から 2となり，九州・沖縄
の小選挙区は前回から 1減り37議席となった。準
備期間が短かったこともあり，37の小選挙区への
立候補者は106人と，前回から約50人減った。と
りわけ，前回衆院選で大敗を喫し政権を失った民
主党は，熊本県で 1人も候補者を擁立できないな
ど，候補者は選挙区の半数以下の15人にとどまっ
た。このため，いわゆる「自共対決」となる選挙
区が全体の 4分の 1近い10にのぼった。自民党は，
前回衆院選，13年の参院選の勢いを持続し，小選
挙区と比例代表を合わせて，選挙前から議席を 5
つ減らしたものの他党を大きく引き離し圧勝し
た。一方，沖縄県では，直前に行われた知事選挙
に続いて，普天間基地の移設計画に反対する候補
者が 4選挙区すべてで自民党候補を破り，政権と
の溝の深さを浮き彫りにした。政府は，これらの
選挙結果にかかわらず計画を進める構えを崩して
おらず，国と県の対立が先鋭化してきている。
　15年 1 月，前知事が，衆院選への立候補で辞職
したことに伴う佐賀県知事選挙が行われた。自民
党本部は，佐賀県武雄市長を擁立したものの，こ
れまでの政治手法などへの反発から，自民党県内
最大の支持団体・農政協議会は，総務省の官僚を
擁立。これに佐賀市長らの首長や自民党の地方議
員も同調し，保守分裂の選挙戦となった。安倍政
権は，閣僚や党幹部を次々と送り込んだが，農政
協議会が支援した候補が当選した。
　このほか九州・沖縄では，14年12月に宮崎県知
事選挙が，15年 1 月には北九州市長選挙が行われ
た。また，沖縄県では，14年 9 月に 3つの町村長
選と27の市町村議選が一斉に行われた。
（3）事件，事故，災害
　14年 4 月，福岡県筑後市でリサイクルショップ
を経営する夫婦が知人のキャッシュカードで現金
を引き出したとして窃盗の疑いで逮捕された。夫
婦の周辺では従業員や小さな子供を含む親族など
複数の人の行方が分からなくなっているという情
報があり，捜査 1課が殺人・死体遺棄事件として
店や自宅，周辺の川で大がかりな捜索を続けた。
その後，実家の庭で骨片が見つかり，DNA鑑定
の結果，10年前に行方不明になった22歳の従業員
男性のものと確認され，警察は 6月，夫婦を殺人
容疑で再逮捕した。その後，夫婦は，親族で従業
員の男性と，この男性の 4歳の長男を殺害した疑
いで逮捕されたが，起訴罪名は傷害致死となった。
このほか，夫婦は10年前に19歳の従業員を暴行し
て死亡させた傷害致死と，妻は20年前に知人の男
2人とともに当時20代の男性を死亡させた傷害致
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死などの疑いが持たれているが，いずれも時効が
成立していたため立件されなかった。一連の事件
は， 8～10年前と古いため証拠が乏しく，時間の
経過が真相解明に大きな壁になった。一方，犯行
の動機は明らかになっておらず，今後の裁判が注
目される。
　 9月，福岡県警察本部は，北九州市に本部を置
く全国で唯一の特定危険指定暴力団・工藤会の総
裁・野村悟容疑者と，ナンバー 2で会長の田上不
美夫容疑者を逮捕した。16年前に漁協の元組合長
が拳銃で殺害された事件に，中心的に関わったと
いう殺人容疑だった。県警は，樋口本部長が自ら
北九州市で工藤会最高幹部の逮捕を発表し，県警
の 3分の 1に当たる3,800人の態勢で徹底した捜
査に取り組むことを表明するとともに，工藤会系
の組員に組織からの離脱を呼び掛けた。その後も
市民を狙った襲撃事件でナンバー 3以下の幹部ら
を相次いで逮捕し，逮捕者は15人に上った。
　15年 2 月 1 日，福岡県豊前市で前日から行方不
明になっていた小学 5年生の女児が，近所の住宅
の押し入れの中から遺体で見つかった。死体遺棄
の疑いで逮捕されたのは，被害女児の友達の母親
の内縁の夫で，この家に住む46歳の土木作業員の
男だった。男はわいせつ目的で女児を自宅とは別
の知人の家に連れ込み，首をしめて殺害したとし
て再逮捕された。起訴にあたり検察は，殺人等と
してわいせつ系の罪名は伏せた。
　九州・沖縄には 6月から10月にかけて 5つの台
風が接近し， 7月の台風 8号と10月の台風19号が
鹿児島県に上陸した。台風 8号では，沖縄県に暴
風や大雨などの特別警報が出された。台風19号で
は，接近に備えて管内各地でIP中継体制をとり，
このうち台風が上陸した枕崎市では，上陸一報後
直ちに現場雑感を映像と記者コメントで伝えるな
ど，少人数で稼働でき機動性のあるIP中継が威力
を発揮した。このほか福岡県筑紫野市などで，レ
ーダー解析で 1時間100ミリを超える雨が降り，
商店街が水につかる被害が出るなど，14年もたび
たび台風や大雨に見舞われ，全中参加や各局参加
の管中特設，県域特設や逆Lでのスーパーなどで
詳しく伝えた。
　九州各地の火山が活発化しており，鹿児島県で
は桜島が爆発的な噴火を繰り返しているほか，口
之永良部島では夜間に噴煙や霧が赤く照らされる
火映現象がたびたび観測された。阿蘇山でも活発
な噴火活動が続いているほか，霧島連山の硫黄山
の火山活動が高まっているとして火口周辺情報が
出されたことから，各放送局で新たなロボットカ

メラを設置するなど注意を続けている。
　南海トラフ地震対策では各県で大きな揺れや津
波に備えた初動対応の方針作りや訓練を重ねてお
り，管中・県域放送でこうした取り組みについて
リポートやニュースで放送した。

2．地域放送番組

（1）定時番組
〔九州・沖縄ブロック〕
『おはサタ！』　新　G

土　 7:30～ 8:00
　第 1 回14.4.5／九州・沖縄ブロック／地域の話
題をより深く，より魅力的に伝えるニュース情報
番組として『おはようサタデー九州沖縄』をリニ
ューアル。九州・沖縄ゆかりの著名人とのトーク
や「西日本の旅」に加え，見応えのある特集ゾー
ンを新設した。
『特報フロンティア』　G

金　19:30～19:55
再日　 7:45～ 8:10

　第 1 回11.4.1／第 1， 3 ～ 5 週：九州・沖縄ブ
ロック／スタジオをベースに，九州・沖縄地域の
課題や，人々が注目する出来事に正面から向き合
い，検証や提言を行う報道番組。大雨や火山など
の防災関連をはじめ，暴力団などの事件・事故，
地域の経済や教育，高齢化，エネルギーを巡る新
しい動きや，プロ野球などのスポーツ，さらには，
15年の戦後・被爆70年に向けた取り組みなど，地
域の人々にとって身近で重要なテーマをタイムリ
ーに，分かりやすく掘り下げて伝えた。原則ブロ
ック向けの放送とし，月 1回脱可能枠を設けた。／
各局タイトル：『特報フロンティア』（福岡），『北
九州×クロス』（北九州），『くまもとの風』（熊本），
『長崎人（じげもん）』（長崎），『かごスピ！』（新，
鹿児島），『宮崎熱時間』（宮崎），『ドキュメント挑』
（大分），『佐賀イズム』（佐賀），『きんくる～沖
縄金曜クルーズ～』（沖縄）
『きん☆すた』　G

金　20:00～20:43
再翌週土　10:05～10:48

　第 1 回11.4.8／九州・沖縄ブロック／スタジオ
ベースの地域情報バラエティー番組。“見ると元
気になる”痛快な番組を目指し，九州・沖縄の一
番すごい人やモノ，各地の文化や自然などの地域
情報を，さまざまな切り口で取り上げた。毎回，
番組の見どころを紹介するプレオープニングを
19:55～19:58で編成。月 1回脱可能枠を設けた。／
各局タイトル：『いっちゃがゴールド』（宮崎），『沖
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縄の歌と踊り』（沖縄）
『ガチアジア』　G （年 3本）　　22:00～22:43

再放送は随時
　第 1回13.4.25／九州・沖縄ブロック／九州・沖
縄地方は，歴史的にも常にアジアと最前線で向き
合ってきた。また，アジアからの優れた文化を先
進的に取り入れ，全国に流布させる役割も担って
きた。“アジアの中の九州”をこれまでとは違う
視点で捉え直す，知的教養エンターテインメント
番組。
『福岡発地域ドラマ』　G

（年 1本）金　19:30～20:29
　第 1 回02.11.22／九州・沖縄ブロック／地域放
送局ならではの視点で，舞台となる地域の文化や
歴史，自然を背景に，そこに住む人々とともに，
さまざまな人間ドラマを描いてきた。07年度を除
いて毎年度制作し，金曜夜 7～ 8時台に編成。12
作目は，『ここにある幸せ』（ 1月16日放送・福岡
局）。美しい海岸や古い町並みが残る津屋崎を舞
台に，年の離れた 2人が出会い，互いの生き方を
見つめて行く心温まるヒューマンドラマ。続けて
『もうひとつの　ここにある幸せ～津屋崎によう
こそ～』も放送（20:29～20:43）。／脚本：岡田惠
和／出演：松田翔太，宮本信子，中村映里子，瀬
口寛之，奈緒ほか
『おはよう九州沖縄』　R1

月～土　 7:40～ 7:58
　九州・沖縄ブロック／九州・沖縄のニュースや
気象・交通情報，地域のホットな話題で構成する
生活情報番組。
『はっけんラジオ』　R1

月～金　17:00～17:55
　第 1 回13.4.1／九州・沖縄“ 8県（はっけん）”
の魅力を“発見（はっけん）”する番組。各地の
観光情報や防災，健康など暮らしに役立つ身近な
情報を多彩なゲストを招いて生放送で伝えた。 9
月 1日は宮崎局発，3月 6日は大分局発で放送し，
南海トラフ巨大地震に対する地域の取り組みや備
えについて詳しく紹介した。
〔県域〕（一部九州・沖縄ブロック）
『NHKニュース　おはよう日本』　G

福岡県域，各局単　月～金　 7:45～ 7:51
九州・沖縄ブロック　月～金　 7:51～ 8:00

　第 1 回93.4.5／福岡県域・各局単の時間帯は，
各県のニュース・気象情報，ブロック時間帯は，
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。

『はっけんTV』　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13.4.3／九州・沖縄“ 8県（はっけん）”
の今を“発見（はっけん）”する番組。各県の市
町村の話題や行楽・イベント情報，わがまち自慢
など，九州・沖縄のネットワークを生かして生放
送で届けた。福岡・北九州局は，11:45から引き
続き県域（金曜日は単）で，料理や健康など暮ら
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），『テレメッセ
くまもと』（熊本），『ながさきナビゲーター　ヒ
ルミテ』（長崎），『ひるまえクルーズかごしま』（鹿
児島），『昼前ほっとみやざき』（宮崎），『好きっ
ちゃ　おおいた』（大分），『ひるまえ情報便』（佐
賀），『沖縄ちゅらTV』（沖縄）
『熱烈発信！福岡NOW』　G

福岡単　月～金　18:20～18:59
　第 1 回11.4.4／単／13年度から18:10～18:20管
中ニュース（除く鹿児島，沖縄）とし，開始時間
を18:20とした。コンセプトは「今日にこだわり，
明日を見つめる」「見たい，知りたいに，とこと
ん応える」。福岡の 1日の動きや事件・事故等の
最新情報，人々の暮らし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
岡との関わり，アジア情報，スポーツ情報，街角
情報などを分かりやすく伝えた。各放送局も同時
間帯にニュース番組を編成。長崎局が番組をリニ
ューアルした。各局タイトル／『ニュースブリッ
ジ北九州』（北九州），『クマロク！』（熊本），『イ
ブニング長崎』（長崎），『情報WAVEかごしま』（鹿
児島），『ニュースWAVE宮崎』（宮崎），『しんけ
んワイド大分』（大分），『ニュースただいま佐賀』
（佐賀），『おきなわHOTeye』（沖縄）※鹿児島
と沖縄は18:10～
『ふく！なび』　G

福岡単　（月 2本）水　20:43～20:45ほか
　第 1回11.10.12／福岡単または福岡県域／視聴
者に親しまれる放送局を目指し，福岡局のさまざ
まな取り組みを紹介する経営広報番組。地域放送
の目玉番組やデジタル放送の魅力，営業活動，イ
ベント展開など，“いま知ってもらいたいイチ押
しの取り組み”を紹介した。
『玄海竜二踊る』（ 4分ミニ番組）　G

熊本単　（第 1）土　12:40～12:44ほか
『くまべん』（ 5分ミニ番組）　G

熊本単　（第 2・ 4 ）土　12:40～12:45ほか
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　県内に暮らす老若男女，さまざまな人たちのお
弁当と，それぞれのお弁当にまつわる思い出エピ
ソードを紹介した。
『くまもと駅景色』（ 2分ミニ番組）　G

熊本単　（隔週）日　19:58～20:00ほか
『僕らのピースの種』（10分番組）　G

長崎単　（第 4 ）日　22:40～22:50
　戦後70年，原爆や核の問題がリアルとはいえな
い若い世代は，「被爆地・長崎の今」をどう感じ
ているのか。素朴な疑問や悩みを抱きながら，自
分を模索する若者の姿を描いた。
『かごしまの夕べ』　FM

鹿児島単　（最終）木　17:20～18:00
『宮崎　夢追い人』（ 5分ミニ番組）G

宮崎単　12:40～12:45
『YUYAのオーレ！サガン鳥栖』　R1

佐賀単　月　19:45～20:00
『めざせ！佐賀博士』（ 5分ミニ番組）　G

佐賀単　（不定期）土　12:40～12:45ほか
『有田焼いろは』（ 5分ミニ番組）　G

佐賀単　土　12:40～12:45ほか
『うちなーであそぼ』（ 5分ミニ番組）　E

沖縄単　月　17:25～17:30ほか
『沖縄ミュージックジャーニー』　FM

沖縄単　（第 1 ）金　18:00～18:50
（2）特集番組
〔九州・沖縄ブロック〕
『黒田官兵衛とその時代』　G
 （福岡）　22:45～22:50
 5. 7のみ23:09～23:14
　「天下の名槍　日本号」 4. 9
　「名護屋城」 4.23
　「黒田二十四騎」 5. 7
　「キリシタン大名」 5.21
　「官兵衛と小寺家」 6. 4
　「有岡城」 6.11
　「関ヶ原の戦いと官兵衛」 7.23
　「官兵衛と福岡文化」 7.30
　「官兵衛の城攻め」 10. 8
『被爆70年　ヒロシマ・ナガサキは発信する』
　G （福岡） 4.12／10:05～11:18
『音キュー！ミュージックライブ』　G

（福岡） 5.24／ 0:10～ 0:53
『平成26年沖縄全戦没者追悼式』　G

（沖縄） 6.23／11:45～11:54
※ 12:20～12:45で全国放送。沖縄は県域向け
に11:54～12:20でマルチ編成

『私の父はチャンポンマン～長崎発地域ドラマ～』　
G （長崎） 6.27／19:30～20:29
※ 13.12.18に放送したBSプレミアムドラマを
ブロック向けに編成

『いのちのうた2014』　G
（福岡） 7.25／19:30～20:43

『九州沖縄特集「黒田官兵衛とその時代～福岡市
博物館　特別展 “軍師官兵衛” より～」』　G

（福岡） 7.26／10:05～10:48
『音キュー！ミュージックライブ　スペシャル』
　G （福岡） 8.28／ 1:30～ 2:29
『九州沖縄特集「軍師官兵衛　激動の生涯～福岡
市博物館　特別展より～」』　G

（福岡） 8.30／10:05～10:48
『祝！リーグ優勝　福岡ソフトバンクホークス　
3年ぶりの王座奪回』　G

（福岡）10. 3／ 0:10～ 0:40
『そんじょそこら商店街～大分発地域ドラマ～』
　G （大分）10.24／19:30～20:29

※ 14.3.12に放送したBSプレミアムドラマを
ブロック向けに編成

『祝！日本シリーズ優勝　福岡ソフトバンクホー
クス　3年ぶりの日本一』　G

（福岡）10.31／ 0:36～ 1:30
『大河ドラマ「軍師官兵衛」トーク＆コンサート』　
G （福岡）11. 2／13:05～14:23

『大相撲九州場所前夜祭』　G
（福岡）11. 7／19:32～20:45

『被爆70年　巻頭言～いま私たちにできること～』　
G （福岡） 1. 9／19:30～20:43

『九州沖縄　戦後70年　第13回NHK朗読と音
楽の夕べ「私たちの戦争・平和への祈り」』

　G （福岡） 1.24／10:05～11:18
『官兵衛からの贈り物～大河ドラマ「軍師官兵
衛」が残したもの～』　G

（福岡） 2.14／18:10～18:42
『九州沖縄　戦後70年「原爆にさわる　被爆を
つなぐ～長崎・背負い続けた家族の70年～」』

　G （福岡） 3. 3／22:00～22:48
〔県域〕
〔福岡局〕
『ふっくTVスペシャル「官兵衛がいっぱい！」』　
G 5. 3／12:15～12:45

『博多祇園山笠2014～福岡市　博多区から中継～』　
G 7.15／ 4:30～ 6:00

※マルチ編成（ 6:00～ 6:08）
『中継スペシャル　大濠花火大会』　G

8. 1／20:00～20:45
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『ふっくTV　ふくおかをカンガェル～』　G
8. 4， 3.17／19:30～19:55

12.17／19:32～19:57
『ガクラジ　in　福岡女子大学』　FM

11. 2／14:00～15:59
『熱烈発信！福岡NOW　ニュースハイライト
2014』　G 12.26／18:10～19:00

『ライフ・サポーター　あなたを守る防災ラジオ』
　R1 3. 7／12:15～12:55
〔北九州局〕
『好きっちゃキタキュー～受け継がれるモノ作り～』　
G
　「“快適なトイレを”100年の挑戦」

6. 4／16:50～16:55ほか
　「“前を向いて歩こう”歩行支援ロボット」
 11.20／13:50～13:55ほか
　「北九州発　鮮魚革命！」

3.21／13:50～13:55ほか
『いっしょにハレピョン（5分）』　G

11. 1／12:40～12:45ほか
『キミが主役だ！放送体験クラブ』　E

12.19／15:40～15:45ほか
『ニュースブリッジ北九州～年末ハイライト～』　
G 12.26／18:00～19:00
〔熊本局〕
『くまもとの風スペシャル』　G
　「究極のお弁当対決！！“くまべん”春の陣」

4.11／20:00～20:43
　「旅一座　勝負の大阪」 9.12／20:00～20:43
　「究極のお弁当対決！“くまべん”秋の陣」

10.17／20:00～20:43
　「カントリーゴールド2014　約束の日　阿蘇へ」
 11.14／19:30～20:29
『NHK・美術館コンサート』　FM

第150回　 5.30／18:00～18:50
第151回　10. 3／18:00～18:50
第152回　11.21／18:00～18:50
第153回　 2.20／18:00～18:50

『2014　防災・命のラジオ～地震への備え～』　
R1 9. 1／12:20～13:00
『クマロク！年末ハイライト2014　 “変”』
　G 12.26／18:00～19:00
〔長崎局〕
『被爆70年　ヒロシマ・ナガサキは発信する』
　G 4. 4／19:30～20:43

（中国ブロックとインターローカル）
『被爆70年　ヒロシマ・ナガサキ　市民の挑戦』
　G 6.20／19:30～20:43

（中国ブロックとインターローカル）
『被爆体験記　朗読シリーズ「ナガサキ　被爆の
記憶」（1）～（16）』　R1・FM

7.22／11:55～12:00ほか
『ヒバクシャからの手紙』　G

8. 8／19:30～20:43
（中国ブロックとインターローカル）

『2014長崎から東北へ～東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート～』　G

8.10／16:00～18:45
『生中継！長崎くんち2014』　E

10. 7／ 7:00～10:40
『第69回国民体育大会～長崎がんばらんば国体
～式典前演技』　G 10.12／13:20～13:48

『イブニング長崎　ぐるっと大村湾！』　G
11.17～11.20／18:20～18:52

11.21／18:28～18:59
 『イブニング長崎　年末ハイライト』　G

12.26／18:10～19:00
『長崎人スペシャル　平和のしゃべり場』　G

3.27／19:30～20:43
〔鹿児島局〕
『かごしま大作戦』　G 20:00～20:43

3.31のみ19:30～20:43
　「下宿生の春を支えよう！」 4.11
　「シニアサッカーチームに勝利を！」 7.11
　「林業で宝物を探そう！」 9.12
　「大学祭で若者の心をのぞいてみよう」 12.12
　「星降る町で“愛”を探そう！」 2.13
　最終回「感謝の思いを伝えよう！」 3.13
『真夜中の一番星☆ライブスペシャル』　G

8.21／ 1:35～ 2:18
『第19回かごしま郷土芸能　～輝き続ける　ふ
るさとの宝～』　G 11.14／19:30～20:43
『ひるまえクルーズかごしま　クリスマススペシ
ャル』　G 12.24／11:30～11:54

『情報WAVEかごしま　年末スペシャル2014』　
G 12.26／17:10～19:00

『鹿児島防災シンポジウム「火山災害　どう身を
守るか」』　G 1.23／19:30～20:43

〔宮崎局〕
『特集　宮崎夢追い人』　G

4.27， 3.22／ 7:45～ 8:10
『みやざきスペシャル　食農ミライ』　G
　「つかめ！アジアの巨大胃袋」
 4.28／20:00～20:43
　「海外輸出　未来へのヒント」

6.27／19:30～19:55
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『Miyazaki Bass Camp Live Vol.4』　FM
7. 5／19:20～21:00

『MIYAZAKI DRUMMER’ S CLUB LIVE 
Vol.8』　FM 8.30／19:20～21:00

『シミュレーション！南海トラフ地震～あなたの
危機！！どう知らせますか～』　R1

10.19／11:00～11:55
『みやざきスペシャル　いっちゃがゴールド双方
向スペシャル　GO！GO！商店街』　G

第 1部　 3. 1／11:20～11:53
第 2 部　 3. 1／15:05～16:10

『南国まじめdeてげてげjazz楽団～ニューサウ
ンズオーケストラ～』　FM

3. 7／20:10～21:00
〔大分局〕
『大分スペシャル「小さな肖像　500の人生～
取材者・二宮圭一～」』　G

7.11／20:00～20:43
『大分県民が選ぶ、結婚式で聴きたい歌ベスト
10！』　FM 6. 7／16:00～18:00

『 3局合同　防災ラジオ2014』　R1
8.30／11:05～11:52

『大分スペシャル「古くて？新しい！日田の旅」』
　G 9.12／19:30～19:55
『大分県民が選ぶ、みんなで歌いたい合唱ソング
ベスト10！』　FM 9.21／14:00～16:00

『大分スペシャル「対バン！！」』　G
10.17／19:30～20:43

『 3局合同ラジオ特番「STOP！飲酒運転2014」』
　R1 12. 6／11:05～11:52
『しんけんワイド大分　年末スペシャル』　G

12.26／17:57～19:00
〔佐賀局〕
『さがスペシャル』　G
　「チャリ旅～佐賀県縦断200キロ～」

7.11／20:00～20:43
　「二人の首長～原発再稼働に揺れる“地元”～」

9.12／20:00～20:43
　「歌王さが・カラオケのど自慢～決勝大会～」

2.13／19:30～20:43
『唐津くんち2014　～宵ヤマ　生中継～』　E

11. 2／19:00～21:00
『ひるまえごはん　年末スペシャル　お金をかけ
ずに豪華料理』　G 12.26／11:30～11:54

『ニュースただいま佐賀　年末ハイライト
2014』　G 12.26／18:10～19:00

『YUYAのオーレ！サガン鳥栖　開幕直前SP』
　R1 3. 6／21:05～21:55，23:20～ 0:00

『サガン鳥栖　開幕当日スペシャル企画「ぶっち
ゃけ」』　G 3. 7／10:50～11:30

〔沖縄局〕
『沖縄の歌と踊り』　G
　旧盆特集　沖縄芝居二題　喜歌劇
　　「首里登い小」「きざみ節」

8. 8／19:30～20:20
　正月特集「琉球舞踊～春に舞う～」

1. 2／11:05～11:48
『子どもたちに夢を！ミライカナイコンサート』　
G 10.25／15:05～16:18

『正月特別番組 おきなわ新喜劇』　G
1. 2／16:05～17:18

『第36回全琉婦人芸能大会』　G
2.14／15:05～16:05

『戦後70年　Kiroro＆仲宗根泉が作る “平和の
うた”』　G 3. 6／19:30～19:58

〔各局共通〕
『第81回NHK全国学校音楽コンクール』
〔九州・沖縄ブロック〕
　九州・沖縄ブロックコンクール
　　小学校・中学校・高等学校

E　 9.27／14:00～17:00
〔各県域〕
福岡県コンクール
　小学校・高等学校 E　 8.30／12:00～14:00
　中学校 E　 9. 6／12:30～15:00
熊本県コンクール
　小学校 FM　 8.18／18:00～18:50
　小学校・高等学校 FM　 8.19／18:00～18:50
　中学校 FM　 8.21／11:00～11:50，

18:00～18:50
　中学校 8.22／18:00～18:50
長崎県コンクール
　小学校・中学校・高等学校

FM　 8.30／16:00～18:00
鹿児島県コンクール
　小学校・中学校・高等学校

FM　 8.31／14:00～15:55
宮崎県コンクール

E　 8.30／12:00～14:00
FM　 9. 1～ 5／18:00～18:50

大分県コンクール
 FM　 8.31／14:00～17:00
佐賀県コンクール
　小学校・中学校・高等学校

FM　 8.24／14:00～16:00



第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜九州・沖縄

NHK年鑑’15 440

沖縄県コンクール
　中学校・高等学校 E　 8.23／ 9:30～10:50
　小学校 E　 8.24／15:00～16:53
（3）地域発全国放送
〔テレビ〕
　『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』『歴
史秘話ヒストリア』『ドキュメント72時間』など
多様な番組を，各局が全国発信した。
『NHKスペシャル』　G
　  シリーズ　廃炉への道　第 2回「“誰が作業を
担うのか”」 4.25／22:00～22:49
　「  知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステム
の脅威～」 8.18／22:00～22:49

　「医療ビッグデータ　患者を救う大革命」
11. 2／21:00～21:49

『クローズアップ現代』　G
　「極点社会～新たな人口減少クライシス～」
 5. 1／19:30～19:56
　「急増する野生動物被害～拡大の実態～」
 5.15／19:32～19:58
　「  動物園クライシス～ゾウやキリンが消えてい
く～」 6. 3／19:32～19:58

　「中高年と覚醒剤～薬物汚染　拡大の真相～」
6. 5／19:30～19:56

　「原発事故　住民の安全どう守る」
8.27／19:30～19:56

　「  “ギャンブル依存症”　明らかになる病の実
態」 11.17／19:30～19:56

『探検バクモン』　G 22:55～23:20
　「伝説の廃虚　その名は軍艦島」 6. 4
　「超巨大　石油基地を突破せよ」 8.20
『ドキュメント72時間』　G 22:55～23:20
　「南国の不夜城　24時間超巨大スーパー」 7. 4
　「出産ラッシュ！日本一の産婦人科」 1. 9
『にっぽん紀行』　G 19:30～19:55
　「“遺影”を背負って～大分保戸島～」
 9.15
　「旅立ちの親子相撲～沖縄　北大東島～」
 12.18
　「少年たちの“コマ広場”～福岡　太宰府～」
 12.25
　「  鯉（こい）と思い出の一本道～宮崎　日南市
油津～」 3.24

『大河ドラマ “軍師官兵衛” トーク＆コンサー
ト』　G 12. 7／13:05～13:49

『インタビュー　ここから「陶芸家・十四代　今
泉今右衛門」』　G 3.21／ 6:30～ 6:53

『ドキュメント20min．』　G
　  「サルが教えてくれること～大分　高崎山～」
 3.25／ 1:29～ 1:49
『ETV特集』　E 23:00～23:59
　「  発見！謎の金銅製馬具～古代日本と朝鮮半島

の交流史～」 5.10
　「  ふるさと“水俣”に生きる～次世代からのメ

ッセージ～」 6.28
『戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざし
てきたのか　知の巨人たち』　E
　  第 6 回「近代とは何か　魂の行方～作家　石牟
礼道子～」 1.17／23:00～ 0:30

『アスリートの魂』　BS1  0:00～ 0:44
　「  “最強の補欠”になる　ブルージェイズ　川

﨑宗則」 4.12
　「  向かい風の先へ　車いすマラソン　副島正

純」 5.24
　「  自分へのリベンジ　もうひとつのW杯　谷口

拓也」 9.13
　「強い心を　大相撲　嘉風」 2. 7
『新日本風土記』　BSP 21:00～21:59
　「屋久島」 6.13
　「博多」 9.19
　「国東半島」 12.12
『長崎くんち　2014』　BSP

10.27／15:30～16:54
『プレミアムドラマ「私は父が嫌いです」』　
BSP 3.29／22:00～22:59
　このほか，『平成26年沖縄全戦没者追悼式』（G，
6.23／12:20～12:45）や『平成26年 長崎平和祈念
式典』（G，8.9／10:30～11:40）の生中継をはじめ，
『目撃！日本列島』『うまいッ！』『あさイチ』枠
内コーナー，『ひるブラ』『地方発　ドキュメンタ
リー』『人生デザイン　U－29』などを全国発信
した。
　また，「諫早湾開拓開門問題」や「普天間基地
移設」など九州・沖縄ブロック向けの番組で取り
上げたテーマを，全国向けニュースなどにも展開
した。
〔ラジオ〕
　R1の定時番組『沖縄熱中倶楽部』（沖縄局）を
はじめ，『平成26年沖縄全戦没者追悼式』や『平
成26年 長崎平和祈念式典』の生中継，『NHKジ
ャーナル』『ラジオ深夜便』『ここはふるさと旅す
るラジオ』『大分発ラジオ深夜便』，FM放送『今
日は一日○○三昧』など，多彩な番組を全国発信
した。
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『子供達の沖縄戦～語られはじめた孤児達の戦後
～』　R1 6.22／18:05～18:50

『大分発ラジオ深夜便』　R1
10.24／23:20～ 5:00

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
〔九州・沖縄ブロック〕
第135回九州地区高校野球大会
　　準々決勝 R1／10.27
　　準決勝 R1／10.29
　　決勝 R1・FM／10.30 
　　熊本大会 R1／10.11～12
　　鹿児島大会 FM／10. 6～ 7
　　大分大会 R1／10. 5，FM／10. 7
　　佐賀大会 R1／10. 4～ 5
〔各県域〕
NHK旗（杯）高校野球大会
　　福岡県大会 R1／ 5.17～18
　　熊本県大会 R1／ 5.29，31～ 6. 1
　　長崎県大会 R1／ 6. 8
　　鹿児島県大会 R1／ 5.27，30～31
 FM／ 5.28
 G・E／ 5.30～31
　　宮崎県大会 R1／ 6. 5～ 6
　　佐賀県大会 R1／ 6. 1， 3，G／ 6. 3
第96回全国高校野球選手権大会・地区大会
　福岡大会　  準々決勝 G・E・R1／ 7.24～25

準決勝 G・E・R1／ 7.27
決勝 G・R1／ 7.28

　熊本大会　  4 回戦 R1／ 7.18～20，FM／ 7.19
準々決勝 R1･FM／ 7.21，22
準決勝 G・E・R1／ 7.24
決勝 G・E・R1･FM／ 7.25

　長崎大会　  準々決勝 R1／ 7.25
準々決勝再試合 R1／ 7.26
準決勝 G・E・R1／ 7.28
決勝 G・R1／ 7.30

　鹿児島大会  4 回戦 R1／ 7.18～19
準々決勝 R1／ 7.20～21
準決勝 G・E・R1／ 7.23
決勝 G・R1／ 7.24

　宮崎大会　  3 回戦 FM／ 7.15～16
 R1／ 7.16～ 7.17
準々決勝 R1／ 7.19～20
準決勝 G・E・R1／ 7.22
決勝 G・R1／ 7.23 

　大分大会　  準々決勝 R1／ 7.20～21

準決勝 G・E・R1／ 7.23
決勝 G・E・R1･FM／ 7.24

　佐賀大会　  3 回戦 FM／ 7.14，R1／ 7.16～17
準々決勝 R1／ 7.18～19
準決勝 G・R1・FM／ 7.22
決勝 G・R1／ 7.23

　沖縄大会　  3 回戦 R1／ 7.12
準々決勝 R1／ 7.13
準決勝 G・R1／ 7.19
決勝 G・R1／ 7.20

〔プロ野球〕
〔九州・沖縄ブロック〕
「ソフトバンク」対「西武」 G／ 4.25
「ソフトバンク」対「阪神」 G／ 5.23
「ソフトバンク」対「西武」 G／ 9. 5
「ソフトバンク」対「楽天」 G／ 9.26
※マルチ編成で試合開始から終了まで放送。
「ソフトバンク」対「楽天」 R1／ 9.25
「ソフトバンク」対「オリックス」 R1／10. 2

クライマックスシリーズ　ファイナルステージ
　「ソフトバンク」対「日本ハム」
 R1／10.15～17
〔サッカー〕
〔各県域〕
各県サッカー選手権大会決勝
　　福岡大会 G／ 6.29
　　熊本大会 G／ 6.29
　　長崎大会 G／ 6.29
　　鹿児島大会 G／ 6.29
　　宮崎大会　　準決勝 G・E／ 6.28
　　　　　　　　決勝 G／ 6.29
　　大分大会 G／ 6.29
　　佐賀大会 G／ 6.29
　　沖縄大会 G／ 6.29
Jリーグ（J2）・サッカー中継
　「アビスパ福岡」対「ギラヴァンツ北九州」

福岡県域　G／ 4.29
　「V・ファーレン長崎」対「大分トリニータ」

長崎単　G／ 4.29
　「サガン鳥栖」対「サンフレッチェ広島」

佐賀単　G／ 4.29
　「大分トリニータ」対「横浜FC」

大分単　G／ 5.18
　「ロアッソ熊本」対「ギラヴァンツ北九州」

北九州単・熊本単　G／ 9.28
　「大分トリニータ」対「V・ファーレン長崎」

大分単　G／ 9.28
　「ギラヴァンツ北九州」対「東京ヴェルディ」
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北九州単　G／10.19
　「鹿児島ユナイテッドFC」対「ヴェルスパ大分」

鹿児島単　G／11. 2
　「ファジアーノ岡山」対「ロアッソ熊本」

熊本単　G／11.15
　「大分トリニータ」対「湘南ベルマーレ」

大分単　G／11.23
　「サガン鳥栖」対「アルビレックス新潟」

佐賀単　G／ 3. 7
　「鹿児島ユナイテッドFC」対「奈良クラブ」

鹿児島単　E／ 3. 8
　「ギラヴァンツ北九州」対「徳島ヴォルティス」

北九州単　G／ 3.15
　「大分トリニータ」対「ファジアーノ岡山」

大分単　G／ 3.15
　「愛媛FC」対「アビスパ福岡」

福岡単　G／ 3.15
　「V・ファーレン長崎」対「ギラヴァンツ北九州」

長崎単（マルチ編成）　G／ 3.21
第94回天皇杯全日本サッカー選手権　準々決勝
　「モンテディオ山形」対「ギラヴァンツ北九州」

北九州単　G／10.15
〔高校駅伝〕
〔各県域〕
全国高校駅伝　各県予選　
　福岡県 R1／11. 2
　長崎県 R1／11. 5
　鹿児島県 R1・FM／10.31
〔bjリーグ〕
〔各県域〕
　  「秋田ノーザンハピネッツ」対「琉球ゴールデ
ンキングス」 沖縄単　G／11.23
　「ライジング福岡」対「大阪エヴェッサ」

福岡県域　G／ 2. 8

Ⅱ．技　術

1．大規模災害に備えた放送機能強化整備

　大地震・津波などによる大災害の影響で放送セ
ンターが機能停止に陥り大阪局で代替する際，BS
に送信される大阪副局電波の降雨減衰に備えて，
福岡局にBSデジタル副局アップリンク設備を整
備した。また，局外天気カメラや伝送機器の完全
ハイビジョン化，非常用送信機・空中線整備，放
送会館および放送所の電源強化などのハード面に
おける機能強化を進めた。

2．地域放送の充実と設備整備

　 3年ぶりにV奪還したプロ野球地元球団の熱い
戦いを，マルチ放送サービスも加えて生中継し，
特番やニュース番組でも選手やファンの喜びを伝
えた。「長崎がんばらんば国体」も安定したシス
テム設計で競技中継を実施した。
　地域を舞台としたドラマとして，福岡局では12
作目を制作し，地元で暮らす人々の姿や風情豊か
な町の魅力を描いて発信した。
　技術者が提案・制作するミニ番組では，古い駅
舎が残る駅を丹念に描く熊本局『くまもと駅景
色』，ドラマ手法も取り入れた北九州局『ふるさ
と探訪』，宮崎局『宮崎　夢追い人』の制作に取
り組んだ。
　デジタル放送の機能を生かして，データ放送で
は，視聴者の関心が高いPM2.5情報や，火山活動
が活発化した阿蘇山上空の風向・風速情報を充実
させた。また，佐賀県域番組『さがスペシャル』
「歌王さが」での視聴者投票と応援メッセージ対
応や，夕方ニュース内で視聴者参加型の双方向連
動データ放送に取り組む地域局の拡大など，ロー
カル放送の充実に努めた。『大河ドラマ』「軍師官
兵衛」への関心を高める活動と連携させて中継し
たJリーグ福岡ダービー戦では，スマホ向けアプ
リを開発してデータ放送双方向での応援合戦を実
施した。
　衆院選，沖縄・宮崎・佐賀県知事選では政見・
経歴放送を無事故で放送し，福岡・熊本市長選な
どでの開票速報を含めて確実な放送を実施した。
　新熊本放送会館建設工事は，施工業者が決まり
16年度後半の竣

しゅんこう

工を目指して準備を進めた。
　福岡局のニュース送出で使用してきた静止画送
出設備を，アニメーション機能付きの新装置に更
新して演出効果を高めた。そのほか，宮崎局鰐塚
山FM基幹放送所の送信空中線を50年ぶりに更
新，熊本局金峰山FM基幹放送所の放送機を25年
ぶりに更新，南大東島ロボットカメラ設置，長崎
五家原FPU基地局受信 2面化などを実施した。

3．緊急報道・災害報道への対応

　台風や集中豪雨では，特設ニュース送出，逆L
字画面や台風進路図スーパーで，減災報道に取り
組んだ。宮崎自動車道でのバス乗っ取り事件や，
筑後市のリサイクルショップ経営夫婦が逮捕され
た事件，佐世保女子高校生殺人事件，佐賀空港の
自衛隊オスプレイ配備計画などの報道も的確に対
応した。
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　台風や豪雨などの災害報道に備えて，筑後川流
域を監視する情報カメラを久留米市に設置した。
気象庁が噴火警戒レベル運用している火山の噴火
活動を警戒して，霧島連山硫黄山や阿蘇山，大分
県九重山用の監視カメラも設置・強化した。

4．新たな難視対策と混信対策ほか

　新たな難視対策（15年 4 月に対策する 1世帯を
残し，九州・沖縄域内で約 5万5,000世帯の恒久
対策を完了）の推進と，外国波（韓国波）などに
よる混信の解消に取り組んだ。混信障害を回避す
るため，地上デジタル放送推進協議会のメンバー
として，総務省九州総合通信局，在福民放と協力
して，送信チャンネルの切り替え「改善リパッ
ク」（藤松中継局：北九州，今帰仁中継局：沖縄）
と「補間置局」（西浦中継局：福岡，伊仙中継局：
鹿児島）による対策を実施し，視聴環境の充実・
改善を図った。また，ケーブルテレビ事業者によ
るデジアナ変換サービスの終了に向け，会館公開
や放送を通じて周知に協力した。

5．新サービスへの取り組み

　大相撲九州場所を 8 Kスーパーハイビジョンに
より福岡放送会館ロビーにて公開生中継し，地域
の人々に新サービスに接する機会を提供した。ま
た， 8 Kスーパーハイビジョンの地上放送実現に
向けて，13年度の熊本県人吉市での伝送実験に引
き続き，新たに同県球磨郡水上村に実験試験局を
設置した。単一周波数ネットワーク（SFN）によ
る 8 K地上伝送の実験に，熊本局，福岡局が放送
技術研究所と連携して着手した。

6．視聴者サービスの向上

　福岡局では技術職員が先生役を務め，小学 5年
生を対象に「放送局の仕事」と題した講義と，中
継車利用の体験型授業を行う「中継車訪問授業」
を計10校で開催した。域内各局でも，小学校への
「出前授業」や，のど自慢予選会での時差再生サ
ービス，会館見学等での学生交流，会館公開での
カメラマン体験・中継車公開や独自開発したデジ
タルコンテンツゲームの体験型展示などを実施し
た。

Ⅲ．視聴者

1．広報

　14年度，九州・沖縄の各県には，視聴者から電

話などで11万9,226件の意見・問い合わせが寄せ
られた。地域の視聴者からの意見を聞く「ふれあ
いミーティング」を計68回にわたって開催した。
（1）番組広報
　14年の『大河ドラマ』「軍師官兵衛」の主人公・
黒田官兵衛が福岡や大分にゆかりのある人物であ
ることから，北部九州を中心に，番組と連動した
多様なイベントを開催した。福岡・北九州・大分
の各局では，ドラマ出演者のトークショーや，ド
ラマ関連の展示会・講演会を催し，ドラマへの関
心を高めるとともに，地域の活性化にも貢献した。
また福岡局では，13年度末に立ち上げた官兵衛の
生涯を寸劇で紹介する「官兵衛一座」を，会館公
開のみならず福岡県，大分県の老人ホームや自治
体のイベントなどで活用し，ドラマのPRに役立
てた。
　福津市を舞台にした福岡局制作の地域ドラマ
『ここにある幸せ』については，地元成人式での
PR，福岡市内の繁華街で出演者トークショーを
実施するなどの活動を行った。
（2）地域サービス
　北九州局では，医師会などと共催でロコモティ
ブシンドロームをテーマにしたイベントを開催，
佐賀局では「ストップ！肝がんキャンペーン」を
展開するなど，地域の健康を増進するイベントを
催した。
　長崎局は会館内で「ハートプラザコンサート」
を年 5回，展示会を12回実施するなど，地域に密
着したサービスに努めた。
　また，データ放送やホームページでは，地域の
防災・減災に役立つ取り組みも行った。熊本局で
は阿蘇（中岳）の噴火に伴い，上空の風向・風速
を知らせるサービスを開始。宮崎局も県内が阿蘇
の影響を受けるため，同様のサービスを行った。
鹿児島局では桜島の噴火速報を，データ放送・パ
ソコン・携帯ホームページ・ワンセグなど多メデ
ィアで提供した。
（3）理解促進活動
　20年，東京オリンピックでの実施を目指して開
発中の 8 Kスーパーハイビジョンの公開にも取り
組んだ。福岡局では大相撲九州場所に合わせて，
局内ロビーで相撲を 8 Kで生中継した。熊本局・
宮崎局では春や秋の会館公開で展示，いずれも多
くの来館者に好評で，最先端技術への関心を高め
た。沖縄局では夕方のニュース情報番組『おきな
わHOTeye』の中で，沖縄局のマスコットキャラ
クター「さぁたぁちゃん」と視聴者が一緒に踊る
企画を放送。また，同番組のタイトルコールに参
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加してもらう企画によって，見学者が大幅に増加，
沖縄局のイメージアップと公共放送への理解促進
を進めた。

2．イベント事業

　14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
ペーンイベント，教育，福祉，スポーツなど多様
な分野のイベントを実施し，175本，62万8,857人
の視聴者との触れ合いを実施した。
（1）全国・地域放送番組の公開
　『NHKのど自慢』『BS日本のうた』『真打ち競
演』などの全国放送公開番組や，『大相撲九州場
所前夜祭』などの地域放送公開番組を九州・沖縄
で36本実施し， 3万人を超える来場者があった。
（2）地域企画イベント
　被爆70年企画「いまこそ語り継ぐ“あの日のナ
ガサキ”」（長崎局），「沖縄オールスターズ×
OKINAWANチルドレンU-20　ミライカナイコ
ンサート」（沖縄局）を実施した。また，「NHK
美術館コンサート」（熊本局），「歌王さが」（佐賀
局）なども13年に引き続き実施した。
（3）教育・こどもイベント
　「第63回九州地方放送教育研究大会」を沖縄県
嘉手納町で開催した。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
100人が参加した。また，「いないいないばぁっ！
あつまれ！ワンワンわんだーらんど」（北九州市）
を実施し，3,800人を超える参加者でにぎわった
ほか，各地で「ポコポッテイト小劇場」を実施し
た。そのほか「NHK放送体験クラブ」を各県で
実施し，128校，7,540人の小学生・教師に放送に
ついて学んでもらった。また，「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」など教育イベントを各局で実施した。
（4）スポーツ・福祉・キャンペーン
　「第27回NHK旗福岡県選抜高校野球大会」（北
九州市），「NHKテニスパーク」（薩摩川内市，那
覇市），「NHKサッカー教室」（島原市）を実施し
た。福祉関連では，「第 9回NHK福岡ハートパー
ク」（福岡市）と「NHKハート展」（福岡市）を
新規開発したデジタルコンテンツにより連動する
ことで， 2万2,000人の来場者を迎えた。熊本市
でも「NHKハート展」を13年に引き続き開催し
た。キャンペーンイベント（食料，環境，防災）
も各局独自の視点で実施した。
（5）その他（展覧会）
　「軍師官兵衛展」（7.26～9.21） 10万5,781人

　「台北國立故宮博物院展」（10.7～11.30）
 25万6,070人
　「九州仏」（10.12～11.30） 2 万9,828人
　「第61回日本伝統工芸展」（2.3～8） 9,880人

3．営　業

　14年度は「受信料公平負担の徹底」および「増
収確保」ならびに「営業経費の抑制」を確実なも
のにするため，契約収納体制の一層の強化により，
生産性と品質向上を図り，効率的・効果的な活動
を展開した。
　地域スタッフに関しては，少数精鋭化を進め，
法人委託に関しては，公開競争入札を含め新たな
委託先の開発と既存法人の拡大に取り組んだ。訪
問要員の体制強化により，取次数は13年度を大き
く上回り，業績確保に大きく寄与した。
　事業所増加に関しては，職員を中心とした活動
を年間を通して計画的に進め， 2万件を超える増
加数を確保した。
　民事手続きに関しては，支払督促を計画的に推
進し，公平負担の徹底に取り組んだ。
　また，『大河ドラマ』「軍師官兵衛」関連の番組・
イベントと連動した810活動に全局体制で取り組
み，ケーブルテレビ事業者等との連携を一層図る
ことができた。
　上記の活動の結果，14年度はブロック合計で 3
年連続となる全営業目標を達成することができ，
また，ブロック内 9営業拠点全局全営業目標達成
という，史上初の快挙を果たすことができた。


