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①全国 8地域のそれぞれの冒頭で，2015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」（⇒p597）

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，福祉などの領
域で，地域が抱える課題と向き合った。それぞれ
の地域に密着したニュースや情報番組，きめ細か
な生活情報番組，地域が抱える課題に向き合う番
組などを放送した。また，さまざまな番組で地域
の情報，魅力を取り上げ，積極的に全国に発信し
た。

1．地域の実情に応じた放送サービスの充実

　15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，『いばっチャオ！』（茨城県域）を新設し
た。
　夕方のニュース・情報番組では『茨城ニュース
いば 6』（茨城県域），『ニュースほっと関西』（関
西地方），『ロクいち福岡』（福岡県域），『イブニ
ング宮崎』（宮崎県域）を設立した。
　金曜夜間では，地域が直面している課題や，そ
れを乗り越え地域振興を図っていく動きを取り上
げる番組など，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』「新幹線開業
まで 1か月　外国人観光客を取り込め！」（北海
道地方），『クローズアップ東北』「復興予算　問
われる自治体の戦略」（東北地方），『特報首都圏』
「大水害から　どう身を守るか？　記録的豪雨か
ら見えた課題」（関東甲信越地方），『ナビゲーシ
ョン』「サミットがやってくる　～伊勢志摩　世
界へのPR戦略～」（中部地方），『かんさい熱視
線』「“働く場ありまっせ”～ナニワの社長が挑む　
再犯防止～」（近畿地方），『フェイス』「激化！自
治体の輸出競争　～山陰ブランドの挑戦～」（中
国地方），『四国羅針盤』「若者は地方をめざす　
新たなビジネスチャンス」（四国地方），『特報フ
ロンティア』「シリーズ　地方サバイバル」（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
強化等を目的に『にいがた　ゆうどきラジオ』（新
潟県域），『かいラジ』（山梨県域），『ゆる～り信州』
（長野県域）などを新設した。FM放送では『い

ばラジカル』（茨城県域），『ラジオ防災講座』（和
歌山県域），『みえDE川柳』（三重県域）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，『独眼竜♥花嫁道中』（仙台局），『ガ
ッタンガッタンそれでもゴー』（岐阜局），『私の
青おに』（山形局），『八王子発ドラマ「東京ウエ
ストサイド物語」』（首都圏放送センター），『農業
女子“はらぺ娘（こ）”』（札幌局），『インディゴ
の恋人』（岡山局）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，
『ひるブラ』『うまいッ！』『ドキュメント72時間』
などを継続して放送したほか，『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，企画編成部，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。
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北 海 道
◇相次いだ暴風雪等のさまざまな災害を，道内 7
局が一体となってIP機器を駆使した中継や特設
ニュース，逆L字，ホームページを駆使して伝
え，防災・減災報道に努めた。青函トンネル内
特急列車発煙トラブル，砂川市で一家 5人が死
傷した交通事故等を迅速に伝えた。TPP閣僚会
合では，取材クルーを現地に派遣して中継で伝
えるとともに，対応を迫られる道内農家の取り
組みや課題を企画シリーズで伝えた。
◇『北海道　戦後70年』プロジェクトでは，北海
道 7局が一体となって北海道の戦後をさまざま
な視点で見つめた。北海道新幹線開業に向け放
送の質量を充実させ複数の番組や企画シリーズ
で期待や安全対策，道民のさまざまな思いを伝
えた。開業前日と当日は集大成として現地特設
スタジオも活用し道内からの応援態勢で総力を
挙げて伝えた。
◇入場者が目標を大きく超えた夷

い
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展，新
規のダンスイベント開発など積極的な事業展開
を行った。
◇道内全 7局のニュース制作および送出設備を，
従来のVTRからファイルベースへ移行した。
また，北海道発の一部ニュース番組で生字幕放
送を開始した。
◇営業活動では，法人委託の拡大など営業改革へ
の積極的な取り組みと地域発ドラマ『農業女子
“はらぺ娘（こ）”』や各種放送・イベントと連
動した事業所契約対策を効果的に展開した結
果， 6年連続のブロック全営業目標を達成する
ことができた。

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。
　戦後70年にあたる15年度は特に，道内 7局が総
力を上げて北海道の“戦後”を検証し，今の課題
に向き合うとともに，将来の展望を描いた。
　16年 3 月に開業した北海道新幹線については，
放送全体で開業を盛り上げ，その効果の全道波及
を図るとともに，安全対策などの課題を検証した。
　世界自然遺産登録から10年を経た知床について
も，ニュースおよび番組で取り上げ，あらためて

関心を呼び起こした。
（1）ニュース・報道番組の強化
　平日午後 6時台は『ほっとニュース北海道』を
継続，道内 7局のネットワークを活用し，地域の
ニュースや話題をきめ細かく，そして親しみやす
く伝える基幹番組として，さらなる定着を図った。
　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，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。特に北海道新幹線
については，開業の半年前， 2か月前， 1か月前
に番組を放送し，課題の解決を模索した。
　 4月の統一地方選挙に際しては，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
　年間を通じて展開した大型企画『北海道　戦後
70年』では，災害，自然保護，戦争，北方領土，
エネルギー，農業をテーマに， 6本の番組を放送
して存在感を示した。
　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，『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。
　また，12月にBSプレミアムで放送した北海道
発地域ドラマ『農業女子“はらぺ娘（こ）”』の視
聴を促し，北海道の農業を盛り上げる北海道スペ
シャルを 2本放送した。
（3）北海道の魅力や課題を全国へ発信
　北海道新幹線の開業を控え，道南地方からの発
信を積極的に行った。 4月には北斗市の巨大セメ
ント工場から『探検バクモン』を放送，『あさイ
チ』では季節ごとに函館や道南地方の見どころを
紹介した。また，『ゆく年くる年』では新函館北
斗駅からの中継を実施した。
　その他の定時番組の制作にも数多く携わった。
『NHKスペシャル』では， 8月放送の「老人漂
流社会　親子共倒れを防げ」と，10月放送の
「TPPは日本に何をもたらすか」で，継続的な取
材の積み上げを結実させた。『ファミリーヒスト
リー』では， 7月に「清水宏保～金メダルの真実　
祖父は樺太で銀行員～」，12月に「中川翔子～近
代化に賭けた先祖　お台場建設とクラークの教え
～」を放送した。 9月には『プロフェッショナル　
仕事の流儀』「若き化石ハンター、太古の謎に挑
む～恐竜学者　小林快次～」を放送した。Eテレ
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では 1月に，松前藩の家老でありながらアイヌの
首長たちを細密に描いた画家を取り上げた『日曜
美術館』「藩を救った名画～“夷
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”蠣崎波
響（かきざきはきょう）～」を放送した。
　多彩な特集番組も放送した。12月にはBSプレ
ミアムで北海道発地域ドラマ『農業女子“はらぺ
娘（こ）”』を放送して好評を得た。元旦には総合
テレビで『さわやか自然百景』「新春特集　日本
列島　火の国の恵み」を， 1月にはFMで『今日
は一日“イケボ”三昧』を放送し，大きな反響を
得た。
（4）デジタルサービスの充実
　気象台が24時間態勢で監視を続けている北海道
の「常時観測火山」について伝えるインターネッ
トコンテンツで，10月までに全 9火山の情報を掲
載。冬期には暴風雪の被害を出さないための動画
を掲載するなど，防災減災情報の発信を継続して
実施した。
　北海道発地域ドラマ『農業女子“はらぺ娘
（こ）”』の放送に合わせ，ホームページやデータ
放送の独自コンテンツを公開した。ロケ情報の紹
介やミニ番組を活用したクイズ等で番組への関心
を高めた。
　北海道新幹線の開業に向けて，関連ニュースや
動画，番組・イベント情報を掲載するポータルサ
イトを開設した。また，関連番組の放送では，札
幌局で開発した連動データ放送やツイッター・メ
ール等の双方向サービスを積極的に運用した。
（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
てもらうことを目的に，「I LOVE JIMOTO 北海
道」キャンペーンを継続した。営業と連携した事
業所対策，地域ドラマをきっかけにした北海道農
業の応援，ダンスイベントと連携した北海道新幹
線の盛り上げなど，さまざまな目的のPRスポッ
トを制作，年間を通じてホームページと放送で展
開した。

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「土曜プラス特集」や
「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，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』　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，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』　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。ニュー
ス，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。北海道
新幹線の開業に伴う効果や課題，防災・減災，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，道内のさまざまな出来事や課題について
継続的に取材，放送した。主な内容／「“共感”
が地域を救う！？～クラウドファンディングの可
能性」「緊急報告　記録的大雨にどう備える」「新
幹線開業まで半年　地域の課題解決に生かせ」「親
子共倒れをどう防ぐか」「ホテルが取れない！～
札幌・外国人客急増の陰で～」「町を刻む絵地図
～北見の40年を見つめて～」など
『北海道　戦後70年』　G

金　19:30～20:45ほか
 再土　10:05～11:20ほか

　第 1回15.2.6／北海道ブロック／北海道が歩ん
できた“戦後”をさまざまな分野で検証し，地域
が直面する課題とともに，将来への展望を描いた。
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14年度に放送した第 1回を含めて，年間で計 7本
を放送した。
　第一回「その時、北海道の人々は」

札幌局　 2. 6
　第二回「自然災害」　

札幌・函館・室蘭局　 5.29
　第三回「自然保護～対立と成長の軌跡～」

　札幌局　 7. 3
　第四回「 消えない記憶～満州“集団自決”の悲

劇～」 札幌・函館・旭川局　 8.28
　第五回「 北方領土“終わらぬ戦後”元島民の70

年」 釧路局　 9. 4
　第六回「エネルギー～苦難と格闘の記録～」

札幌局　10.16
　第七回「北の大地に挑む～“農業王国”への道～」

札幌・旭川・帯広・釧路局　11.20
『北海道スペシャル』　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／北海道各地の
大自然や文化の魅力を掘り下げる番組を多彩に放
送した。北海道発地域ドラマ『農業女子“はらぺ
娘（こ）”』に関連して地域を盛り上げる番組，『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』『穴場
ハンター』などを効果的に編成した。
　「 “友だちごっこ”をぶち壊せ～深川　拓大ミ
ュージカル～」

札幌局　 4.10
　「小樽ロマン　時を巡る旅」

札幌局　 5. 1
　「 生涯　書き続けたい～家族・編集者が語る作
家・渡辺淳一～」

札幌局　 6.19
　「 知床（シリエトク）映像史～人と大自然の百
年物語」 札幌局　 7.17

　「 『農業女子・はらぺ娘』の舞台“知られざる
富良野”物語」 札幌局　 9.25

　「幻の名画　夷
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の物語」
札幌局　10. 9

　「 恋も農業（シゴト）もハングリー！～ドラマ
『農業女子　はらぺ娘（こ）』のモデルたち～」 

札幌局　11.13
　「小さな賢者たち　天空のお花畑　大雪山」

札幌・旭川局　 1. 8
　「 そして新幹線がやってくる～北海道交通革命
の140年～」 札幌局　 2.26

『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
　「隠れた魅力を掘り起こせ！～千歳エリア～」

 4.17
　「 外国人に大人気　ニセコエリアの魅力を再発

見！」 10. 2
　「 新幹線開業間近！江差線沿線の魅力を掘り起

こす」  2.12
『北海道中ひざくりげ』　G

　札幌局　20:00～20:25ほか
　第 1回87.4.9／北海道ブロック
　「 街の文化は駅前にあり～鉄道の街・岩見沢　

駅前散歩～」 札幌局　 4. 3
　「春　恵みいっぱいの海で～知床・羅臼町～」

釧路局　 6. 5
　「畑が織りなす風景に魅せられて～清里町～」

札幌局　 7.10
　「思いつながる　コンブの海～えりも町～」

札幌局　 9.11
　「隠れた歴史遺産に思いをよせて～新得町～」

札幌局　11. 6
　「うた声響く　ふるさと～江差町～」

札幌局　12. 4
　「家具の町にぬくもりあふれ～東川町～」

札幌局　 1.29
『穴場ハンター』　G

　札幌局　20:25～20:45ほか
　第 1回11.5.13／北海道ブロック
　「岩見沢市」  4. 3
　「羅臼町」  6. 5
　「なんかすごいぞ　知床・清里町」  7.10
　「夏のえりもはコンブ自慢！」  9.11
　「新得町エリア」 11. 6
　「江差エリア」 12. 4
　「今夜はとことん！上川・東川町」  1.29
『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
象情報などを分かりやすく伝えるとともに，道内
の取り組み，イベント情報など多彩に紹介した。
『トゥデイ・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／道内のニュー
スを分かりやすく，気象情報をきめ細かく伝えた。
『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・
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安心を守る地域放送局の発信を確保し，道内各局
の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〕
『青函ラジオ　～津軽海峡・春景色2015～』　
R1

函館・青森局　 4.29／13:05～15:00
『札響FMコンサート』　FM

札幌局　 7.20／ 7:25～ 9:20
　 3.13／14:00～15:55

『北海道　戦後70年アーカイブス』　G
札幌局　 8. 1／15:05～17:37

 8. 2／13:50～14:53，15:05～17:24
『キタ！キタ！キタラジ！』　FM

札幌局　 8.10／18:00～18:50
『夷

い

酋
しゅう

列
れつ

像
ぞう

』（5分× 4本）　G
札幌局　 8.29／11:15～11:20ほか

『NHK交響楽団演奏会　札幌公演』　FM
札幌局　10. 4／14:00～15:55

『PMF2015オーケストラ演奏会』　FM
札幌局　10.25／ 9:00～11:00

『 アイデア対決　全国高等専門学校　ロボット
コンテスト2015～北海道地区大会～』　G

札幌局　11.15／11:00～11:54
『巻き返せ！コンサドーレ～2015年シーズンを
振り返る～』　R1
 札幌局　11.25／20:05～21:30
『北の文芸館～朗読と音楽のライブセッション～』　
R1

札幌局　11.29，12. 6／16:05～16:55
『キタラジ！フェスティバル』　R1

札幌局　12. 8／21:05～21:55
『ニュースハイライト北海道2015』　G

札幌局　12.28／16:50～19:00
『キタラジ！ファイナル』　FM

札幌局　 1.29／18:00～18:50
『巻き返せ！コンサドーレ～あす開幕　いくぞ！
J1～』　R1

札幌局　 2.27／16:05～17:00
『ほっかいどう交通革命』（2分× 5本）　G

札幌局　 3. 1／14:48～14:50ほか
『10代とつくるコンサート～札響× 名曲＋大合
唱！～』　G

札幌局　 3. 6／16:15～17:28
『北海道まるごとラジオ　「開幕直前！北海道日
本ハムファイターズ特集」』　R1

札幌局　 3.10／16:05～18:00

『多元中継！北海道新幹線　大開業スペシャル』
G 札幌局　 3.26／10:00～11:20

〔各局単〕
〔函館単〕
『北海道新幹線開業 1か月前特番　ノっちゃえ
新幹線！』　R1  2.27／12:15～12:55

『FMいるか・NHK函館共同番組　新幹線がやっ
てくる！！』　R1  3.19／12:15～12:55
〔旭川単〕
『道北・LOVEラジオ「若者キラリ」』　R1

10.24／11:05～11:55
〔釧路単〕
『NHKのど自慢予選会in釧路市』　G

 5.16／10:05～11:25
『NHKのど自慢予選会in中標津町』　G

 8.29／10:05～11:25
『NHK釧路会館公開スペシャル！　道東の秋を
味わい尽くす！』　FM

10.10／14:00～16:00
『釧路発FM特番　くしろDEどーも　つながる
＠秋まつり』　FM　

10.25／14:00～16:00
『釧路スペシャル　ここから映画が生まれた～佐
藤浩市・本田翼が語る「起終点駅　ターミナ
ル」～』　G 11.14／10:58～11:22

『NHK放送体験クラブ　釧路・根室地区』　G
 3. 8／10:45～10:48
3. 9／10:45～10:50

『つながる＠タンチョウスペシャル』　G
 3.19／10:50～11:20

『釧路応援ラジオ』　R1　
 3.19／12:15～12:30

〔北見単〕
『NHKのど自慢予選会in遠軽町』　G

12. 9～10／15:15～15:59
〔室蘭単〕
『NHKのど自慢予選会　in　浦河町　〈前・後
編〉』　G

 9.28～29／15:15～16:00
『朗読ひろばin室蘭市港の文学館』　FM

 3. 6／11:00～11:50
〔各局共通〕
『第82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

札幌局　 9.26／14:00～17:00
　「 小樽・後志，空知，札幌地区大会　小学校の

部」　FM
札幌局　 8.29／ 9:00～11:00
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　「空知，札幌地区大会　高等学校の部」　FM
札幌局　 8.30／ 9:00～11:00

　「 小樽・後志，空知，札幌地区大会　中学校の
部」　FM 札幌局　 8.30／14:00～18:50

　「道南地区大会」　FM
 函館局　 8.30／17:00～18:50
　「道北地区大会」　FM
 旭川局　 8.30／14:00～17:00
　「十勝地区大会」　FM

帯広局　 8.30／16:00～17:00
　「釧根地区大会」　FM
 釧路局　 8.30／14:00～15:55
　「北見地区大会」　FM
 北見局　 8.30／17:00～18:50
　「室蘭地区大会」　FM
 室蘭局　 8.30／17:00～18:50

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
第54回春季北海道高校野球大会̶決勝̶
 R1　 5.31
第97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　 7.19～25
　準決勝・決勝 G・E　 7.24～25
第97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68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　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） 4.24／18:00～21:25
    G　 19:30～20:44
対「ソフトバンク」G（サブ）  5.22／18:10～21:50
    G　 19:30～20:44
対「楽天」   G  7. 5／13:50～17:55
対「ロッテ」   G（サブ） 7.31／18:00～21:30
    G　 19:32～20:44
対「中日」

　R1　 5.29／18:05～18:50，19:40～20:56
パ・リーグ　CSシリーズ　ファーストステージ
対「ロッテ」
（第 1戦） R1　10.10／18:00～18:50，19:20～21:38
（第 2戦） 　R1　10.11／14:05～17:25
（第 3戦） 　R1　10.12／15:30～18:00
〔Jリーグ　コンサドーレ札幌戦〕
対「東京ヴェルディ」 G　 4. 5／13:05～15:00
対「ロアッソ熊本」　 G　 5. 9／13:50～16:07

対「栃木SC」 G　11.23／13:50～16:05
〔その他のスポーツ〕
〔北海道ブロック〕
フットサルFリーグ
　「エスポラーダ北海道」対「シュライカー大阪」

E　 5.17／14:00～15:40
第33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）

G　 8.23／13:05～15:05
第30回NHK室蘭杯高校アイスホッケー大会　決勝
　「苫小牧工業」対「駒大苫小牧」

G（サブ） 11. 8／13:05～15:20
G　　　　　  　13:05～14:59

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」

G・E　12.13／15:05～17:25
第68回北海道高校アイスホッケー選手権　決勝
　「清水」対「武修館」

G（サブ）　12.24／ 9:55～11:35
G　　　　　     　 9:55～11:29

ジャンプ女子ワールドカップ　第 4戦　札幌大会
G　 1.17／ 0:50～ 2:00

〔帯広単〕
第55回全十勝小中学校選抜スピードスケート選手
権－小学生決勝

帯広局　G　 2.27／10:05～11:20
〔釧路単〕
第47回NHK杯アイスホッケー大会　決勝　
 G　11. 3

小学校の部　10:05～11:40
　中学校の部・高校の部　13:05～17:30

〔室蘭単〕
第30回NHK室蘭杯中学アイスホッケー大会　決勝

G　11. 8／10:05～11:54

Ⅱ．技　術

1．地域放送番組の充実

　北海道新幹線開業日（3.26）に青森局，仙台局
と連携して『多元中継！北海道新幹線　大開業ス
ペシャル』を全国放送した。
　北海道発地域ドラマ『農業女子“はらぺ娘
（こ）”』や『北海道スペシャル「小さな賢者たち　
天空のお花畑　大雪山」』では， 4 Kスーパーハ
イビジョンカメラによる高精細で高品質な映像で
北海道の魅力あふれる自然や文化を全国発信し
た。
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　プロ野球「日本ハム」戦，J2サッカー，高校野
球などスポーツ中継を数多く行い，視聴者の関心
に応えた。また，NHK杯ジャンプ大会（11.1），
FISジャンプワールドカップ（1.31男子，1.17女
子），アイスホッケー男子五輪予選などのウイン
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。
　『プロフェッショナル　仕事の流儀「若き化石
ハンター、太古の謎に挑む～恐竜学者　小林快次
～」』，BSP『星野道夫　没後20年“旅をする本”
の物語』など，北海道をテーマとした多彩な番組
制作を行った。
　 4月の統一地方選では，域内局体制の見直しに
より，これまで各局から送出していた開票速報を，
すべて札幌からの管中放送で対応した。全道から
の開票データを処理する大規模システムを札幌局
に構築することで，迅速かつ正確な開票速報を放
送し，視聴者の信頼に応えた。また， 9月の北見
市長選においても正確な開票速報を実施した。
　 7月から10月にかけて北海道を襲った台風や爆
弾低気圧による大雨， 11月から 3月の暴風雪に
は，L字放送，特設ニュース，ラジオ上のせなど
により防災，減災に関する情報を提供した。また，
いかなる状況下でも放送を安定送出するために，
定期的に勉強会，研修，訓練を実施し，スキルア
ップを行った。

2．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85件。青函ト
ンネル内列車発煙，羅臼町土砂崩れ（ 4月），阿
寒町震度 5弱，木古内町転落事故，砂川市内の交
通事故（ 6月），別海町セスナ機墜落，苫小牧沖
フェリー火災（ 7月），丘珠空港小型機胴体着陸
（ 8月），チリ沖地震による津波（ 9月），低気圧
被害，台風23号（10月），杭打ち偽装発覚（10～
11月），浦河町震度 5弱（ 1月），暴風雪対応（ 1
～ 2月），新千歳空港旅客機エンジン火災（ 2月），
北海道新幹線開業関連（ 3月）などの緊急報道を
数多く実施した。

3．データ放送・双方向番組の対応

　データ放送コンテンツを制作するクロスメディ
ア業務は，15年度から従来のプロジェクト体制を
発展的に解消し，新規のデータ放送コンテンツの
開発やコンテンツの更新などの保守を送出技術が
中心となって推進した。
　視聴者参加型番組の充実を図るため，視聴者か

らのツイッターやメールの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」
などの定時番組のほか，『知ってびっくり！クイ
ズ北海道新幹線』（10.30）など，新たに 5番組で
双方向対応を行った。また，生活に役立つ放送サ
ービスとして，主要な道内の峠の気象情報や状況
を伝える「雪道NAVI」（11.2～5.10）や「札幌市
除雪情報」（12.10～3.20），「公立高校入試出願状
況」などの独立データ放送を行った。
　域内局では，自治体と連携した「旭川市除排雪
情報」（11.17～4.1，旭川局），地元のアイスホッ
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「つながる@気象台」（以
上，釧路局）などを放送し，データ放送の定着を
図った。

4．放送設備の整備

　放送サービスの充実では，道内全 7局のニュー
ス制作および送出設備を，従来のVTRからファ
イルベースへ移行した。また，北海道発の一部ニ
ュース番組で生字幕放送を開始した。
　防災報道の充実に向けて，火山活動による災害
に備えて「恵山」「雌阿寒岳」に新たに監視カメ
ラを設置したほか，インフラなどの条件が悪い場
所にも設置可能な「太陽光無停電ロボカメ」を 2
式整備した。
　万が一の本部被災を想定して大阪BS副局から
のバックアップ放送を送出する設備を14～15年度
の 2か年で整備した。北海道地方で大災害などが
発生した場合に，札幌の総合テレビ映像を本部に
送り，本部からインターネットで配信する「地上
デジタル放送同時提供システム」の工事を行い，
16年 4 月 4 日から運用を開始した。また，「らじ
る★らじる」に札幌からのラジオ第 1放送，FM
放送を配信するための設備工事を行った。運用開
始は16年夏以降を予定している。
　放送の安定送出・電波確保では，放送の機能強
化として，手稲山放送所にテレビ予備空中線を整
備した。また，16年度から 2か年で計画している
江別第 1ラジオ放送所の支線更新工事に向けて，
江別第 2ラジオ放送所に第 1ラジオの予備放送所
としての機能を付加した。老朽化したNHK共同
受信施設10施設を光化更新した。
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5．視聴者とのふれあい活動

　岩内町（4.18），中標津町（8.1），浦河町（9.5），
遠軽町（11.14）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。この他，
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，岩内町，
中標津町，遠軽町の『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。
　公共放送の理解促進を図るため，中継車，
CSK，スタジオの公開を，15年度も継続して行い，
延べ1,153人の参加があった。

Ⅲ．視聴者

1．広報

（1）経営広報
　地域の応援団として北海道 7局が一体となり，
魅力的な放送やイベント等を展開して視聴者サー
ビスの充実と地域貢献を図る「I LOVE JIMOTO 
北海道」キャンペーンを15年度も積極的に推進し
た。
 放送番組では，北海道発地域ドラマ『農業女子 
“はらぺ娘（こ）”』（12月BSP放送）の制作・放送
に合わせ，関係自治体や地域の人々に協力をいた
だきながら，札幌局がドラマの舞台地である旭川
局や帯広局のほか道内各局と連携してマスコミ取
材会や出演者によるトークショー，パネル展など
さまざまな広報展開を実施した。
　イベントにおいては，北海道の 4つのプロスポ
ーツチームや北海道教育委員会と一緒にダンスで
北海道を応援するダンスパフォーマンスイベント
「We Love Dance オドッチャオ！」の周知を全
道で取り組んだ。
　また，NHKワールドが11月に北海道特集を放
送したことを機に，札幌局では道庁などと連携し
て，道内 3か所の空港や札幌市内の観光地のほか，
道庁が出展する海外でのイベントなどでNHKワ
ールドの周知を行った。
　さらに，若い世代への受信料理解促進活動の一
環として，札幌市内の大学の新入生を対象にNHK
番組を紹介するサイネージ展示を実施した。

（2）番組広報
　札幌局では広報紙「かわらばん」を毎月作成し
て，道内各局や主催イベントなどで配布し，各局
制作番組や北海道関連の全国放送番組，各局主催
イベントなどをタイムリーに紹介した。
　また，『農業女子 “はらぺ娘（こ）”』や「北海
道新幹線開通」関連番組・イベント（16年 3 月）
では，番組関連グッズを製作するなどして積極的
な周知を図った。
（3）視聴者ふれあい活動
　札幌局，函館局，室蘭局では，毎年，文化施設
の夜間開放イベント「カルチャーナイト」に参加
して会館公開し，家族連れなどの来場者に「中継
車公開」や「カメラマン体験」などを実施した。
　また，スーパーハイビジョン（ 4 K・ 8 K）の
周知のため，道内各局や主催イベント会場などで
4 K映像を上映したり，「さっぽろ雪まつり」に
合わせた札幌局会館公開で 8 K映像を上映した。
（4）地域独自の視聴者活動，広報展開
　函館局では，16年 3 月26日の北海道新幹線開業
を絶好の機会と捉え，「北海道新幹線プロジェク
ト」を展開し，全局体制のもと多種多様な広報活
動を実施した。新幹線開業を待ち望む視聴者のメ
ッセージを紹介するスポット「新幹線がやってく
る！」を計20バージョン放送し，新幹線開業の機
運を盛り上げた。
　 8月の函館港まつり「サマーカーニバル」で
は，地域の皆さんと「はやぶさPR連合隊」を結
成して「北海道新幹線みこし」とともにパレード
に参加。開業直前の16年 2 月には『おとうさんと
いっしょ　北海道新幹線スペシャル』公開録画で
ノベルティーグッズ等を配布， 3月19～21日には
五稜郭タワーで「 8 K」公開と地元コミュニティ
FMと共同で「ラジオ公開生放送」を実施した。
函館関連の番組を広く周知するため，新聞，フリ
ーペーパー等に広告を掲載するとともに市電・バ
ス他にポスターを掲出，26日当日は特番やイベン
ト等で開業を盛り上げ，道南地域の応援団として
積極的に広報展開を図った。
　旭川局では， 7月に旭川気象台とともに家族向
け防災イベント「たいけん！！はっけん！！防サ
イキッズパーク！」を実施するにあたり，防災諸
団体と協力し， 1分の防災ミニ番組をテーマ別に
制作するなど市民の安心安全につながる広報活動
に寄与した。
　加えて，12月の『農業女子 “はらぺ娘（こ）”』
の放送に向けて，バス会社への広告掲載，JR，
旭川・富良野近郊のさまざまな施設への番組PR
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ポスター掲出に尽力した。
　帯広局では，十勝地方の市町ごとに 1つの食材
にスポットを当てたミニ番組『体感！とかちFO
OD記』を制作した。 2年間で管内全19市町を紹
介していく。また，恒例となっている10月の「会
館公開」と，2月の地元冬まつりに連動した「NHK
ウインターフェスタ」では，ファミリー向けステ
ージショーを実施したほか，親子ラジオ工作教室
なども合わせて実施し，全局体制で視聴者への理
解促進に努めた。
　釧路局では，旅するラジオ『旅ラジ！』の公開
生放送を 7月に阿寒湖畔で行うにあたり，局内横
断的な活動を通してNHKへの理解促進に努めた。
8月は『今夜も生でさだまさし「北の国から完結
編2015釧路」』と題した全国最後の実施局として
の利を生かしたPRにより，多くの来場者との交
流を図った。
　また，10月の会館公開「くしろDEどーも つな
がる＠秋祭り2015」では，初めてラジオの公開生
放送やミニステージショーを実施した。また，
「NHKハート展」の同時期実施による相乗効果
などを得て，「I LOVE JIMOTO 北海道」キャン
ペーンの浸透に寄与した。
　北見局では， 5月に「ラジオ深夜便のつどい」
を大空町で公開録音するとともに， 5月29日の
『北見発ラジオ深夜便』を北見局から生放送し，
オホーツクの視聴者との距離を縮めた。夏には世
界遺産登録10年を迎えた知床を中心に，「夏だ！
オホーツク！～知床スペシャル～」と題した集中
キャンペーンを展開し，オホーツク地域に根ざし
た放送局のステーションイメージ向上につなげ
た。
　16年 2月の「もんべつ流氷まつり」では，NHK
のキャラクターショーやブース展開を実施し，特
に「ストップ！暴風雪被害キャンペーン」キャラ
クター「ブリザーどん」のARぬりえが人気を集
めるなど，より一層地域の安全・安心と接触者率
の向上に結び付けた。
　室蘭局では， 6月27～28日に洞爺湖町で開かれ
たマンガ・アニメ関連イベント「TOYAKOマン
ガ・アニメフェスタ2015」にNHKブースを初出
展し，若い世代にNHKコンテンツをアピールし
た。また，『アニソン・アカデミー』（FM）と連
動し，全国発信に結び付けた。
　また，16年 3 月より，JR東室蘭駅の自由通路
に「デジタルサイネージ」を設置し，毎月10万人
の乗降者に対し，NHKの番組・広報情報をアピ
ールするとともに地域の防災情報なども放映して

いる。

2．イベント事業

　「I LOVE JIMOTO 北海道」キャンペーンを
引き続き展開し，柱の 1つとして若い世代をター
ゲットにしたダンスパフォーマンスイベント
「We Love Dance オドッチャオ」を立ち上げ
た。オリジナルダンスを軸に，地元プロスポーツ
チームと連携した多彩なイベント，北海道教育委
員会とタイアップした普及活動など，「I LOVE 
JIMOTO 北海道」キャンペーンの柱として，ミ
ニ番組やスポットなど放送と連動して展開（通
年）。また，北海道博物館の開館を記念した特別
展「夷

い

酋
しゅう

列
れつ

像
ぞう

 蝦夷地イメージをめぐる人・物・
世界」では，北海道博物館，北海道新聞社と連携
し，関連番組の放送のほか，北海道とアイヌの歴
史を知る関連イベント「絵が語るふるさと 北海
道の歴史 ～夷

い

酋
しゅう

列
れつ

像
ぞう

が描かれるまで～」を札幌
市内小学校を巡回実施し（ 9～11月）大きな反響
を呼んだ。「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』『新・BS日本のうた』などの
全国放送公開番組を道内で25本実施し約 3万人を
集めた。北海道では 3年ぶりとなるNHK交響楽
団の地方公演を 4会場で開催（ 8月函館市，旭川
市，北見市，札幌市）。また，防災・環境・食料・
福祉キャンペーンの取り組みとして，防災では，
旭川局が新規イベントとして各防災機関と連携実
施した「たいけん！！はっけん！！防サイキッズ
パーク！」（ 7月旭川市）を実施。放送と連動し，
各災害への備えについて紹介したミニ番組を 8本
制作した。また，火山をテーマとした「どーもく
んとみんなの火山防サイ劇場」を新たに開発し，
大学・気象台等と連携しながら，旭川局では旭川
市，室蘭局では苫小牧市（11月）で展開。加えて
身近な食べ物を使った火山実験教室も実施するな
ど防災意識の醸成を図った。また釧路局では，釧
路市消防本部等と連携し「防災ワンデー」を実施
（ 1月釧路市）。東北大・北海道大の研究者を招き，
津波災害に関する防災・減災の最新事情について，
理解を深めた。環境では，函館局が，はこだて国
際科学祭の会場で「ダーウィンが来た！」のステ
ージイベントを（ 8月函館市），札幌局と北見局
では，『にっぽん百名山』の番組を活用したセミ
ナーを開催し（ 7月），知床の山と海の自然につ
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いて紹介した。帯広局では，『コズミック　フロ
ント』の番組を活用したセミナーを実施（10月）。
食料では，北海道新幹線の開業当日に函館市と連
携し，道南の食の魅力を紹介するイベント
「LOVE函館 FOODテント」を実施（ 3月），イ
カ，タコなどを使った料理でもてなした。福祉で
は，NHK歳末・海外たすけあいの初日，『農業女
子“はらぺ娘（こ）”』の主役を演じた前田亜季さ
んを迎えオープニングセレモニーを行った（12月
札幌市）。釧路局では，ブラインドサッカーを中
心に，障害者と健常者が一緒に参加し「NHKハ
ートスポーツフェスタ」を開催（ 2月釧路市）。
車いすバスケットボールやラグビーなどの競技も
紹介し，地域情報番組の企画として放送でも紹介
した。
（2）地域視聴者との結び付きを強める活動
　札幌交響楽団との共同企画を継続し，15年度は
NHK全国学校音楽コンクールの参加者も交え，
「10代とつくるコンサート」を実施（ 2月札幌
市）。本番を迎えるまでの合同練習含め，小中高
の子どもたちが学校の垣根を超えて作り上げる支
援を行い，若年層へのアプローチと地域文化の向
上・活性化に貢献した。 2月のさっぽろ雪まつり
に合わせ，「NHKゆきんこフェスタ」を実施。新
幹線にちなんだアトラクション・ブース， 8 Kス
ーパーハイビジョンの公開，キャラクターステー
ジを展開した。 7～ 3 月にかけ，NHKと北海道
の民放ラジオ局が共同で実施したラジオキャンペ
ーン「キタラジ」では，若者が主役のステージ，
公開生放送，クイズなどでラジオの魅力をPRし
た。函館局では， 3月26日の北海道新幹線開業に
合わせ，『おとうさんといっしょ』の公開録画（ 2
月函館市），ラジオ公開生放送， 8 Kのパブリッ
クビューイング，人力ミニ新幹線，人気コント番
組『LIFE！』のイカ大王ステージなどさまざま
なイベントを展開（ 3月函館市）。旭川局では，「北
の恵み食べマルシェ2015」に出展し，北海道発地
域ドラマ『農業女子“はらぺ娘（こ）”』ととも
に，旭川局のPRを行った（ 9月旭川市）。帯広局
では，過去の番組を上映・解説する「NHKとか
ちなつかシアター」を各市町村で（通年），「おび
ひろ氷まつり」会場では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（ 2月帯広
市）。更別村では『農業女子“はらぺ娘（こ）”』
の出演者を迎えトークイベントを行った（ 7月）。
釧路局では，「釧路大漁どんぱく」（ 9月釧路市）
でキャラクターステージを実施。10月の会館公開
ではラジオの公開放送，子ども向けアトラクショ

ンなどをを実施し多くの視聴者が来館した。北見
局では，地域の災害と向き合う「ストップ暴風雪
被害キャンペーン」を15年度も主導した。紋別市
では番組を活用したセミナーを開催（12月）する
など，イベントと放送，ホームページと連動した
啓
けい

蒙
もう

活動を行った。室蘭局では，室蘭市港の文学
館と連携し朗読ひろばを開催（ 2月室蘭市）。ギ
ター演奏を交え公開収録し，胆振・日高地域向け
の放送とも連動した。
（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月岩内町， 8
月中標津町， 9月浦河町，11月遠軽町）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，
受信料支払者限定イベント「ポコポッテイト小劇
場」を道内 8会場・16公演行ったほか，管中の大
型歌謡番組『北の大地コンサート2015』（12月札
幌市）でも支払者限定で行うなど，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「カジュアルクラシック
コンサート」， 6月には北見市の北見工業大学，
11月には札幌市の北星学園大学でそれぞれ番組を
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

　15～17年度の 3か年経営計画の初年度となる15
年度は，支払率と衛星契約割合の向上を着実に図
るため，「契約・収納体制の強化」と「視聴者と
の結び付きの強化」に取り組んだ。
　「契約・収納体制の強化」については，外部委
託化（法人委託）の拡大と定着を重点に，訪問活
動の強化に取り組んだ。
　「視聴者との結び付きの強化」では，地域情報
番組や各種放送イベントにおいて衛星放送の視聴
と受信料の理解促進を図るとともに， 3年ぶりの
北海道制作となった地域ドラマ『農業女子“はら
ぺ娘（こ）”』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15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 5年の節目を迎える15年度
は，引き続き，被災地の現況や課題をきめ細か
く伝えたほか，東北域内の全放送局が連携する
復興応援キャンペーン「大好き♡東北」を展開
し，さまざまな番組やイベントを通して生きる
喜びや明日への活力を届けるとともに，東北の
魅力や支援に対する感謝の気持ちを日本全国と
海外に向けて発信した。また，キャンペーンの
一環として，地元の祭りや童話を舞台とする地
域発ドラマを制作し，BSプレミアムで全国と
地域に向けて放送した。
◇東北が抱える「人口減少問題」について，域内
各放送局が連携してスペシャル番組をシリーズ
で制作・放送した。流入人口の増加を目指した
若者の取り組みを紹介するなど，今後の地域の
あり方を示した。
◇15年 9 月と16年 3 月の国際放送「NHKワール
ドTV」では，国際放送局と連携して，東北の
観光地や食・文化，被災地の現状や課題を伝え
る番組を集中的に編成し，東北の魅力と被災地
の今を世界へ発信した。
◇東日本大震災の被災地である岩手・宮城・福島
では，14年度に続き，NHK・民放連が共同で
ラジオキャンペーン「だからラジオ2015」を展
開し，ラジオの重要性をアピールした。
◇夕方 6時台のニュース・情報番組では，その日
一番の話題をはじめ，各地域が抱える課題や地
元スポーツチームの活躍など幅広く伝えたほ
か，金曜夜間の『クローズアップ東北』と『東
北Z』では，郷土色豊かな東北文化の魅力や被
災地の現状を伝えるドキュメントなど，多彩な
ラインナップで地域に届けた。
◇アメダスの雨雲・風向・風速画面を逆L画面に
交互に自動切り替えで表示するシステムや，東
北地方のJR在来線の運行情報をデータ放送画
面に表示するシステムを独自に開発・運用する
など，災害や生活情報のデジタルサービスの向
上に取り組んだ。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　東日本大震災から 5年の節目となる15年度，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
面から向き合うとともに，被災地の人々を後押し
し，希望を届ける復興応援キャンペーン「大好き
♡東北」に取り組んだ。キャンペーンは「おいで、
東北」「つくろう！子どもの未来」「届けたい、あ
りがとう」の 3つを柱に展開した。
　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続けるとともに，
キャンペーンと連動した「届けたい、ありがと
う」のコーナーを新設，これまでの支援に対する
感謝の声を丁寧にすくい上げ，広く発信した。
　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に加え，「おいで、
東北」と連動した「旅する！木曜日」の各企画で
東北の観光情報を積極的に紹介した。
　金曜夜間の『クローズアップ東北』では，震災
からの復興を見つめ，被災地の現状を継続的に発
信するとともに，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
えるとともに，震災を機により深刻化している
“人口減少”について，各地での取り組みを中心
に，年 2回，スペシャル版として紹介した。
　震災関連の定時番組として，全国放送番組『あ
の日　わたしは～証言記録　東日本大震災～』『き
らり！えん旅』を東北ブロックで独自放送し，震
災の教訓を伝え続けるとともに，地域の再生に向
けて立ち上がる人々を応援した。
　震災から 4年半となる 9月には，宮城県のJR
女川駅に隣接する交流施設をキーステーション
に，福島県楢

なら

葉
は

町からの中継も交え，被災地の今
を生放送で伝えた。そして震災から 5年の節目と
なる 3月には，名取市閖上をキーステーションに，
被災各地からの中継を交えながら 3日間にわたる
生放送で，震災の記憶・被災地の今とこれからを
多角的に全国に伝えるとともに，「被曝（ひばく）
の森～原発事故　 5年目の記録～」「風の電話～
残された人々の声～」「私を襲った津波～その時　
何が起きたのか～」「東日本大震災　“26兆円”　
復興はどこまで進んだか」など 6本の『NHKス
ペシャル』をはじめ，全国放送番組の制作にも積
極的に取り組んだ。
　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
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するさまざまなリポートを放送した。
　仙台・盛岡・福島局では，震災関連の『NHK
スペシャル』を年間に 9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
を制作した。
　地震による津波注意報の発表や 9月の関東・東
北豪雨をはじめとした台風による大雨などの自然
災害によって大きな被害が予想される場合には，
地域の安全・安心を守るために，東北ブロックや
各県域でニュースを特設するとともに，逆L字や
データ放送，ホームページも積極的に活用するな
どきめ細かな報道を行った。
　また，「おいで、東北」の一環として，国内外
に向けた地元の魅力発信に力を入れ，東北への観
光客誘致に貢献することを目指した。国際放送局
との連携により， 9月には「NHKワールドTV」
で東北関連番組を63本，震災から 5年にあたる 3
月には，東北の魅力を紹介するおよそ30本の番組
を集中編成するとともに，ミニ番組『君に見せた
い東北がある』を年間通して展開した。
〔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，復興応援キャンペーン「大好き
♡東北」を展開し，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。「おいで、東北」との連動コーナー
では，宮城県の全市町村をリポーターが訪ね，県
内各地の魅力を広く伝えた。
　 2年目を迎えた『宮城！やっぺぇTV』では，
15年度の初回放送をキャンペーンのキックオフ番
組と位置づけ，75分のスペシャル版で取り組みの
概要を紹介するとともに，「つくろう！子どもの
未来」との連動企画「ゆめのまち列車」では，震
災で被害の大きかった地域の小学生が，絵本作家
と電車のラッピングデザインを行う過程を丁寧に
取り上げるなど，県域放送の充実に努めた。
　 4年目を迎えたラジオ番組『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
ュースや地元密着の旬な話題を提供するなど，緊
急報道にも迅速に対応できる体制をより強化し
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

などを受信し，データ放送やホームページできめ
細かく提供した。また 7月からは，逆L字で高温
注意情報を始めたほか，暴風時には風力風向きを
示す地図を逆L字とともに表示した。8月からは，
県警が発信している防犯情報などをデータ放送の
コンテンツとして展開した。
　 4月の統一地方選挙や 8月の仙台市議会議員選
挙では，争点や課題を多角的に取り上げ，正確・
迅速な開票速報を実施した。
　 7月にBSプレミアムで放送した『独眼竜♥花
嫁道中～宮城発地域ドラマ～』は，困難を乗り越
えようと懸命に生きる人の姿をユーモラスに描い
た。
　 8月の『第97回全国高校野球選手権大会』で
は，仙台育英高校の監督・選手たちの生出演によ
る，準優勝までの軌跡を振り返る番組を放送した。
〔秋田局〕
　全国最速で人口減少が進む秋田県が直面する現
状と課題を考えるキャンペーン「2040“70万人社
会と向き合う”～秋田の未来を考える元年～」に，
年間を通して全局体制で取り組んだ。ニュース企
画や番組だけでなく，特設ホームページやスポッ
ト，パネル展などで秋田が抱える人口減少問題を
多角的に伝えた。
　夕方 6時台の『ニュースこまち』では，記者解
説・リポート，各地からの中継，インタビュー，
スポーツコーナーといった多彩な内容で秋田の今
を届けた。 6月と10月にはスタジオを飛び出して
公開生放送を実施。由利本荘市と能代市から，人
口減少をテーマに地域の現状を伝えた。
　ラジオ番組『きく・こまち』では，ラジオの情
報発信力をより高めるため，防災に関する情報や
生活情報を聴取者に届けた。また，毎月第 2水曜
を人口減少について考える回とし，専門家や課題
解決に尽力する若い世代をゲストとして招いた。
　金曜夜間の『ウオッチA』では，全 6本のうち人口
減少関連の番組を4本制作した。このうち3本は，
Twitterなどによる双方向システムを活用した生
放送で，視聴者が議論に参加できる番組制作に取
り組んだ。
〔山形局〕
　名作童話『泣いた赤おに』をモチーフとした，
山形発地域ドラマ『私の青おに』を全局体制で制
作し，11月にBSプレミアムで全国放送した。出
演者を招き，BSコンシェルジュ，会館公開での
ラジオ公開収録などを実施し，ロケ地や出演者の
魅力を全国に発信した。
　夕方 6時台の『ニュースやまがた 6時』では，
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放送開始90年を記念して，山形局のアーカイブス
企画を展開した。昼前の情報番組『やまモリ！』
では，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『やまがたスペシャル』では，地域
の関心事を積極的に取り上げた内容で，年間 6回
放送した。 6月には火口周辺警報が発表された
「蔵王山」を取り上げ，県民の安全・安心に関わ
る情報をタイムリーに伝えた。 7月には「山形発
ドラマ“私の青おに”制作の舞台裏」，12月には
「受け継がれる記憶～やまがたの戦後70年～」を
テーマに73分枠で放送した。
　 2年目のラジオ地域情報番組『なにしったのや
～？』では，親しみある地元の言葉で山形県内の
話題を伝え，一層の定着を図った。
　 4月の統一地方選，10月の酒田・山形・新庄市
長選挙では，争点や課題を多角的に取り上げ，迅
速・正確な開票速報を伝えた。Jリーグ「モンテ
ディオ山形」など，地元で注目を集めるスポーツ
を積極的に取り上げて放送した。
〔盛岡局〕
　東日本大震災から 5年目となり，多様化・複雑
化する復興への課題，行政の動向，生活再建の状
況などについて，夕方 6時台の『おばんですいわ
て』を中心に詳しく伝えたほか，『NHKスペシャ
ル』『ハートネットTV』『探検バクモン』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，ますます深刻化する問題など
を全国・世界へと発信した。
　夕方 6時台の『おばんですいわて』では，震災
関連の企画のほか，暮らしに役立つ身近な情報な
ども積極的に取り上げた。また，スタジオを飛び
出して八幡平地域から生放送するなど，機動力を
強化した。 8月の盛岡市長選や 9月の岩手県議選
では，争点や課題を的確に取り上げ，迅速・正確
な開票速報を放送した。
　金曜夜間の『シリーズいわて』では，年間を通
じたシリーズ企画「よみがえるふるさとの情景」
を展開，岩手県沿岸部の震災前の町並みや地域の
営みが残る映像をきっかけとしたドキュメンタリ
ー番組を制作し，ふるさとの「再生」に立ち上が
る人々の力強い姿を伝えた。
　災害時の迅速な生活情報の発信を見据え，14年
度より放送を開始したラジオ番組『まじぇ 5時』
では，日替わりのゲストとともに親しみある地元
の言葉で地域に密着した情報を発信，祭り会場か
らの公開収録を実施するなど，県内各地とのつな
がりを着実に増やしていった。

〔福島局〕
　東日本大震災から 5年目となり，避難指示解除
の動きなど，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，復興への道筋や課題につ
いて，詳しく分かりやすく伝えた。また，『NHK
スペシャル』『NEXT　未来のために』『明日へ－
支えあおう－』『福島から 2時間出しているラジ
オ』などで福島の今の姿を積極的に全国発信した
ほか，国際放送局と連携し，制作番組の国際発信
にも取り組んだ。県内向けの『福島スペシャル』
も 3回放送し，自主避難の問題など県民の多様な
ニーズに応えた。
　また，県内の若い世代を応援する「Fのモト」
キャンペーンを開始し，特別番組『ふるさと自慢
バラエティ　ふくしまパラダイス』の公開生放送
を 3回実施したほか，『ふくしま産でおかわり！
超食☆パラダイス』では，学生が県産の食材を使
った料理を紹介するなど，さまざまな分野で活躍
する若者の姿や福島の魅力を発信した。夕方 6時
台の『はまなかあいづ　Today』では，「Fのモ
ト」コーナーを新設，ラジオ番組『福島のお耳に　
ふくみみラジオ』でも音楽コーナー「Fライブ」
を新設し，初の公開生放送を実施するなど，視聴
者層の拡大を図った。
　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。
〔青森局〕
　平均寿命が全国最下位の青森県民の意識改革の
一環として，青森局が地元大学と開発した「元気
あっぷる体操」を，夕方 6時台の『あっぷるワイ
ド』のコーナーとして継続，県内の市町村を訪れ
たリポーターが地元の人たちと体操を行い，視聴
者に元気を届けた。
　コメを取り巻く環境が厳しさを増す中，青森県
で初の“特A”を取得した新品種「青天の霹

へき

靂
れき

」
をめぐる青森県の取り組みを継続的に取材し，管
中番組や全国ニュースでも取り上げた。
　 6月の青森県知事選挙の開票速報では，公平公
正に徹し，正確かつ迅速な取材・報道を行った。
　北海道新幹線開業 1年を切った 4月に，函館と
のラジオ番組インターローカル放送をはじめ，公
開生放送の『あっぷるラジオスペシャル』を放送
し，ラジオで青森の魅力をより多くの人に発信し
た。
　 1月に 2度観測した，震度 5弱の地震では，IP
装置など機動的な機材を駆使して初動対応にあた
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り，全国の特設ニュースで現状を伝えたほか，L
字放送やラジオの特設ニュースを実施して県民に
情報を伝え，防災・減災報道に努めた。
　 3月の北海道新幹線開業に向けた県内の動き
や，開業を機に高まる北海道との経済・文化面な
どの交流，県内への影響や課題などを，函館局と
も連携して番組やニュースで伝えた。

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
ュースに加え，各地で力強く生きる人たちを追っ
た「ウイークエンドFACE」，各地を訪ねてその
魅力を伝える「おいで、東北・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　11:30～11:50
 （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／ニュースや地域の話
題，気象情報をはじめ，震災関連の企画，東北地
方共通の課題や暮らしに役立つ情報を積極的に取
り上げるなど，“現場”にこだわって宮城の“い
ま”を伝えた。「あの日を胸に」では，震災の教

訓と課題を県内の被災者の証言から探ったほか，
「おいで、東北」との連動コーナー「宮城ぜんぶ
行きます」では，県内の全市町村をリポーターが
訪ね，県内各地の魅力を広く伝えた。 5月には七
ヶ宿町と蔵王町から生放送し，戦後70年や移住促
進というタイムリーな企画を地元視点で取り上げ
た。11月にも村田町，大河原町，丸森町から生放
送で伝えた。
〔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， 9月の関東・東北豪雨の際には急きょオーダ
ーを変更して被害状況を伝え，防災・減災につい
て放送した。また，関心が高い北海道新幹線開業
など，東北の新たな動きも積極的に発信した。
　「 被災地　若者のすし屋　～岩手　陸前高田～」
 仙台局／ 4.17
　「“帰還”まで 1年　原発16キロの商店街」
 仙台局／ 4.24
　「 生き物と　まっすぐに　～松島水族館の飼育

員たち～」 仙台局／ 5.15
　「牛の命をつなぐ 2　～継続は力なり～」
 仙台局／ 6.19
　「三陸の海　水中で何が起きているか」
 仙台局／ 6.26
　「 終（つい）の住みかは得たけれど～多様化す

る被災者の孤立～」 盛岡・仙台局／ 7. 3
　「 生活不活発病を防げ～被災地・高齢者の命を

守る取り組み～」 盛岡局／ 7.10
　「 風は起きるか　～福島“エネルギー復興”は

いま～」 福島局／ 7.17
　「 “チーム医療”で安心を～被災地発　未来の

地域医療～」 仙台局／ 7.24
　「定点映像　震災 4年半の記録」
 仙台局／ 9. 4
　「復興予算　問われる自治体の戦略」
 仙台局／ 9.11
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　「 豪雨の夜　何が～宮城　堤防決壊の現場から～」  
 仙台局／ 9.18

　「 青天の霹靂（へきれき）となれ～青森・特A
米プロジェクト～」 青森局／ 9.25

　「東北発　民藝（みんげい）ルネサンス」
 秋田局／11. 6
　「 食の“文化”で外国人を呼び込め！～山形・
鶴岡市の観光戦略～」 山形局／11.20

　「 ゼロからの町づくり　～陸前高田　それぞれ
の選択～」 盛岡局／12.11

　「 大切な人を失ったからこそ…～階上中学校卒
業生57人の 5年～」 仙台局／ 1. 8

　「浪江町　あの時ひとはどう動いたのか」
 　福島局／ 1.15
　「 地域で“人生”を全うするということ～石巻
市・被災地を走る訪問看護師たち～」

 仙台局／ 1.22
　「 俺たち　日本の漁業を変える！～震災 5年・
若手漁業者の挑戦～」  仙台局／ 1.29

　「 “子育て介護職”を支える～介護人材不足　
見えてきた課題～」 山形局／ 2.12

　「 日本酒にカンパイ！～酒どころ東北蔵元最前
線～」 秋田局／ 2.19

　「 チャンスを逃すな　～北海道新幹線開業　東
北の戦略～」 青森局／ 3.18

『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。復興応援キャンペー
ン「大好き♡東北」との連動や，復興へ向けた県
内の取り組みを伝えるなど，地域密着にこだわっ
て制作した。
　 「大好き♡東北」  4. 3／19:30～20:45
　「 届けたい、ありがとう　～勇気をくれた、あ
の人へ～」  6. 5

　「 夢よ、走り出せ　～仙石線・ゆめのまち列車
プロジェクト～」  7.31

　「 おいで、東北　～外国人観光客GET大作戦～」
 10. 2

　「 届けたい、ありがとう！～“あのとき”の気
持ちを、もう一度～」   12. 4

　「 希望の街、列車が走る～石巻線・ゆめのまち
列車プロジェクト～」  2.12／20:00～20:43

『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／被災地の現状を
伝えるドキュメントから，東北に関わる人物や文

化を豊かに描く番組，感動を届ける番組など，多
彩な内容で展開している。震災を機により深刻化
している“人口減少”について，年 2回のスペシ
ャル版で取り上げるとともに，東北各地の“メン
コイ”ものを調査する「TOHOKUメンコイら
ぼ」では，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。
　◇人口減少

東北Zスペシャル「どんとこい！人口減少　
～東北発・未来を変える秘策～」

 仙台・秋田・盛岡・青森局
 5.29／19:32～20:45

東北Zスペシャル「どんとこい！人口減少Ⅱ　
～おらほの里はおらほで守る～」

 仙台・秋田・山形・青森局
11.13／19:30～20:43

　◇TOHOKUメンコイらぼ／仙台局
　　「胸きゅん！　いとしの神さま仏さま」  5.15
　　「ふるさとに　カンパイ！」  7.10
　　「まぁ　めんこい豆　お調べします」 10.16
　　「ほっこり　冬を照らす“あかり”」  1.29
　◇その他
　　「“里浦”に生きる　～石巻　長面浦の4年～」

仙台局／ 4.17
　　「 更地（さらち）に集う　～名取市閖上　震

災 5年目の記録～」 仙台・福島局／ 7.17
　　「 被災地に届け！希望の環（WA）～miwa

と若者たち　未来への歌～」 仙台局／ 7.31
　　「 100年後の誰かへ　～浪江町赤宇木・村の

記憶～　（戦前編）」 仙台局／ 9. 4
　　「よみがえる　ふるさとの情景」
 盛岡局／ 9.11
　　「“奇跡の牛”の命をつないで　そして…」

仙台局／ 9.18
　　「被災地　極上旅　～福島県　いわき市～」

福島局／ 9.25
　　「 サンドウィッチマンのどうなってる？　被

災地のまちづくり」 仙台局／10. 2
　　東北Zスペシャル「ジョシおん！大好き♡東
　　北ガールズライブ」

仙台局／10.30／19:30～20:43
　　「 津波と命の百年史　～三陸に生きる女性た

ちの記憶～」 仙台局／11. 6
　　「 鉄・分・補・給　～東北全県制覇・鉄道を

味わい尽くせ！～」 仙台局／12. 4
　　「 100年後の誰かへ～浪江町赤宇木・村の記

憶～（戦後編）」 仙台局／12.11
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　　「福島　ふるさとつなぐ　記憶の街」
仙台局／ 2.19

　　 東北Zスペシャル「北国からのコンサート
　　2016」 仙台局／ 2.26／19:30～20:43
『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／被災者に，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・石巻出身のアナウ
ンサーが伝え続けた。「大好き♡東北」キャンペ
ーンと連動した「届けたい、ありがとう」のコー
ナーでは，これまでの支援に対する感謝の声を丁
寧にすくい上げて広く発信した。
『マイあさラジオ東北』　新　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1回15.3.30／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。視聴者による地域リポ
ーターやコミュニティ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。東北大学での公開収録や仙台局スタジオ
での川柳・短歌大会などで，積極的にラジオの魅
力を発信した。
〔各局ラジオ番組〕　R1
『きく・こまち』（秋田局） 水　19:45～20:00
『なにしったのや～？』（山形局）
 金　12:20～12:55
『まじぇ5時』（盛岡局） 月～金　17:00～18:00
『福島のお耳に　ふくみみラジオ』（福島局）
  木～金　17:00～18:00
『あっぷるラジオ』（青森局） 金　12:20～12:55
『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。2,700回を迎えた 9月に
は，地元ゆかりの民謡歌手をゲストに，宮城県，
福島県，山形県で公開収録した「ふるさとデリバ
リー」を放送した。

『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
のチカラを届けている。 2月には，宮城県名取市
閖上で公開収録したライブのもようを 2週にわた
って伝えた。
（2）特集番組
〔東北ブロック〕
『定禅寺ストリートジャズフェスティバル公開 
ライブ　イブニングJAZZ＠NHK仙台』　FM

仙台局　 9.12／16:00～18:00
『震災ドキュメント2015「“苦渋の決断” への
船出　～密着　新町長の40日～」』　G

盛岡局　10. 9／19:30～19:55
『震災ドキュメント2015「“いるだけ” で何が
できるんだろう？～大学生　 “仮設” で暮らし
た3か月～」』　G

仙台局　10.16／19:30～19:55
『震災ドキュメント2015「ここに生きた証を
残す　～福島　消えゆくまちで～」』　G

福島局　10.23／19:30～19:55
『だから、ラジオ！ダカラジ2015』
　※宮城・岩手・福島県域
 G   　仙台局　10. 9／20:00～20:43
 R1　仙台局　10. 9／20:00～22:00
『やりきった！熱投24年　～楽天・斎藤隆投手
が語る野球人生～』　G 

仙台局　10.12／11:20～11:50
『アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン
テスト2015　東北地区大会』　G

仙台局　11.15／11:00～11:54
『大好き♡東北アニメ「想（おも）いのかけら」』
G 仙台局　11.27／20:43～20:45

3.12／23:45～23:50
3.24／20:15～20:40

『楽天2015直球対談「則本昂大×松井裕樹」』　
G 仙台局　12.31／16:35～16:55

『10年後の未来へ　神戸と福島をつなぐ子ども
たち』　G 神戸局　 1.16／10:05～10:48

『第37回NHK東北民謡コンクール　各県大会』　
FM 18:00～18:50

 2. 8　秋田　 2. 9　岩手　 2.10　宮城
 2.15　福島　 2.16　山形　 2.17　青森
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『“想（おも）い” を子どもたちへ～羽生結弦か
らのメッセージ～』　G

仙台局　 2.11／14:45～14:50
『“想（おも）い” を子どもたちへ～荒川静香・
本田武史・本郷理華からのメッセージ～』　G

仙台局　 2.23／10:45～10:50
『 “想（おも）い” を子どもたちへ～鈴木明子・
織田信成からのメッセージ～』　G

仙台局　 3. 5／22:45～22:50
『多元中継！北海道新幹線　大開業スペシャル』　
G 札幌・青森・仙台局　 3.26／10:00～11:20

『第37回　NHK東北民謡コンクール－優勝大会－』　
G 仙台局　 3.28／19:30～20:43

〔県域番組〕
〔仙台局〕
『やっぺぇ！たいそう』　G・E ／随時
『 全員でつかんだ準優勝　～仙台育英　熱戦の軌
跡～』　G 　 8.22／10:30～11:15

『宮城県議会議員選挙　開票速報』　G
 10.25／22:27～23:05
 10.26／ 0:16～ 1:22， 1:34～ 1:52
『ゴジだっちゃ！特集　第15回　NHK仙台
川柳・短歌大会』　R1

　11.21／14:05～15:55
『てれまさむね　年末スペシャル2015』　G

12.28／18:00～19:00
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』　E

　 1.12～14，18～21／12:55～13:00
『ゴジだっちゃ！特集　宮城イグナル学園　熱血
授業　きみはニュートリノを見たか！？』　
R1

  2.11／15:05～16:55
〔秋田局〕
『ウオッチA』　G
　「 2040“70万人社会”と向き合う～秋田の未来

を考える元年～」 　 4. 3／19:30～19:55
　「高橋優　歌う、語る。」 　 6. 5／19:32～19:57
　「 先人たちの底力　知恵泉（ちえいず）アンコ
ール」 　 6. 5／19:58～20:40

　「激論ライブ！人口減少　～夏の陣～」
 7.31／19:32～20:45

　「ダーウィンが来た！生きもの新伝説アンコール
　　厳冬の日本海　荒波と生きるハタハタ」 　

10. 2／19:30～19:58
　「人口減少×アート　～過去・未来の輝き～」

　12. 4／19:30～19:55
　「 激論ライブ！人口減少～秋田は活性化する
か否か～」   2.12／20:00～20:43

『コトノハ』　G 水　22:45～22:50
　「第42章　“やっぱり　信じているから”」

 4. 1
　「第43章　“いい顔　してるよね”」  5.13
　「第44章　“がむしゃらに　やっていきたい”」
  7. 1
　「第45章　“森の中の一員になった気がする”」 
  9. 2
　「第46章　“心”からでないとできない」 12. 2
　「第47章　“名前を　忘れさせたくない”」

 2. 3
『ドキュメント72時間アンコール「秋田・真冬
の自販機の前で」』　G  4. 4／10:50～11:15

 3.24／22:55～23:20
『松田悟志講演会「夢をかなえる～俳優・松田悟
志流、人生論～」』　FM  5.16／18:00～18:50

『ニュースこまちキャラバン「由利本荘市」』　G
 6. 5／18:10～19:00

『きく・こまちスペシャル「“秋田の誇り” を見
つめる～人口減少社会のなかで～」』　R1

 6.10／19:30～20:00
『証言記録　兵士たちの戦争アンコール「ルソン
島　悲劇のゲリラ討伐作戦～秋田県・歩兵第
17連隊～」』　G　  8. 1／10:05～10:48

『高校野球100年のものがたり　わがふるさと
のベストゲーム「秋田県」』　G

 8. 1／11:01～11:16
『ニュースこまちキャラバン「能代市」』　G

10. 7／18:10～18:59
『新世代が解く！ニッポンのジレンマ　アンコー
ル 「人口減少社会のジレンマ大研究＠秋田　国
際教養大学」』　G 11. 8／13:05～14:35

『きく・こまちスペシャル「特集！人口減少社
会」』　R1 11.11／19:30～20:00

『音楽熱視線スペシャル2015 “アキタノチカラ
→アシタノチカラ”』　R1

11.23／13:00～14:55
『ニュースこまち2015ハイライト』　G

12.28／16:50～19:00
『Journeys in Japan「秋田　晩秋の郷土食と
美酒を味わう」』　G　

 2.13／10:05～10:33
〔山形局〕
『2015統一地方選開票速報』　G

4.12／20:50～21:00，21:50～22:00，
22:10～22:13，22:30～22:36，
22:50～23:09，23:50～ 0:07

4.13／ 0:50～ 1:25
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『2015統一地方選開票速報』　G
4.26／21:50～22:00，22:50～23:00，

23:50～ 0:15
 4.27／ 0:20～ 0:35
『やまがたスペシャル』　G
　「 杉の未来を切り開く　～天童・家具メーカー
の挑戦～」  4. 3／19:30～19:55

　「“蔵王山”を知ろう！～火山活動の現状は～」
 6. 5／19:32～19:57

　「山形発ドラマ“私の青おに”制作の舞台裏」
 7.31／19:32～20:45

　「 思いをつなぐデザイン～人生に寄り添う家具
修復～」 10. 2／19:30～19:55

　「受け継がれる記憶～やまがたの戦後70年～」
12. 4／19:30～20:43

　「ハーフパイプに夢をかさねて」
 2.12／20:00～20:25

『私の青おにPRミニ』　G
〈制作開始編〉　 3.30／12:43～12:45ほか
〈音楽収録編〉　 4. 8／10:47～10:50ほか

『山形発地域ドラマ「私の青おに」　撮影の舞台
裏』　G・E
　「ぶどう畑」 10.29／13:50～13:55ほか
　「夕日のあぜ道」 10.30／13:50～13:55ほか
　「ロケを支えた山形の人々」

10.31／11:20～11:25ほか
　「石切り場」 11. 4／10:45～10:50ほか
『ニュースやまがた6時　年末スペシャル2015』　
G 12.28／18:00～19:00
〔盛岡局〕
『シリーズいわて』　G　
　「よみがえるふるさとの情景」

（第 1回） 4. 3／19:30～19:55
（第 2回） 6. 5／19:32～19:57
（第 3回） 7.31／19:32～19:57
（第 4回）10. 2／19:30～19:55
（第 5回）12. 4／19:30～19:55
（第 6回） 2.12／20:00～20:25

『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　年末スペシャル「好きなん
です、いわて」』　G 　12.28／18:00～19:00

『にっぽん紀行　選「こころ結ぶ手紙の宿～岩手　
野田村～』　G　 12.31／16:05～16:30
『盛岡市長選挙　開票速報』　G

 8.23／20:55～21:00，21:49～21:50，
22:39～22:50，23:50～ 0:00

『岩手県議選挙　開票速報』　G
 9. 6／20:55～21:00，21:49～21:50，

22:34～22:50，23:50～ 0:00
〔福島局〕
『福島スペシャル』　G
　「 原発避難者“1154の声”～「避難の先」へ　

暮らしをどう作るか～」
 5.15／20:00～20:43

　「 “違い”をどう乗り越えるか～自主避難“支
援打ち切り”の波紋～」  7.31／19:32～19:57

　「 いつもでない一枚～南相馬市原町区の写真館
から～」  2.12／19:30～19:55

『ふるさと自慢バラエティ ふくしまパラダイス』 
G　 　 4. 3／19:30～20:43

　 6. 5／19:32～20:22
『ふくしま産でおかわり！超食☆パラダイス』G

　 9.25／19:30～19:55
『ふるさと自慢バラエティ　ふくしまパラダイス
in　いわき』　G 10. 2／19:30～20:20
『ふくしまパラダイス＋』　G

 3.25／19:30～20:13
『福島県議会議員選挙　開票速報』　G

　11.15／20:55～21:00，21:49～21:50，
 22:23～23:00
 11.16／ 0:30～ 0:37
『年末スペシャル　はまなかあいづToday2015』　
G 12.28／18:00～19:00

『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』　E
11. 4～ 5，12.21～23／12:55～13:00

『ふくみみラジオ夏祭り！Fライブスペシャル　IN
こむこむ』　R1

　 7.30／17:37～18:50
『防災月間ラジオ特集「火山との共生を考える」』　
R1  9.26／13:05～14:55

〔青森局〕
『クローズアップあおもり』　G 19:30～19:55
　「本州最北のユースホステル」  4. 3
　「漆の森に生きる～伝統守る職人たち～」  9. 4
　「Shall　we　“ストリート”ダンス？」  2.19
『お国ことばで川柳　なもあんだも』　G
　お題「むったど」と「印象吟」
  6. 5／19:32～19:57
　お題「かでる」と「おく」
 10. 2／19:30～19:55
　「3000句突破！スペシャル」

 2.12／20:00～20:25
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『元気あっぷる体操presents　イカすぜ！八戸
フィーバナイッ！』　G  4. 3／20:00～20:43

『NHKのど自慢in五所川原　全部見せます予選
会』　G  7.19／ 0:50～ 1:50

 7.20／ 0:55～ 1:55
『青森ねぶた祭2015』　E  8. 6／18:55～20:45
『お国ことばDEのど自慢』　G

12. 4／19:30～20:43
『あっぷるワイド　年末スペシャル2015』　G

12.28／18:00～19:00
『あっぷるラジオスペシャル』　R1
　「お国ことばの音辞典」 10.24／12:15～14:55
『あっぷるラジオ　年末スペシャル』　R1
　「 ハッピーチルドレン！もしも願いが かなうな
ら」 12.27／13:05～15:30

『青函ラジオ　～津軽海峡・春景色2015～』　
R1  4.29／13:05～15:00

〔各局共通〕
『第82回NHK全国学校音楽コンクール』
　「宮城県コンクール」 E　 9.12～13
　「秋田県コンクール」 FM　 8.22
　「山形県コンクール」 G　8.17～ 9.18
 （『ニュースやまがた 6時』内で紹介）
　「岩手県コンクール」 E　 9.12
　「福島県コンクール」 E　 9. 5，12，19
　「青森県コンクール」 E　 8.29
　「東北ブロックコンクール」　 E　 9.19，26

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97回全国高等学校野球選手権　地区大会
　宮城県　準決勝 G・E・R1　 7.20
　　　　　決勝 G・R1　 7.21
　秋田県　準決勝 G・E・R1・FM　 7.21
　　　　　決勝 G・R1　 7.24
　山形県　準決勝 G・E・R1　 7.22
　　　　　決勝 G・R1　 7.24
　岩手県　準決勝 G・E・R1　 7.22
　　　　　決勝 G・E・R1　 7.24
　福島県　準決勝 G・R1　 7.24
　　　　　決勝 G・E・R1　 7.26
　青森県　準決勝 G・E・R1　 7.20
　　　　　決勝 G・R1　 7.22
第68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　 9.22～23

　秋田 R1　 9.23～24
　山形 R1　 9.19～20
　岩手 R1　 9.20，22
　福島 R1　 9.20～21
　青森 R1　 9.23～24
◇東北大会（ブロック）
　準決勝 R1　10.14
　決勝 R1　10.15
〔その他のスポーツ〕
NHK杯東北高校バスケットボール選手権―男子
決勝―
「能代工」対「明成」（ブロック）

E　 6.21
NHK杯東北高校バレーボール選手権―男子決勝―
「雄物川」対「仙台商」（ブロック）

E　 6.28
NHK杯東北高校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）

G　12.12
第95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「仙台大学」 G　 8.23
　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　 8.23
　山形県代表決定戦（山形）
　「 酒田琢友クラブ」対「山形大学医学部サッカ

ー部」 G　 8.23
　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　 8.23
　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　 8.23
　青森県代表決定戦（青森）
　「ラインメール青森FC」対「八戸学院大学」

G　 8.23
プロ野球
（東北ブロック）
　「楽天イーグルス」
　　対「オリックス」 G　 4.10
　　対「日本ハム」 R1　 4.17
　　対「西武」 G　 5. 1
　　対「西武」 G　 5. 3
　　対「広島」※広島ホーム R1　 6. 5
　　対「DeNA」 R1　 6.11
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　　対「中日」 G　 6.12
　　対「ソフトバンク」 R1　 6.26
　　対「日本ハム」 G　 7. 5
　　対「ロッテ」 R1　 7.24
　　対「西武」 G　 8.28
　　対「ソフトバンク」 G　 9.12
Jリーグ
（県域）
　「ベガルタ仙台」（仙台）
　　対「鹿島アントラーズ」 G　 4.29
　　対「ガンバ大阪」 G　10.25
　　対「サガン鳥栖」※鳥栖ホーム  G　11. 7
　　対「FC東京」  G　 3. 6
　　（天皇杯）
　　対「柏レイソル」（準々決勝） G　12.26
　「モンテディオ山形」（山形）
　　対「横浜F・マリノス」 G　 5. 2
　　対「ベガルタ仙台」（山形，仙台） G　 9.26
サッカーJ3
　「グルージャ盛岡」（盛岡）
　　対「FC琉球」 G　 5.31
　「福島ユナイテッドFC」（福島）
　　対「AC長野パルセイロ」 G　 4.29
　　対「カターレ富山」 G　 5.24
バスケットボール　bjリーグ
　「仙台89ERS」対「岩手ビッグブルズ」
　（仙台，盛岡） 　G　11.15
　「秋田ノーザンハピネッツ」対「富山グラウジーズ」
　（秋田） 　G　 2.21
NHK杯フィギュア「スペシャルエキシビション」
（ブロック） G　 1. 9
第57回NHK杯青森県卓球選手権大会（青森）
 E　11.29

Ⅱ．技　術

1．安全安心の拠点となる設備整備の推進

　緊急報道への対応として，衛星伝送が可能な青
森CSKやポータリンク車，福島第二原発用ロボッ
トカメラの整備などを実施した。また，地域情報
を迅速に放送するために，東北域内全 6局にファ
イルベースによるニュース素材の交換や，制作か
ら送出が可能なシステムを整備し，運用を開始し
た。
　新仙台放送会館の建設については，17年 5 月の
竣
しゅん

工
こう

に向けて15年度は， 7階までの鉄骨建方工事
を一部で完了させた。また，電源設備の仕様策定

や，新会館の詳細な運用を検討して最終図面など
を決定した。
　放送ネットワークの強じん化として，域内の15
局のテレビ中継局の放送機 2台化や，福島県笹森
山テレビ放送所の自家発用燃料タンク増量工事，
域内局の非常用送信機の整備を実施した。

2．報道対応と放送の安定確保

　15年 6 月の青森県知事選挙， 8月の盛岡市長選
挙，仙台市議会議員選挙では，データ放送も使っ
て開票速報を迅速に放送した。 9月の関東・東北
豪雨では，域内のCSKやIP伝送機材などを使い，
仙台市や河川が氾濫した大崎市から中継や伝送を
行い減災報道に努めた。また，大崎市の避難所に
は，テレビ受信機を設置して避難者の人々に災害
情報を届けた。東北各県の災害情報共有システム
（Lアラート）の訓練に参加し，非常時の迅速な
情報発信に備えた。
　16年 1 月の岩手県内の大雪による悪天候で商用
電力の停電が相次いだため，県内の中継局16か所
に緊急出向して設備点検や自家発電用燃料などを
輸送し，電波確保に努めた。また，放送所が停波
するような非常時にも放送を継続できるよう，域
内各局で非常用送信車両の運用訓練を実施した。

3．地域放送サービスの充実

　震災から 4年が経過した被災地の現状を発信
し，復興を後押しするため『NHKスペシャル「東
日本大震災　故郷（ふるさと）つなぐ相馬野馬追
～原発事故から 5年目の夏～』『NHKスペシャル　
風の電話～残された人々の声～』『独眼竜♥花嫁
道中～宮城発地域ドラマ～』『SMAPプレゼンツ　
NHKのど自慢in山田町』，宮城県南三陸町からの
『ゆく年くる年』，福島県広野町からの『NHKの
ど自慢』（拡大版）などを制作した。また，震災
から 4年半となる15年 9 月には浸水域の宮城県女
川町の駅前から，丸 5年となる16年 3 月には宮城
県名取市閖上から長時間の生放送を実施し，復興
の現状と課題を全国に発信した。
　また山形局では，地域発ドラマ『私の青おに』
を制作し，県南の置賜地方の美しい田園風景を全
国に発信した。秋田局では，高精細な 4 K機材を
使った「 4 Kで撮る　秋田の四季」を制作し，会
館公開や県内向けニュースなどで放送した。
　16年 3 月26日に開業した北海道新幹線につい
て，東京からの一番列車が新函館北斗駅に到着す
る様子を東北・北海道で生放送し，地域の活性化
に貢献した。
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　さらに，東北域内のJR運行情報について，デ
ータ放送用コンテンツを開発し，15年10月から域
内に向けてデータ放送サービスを開始した。

4．安定したデジタルネットワークの確立

　山形県朝日町の難聴対策として，FM中継局を
15年11月に，秋田県東成瀬村にAMラジオ放送を
補完するFM波中継局 2局を12月に開局させた。
東北域内の老朽化したNHK共同受信47施設につ
いて，光ケーブル化による大規模改修工事を完了
させた。
　また，震災後から継続して実施している被災地
の復旧にあわせたNHK共同受信設備の高台移転
改修工事を，21施設について自治体と連携して完
成させた。福島県では，原発避難者の帰還にあわ
せ，デジサポ福島と連携して約270世帯の受信環
境を整備した。

5．視聴者対応活動など

　16年 8 月からの試験放送が予定されている 8 K
スーパーハイビジョンについて，15年 5 月に仙台
局， 6月には仙台市で開催された「ICT推進フェ
ア2015in東北」で展示し，コンテンツを上映した。
また， 8月には「青森ねぶた祭」を青森市内で，
16年 1 月には盛岡市で開催された「NHK杯フィ
ギュアスペシャルエキシビション」の様子を仙台
局でパブリックビューイングを実施し，多くの来
場者に高精細な映像と22.2chの立体音響を体験し
てもらった。
　東北域内全 6局で，小学生を対象とした「キミ
が主役だ！NHK放送体験クラブ」を開催し，ミ
ニ番組の制作を通して，放送局の仕事に興味と理
解を持ってもらうよう視聴者活動を実施した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

（1）地域放送と連動した広報活動
　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を行なった。
「やっぺぇ！たいそう」は，幼稚園・学校・企業・
イベント会場などを訪問して収録し， 2分ミニ番
組などで放送した。「やっぺぇ」が地域のみなさ
んと一緒に体操をする楽しい内容で，15年度末で，
子どもから大人まで参加者数は 1万人を超えた。
　また，秋田局では人口減少が進む秋田の未来を

考えるキャンペーン「2040“70万人社会”と向き
合う」，盛岡局では震災で失われた風景や文化を
映像で次の世代へ引き継ぐ取り組み「よみがえる
ふるさとの情景」，岩手の魅力を視聴者からのメ
ッセージで伝える「好きなんです、いわて」，福
島局では福島県内の若い世代の活力を取り上げた
「Fのモト」キャンペーンをそれぞれ開始した。
青森局では13年から「脱！短命プロジェクト」を
継続し，東北各局でも特色ある広報活動を展開し
た。
（2）東北が舞台のドラマの広報活動
　宮城発地域ドラマ『独眼竜♥花嫁道中』（BSP，
7.29）では，15年 1 月の制作発表後，放送に向け
て広報活動を展開した。全国放送の広報番組，宮
城県内向け定時番組での告知のほか，ホームペー
ジや情報誌への掲載，取材会，地元大和町での完
成試写会など，多角的に実施した。
　また，山形発地域ドラマ『私の青おに』では，
上記同様の取り組みのほか，「泣いた赤おに　そ
の後の物語」募集・展示などの関連企画も実施し
た。
　「楽天イーグルス」の実話を基にした，『プレ
ミアムドラマ「44歳のチアリーダー!!」』（BSP，
12.20），岩手県が舞台になった『特集ドラマ　恋
の三陸　列車コンで行こう！』（2.27～，全 3回）
でも，ドラマ広報活動を行い，視聴促進を図った。
（3）視聴者とのふれあい活動
　仙台局では，見学に訪れた一般団体や公開番組
開催地の視聴者を対象に「ふれあいミーティン
グ」を実施し，年間で約500人の視聴者と交流を
図った。また，各局とも会館公開イベントを実施
した。
　東北各地で開催されるお祭りやイベントに積極
的に参加して広報活動を行ったほか，青森局では，
「青森ねぶた祭」の 8 Kスーパーハイビジョン・
パブリックビューイング（ 8月）も実施し，各局
で地域に密着した活動を展開した。
（4）国際放送「NHKワールドTV」東北月間　
　復興応援キャンペーン「大好き♡東北」「おい
で、東北」の一環として，15年 9 月は，東北関連
の番組をこれまでに例のない規模で集中編成し
た。「TOTALLY TOHOKU！」と題したこの取
り組みでは，観光と国際交流を推進している組織・
団体や地元経済界にアプローチして関心を高め，
国際放送の認知度向上・視聴促進に努めた。
　また，宮城県内の観光推進や国際交流に携わる
関係者を仙台局に招き，『Journeys in Japan
こけしのふるさと　鳴子温泉を訪ねて』の番組視
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聴会を 9月に実施した。国際放送の役割や意義，
「NHKワールドTV」が東北の観光に貢献するた
めに取り組んでいることを紹介した。

2．イベント事業

（1）復興を応援する活動
　復興応援キャンペーン「大好き♡東北」を旗頭
に，地域に「元気」「癒し」「未来」を届けるイベ
ント活動に取り組んだ。公開番組をはじめ，芸術・
文化・教育イベントを，東北各地で実施し，地域
の活性化に貢献するとともに，被災地からのメッ
セージを国内外に発信した。
①「未来にむかって走れ！ゆめのまち列車」
　震災により一部不通となっていたJR仙石線・
石巻線の運行再開にあわせて，沿線で被害が大き
かった東松島市，女川町の小学 6年生が，絵本作
家の荒井良二さんとともにラッピングデザインを
行った車両を運行することで，沿線地域の人々に
未来への希望を届けた。
　子どもたちが未来を力強く描いたワークショッ
プから列車運行までの様子は，地域での放送後に
全国放送されたことに加え，ミニ番組の首都圏列
車内での放映，雑誌やウェブへの掲載など，大き
な広がりを見せた。
　「子どもたちの夢」を乗せたラッピング列車
は，野蒜小学校と制作した「仙石線」，女川小学
校と制作した「石巻線」ともに，17年 3 月まで運
行する。
②東日本大震災復興祈念特別展
　「国宝 吉祥天女が舞い降りた！―奈良・薬師
寺 未来への祈り―」（ 4.24～ 6.21，仙台市博物
館）／被災地のみなさんに癒しを届けるだけでな
く，全国からの来場者には被災地の現状を感じて
もらうという目標のもと，仙台限定で開催した
（仙台市，NHKプラネット東北支社等と共同主
催）。８万6,604人が来場した。
③「国宝　吉祥天女が舞い降りた！」関連企画
　「柄マニア天女わーるどin Sendai」
（ 5.23，せんだいメディアテーク）
　仏教美術や仏像鑑賞に造詣の深い若い世代の著
名人をゲストに，トーク・体験・展示の 3つで構
成する「気軽に仏教美術に親しむ」ためのイベン
トとして実施し，1,250人が来場。その中核は，E
テレ『びじゅチューン！』と連携した「国宝吉祥
天女像」のアニメ化・多面展開で，天女の新しい
衣装をデザインする「着せ替え天女ぬりえコレク
ション」には2,058通の応募があり，放送・ホー
ムページでも紹介した。

④「ジョシおん！～大好き♡東北ガールズライブ～」
（10. 7，仙台サンプラザホール）
　「女性のチカラで東北を元気に」をテーマに，
東北を応援する女性アーティストたちによるライ
ブや，アーティストと地元の女性たちとの交流の
様子を伝え，復興に向けて歩む皆さんにエールを
送った。来場者からは，「復興応援メッセージ」
を募集，会場ロビーで展示したほか，番組でも紹
介するなどして復興への思いを伝えた。
⑤震災5年の節目にあわせた取り組み
　被災 3県の「仙台・福島・盛岡局」が，一体と
なって次のような取り組みを展開。復興への新た
な一歩を踏み出す被災地に，「元気」「癒し」「未来」
を連動させた「希望」を届けた。
〔被災地に元気と笑顔。今を全国に伝える〕
・『 NHK杯フィギュア「スペシャルエキシビショ
ン」』 　 1. 9　岩手・盛岡市

・「 NHK杯フィギュアスケートスペシャルエキシ
ビション～ 8 Kスーパーハイビジョンシアタ
ー～」 　 1. 9　宮城・仙台市

・『NHKのど自慢』　  2.14　宮城・石巻市，
  3.13　福島・広野町
・『震災から 5年　明日へコンサート』

 3.12　福島・会津若松市
〔つくろう！子どもの未来〕
・「未来に向かって走れ！ゆめのまち列車石巻線」
  1.18　宮城・JR石巻線で運行開始
・「Let’s天才テレビくんワールド　in　仙台」
  1.10～11　宮城・仙台市
〔ふるさとへの思い〕
・「 記憶の街 模型復元プロジェクトふくしま特別
展」 　 2.24～ 3. 4　福島・いわき市

・「 よみがえるふるさとの情景のつどい～みらい
への一歩～」 　 3.12　岩手・盛岡市

⑥NHK公開復興サポート～明日へ～
　「被災地のみなさんに笑顔を届ける」ことを目
的に，通算 7回目を，東日本大震災で500人以上
の死者を出すなど大きな被害を受けた岩手県宮古
市で 5 月24日（10番組，11イベント，3,793人来
場）に， 8回目を，市街地の南部が被害を受けた
宮城県多賀城市（ 9番組，13イベント，4,320人
来場）で実施した。来場者からは，「町の復興は
まだまだですが，心の復興ができました」「少し
でも笑顔を取り戻し，元気を持ち帰れる企画をし
て欲しい」などの声が寄せられた。



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第５章　地域放送局  ｜関東甲信越

387 NHK年鑑’16

（2）コンクール等
①第82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， 9.5～6）を実施。東北 6県で小学校190校，
中学校231校，高等学校41校が参加。東北代表に
岩手大学教育学部附属小学校，郡山市立郡山第二
中学校，郡山市立郡山第五中学校，福島県立郡山
高等学校，山形県立鶴岡北高等学校が選ばれた。
②第62回NHK杯全国高校放送コンテスト
　 6月に各県大会を開催。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144校が参
加。
③第32回NHK杯中学校放送コンテスト
　 7月に各県大会を開催。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，69
校が参加。

３．営　業

　15年度は 3か年経営計画の初年度にあたり，営
業推進では，受信料の公平負担の徹底に向け最大
限努力するとした重点方針に基づき，「支払率の
向上」「衛星契約割合の向上」および「営業経費
率の抑制」を柱として取り組みを行った。
　東北ブロックでは，効率的な営業体制の構築に
向け，地域スタッフの少数精鋭化や法人委託の拡
大を図った。
　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，年度末には衛星
DM勧奨や公共施設や官公庁，学校などに対する
口座促進活動を実施するなど，業績確保に最大限
こだわった活動を展開した。
　さらに，「ターゲット80」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
全局体制で取り組んだ。
　その結果，営業諸目標について，東北ブロック
として 4年連続となる全営業目標を達成し，15年
度末の東北地方の放送受信契約数は318万1,387
件，衛星契約数は164万1,235件となり，対前年比
での放送受信契約数は14年度より 2万7,702件の
増加となった。なお，営業収納額の達成率は100.22％
となった。

関東甲信越
◇箱根山の噴火警戒レベルが引き上げられた 5月
には，速報体制を敷き，『クローズアップ現代』
『特報首都圏』などの番組でも素早く，的確に
放送。 9月の関東・東北豪雨では，救助や被害
の状況をリアルタイムで伝えるとともに，常総
市などのライフライン情報を連日きめ細かく伝
えるなど，相次ぐ事故・災害報道において減災・
防災につながる報道に取り組んだ。

◇緊急報道において記者やアナウンサー，カメラ
マンによるスマートフォンの回線を使ったライ
ブ映像を迅速に放送。常時画面上に最新の字幕
情報を表示するシステムの運用，インターネッ
ト上で細やかなライフライン情報を伝えるデジ
タルコンテンツの充実など，刻々と変化する状
況を，最新の機材による機動力を生かして多面
的に伝えた。

◇東京では初となる地域発ドラマ『東京ウエスト
サイド物語』を八王子を舞台に制作，12月にBS
プレミアムで放送した。すべてのシーンを八王
子市内で撮影，地元の「八王子まつり」をクラ
イマックスの舞台として地域を盛り上げた。

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。
　15年度は，災害や防災に関わる数多くのニュー
ス・番組を放送し，地域に根ざしたテーマを取り
上げたドラマを制作，地域の課題や取り組みを掘
り起こす独自の番組を開発，放送してきた。
　箱根山の噴火警戒レベルが 2に引き上げられた
5月 6日には，箱根町からの中継体制を速やかに
立ち上げ，ロボカメ 4台を設置して速報の体制を
整備。 5月20日に『クローズアップ現代』， 6月
30日にレベル 3に引き上げられた 3日後には『特
報首都圏』を放送し，視聴者の高い関心に応えた。
　こうした緊急報道の現場では，IPやスマートフォ
ンのライブ映像を直ちに放送につなげる中継を積
極的に展開。箱根山の噴火や新幹線放火，関東各
地で頻発したゲリラ豪雨など，各所に記者やアナ
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ウンサーを展開し，素早く中継リポートを実施し
た。移動中の車両からの生映像なども交えて，刻々
と変化する動きを，機動力を生かして同時進行で
伝えた。
　 9月の関東・東北豪雨では，中継を多用しなが
ら救助や被害の状況を伝えた。常総市などのライ
フライン情報を連日きめ細かく伝えた。また，金
曜夜の『特報首都圏』は， 2週連続で豪雨を取り
上げ，いずれもよく見られた。緊急に放送した『ク
ローズアップ現代』にも参加した。また，画面上，
L字型に字幕を流す放送システムも，台風接近時
から立ち上げ，鬼怒川氾濫などにより被災した常
総市のライフライン情報などを 8日間連続で放送
し現地の被災者を支えた。この「L字放送」は，
夏の高温注意情報なども合わせて，年間を通じ49
回の放送を行った。
　午後 6時10分からの『首都圏ネットワーク』で
は，数々の事故・災害報道や防災につながる情報
を提供するとともに，五輪エンブレム問題，高齢
者の熱中症など視聴者の日々の関心に応えるテー
マを掘り下げて伝えた。関東・東北豪雨では，キ
ャスターが連日現地入りして中継するなど，積極
的に現場に出て伝える姿勢を貫いている。
　また，「戦後70年」の年，シリーズのニュース
企画を，『おはよう日本』（関東甲信越），『首都圏
ネットワーク』などで展開。「日航機事故30年」
についても，数々のニュース企画を制作し，『特
報首都圏』ではこれまで語らずにいた遺児たちの
30年を見つめる取材を行うなど，節目の年に伝え
続けることを意識した報道に取り組んだ。
　12月 2 日，東京では初となる地域発ドラマ『東
京ウエストサイド物語』をBSプレミアムで放送
した。就職活動に悩む娘と，自分らしい生き方を
貫くことの大切さを伝えようとする母親のストー
リー。 7月から 8月にかけて八王子市を舞台に撮
影を行い，地元の「八王子芸者」や「八王子まつ
り」をストーリーに取り入れた。また，キャスト
の発表やロケに合わせて『首都圏ネットワーク』
なども連動して地元も魅力を掘り起こす企画を放
送。地域の魅力を伝えた。
②各放送局別
〔長野局〕
　長野局では，14年に御嶽山の噴火や土砂災害，
地震など，大きな災害が相次いだことを受け，そ
れぞれ発生から 1年の節目に犠牲者の家族・被災
者の思いを伝え，地域の復興の現状・課題などを
取り上げたニュースや番組を数多く発信した。ま
た， 6月の浅間山の「ごく小規模な噴火」や，16

年 1 月の軽井沢町のバス事故など，災害や大事故
の緊急報道に尽力した 1年でもあった。このうち，
御嶽山については，名古屋局とのインターローカ
ルで番組を制作。バス事故は，『NEXT』や『特
報首都圏』などへの番組展開を図った。さらに，
災害時のラジオの役割が見直される中，県民に親
しまれ，防災・減災に役立つ情報を提供するラジ
オ番組を 4月から新設。平日の午後 4時55分から
の65分間，くつろいだ雰囲気の中で暮らしに密着
した情報などを伝え，番組の認知度を高める努力
を続けている。
　16年 1 月，信州出身の武将・真田信繁（幸村）
の活躍を描いた『大河ドラマ』「真田丸」の放送
が開始。長野局では，放送開始前の 9月に真田氏
を取り上げた作品の朗読イベントを企画。そのも
ようをラジオで紹介したり，出演者のインタビュ
ー番組を制作したりして，ドラマの周知を図った。
また，放送開始後の 2月には，オーケストラによ
るテーマ曲の演奏など，華やかなステージを繰り
広げる公開番組を制作。番組の魅力を地域，全国
に発信した。また，真田氏ゆかりの地の動きなど
をニュースや中継で取り上げ，地域振興の後押し
をした。
　スポーツでは，信州出身者として43年ぶりの関
取となった御嶽海について，新十両として臨んだ
7月の名古屋場所から新入幕を果たした11月の九
州場所までの 3場所それぞれの戦いを番組でまと
め，地域に発信。また，サッカーJ1に昇格した「松
本山雅」のゲームをニュースや中継できめ細かく
放送した。さらに，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，戦後
70年の節目に，信州と関わりの深い満蒙開拓団を
テーマにした番組を制作，視聴者から高い評価を
得た。
　昼前の情報番組『ひるとく』は，信州を拠点に
活動する人たちのミニコンサートや地域の魅力を
紹介するさまざまなコーナーを生放送。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
の企画などを伝えた。『知るしん。』は，御嶽山噴
火 1年や満蒙開拓団のいまなど，テーマを掘り下
げる特集をはじめ，秋の山といった信州の魅力を
伝える番組を発信した。夕方のラジオ番組『ゆる
～り信州』は，県民に親しまれ，防災・減災に役
立つ情報を提供するため， 4月に新設した。
〔新潟局〕
　「新潟水俣病」公式確認から50年の 5月，初め
て実施した患者会のアンケートを基に，患者の置
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かれている現状や認定基準の見直しについて『新
潟ニュース610』『特報首都圏』『クローズアップ
現代』などで伝えた。
　「戦後70年」の 7月，新潟出身の総理大臣・田
中角栄の足跡を取材し『NHKスペシャル』の制
作に参加，地方の視点から見た戦後日本の分配政
策とその後の変化を描き出した。さらに戦没者を
慰霊する「長岡花火」が 8月に真珠湾攻撃の地・
ハワイで打ち上げられるプロセスを取材し，現地
からの中継を交えた地域特集番組や国際放送のリ
ポートなどで伝えた。
　 7月に，日本創成会議の「高齢者の地方移住」
に関する提言を受けて『金よう夜　きらっと新
潟』でその可能性と課題を検証。さらに『クロー
ズアップ現代』でも全国的な視点を盛り込み発信
した。また，TPP大筋合意を受けて，10月にコメ
作りをテーマに特集番組を制作し，長時間生討論
で将来を展望した。
　生放送のラジオ番組『にいがたゆうどきラジ
オ』を立ち上げ，県内の防災研究者と協力しなが
ら最新の災害情報を伝えた。また，東日本大震災
から 5年となる16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。
〔甲府局〕
　『まるごと山梨』を全面リニューアル。注目の
事象を掘り下げるニュースアップ，「人口減少」
や「戦争証言」の大型シリーズ，また， 2回のキ
ャラバンを実施した。
　台風や降雪時にいち早くL字放送や特設ニュー
スを立ち上げる等，災害報道に迅速に取り組むと
ともに，月 1回のラジオ防災番組『かいラジ』を
新設した。
〔横浜局〕
　箱根山の火山活動の活発化が観光業に及ぼした
影響や，死者11人を出した川崎市の簡易宿泊所火
災の報道で『クローズアップ現代』などへの番組
展開を図った。横浜市のマンションで建物を支え
る杭

くい

の施工データが改ざんされていた問題や川崎
市の老人ホームで入所者が相次いで転落死した事
件などの報道にきめ細かく対応した。統一地方選
挙では，知事選や県議選， 3つの政令市議選の当
落情報などを正確かつ迅速に伝えた。
〔前橋局〕
　 4月の統一地方選挙や 7月の群馬県知事選挙，
2月の前橋市長選挙では，正確で迅速な選挙報道
を実現した。また，地震，突風被害，浅間山噴火，

関東・東北豪雨などでは，特設ニュースやL字ス
ーパー，ホームページ展開などで関連情報をきめ
細かく伝えた。
〔水戸局〕
　常総市を中心に甚大な被害を受けた 9月の関
東・東北豪雨では，迅速な災害報道やきめ細かい
ライフライン情報など，さまざまなメディアを用
い情報を発信し，地域の“安全・安心の拠点”と
して寄与した。また，FMで月 1回程度の生放送
番組『いばラジカル』を新設。茨城県ゆかりのゲ
ストによるトークだけでなく，防災コーナーも設
けることにより，防災・減災への意識を高め，命
を守るメディアとしての存在感を示した。
〔千葉局〕
　東日本大震災から 5年となる被災地を取材し，
遺族や避難者の思い，液状化対策の現状などを伝
えたほか，成田空港の格安航空会社専用第 3ター
ミナルのオープンに伴う動きを多角的に紹介し
た。県内 6つのFM局が連携して行ったラジオ共
同キャンペーンでは，震災時にも見直されたラジ
オの力とその魅力を広く発信した。
〔宇都宮局〕　
　 9月の関東・東北豪雨では，災害の状況を全国・
首都圏・県域に伝えるとともに，給水場所や災害
ごみ受け付けなどの生活情報を県域FMやホーム
ページ，データ放送で伝えた。県域テレビ番組で
毎月，防災コーナーを放送したほか，戦後70年の
節目として，栃木県内で戦争被害を伝える活動を
毎月取り上げ，12月に番組『戦後70年　栃木　語
り継ぐ戦争』を放送した。
〔さいたま局〕
　熊谷市の 6人連続殺人事件，朝霞市の女子中学
生 2年ぶり保護の事件，埼玉出身の梶田隆章さん
のノーベル物理学賞受賞など，県内の大きな出来
事をきめ細かく報道した。また，個別の地域の魅力
を県域FMで集中的に紹介するコーナーを新設し，
第一弾として 9月に「川口ウィーク」を放送した。

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／関東地域のみ／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。火曜から木
曜は， 2局ずつ関東各局と結んで地域の旬の話題
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を伝えた。東京からは番組後半，生活情報を中心
とした，関心の高い情報を掘り下げる特集コーナ
ー「＠ほっと」や関東各地の魅力ある場所を訪ね
る「てくてく散歩」などを放送，好評を得た。ま
た，木曜を中心に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。金曜は全て東京から放送。旬の魚・
野菜・花の情報を伝える「いま旬☆市場」，視聴
者が投稿する俳句を紹介する「ひるまえ俳句茶
房」，新たに見つかったNHKの昔の番組の魅力を
ゲストのトークとともに伝える「発掘！お宝番
組」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。11月には，「パラリンピ
ックめざして」と題して，パラリンピック競技の
魅力と選手の「凄

すご

み」に迫る 5日間のシリーズ企
画を放送，好評を得た。／キャスター：山本哲也
アナ／首都圏放送センター
『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日の重要な
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。
　関東各地で頻発した局地的豪雨については刻々
と変化する各地の雨・風の状況を記者やアナウン
サーの中継など機動力を生かして同時進行で伝え
た。「関東・東北豪雨」では，特別警報の前日か
ら関東にかかることが予想された線状降水帯への
警戒を呼びかけたり河川情報をきめ細かく伝えた
りするなどして防災・減災報道に努めた。
　 4月の統一地方選挙では各地の選挙戦をその地
域の課題を含めてリポートで伝えた。
　東日本大震災から 5年に際しては震災の教訓な
どをテーマにシリーズで 8本企画を放送。 3月11
日当日は市民から震災の写真や映像を集めている
茨城県庁をオープンスタジオに「忘れない・あの
日…そしてあなたのこと」と題して放送，首都直
下地震への備えを交え多角的に伝えた。
　「女と男　働き方あすへ」「2020パラリンピッ
クへの道」は継続，それに加え「安保法制と向き
合う」「戦後70年　戦争を語り、継ぐ」「日航機墜
落事故30年」「観光新興国ニッポン」「介護破綻」
など今の時代を掘り下げるシリーズを展開した。
　このほか， 4月から首都圏のその日の関心事を
機動的に取材する独自のチーム「Tokyo遊軍」を
発足。高齢者の熱中症，川崎簡易宿泊所火災，プ
レミアム商品券の課題など多彩な内容を伝えた。

「ストップ詐欺被害！私はだまされない」は15年
度も継続し，ほぼ毎日放送，首都圏各地の自治体
の課題や事件事故の背景を記者の視点で解説する
「首都圏取材ファイル」を週 1 回放送してい
る。／キャスター：橋本奈穂子・山田大樹アナ／
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／放送開始
から32年目を迎える『特報首都圏』。これまで地
域の問題・関心に即座に答える「速報性」と視聴
者が求める「テーマ性」を軸に，情報を深掘りし
て伝えてきた。保育・介護現場に広がる深刻な人
手不足や，外国人研修生の不法就労の実態から，
人気漫画家の初恋の物語まで，多彩なテーマも番
組の魅力となっている。30～40代の働き盛り世代
の視聴者にとって「いま知りたい」テーマを「共
に考える」ことができる情報番組を目指した。／
キャスター／寺澤敏行アナ／首都圏放送センター
『金曜eye』　G

（主に最終）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／全国のお
よそ 4割の人口が集まる関東甲信越の視聴者に，
週末の夜73分というワイドな枠で，「地域に密着
したテーマ」を「見やすい演出」で伝えた。「特
殊詐欺」「地方創生」などの社会問題に向き合う
番組から，『小さな旅』スペシャルなどの紀行番
組，ヒューマンドキュメンタリーや，NHKアー
カイブスの魅力を伝える番組まで，バラエティー
豊かなラインナップで地域サービスの向上に貢献
した。（年 8本）／首都圏放送センター，（ 3本は
Gメディアへの制作委託）
『キッチンが走る！』　G

（関東甲信越）　金　20:00～20:43
（関東甲信越）再土　10:05～10:48
（全国）　　　再火　15:15～15:58

　第 1回10.10.1／キッチンを備えた車に気鋭の料
理人と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。15年度は，静岡・焼津や
栃木・フルーツ街道，新潟・佐渡，徳島・祖谷，
山口・萩などを旅した。／出演：杉浦太陽ほか／
語り：高橋克実，八嶋智人／コンテンツ開発セン
ター，NEP，NEXTEP
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『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
コンパクトにまとめるとともに，あすの気象情報
のポイントを分かりやすく伝える番組を目指し
た。／キャスター：松村正代・桑子真帆アナ／首
都圏放送センター
〔長野局〕
『ひるとく』　G

月～金　11:40～12:00
　暮らし・文化・スポーツなど，身近な情報を発
信。15年度は，夕方のニュース番組と連動して，
サッカーJ1に昇格した「松本山雅」を中心に，信
州のプロスポーツの魅力・活躍を伝えるコーナー
を新設。キャスターが選手の素顔に迫る企画が好
評を得た。
『イブニング信州』　G

月～金　18:10～18:59
　県内のさまざまなニュースや話題を伝える夕方
の地域情報番組。15年度は，御嶽山の噴火や土石
流，地震から 1年の節目に，遺族や被災者の思い，
地元の復興の現状・課題などを分厚く伝えた。ま
た，16年 1 月，軽井沢町で起きたスキーツアーバ
スの事故では，車の走行状況などに関する独自ニ
ュースを数多く伝え，NHKへの声価を高めた。
また，サッカーJ1昇格を果たした「松本山雅」な
どの信州のスポーツニュース， 4月の統一地方選
挙をはじめとした選挙報道，同じ 4月の善光寺の
御開帳など，地域の関心の高いニュースを丁寧に
伝えた。
『知るしん。信州を知るテレビ』　G

金　19:30～19:55
　信州のいまにこだわる25分番組。15年度は，御
嶽山の噴火 1年や，長野県から全国最多の 3万人
が送り込まれた満蒙開拓団など，深い取材が求め
られるテーマを取り上げたほか，信州の自然の魅
力や郷土出身の力士の活躍など，さまざまな分野
の番組を制作した。特に，大相撲の御嶽海が十両
優勝した名古屋場所を取材し， 7月31日に放送し
た番組は，多くの視聴者の支持を得た。
『信州845』　G

月～金　20:45～21:00
　信州のきょう 1日が分かる地域最終ニュース番
組。

『ゆる～り信州』　R1
月～金　16:55～18:00

　災害時のラジオの役割が見直される中，くつろ
いだ雰囲気の中で，信州の旬の話題や防災・減災
に役立つ情報を伝えるため， 4月に新設。リスナ
ーからのメッセージ・リクエストが延べ2,000通
を超え，地域情報番組としての地位を確立しつつ
ある。
『ニュース』　R1

月～金　19:45～20:00
　長野県のきょう 1日をコンパクトに伝えるロー
カルの最終ニュース。
〔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，英会話，体操コーナーなど，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。年間を通じた防災企画や上越，中越，下
越，佐渡と県内各地から地域の魅力を伝える「中
継キャラバン」を放送した。
『金よう夜きらっと新潟』　G

金　19:30～19:55
再火　11:05～11:30

　地域の医師不足や高齢者移住などの課題を取り
上げた報道番組，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・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。
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『にいがた　ゆうどきラジオ』　新　R1
（最終）金　16:55～17:58

　新潟にゆかりのあるゲストをスタジオに招き，
各地の情報を電話インタビューするコーナーや専
門家に聞く「おしえて！防災せんせい」など，最
新の音楽とともに，生活に役立つ知識や新潟の旬
の情報を放送した。
〔甲府局〕
『かいなび』　G

月～金　11:45～12:00
　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
　“視聴者に，にじり寄る”をコンセプトに視聴
者注目のニュースを分かりやすく伝えるニュース
情報番組。特集では人口減少や戦後70年関連，災
害関連報道を分厚く伝えたほか，富士山世界遺産
2年，ワイン王国をテーマにキャラバン放送も 2
回実施した。
『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
　山梨で活躍し，光り輝く人々を 2話構成で伝え
る「リレードキュメント」をスタート。農業への
夢，マジックに人生をかける若者，新たな介護へ
の挑戦，とび職日本一への挑戦など，さまざまな
人生に迫った。また，戦後70年，ノーベル賞の大
村智さんに迫る特番も制作した。合計12本制作。
『ニュース・天気予報・おしらせ』　R1

月～金　18:50～19:00
　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。
『かいラジ』　新　R1

（最終）金　17:00～17:55
　サブタイトル「今すぐやるじゃん！山梨の防
災」として，山梨の災害の歴史から備えを考える
番組を 4月に新設し，年間10本放送した。
〔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からジャ
ズライブの生中継を行った。また，年度前半は，『連
続テレビ小説』「まれ」が横浜を舞台とする期間
にあわせて，「リアルまれちゃんを探せ！」など
の関連コーナーを放送した。
〔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・紹介した。また，10月
には中継「秋のキャラバン」（沼田市，川場村）
を実施した。
『群響アワー』　FM

5.28，12. 3／14:00～16:00
　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

 7.16，  8.25，10. 1／17:20～18:50
　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〕
『いばっチャオ！』　新　G

月～金　11:40～12:00
　第 1回15.3.30／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「パパっちゃ
お！ママっちゃお！」では，子育て中のお父さん
お母さんにとって役立つ情報を紹介した。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。
『茨城ニュース　いば6』　新　G

月～金　18:10～19:00
　第 1回15.3.30／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「月に 1度はいばらナイト」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。
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〔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
力を伝える番組。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」は毎日放
送。公開生放送を行うキャラバンは 3回（ 6月船
橋市／10月千葉市／ 2月浦安市）実施。秋の千葉
大学大学祭でのキャラバンでは，同大学を卒業し
た作家・海堂尊さんをゲストに招き，大学生の注
目を集めた。県内 6つのFM局が連携して行った
ラジオ共同キャンペーンでは民放FM局のパーソ
ナリティーが出演するなどの関連企画が好評を得
た。
『チバ☆スタ』　FM

5.30，10.10， 1.24／金　11:00～11:50
　千葉にゆかりのあるゲストを招き，千葉の魅力
や話題を紹介する公開収録番組。 5月と10月は千
葉局ロビーで実施。 1月は県内 6つのFM局が連
携して行ったラジオ共同キャンペーンのオープニ
ングイベントとして，船橋市の商業施設の公開ス
ペースで実施。富津市出身のミュージシャンのカ
ジヒデキさんほか，若手女性シンガーソングライ
ターをゲストに招き，多くの観覧者を集めた。
〔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
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
直結する情報を，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。このほか，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／週末のお出かけ情報や地元食材
を生かした料理，健康づくりや防災の心得など，
暮らしに役立つ多彩な情報を伝える地域情報番
組。15年度からは地域の人たちのスタジオ出演に
よる地元のイベントを紹介する新コーナーを立ち
上げ，県内全25市町が参加した。視聴者にきめ細
かいローカル情報を伝えるとともに，自治体や地
域団体との関係を強化した。

〔さいたま局〕
『日刊！さいたま～ず』　FM

月～木　18:00～18:50
　埼玉にゆかりのあるゲストを迎え，暮らしの知
恵やイベント情報などを伝えるとともに，特定の
地域の話題を掘り下げるスペシャル週間を年 3回
行った。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」
も毎月 1回伝えた。
『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
〔首都圏放送センター〕
『八王子発ドラマ「東京ウエストサイド物語」』　
BSP 12. 2／22:00～22:59

　ＮＨＫが各地域で取り組んできた「地域発ドラ
マ」を、初めて東京を舞台に制作した。全編を東
京・八王子市で撮影し、実際に開催された「八王
子まつり」をクライマックスに取り込んだ。主人
公は就職活動に悩む大学生。その母親が突然、地
元の「八王子芸者」を目指すストーリー。エキスト
ラやポスターの作成にも地元の人たちの力を借り，
地元に密着したドラマ作りを行った。
〔長野局〕
『激闘　秋場所　～御嶽海　15日間の記録～』　
G 10. 2／20:00～20:35
　初土俵から 2場所目で十両昇進を果たし，信州
出身者として43年ぶりの関取となった御嶽海を特
集。新入幕をかけて挑んだ 9月の秋場所に密着し，
けがと戦いながら，自分の相撲を貫き通した15日
間を克明に描いた。
『撮るしん。スペシャル　2015』　G

12. 4／19:30～20:43
　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。」。 1年間に寄
せられた写真6,000点の中から，視聴者の投票で
12点を選び，新年のカレンダーを制作する双方向
の番組。
『ひるとく　年末スペシャル2015「スゴいぞ！
信州」』　G

12.25／19:30～20:40
　昼前の情報番組『ひるとく』をより多くの視聴
者に知ってもらおうと企画された公開生番組。信
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州で知名度の高い俳優をゲストに，県内のアーテ
ィストの生演奏や諏訪地方の御柱祭に欠かせない
「木遣り」の紹介などを通じて，ふるさと信州・
番組の魅力を伝えた。
〔新潟局〕
『戦後70年　新潟ニュース特別版　真珠湾に輝
く慰霊の長岡花火』　G

8.14／17:25～19:00
　戦後70年という節目の年に，長岡空襲の慰霊の
ために行われてきた長岡花火をハワイ真珠湾で打
ち上げる取り組みについて，準備から実施まで密
着取材。長岡空襲と真珠湾攻撃の犠牲者を慰霊し，
平和を願う日米の関係者の思いを，打ち上げ前日
の現地から生中継で伝えた。
『金よう夜きらっと新潟』　G
　「開拓者たちの戦後70年」

7.24／19:30～19:55
　戦後，食糧増産と失業対策を掲げ進められた開
拓事業だが，厳しい環境のもとで多くの集落が姿
を消した。そうした時代の流れの中で，10代で豊
かな土地を夢見て入植した人や，満州から引き揚
げ二度目の開拓に再起をかけた人たちが，開拓地
での生活を築き上げてきた妙高市のある集落の70
年の歩みを見つめた。
　「徹底討論　コメ王国の未来」 

10.30／19:30～20:43
　TPP大筋合意や生産調整の見直しなどコメを
取り巻く環境が激変する中，新品種のブランド化
や外食需要，拡大する飼料用米など現場の最前線
リポートを伝えた。また，県知事や生産者，専門
家が生出演し，データ放送やメール・ファックス
で視聴者からの意見を交えた討論番組を放送し
た。
〔甲府局〕
『まるごと山梨』　G 18:10～19:00
　「世界文化遺産登録 2年“富士山スペシャル”」

6.22
　「出張ワインスペシャル」 10.30
　「年末スペシャル」 12.24，25，28
『NHK歳末・海外たすけあい「ハートほっとラ
イブ」with熱中ぶんか部』　G・R1

R1　12.12／14:05～16:00
12.15～18／『まるごと山梨』枠内

〔横浜局〕
『ヨコハマから届けよう、ジャズの元気2015』　
FM

 5.30／14:00～18:00
　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横浜放送
局 1 Fアトリウムに集合し，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，再編集し年末特集として全国放送に
展開した。
『NHK横浜スペシャルジャズライブ』　FM

10.10／14:00～18:00
　ジャズの街・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。
〔水戸局〕
『茨城スペシャル』
　「納豆王国の逆襲　～美食の国へ “ねばー” ギ
ブアップ～」　G

 4. 3／20:00～20:43
　茨城のソウルフード「納豆」を世界に売り込む
ため，新開発の「糸引きの少ない納豆」を武器に
輸出を見すえた大作戦がスタートした。その取り
組みを伝えた。
　「冬のおくりもの　野口雨情　没後70年～時
代を越えて愛される詩（うた）たち～」　G

12.19／16:50～17:33
　 9 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」。今回は，朗読や音楽
で地元茨城県出身の童謡詩人「野口雨情」の足跡
をたどった。
　「小澤征爾指揮　第95回水戸室内管弦楽団定
期演奏会」　G2

 3.25／19:00～21:05
　グラミー賞を受賞した「世界のオザワ」が水戸
でベートーベンの交響曲第 5番を指揮。水戸芸術
館から生中継。モーツァルト　シベリウスほか／
指揮：小澤征爾
〔千葉局〕
『千葉県少年少女オーケストラ　第19回定期演
奏会』　FM

4.19／19:20～20:50
　千葉県少年少女オーケストラが指揮者チョン・
ミンさん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

7.12／14:00～15:40
　千葉県にゆかりのある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。
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『NEXT RADIO LIVE』　FM
3.13／14:00～16:00

　県内 6つのFM局が連携して行ったラジオ共同
キャンペーンの関連イベント（3.5，浦安市）を
収録して放送。船橋市出身のシンガーソングライ
ター・奥華子さんなど千葉にゆかりのあるアーテ
ィストや民放FM局の番組パーソナリティーが出
演し，音楽とトークを通じてラジオの魅力を発信
した。
〔宇都宮局〕
『銀輪駆ける夏～全日本自転車競技選手権　那須～』　
G

 7. 3／20:00～20:45
　 6 月，「全日本自転車競技選手権ロードレース」
が，那須で開催された。栃木県の地域密着型プロ
チーム「宇都宮ブリッツェン」，「那須ブラーゼ
ン」に密着し，日本最高峰レースの激闘を紹介。
また，地域の人々が大会を盛り上げる取り組みも
紹介し，ゲストのスポーツ評論家・二宮清純さん
とともに自転車に懸ける栃木県の挑戦を通して地
域スポーツ振興の可能性を伝えた。
『みんなのうたコンサート～復興へ元気な歌声を～』　
FM

11.21／13:00～14:00
　 9 月の関東・東北豪雨からの復興を応援するた
め栃木市都賀文化会館で催された「みんなのコン
サート」の様子を中継した。ダ・カーポ，テツ
andトモなどのゲストが誰もが聴き馴染みのある
名曲を歌い，当時の時代背景や楽曲についてのエ
ピソードなどを披露した。地元の栃木県立栃木女
子高等学校コーラス部にも出演してもらい，地域
に密着したイベントの様子を伝えた。
『戦後70年　栃木　語り継ぐ戦争』　G

12. 4／20:00～20:43
　戦後70年を迎えた2015年。栃木県内の戦争の記
憶を掘り起こし，戦争体験者の貴重な証言や，戦
争の事実を次の世代に語り継いでいく活動を紹介
した。船村徹さんや渡辺貞夫さんなど各分野で活
躍する県出身者へのインタビューでは，活動の原
点となった体験や二度と戦争を起さないという強
い思いが語られた。
『とちぎの自然　～里山の恵みとともに～』　G

 2.12／20:00～20:25
　豊かな自然に恵まれた栃木県。茂木町に残る棚
田での田植えから収穫までの営み。那珂川の清流
に涼を求めて集う人たち。日光の山あいでは猟の
恵みを山の神に感謝する人々。自然とともにある
里山の暮らしは伝統を生み出し，後世に受け継が

れる。栃木県各地の四季の移り変わりと，自然と
人の営みが紡ぎ出す里山の物語を描いた。
〔さいたま局〕
『“週刊☆サッカー王国スペシャル” 第 9回埼玉
県第4種サッカーリーグ戦　決勝』　FM

12.20／12:15～14:20
　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  8.24／ 7:25～ 9:20

中学校  8.27／ 7:25～ 9:55
高等学校  8.26／ 7:25～10:00

長野県　　E 8.29／ 9:30～11:40，12:00～14:00
新潟県　　E  9. 5／11:00～11:32，12:00～13:08，

13:30～14:24
山梨県　　FM 8.24／17:20～18:00

8.25／17:20～18:50
8.26～28／18:00～18:50

神奈川県　FM 8.24／14:00～16:15
8.25／14:00～16:23
8.26／14:00～16:18
8.27／14:00～17:01

群馬県　　FM　小学校 8.31／17:20～18:50
中学校・高等学校 

9. 1／17:20～18:50
茨城県　　FM　小学校・高等学校

 8.27／ 7:25～ 8:55
中学校  8.28／ 7:25～ 8:45

千葉県　　FM　小学校の部　予選
 8.24，26～28，31／10:00～11:00
中学校の部　予選 

 8.24～28／18:00～18:50
　　　　　FM　本選（小・中・高等学校）

 8.30／12:15～18:00
栃木県　　G  8.11～13／18:40～18:52
　　　　　G  8.28／11:30～12:00
　　　　　FM  8.24～27／18:00～18:50
埼玉県　　FM　小学校の部

8.24／13:00～15:55
中学校の部予選 

 8.25／13:00～15:55
中学校の部本選・高等学校の部 

 8.26／13:00～15:55
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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・E・R1・FM／7.26
　　　　　　東東京大会・決勝 E・FM／7.27
　長野県　　準決勝 G・E・R1／ 7.25
　　　　　　決勝 E・R1（一部FM）7.26
　新潟県　　準決勝 G・R1／ 7.25
　　　　　　決勝 G・R1／ 7.26
　山梨県　　準決勝 G・E・R1／ 7.26
　　　　　　決勝 E・FM／ 7.27
　神奈川県　 準決勝 FM／ 7.27

11:00～11:50，12:20～16:40
　　　　　　決勝 FM　 7.28／12:55～16:00
　群馬県　　 準決勝 FM／ 7.25
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.26
　茨城県　　 準決勝 G・FM／ 7.22
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.24
　千葉県　　準決勝 FM／ 7.24
　　　　　　決勝 FM／ 7.26
　栃木県　　準決勝 FM／ 7.25
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.26
　埼玉県　　準決勝 FM／ 7.26
　　　　　　決勝 G・FM／ 7.28
秋季高校野球・県大会
　長野県　　 3位決定戦・決勝 R1／ 9.27
　新潟県　　準決勝 R1／ 9.22
　　　　　　 3位決定戦・決勝 R1／ 9.23
　山梨県　　準決勝 R1／10. 3
　茨城県　　準決勝 FM／10. 3
　　　　　　決勝 FM／10. 4
秋季高校野球・関東地区大会
　　　　　　準決勝　  前橋・水戸・千葉局
 FM／11. 4
　　　　　　決勝　水戸・千葉局 FM／11. 5
秋季高校野球・北信越地区大会
　　　　　　準決勝　長野・福井・富山局
 R1／10.17
〔サッカー〕
サッカーJ1リーグ
松本×仙台　　　長野局 G／ 4.25
新潟×仙台　　　新潟局 G／ 5.16
松本×鳥栖　　　長野局 G／10.24
名古屋×新潟　　新潟・名古屋局 G／10.24
神戸×松本　　　長野・神戸局 G／11. 7
鹿島×横浜F　　 水戸局 G／11. 7

鹿島×鳥栖　　　水戸局 G／ 3. 5
サッカーJ2リーグ

水戸×大阪　　　水戸局 G／ 6.14
水戸×群馬　　　水戸・前橋局 G／11. 1
熊本×松本　　　長野・熊本局 G／ 2.28

サッカーJ3リーグ
福島×長野　　　長野・福島局 G／ 4.29

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／ 8.23
新潟県　決勝　　　　　新潟局 G／ 8.23
山梨県　決勝　　　　　甲府局 G／ 8. 2
茨城県　決勝　　　　　水戸局 G／ 8.23

埼玉県第 4種サッカーリーグ選手権
　　　　　　決勝　　　さいたま局 FM／12.20
〔バスケットボール〕
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 E／ 6. 7
〔プロ野球〕
　「横浜DeNA」対「阪神」 横浜局　FM／ 4.21
　「横浜DeNA」対「西武」 横浜局　FM／ 6. 6
　「横浜DeNA」対「広島」 横浜局　FM／ 6.20
　　※総合テレビと同時中継（ゲスト：清水富美加）
　「横浜DeNA」対「広島」 横浜局　FM／ 9.28
　「ロッテ」対「西武」 千葉局　FM／ 4.28

Ⅱ．技　術
〔長野局〕
　安定した放送電波を確保するため，中条TV中
継局の放送機の 2台化を実施，これにより県内の
2台化が完了した。老朽した設備の更新について
は，基幹局である美ヶ原のFM放送機と空中線
（昭和37建設当時総合TV用）の更新整備を行っ
た。また，交換時期を迎えた美ヶ原TVのUPS用
蓄電池，白馬TV，木曽福島TV，戸倉上山田TV，
佐久TVの自家発始動用蓄電池，岡谷川岸TV，麻
績TVのBF用蓄電池を更新し信頼性の向上を図っ
た。MNバンドへの周波数移行に伴うR－STLの
装置更新で富竹R，島立R，上田R，小諸Rの更新
を実施した。16年 1 月に発生した雨氷の被害で美
ヶ原放送所は54時間の停電が発生した。予備発電
機の障害に備え急きょ仮設の発電機を放送所に設
置し万全を期した。アナログテレビ中継所20局の
設備撤去を行い地デジ移行が完全に終了した。
　光化大規模改修工事は，幹線ケーブル埋設ルー
トの変更で平成27年度への繰り越しとなった一の
瀬共同受信施設のFTTH化を実施した。また，次
年度以降の光化大規模改修対象施設の組合との工
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事時期等の調整を行った。
　緊急災害時の設備強化では，木曽福島VHF連
絡用無線設備のデジタル化，基地局化整備を行い，
木曽地域における安定した連絡系統の強化を図
り，交信エリアの拡大を実現した。報道LANの
高速化更新整備を行い，報道情報端末の安定運用
と高速化を図るなど災害時の迅速な情報送出を可
能とした。Live-Uの送信機を追加整備し，緊急
報道時のIP伝送体制を拡充した。
　運行制作設備の維持・整備では，同期信号分配
盤の更新やNAPSの整備，気象作画装置，電子文
字発生装置の更新を行い，安定運用の確保とサー
ビスの向上を行った。ファイルベース（FB）シ
ステム第Ⅰ期工事で素材交換盤や編集機 2式を先
行してFB化した他，CSKやニュースカーなどの
車両へのFB録再機の搭載や一体型カメラの一部
先行配備などFB化への移行を進めた。緊急初動
卓ガイドPCの更新を行い，迅速な情報スーパー
の体制を強化した。会館非常用発電設備の始動用
バッテリーを更新し，安定した電源を確保した。
地震災害などに備え24時間鮮明な画像を撮影でき
るよう長野駅前カメラの高感度化を図った。
〔新潟局〕
　減災・防災に向けた情報配信の取り組みとして，
新潟県全市町村が参加したLアラートのデータ放
送訓練に新潟局も参加した。 9月の台風18号では
特設ニュースやL字情報に加え，Lアラートと連
動したホームページやデータ放送で情報を伝え
た。また，新潟県の協力のもと，県が設置してい
る「新潟焼山」カメラの映像分配を実現し，加え
てNHK独自に監視カメラも設置してリアルタイ
ムで監視する態勢を確立した。
　 6月第一週の『お昼はじょんのび』，『新潟ニュ
ース610』の放送でテレビとネットとを融合した
番組連動型双方向コンテンツを制作した。また，
『きらっと新潟』では，「J1開幕直前！新生アル
ビ　躍進なるか」と題して応援メール，ツイッタ
ーを募集し，さらに「高齢者がやって来る」，「徹
底討論　コメ王国の未来」の生放送では，データ
放送機能を使って視聴者の接触率の向上と演出を
広く展開させた。
　放送ネットワークの改善として，新潟放送会館
と赤塚ラジオ放送所のSTL更新工事に伴い，延べ
9日間にわたるラジオ第一放送の休止に関して，
企画編成・アナウンスに協力を仰ぎ，スポットの
制作と徹底した視聴者への周知活動で理解を促進
した。また，中継局の運用改善として，高柳・新
発田赤谷・津南中津・土樽中継局の放送機を 2台

化し，放送の安定確保を図った。受信環境の整備
では，NHK共同受信施設をもつ松口テレビ，十
日町市鉢・中手テレビ，松之山テレビをはじめ 7
施設に対して改修工事を行い，このうち 2施設に
関しては受信点の変更を実施するなど，安定受信
および保守・維持の向上に取り組んだ。
　新潟県内においても14年度末で「新たな難視対
策」の終了に伴い，15年度で新潟地上デジタル放
送推進協議会が解散した。
　CS活動として，小千谷市，燕市などの小学 5
年生を対象に放送局の仕事の理解を深めるNHK
出前授業を実施した。 9校19クラス，473人の参
加があった。また，W杯アルペンスキー湯沢苗場
大会関連イベントでのBS受信公開や新潟県協同
組合祭りなどイベントとの関連に加え，『NHKの
ど自慢』をはじめとする県内の公開番組で受信相
談，フォトサービスを実施し，地域貢献へ取り組
んだ。
〔甲府局〕
　山梨県民の「安心と安全」を守り，いかなる場
合でも放送というプログラムを各家庭に確実に届
けるために，放送所の送信設備の二重化とした機
能強化を行った。また，県東部へのネットワーク
確保についてもIPを活用したバックアップ対策へ
の検証実験を実施し，電波確保に向けた取り組み
を継続して行っている。緊急報道に欠かせない中
継車（通称：CSK）を更新し，衛星に向け電波を
発射するパラボラアンテナの展開が速くなり迅速
な緊急報道へと結びついた。
　会館屋上と三ッ峠山頂にある基地局に設置して
あるロボットカメラを更新，高感度なカメラとな
り夜間でもきれいな映像を全国のみなさまに提供
できる環境が整った。また，『ダーウィンが来
た！』という自然番組では，国

こく

蝶
ちょう

オオムラサキを
取り上げ，コマ撮り撮影および定点観測カメラな
どを駆使し多角的に映像表現した。さらに『さわ
やか自然百景』では乙女高原を紹介し，さまざま
な花が咲き乱れる高原と数々の昆虫の営みを撮影
し，山梨の自然の豊かさと魅力を全国の視聴者の
みなさまに向けて発信した。
　新技術開発への取り組みとして，14年と同様に
「高速トラッキング撮影システム」を継続して研
究・開発した。通常の撮影手法では描ききれない
世界を撮影するもので，被写体となるターゲット
を認識し，そのターゲットを常に捉え続けるとい
うシステムである。先に記載した『さわやか自然
百景』では，マルハナバチという小さな蜂をター
ゲットとして認識させ，小さな羽根をはばたかせ
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飛ぶ様子の撮影に成功した。14年よりも被写体を
認識する精度をあげ，さまざまなスポーツで活用
できるように改善し，2020年の「東京オリンピッ
ク」では運用可能となるよう，更なる研究と開発
を今後も推進する。
〔横浜局〕
　ニュース・緊急報道では， 4月「湯河原放火殺
人」， 5月～ 7月「箱根火山活動」， 5月「川崎簡
易宿泊所火災」「二宮町震度 5強」， 6月「東海道
新幹線火災」，「相模湖母子死体遺棄」， 8月「京
浜東北線路火災停電」「相模原米軍基地火災」， 9
月「南米チリ沖津波」，10月「都筑区マンション
傾き」， 2月「川崎老人ホーム転落事故」などの
事件・事故に対し，迅速・的確に対応。選挙では
4月の「統一地方選」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2015』（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」，『連続テレビ小説』「まれ」に
連動し「横浜局感謝祭公開収録」などをローカル
放送した。
　テレビでは『今夜も生でさだまさし～氷川丸』
『小さな旅～野毛』『ひるブラ～總持寺』『新日本
風土記～横須賀』などを制作し，神奈川の文化・
情報を全国に向け発信した。
　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「女子W杯サッカー・カ
ナダ大会」をイオンシネマ港北ニュータウンで，
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ビスの認知度向上
に努めた。
　東京で開催された「番組技術展」においては，
横浜局から「22.2ch音場生成マルチプロセッサ
ー」「火山ガス可視化カメラ」を出展し地域放送
局の開発を全国に発信した。
　中継放送所の整備では，南足柄市にある南足柄
放送所の非常用電源設備を台風や大雪で発生した
長時間停電の経験を反映して蓄電池から自家発電
装置に変更した。長時間停電の際には 8日間以上
の電波発射が可能となった。その他，相模湖中継
所など計 6放送所の非常用蓄電池の更新工事を行
い安定した電波確保を図った。
　老朽したNHK共同受信施設を地元施設組合と
協力して光ケーブルを使った施設へ改修する工事
を実施し 5施設完了した。

〔前橋局〕
　 8月，日航機墜落事故から30年の節目の年，前
橋局は，本部からCS中継機材を借用して墜落現
場や慰霊の園から生中継を実施し，安全への祈り
を全国へ発信した。15年度は，自然災害や事件事
故など緊急報道対応を数多く実施した。 6月には
伊勢崎市で突風被害が発生。また，浅間山のごく
小規模の噴火が発生し，噴火警戒レベルが 2に引
き上げられた。 9月には台風18号から変わった低
気圧の影響で記録的な大雨が続き，栃木・茨城で
は甚大な被害が発生した。前橋局では，宇都宮局
へ中継クルーを送り支援を行った。選挙報道対応
では， 4月統一地方選挙， 7月県知事選挙， 2月
前橋市長選挙の開票速報を迅速・正確に伝えた。
設備整備では，VTRからノンリニアへの移行整
備において編集機およびサーバーシステムを設置
し16年度運用開始に向けて準備を進めた。
　NHK共同受信施設の光化改修は，県内 8施設
で実施し，安定で良質な受信環境整備に努めた。
　CS活動では，『大河ドラマ』ゆかりの地として
「花燃ゆ」と「真田丸」のPR・BS普及促進のた
めのパブリックビューイングを県内 2か所で実施
した。
〔水戸局〕
　番組では， 4月に統一地方選挙での開票速報，
3月に小澤征爾指揮の「MCO（水戸室内管弦楽
団）コンサート」などを水戸芸術館から生放送し
た。また，公開番組・地域イベントと連動した
CS向上活動や，自治体訪問などを通し周知・広
報活動に取り組み，県域放送受信率の向上に尽力
した。
　「関東・東北豪雨」の際には，TV・FMで特
設ニュースやライフライン情報を放送するととも
に，避難所へアンテナ及びテレビの設置を行い，
「安全・安心」を届ける公共放送の使命を果たし
た。
　設備では，「茨城空港」ロボットカメラの自局
機材によるHV化，FPU基地局送り回線の整備
（水戸会館～筑波）を実施。県内全てのロボット
カメラと伝送系統がHV環境となった。季節天カ
メを，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，報道系LANの 2 系統化，竜神平・
八郷南中継局の放送機 2台化，北茨城中継局には
自家発電装置を設置し，機能強化を図った。日立
市におけるフェージング発生時の混信対策で，日
立北中継局を開局，併せて一部の世帯に対してチ
ャンネルプリセット，アンテナ工事など受信対策
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も実施した。十王中継局では，「14型テレビ放送
機」を全国に先駆け初導入。NHK共同受信施設
の光化改修に関しては， 1施設（野沢）を完了し
た。
〔千葉局〕
　千葉市突風被害（ 9月），佐倉市教会人質立て
こもり事件（ 2月），印旛郡栄町グライダー墜落
（ 3月）などの緊急報道では衛星伝送車の他，IP
伝送機器も活用し迅速・的確に対応。北朝鮮ミサ
イル関連報道ではPAC3監視用のロボットカメラ
を習志野駐屯地近くに緊急展開した。
　千葉市のイオンシネマ幕張新都心で紅白SHV
ライブパブリックビューイングおよび， 8 Kコン
テンツ上映を開催し，350インチスクリーンの大
画面と，22.2chの迫力ある音響で来場者の方に
SHVの魅力の周知につとめた。
　テープレス化に向けたファイルベースシステム
の工事を推進するとともに，千葉会館カメラ，幕
張カメラの更新整備を行った。
　DTV中継局の信頼性向上のため勝浦総野局の
送信設備を 2台化。非常災害時の機能強化整備と
して上総湊局と市原加茂局の非常用電源装置を
BF設備から自家発電装置に変更。下総光局では
自家発更新に伴い燃料小出槽を増量化。下総光局
の航空障害灯LED化更新により省エネ化を図っ
た。
　NHK共同受信施設については，85施設のうち，
6施設の光化更新を実施した。
　水戸TV基幹局からの季節的フェージングの影
響を受けるいすみ地区DD混信について，総務省，
民放，技術局と連携し，混信対策計画を策定した。
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11年継続を達成した。
〔宇都宮局〕
　『ときめきとちぎ』や『とちぎ640』といった
定時番組のほか， 4月12日の統一地方選挙開票速
報や 7月 3日の『銀輪駆ける夏』などの県域放送
の制作に技術部として取り組んだ。また，日光か
らの『今夜も生でさだまさし』や『ひるブラ』，
鬼怒川温泉からのラジオ『ゆく年くる年』など，
関東・東北豪雨の被災地から元気を全国にお届け
した。県域放送年末ハイライトでは，宇都宮ロー
カル初の試みとして簡易双方向システムを用いた
「双方向クイズ」を実施した。（参加ユニークユ
ーザー713端末）。
　 9月10日未明に大雨特別警報が発令された関
東・東北豪雨では，県内向けのローカル放送の他，
CSKやIPによる県内各地からの中継で全国に向

けて情報を発信した。また，Lアラート（栃木県
は15年 4 月運用開始）を活用するなど，データ放
送や災害情報ホームページで自治体からの情報を
迅速に伝えた。
　移動天気カメラでは，「宇都宮市八幡山の桜」「市
貝町の芝ざくら」「栃木市蔵の街」「那須町のつつ
じ」「日光市霧降高原のニッコウキスゲ」「日光市
竜頭の滝」と，県内各地の季節の景色を全国に発
信した。
　設備整備関連では，会館－羽黒山間のFM-STL
更新や柏倉固定局（下局12局約10万世帯）の自家
発整備等，放送網設備の更新・機能強化を実施し
た。11年から始まったアナログ中継局の撤去につ
いては，12月の塩原局の撤去で29局所の撤去が全
て終了した。NHK共同受信施設の光化では「大
沢」「神子内」の 2施設が完成した。また，会館内
の受配電装置，電灯分電盤，動力制御盤など電源
設備の大規模更新を実施した。
　技術開発に取り組み，防振リモートカメラヘッ
ド「DIYジンバル」を開発した。番組で活用する
とともに番組技術展に出展し，奨励賞を受賞した。
　小山高専生のインターンシップ受け入れや栃木
工業高校，今市工業高校への出前授業を実施し，
NHKへの理解促進を図った。
〔さいたま局〕
　機能強化関連で，大阪局と協力し，R1の報道
別館送出の初動対応訓練を実施するなど，大規模
災害を想定した具体的な準備を進めた。
　カメラ・編集・収録設備すべてがテープメディ
アからファイルベースメディアに移行すること
で，取材から放送まで業務が効率化し，緊急報道・
番組制作に効果的な対応ができるようになった。
　春日部市から『NHKのど自慢』，鴻巣市から
『夏期巡回ラジオ体操』，入間市から『ひるブラ』
などの全国放送を行い，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，統一地方選挙・埼玉県知
事選挙では政見放送や開票速報を正確・迅速に実
施した。
　総務省が主体となって進めている「Lアラート
（災害情報共有システム）」を開始し，県内の市
町村が発令した避難勧告，開設避難所などの「災
害情報」を，データ放送やさいたま局のホームペ
ージなどへ迅速に反映できるようになった。
　川口市のSKIPシティ・彩の国ビジュアルプラ
ザでサッカー女子W杯・カナダ大会の 8 Kスーパ
ーハイビジョン（330インチ）によるパブリック
ビューイングを実施した。
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　NHK共同受信施設の老朽化による大規模改修
工事では， 6施設の改修工事が完了した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

〔長野局〕
　16年の『大河ドラマ』「真田丸」の放送にあわ
せて全局体制の「真田丸プロジェクト」を組織し
て広報活動を展開した。いち早く「真田丸」のご
当地ホームページを立ち上げたほか，公式ポスタ
ーを関係自治体，県内の主要駅やサービスエリア，
観光地に多数掲示した。独自の広報資材も作成し，
長野局が企画実施した朗読劇やコンサート，歴史
セミナー，さらに地域で実施される真田氏関連の
祭りなどイベントでの配布を通じてPRを展開し
た。
　14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。
　局内見学は小学生の団体が88件，2,769人。一
般の団体は14件，333人だった。
〔新潟局〕
　湯沢町の苗場スキー場で41年ぶりに開催された
「アルペンスキーワールドカップ」のBS1中継に
あわせ，JR越後湯沢駅でライブビューイングと
番組体感ランドを実施した（2.11～14）。80イン
チモニターでのBS1競技生中継のほか，ハイブリ
ッドキャスト体感コーナーや国際放送PRブース，
フォトサービスやゲームコーナーなど，ワールド
カップ来場者やスキー客といった家族連れや外国
人観光客から注目を集め， 4日間で 1万7,000人
が集まった。
　緊急報道への理解促進を目的に，新潟空港で開
催された空の日イベントに初めて参加し，NHK
報道ヘリを展示した（9.13）。来場した航空ファ
ン 1万1,000人に向けて，NHK報道ヘリのオリジ
ナルポストカードを配付した。
　90ちゃん号が新潟県の各地を巡り（弥彦村，五
泉市，出雲崎町，十日町市）『旅ラジ！』を生放
送（10.19～22）。 4 日間で530人が集まった。番
組と連動して，集まった地域の皆さんに新潟局と
新潟局の番組をPRし，公共放送の理解促進に努
めた。
　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（10.17）

やキッズコーナーのリニューアルを実施したほ
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常設展示により，年間で 1
万6,850人が来館した。
　小千谷市，燕市などの県内 9つの小学校を訪問
し，小学 5年生473人を対象に，技術職員とハー
トプラザスタッフによる出前授業を 1月に実施し
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伝えた。
〔甲府局〕
　地域応援キャンペーン「やまなし応援団」スポ
ットを放送。また，「やまなし応援団」のハッピ
をつくり，各地で開催したイベントで着用し「BS
ガイド」を配付するなど，ステーションイメージ
アップとBS普及につとめた。『まるごと山梨』で
山梨県に関わるBS番組を事前紹介する「ハヤミ
ミ」コーナーを新設し『ラン×スマ』『チャリダ
ー』『川紀行』，『大河ドラマ』「武田信玄」（再放送）
などをPR。 4月Eテレ『俳句王国がゆく』公開収
録で高校放送部生徒を対象に舞台裏見学会開催。
5月BS『みんなDEどーもくん！』公開収録で会
場の視聴者にパラボラで衛星放送を受信する体験
会を実施。 9月『NHKのど自慢』予選会場で予
選のもようを収録した時差再生コーナーを設け，
出場者やその家族に喜ばれた。番組やイベントは
甲府局ホームページやデータ放送のデジタルツー
ルでも広報展開した。
〔横浜局〕
　県域テレビ放送がなく，インターネットラジオ
「らじる★らじる」でFM県域放送を配信してい
な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て，横浜局サイト内・神奈川
の地域情報ライブラリー「まるまるかながわ」で，
「横浜サウンド☆クルーズ」や「マドロスどーも
くんがゆく」などのコンテンツを全国に向けて発
信した。加えて，朝の『連続テレビ小説』「まれ」
と連動して，「まれロケ地紹介」や「あなたの好
きな“まれ”な場所大募集」などの地域情報を
「まれご当地サイト」として，もうひとつの舞台
である金沢局と連携して提供した。
〔前橋局〕
　15年の『大河ドラマ』「花燃ゆ」の主人公の夫
は，初代群馬県令を務めた楫取素彦。産業振興と
教育に注力し，現在の群馬県の基礎を築いたとさ
れる。また，16年の「真田丸」の主人公の兄は，
初代沼田城主（群馬県沼田市）を務めるなど，群
馬は真田家ゆかりの地である。いずれも群馬との
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関わりが強いため，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，電器店，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。
また，特設ホームページを開いたり，『ほっとぐ
んま640』で人物像や業績の紹介・ドラマPRなど
を行った。
〔水戸局〕
　水戸局 1階ギャラリーでは，特に幼年期，学童
期の子ども世代により親しんでもらえるよう，キ
ッズスペースや図書コーナー等，ギャラリー全体
を「なっとうどーもくん」を中心のデザインに変
更し，来館者に「なっとうどーもくん＝NHK水
戸局」と一層意識してもらえる空間作りを行っ
た。
　会館公開イベントにおいては，簡単な防災グッ
ズの作成や防災クイズを楽しめるスタンプラリー
を実施するとともに，防災グッズ作成方法を掲載
した防災クリアファイルを配布した。公共放送と
して県民の安全・安心を守るために「防災・減災」
への取り組みや緊急時における県域放送の重要性
を伝え，更なる県域放送の視聴世帯拡大に努めた。
〔千葉局〕
　『ひるどき情報ちば』の新コーナー「ひるどき
川柳」では，月ごとにテーマを決めて投稿を募集
したが，ホームページにも投稿フォームを設置。
年度末までに1,000件近くの投稿が寄せられた。
　また，『チバ☆スタ』では番組に連動したホー
ムページを制作。放送の進行にあわせて，公開収
録当日のステージ写真，会場で実施したアンケー
トの結果などをウェブ上でも順次表示するシステ
ムを制作した。
〔宇都宮局〕
　毎年10月に宇都宮市で開催される日本最高峰の
自転車ロードレース「ジャパンカップ」をきっか
けに，自転車王国をめざしている栃木県。17年に
は「ツール・ド・とちぎ」を開催してさらに飛躍
しようとする中，自転車を核とした広報活動を行
った。 5月にはBSPの自転車旅番組『にっぽん縦
断　こころ旅』の俳優・火野正平を招き，地元ケ
ーブルテレビ局と共催でイベントを実施。地元ケ
ーブルテレビとの関係強化に取り組んだ。 6月に
那須町で開催された「全日本自転車競技選手権大
会ロードレース」にブースを出展し，宇都宮局の
イベントをPRするうちわを大会来場者に配布し
た。さらに同大会を特集した県域番組『銀輪駆け
る夏』を制作した。

　また，14年度BSPで放送された自転車を題材に
した栃木発地域ドラマ『ライド ライド ライド』
の地上波での再放送にあわせ，PR用リーフレッ
ト・ポスターを作成し，県内の自治体・銀行・旅
館・ホテルなどに配布。地元新聞・自転車専門雑
誌にはドラマ放送の広告を掲載した。さらに全国
放送の『ろーかる直送便』内にて『銀輪駆ける
夏』を再放送する際に，ドラマの地上波再放送を
PRするスポットを全国放送した。
〔さいたま局〕
　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」に参加し，全国放送
（FM）の『アニソン・アカデミー』を会場から
一部電話中継した。また，番組とさいたま局で特
製クリアファイルを作成しNHKのアニメ番組に
特化した広報イベントを実施した。
　あわせて，さいたま局の県域FM周知のため，
うちわやメモ帳，ノート等を作成し，県内さまざ
まな会場でさいたま局マスコットキャラクター
「サイちゃんタマちゃん」の着ぐるみが配布する
など，多くの方とふれあい，さいたま局のPRを
行った。

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，『大河ドラマ』「真田丸」
ゆかりの地にある放送局として，独自イベント
「真田丸コンサート」や「真田丸朗読シアター」
などを開催。また，「撮るしん。写真展」を銀座
NAGANO（東京都）や北陸新幹線の開業にあわ
せて新装されたJR長野駅ビルで実施し，信州の
魅力を県内外に発信した。「第17回長野オリンピ
ック記念長野マラソン」（4.19），「第20回長野県
サッカー選手権大会」（8.23）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』
（5.10，糸魚川市），『みんなDEどーもくん！』
（6.28，村上市），『新・BS日本のうた』（9.24，
魚沼市），『ラジオ深夜便のつどい』（11.7，五泉市），
『ごきげん歌謡笑劇団』（11.12，上越市）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，幼児や児童向けのイベントとして，「ポ
コポッテイト小劇場」（10.24，新潟市）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
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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〕
　 4月『俳句王国がゆく』， 5月『みんなDEどー
もくん！』， 6月『ラジオ深夜便のつどい』， 7月
「ポコポッテイト小劇場」『夏期巡回ラジオ体操』，
8 月『Nコン山梨県大会』， 9 月『NHKのど自
慢』，10月『ふるさと自慢うた自慢』，11月「NHK
放送体験クラブ」，12月「大学セミナー」『ハート
ほっとライブ2015』， 1月「NHK朗読シアター」，
2月『おかあさんといっしょファミリーコンサー
ト』「NHKギャラリー賞絵画展」など幼児から高
齢者まで幅広い年代の視聴者層を対象にした公開
番組やイベントを毎月展開。中でも歳末海外たす
けあいと連動した『ハートほっとライブ2015』は
初めてJR甲府駅北口で実施。テレビとラジオで
放送し会場に約1,000人の観客を集めた。子ども
の絵画2,500点の応募があった独自イベント
「NHKギャラリー賞絵画展」は例年の 3倍以上
1万5,000人の入場者があった。甲府局 1階ハー
トプラザでは， 5月「大河ドラマ花燃ゆ巡回展」，
8月「ぼくの絵わたしの絵展」「終戦から70年パ
ネル展」，11月「NHK放送体験クラブ」， 1 月
「NHK朗読シアター」を開催。多くの来館者を
集めた。
〔横浜局〕
　全国放送公開番組は神奈川県内で10本実施する
とともに，年度前半は，朝の『連続テレビ小説』
「まれ」が横浜を舞台とする期間にあわせて「ま
れラッピングバス出発式」「まれトークステージ」
「まれ始球式イベント」「まれスイーツ教室」「ま
れファンミーティング」等のイベントを多数展開
したことに加え，「谷崎潤一郎朗読会」や『ヨコ
ハマから届けよう、ジャズの元気2015』『NHK横
浜スペシャルジャズライブ』等の地域放送公開番
組をのべ25本実施した。その集大成イベントとし
て，「まれ」の最終回直前にあわせて，NHK横浜
感謝祭・「まれ」ファンミーティングを，ドラマ
の舞台ともなった赤レンガ倉庫イベント広場で実
施。主題歌のライブステージやダンスイベント，
「まれ」出演者によるトークステージに加え，
NHK番組PRブースや神奈川県洋菓子協会による
“横浜スイーツガーデン”などの多種多彩なイベ
ント構成で視聴者サービスとして展開し，のべ3
万2,072人の来場があった。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年度から始まり 2年目を迎えた「子育
て応援キャンペーン」関連イベントとして「公開
健康講座」と「おしえて！子どもとネットの上手
な関係」の 2本のイベントを放送と連動展開し，
子育て世代の家族層を中心に好評を得た。
〔前橋局〕
　全国放送番組の公開収録として，『上方演芸会』
（5.29，板倉町），『ベストオブクラシック』（7.12，
明和町），『夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』
（8.20，板倉町），『新・BS日本のうた』（9.10，
前橋市），『歌謡チャリティーコンサート』（10.2，
前橋市），『新・BS日本のうた』（1.14，富岡市），
『NHKのど自慢』（2.21，渋川市）を実施した。
　また，「NHK公開セミナー『花燃ゆ』」（5.23，
吉岡町），「ポコポッテイト小劇場」（11.28，沼田
市），「ふるさとの食　にっぽんの食 群馬県フェ
スティバル」（10.3～4，前橋市），「第20回わたし
の尾瀬写真展」（12.11～16，高崎市，1.6～13，前
橋市）などを実施した。
　このほか『大河ドラマ』関連イベントとして，
「花燃ゆ」最終回パブリックビューイング
（12.13，前橋市）や「真田丸」初回パブリック
ビューイング（1.10，東吾妻町）を実施したほか，
『土曜スタジオパーク』公開生放送（3.19，沼田
市）を開催した。
　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14園を訪ね，子ども
たちが群馬ゆかりの童謡を歌い，将来の夢を語る
ミニ番組も制作した。
〔水戸局〕
　全国放送公開番組は『NHKのど自慢』（4.12，
神栖市）から始まり，『公開すこやか長寿』（2.20，
笠間市）まで，計 6本を実施した。
　また，「ふるさとの食　にっぽんの食」（10.24
～25，下妻市）では，子どもたちを対象とした茨
城の食を楽しみながら学んでもらう「食リンピッ
ク」を開催。さらに「なっとうどーもくん」クイ
ズ大会やカメラマン体験，中継車公開などを行い，
食育の推進や茨城県の魅力の向上を図った。
　また，『青春の歌声コンサート』（11.23，日立市）
では，来場者から事前にアンケートを募り，ラン
キング形式で懐かしのメロディーを歌った。
　そして， 9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」（11.29，水戸
市）は，「野口雨情　没後70年～時代を越えて愛
される詩

うた

たち～」と題し，朗読や音楽で地元茨城
県出身の童謡詩人「野口雨情」の足跡をたどっ
た。また，そのもようを43分のテレビローカル番
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組，また，全国むけ番組として放送した。
〔千葉局〕
　全国放送公開番組は『NHKのど自慢』（12.6，
柏市），『ごきげん歌謡笑劇団』（1.28，四街道市），
『ブラボー！オーケストラ』（6.21，旭市）など
テレビ・ラジオを含めた計10本を実施した。
　県内 6つのFM局と連携して行った「FMラジ
オ共同キャンペーン千葉NEXT RADIO」（ 1月
～ 3月）では，全局参加のキックオフイベント，
パーソナリティーによる番組相互出演のほか，防
災啓発イベントや若年層を対象とした音楽ライブ
も実施し，いざという時に役立つラジオの有用性
とその魅力を広く発信した。ライブ会場のアンケ
ートでは，NHKの公開番組・イベント初参加が
7割， 8割以上が40代以下と，新しい視聴者層を
開拓した。
　障害者スポーツのトップアスリートが小学校を
訪問する「パラリンピアンがやってきた・子ども
たちとの交流教室」（7.1，成田市・車いすバスケ／
12.18，旭市・ゴールボール）を実施した。
〔宇都宮局〕
　『ごきげん歌謡笑劇団』（4.23，鹿沼市），『NHK
のど自慢』（7.19，那須塩原市），『夏期巡回ラジ
オ体操・みんなの体操会』（8.1，那須烏山市），『新・
BS日本のうた』（11.19，日光市），テレビ・ラジ
オ合わせて 7本（うち16年度放送のもの 1本）の
全国放送公開番組を実施した。
　11月 1 日には，「高専ロボコン地区大会」を小
山高等専門学校において開催し，16年 2 月21日に
は「NHKスポーツ教室」を佐野市で実施した。
　また，局独自のイベントとして 5月30日には
「火野正平＆チャリオのプレミアムトークショ
ー」を実施。さらに11月21日には『みんなのうた
コンサート～復興へ元気な歌声を～』を開催し，
同イベントのもようをFM（栃木県域）で生放送
した。
〔さいたま局〕
　全国放送公開番組は『ごきげん歌謡笑劇団』
（5.28，熊谷市），『ららら♪クラシック』（6.24，
越谷市），『NHKのど自慢』（7.26，春日部市），『み
いつけた！』（10.11，行田市）など10本を実施し
た。
　教育・こどもイベントとして「公開セミナー」
（ 7月，吉見町）と「ポコポッテイト小劇場」（11
月，飯能市／ 1月，三郷市） 2本を実施した。
　ケーブル事業者との共催イベントとして
「CATVキャラバン」（12月，入間市／ 2月，富
士見市，川口市）を 3本実施した。

3．営　業

　関越ブロックでは，支払率と衛星契約割合の経
営計画の前倒しに向けて域内18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
部法人委託の更なる拡大をすすめ，営業諸目標を
確保するための一層の構造改革を促進した。あわ
せて，14年の東京都内の再編に続き，15年もさい
たま局 3局・センターを 2部・センターに再編し，
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，法人委託を中心としたマ
ナーアップとクレーム抑止を最優先の課題と位置
づけ，より踏み込んだ指導・育成施策を展開した。
　目標達成に必要な訪問対策要員の体制整備に取
り組む一方，生産性と取次品質の向上への各種施
策に積極的な取り組みを実施したが，全目標達成
は10局・センターにとどまり，関越ブロック計で
も全目標達成に至らず，次年度に課題を残す結果
となった。
　民事手続きを活用し，支払い督促申し立てによ
る未収者対策，放送受信契約締結拒否者に対する
民事訴訟の提起，判決・支払督促確定者に対する
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
◇16年 5 月に開かれた「伊勢志摩サミット」に向

け，地域への影響や伊勢志摩地域の魅力などを
伝えるさまざまな企画をニュースや『金とく』
などで放送した。

◇東海・北陸 7 局が年間を通して取り組んだ，地
方の女性が希望をもてる地域社会づくりを応援
するプロジェクト『中部ジモ女（ジョ）の選
択』は， 2 月に集大成となる73分の生討論番組
を放送した。

◇「原発再稼働」「御嶽噴火 1 年」「津波避難」「北
陸新幹線」など，関心の高い話題を積極的に取
材して伝えた。

◇能登を舞台にした『連続テレビ小説』「まれ」
や『ガッタンガッタンそれでもゴー～岐阜発地
域ドラマ～』（BSP，10.28）のPR・関連番組な
ど，全局態勢で地域の盛り上げを図った。

Ⅰ．放　送

1．放送の概要

　中部地方の各放送局は，地域の抱える課題に向
き合い，地域の人々が安心して豊かに暮らせる社
会の実現に向けて，役に立ち，親しまれ，信頼さ
れる放送局を目指し，放送サービスの一層の充実・
強化に取り組んだ。
　平日夕方 6 時台のニュース番組や金曜夜 7 ～ 8
時台の番組などで地域の抱える課題や地域の魅力
を発信し，定時番組の定着を目指すとともに，多
彩な特集番組とあわせて視聴者のさまざまな関心
に応える地域放送サービスの提供に努めた。
（1）防災・減災に役立つ情報提供，正確で迅速

な報道
　甚大な被害が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
を夕方 6 時台の『ほっとイブニング』で週 1 回定
例的に伝えた。東海地方に大雨など大きな影響を
及ぼした台風 6 号，11号，18号では，地域向けの
定時ニュースや特設ニュースで大雨による河川の
氾濫，土砂災害などへの警戒を呼びかけたほか，
全国放送に加わり関連情報を伝えた。また，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。

　金曜夜 7 時台の『ナビゲーション』（G）では，
高校生の津波避難への取り組みを伝える「一秒で
も早く～高校生が模索する　究極の避難～」
（7.17）を放送した。また，『NHKスペシャル』「巨
大災害　MEGA DISASTERⅡ日本に迫る脅威 
第 2 集　大避難～命をつなぐシナリオ～」（G，
9.6）の制作に加わった。
　御嶽山噴火から 1 年を機に，中部域内局と長野
局が連携して 9 月に特集番組『徹底取材“中部の
火山”あなたの備えは』（G，9.11）を放送し，活
発化する火山活動の中，地域の身近な山の火山活
動や噴火への備えなどについて，最新の科学や各
地の取り組みを伝え，視聴者の安全安心への期待
に応えた。
　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 3 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。
　金沢局では，ラジオ第 1 『じわもんラジオ』の
生放送を隔週から毎週へ定時化した。東海 4 県向
けに万一の災害への備えについて，専門家の解説
にコントやクイズを交えながら，防災の知識を家
族で分かりやすく学んでもらう特集番組『クイ
ズ！防災SHOW』（東海 4 県）（R1，9.8）を放送
した。
（2）地域の課題に向き合い，地域再生に向けた

処方箋を探るニュースや番組の発信
　『ナビゲーション』（G）では「“究極のエコ”
水素社会実現のカギは」（5.22），「どうなる未来
の車～自動運転　最前線～」（10.30）など，もの
づくりの盛んな中部地方で新しい技術の実用化へ
の動きや課題，人々の期待を伝えた。
　また，日々の暮らしに影響を与える関心の高い
話題，原発再稼動を巡る動き，労働人口の減少が
進むなか地域や企業が抱える問題，高齢者医療や
介護など高齢化の進む地域での取り組みなどにつ
いて，「若者の移住は地域を救うか?」（5.1），「ど
こまで広がる?工場野菜」（6.19），「学生に選ばれ
たい～どうなる　中小企業の採用活動～」（6.26），
「人手不足クライシス」（9.18），「追跡　山口組

“分裂”」（10.2），「食べて元気を取り戻せ」（10.9），
「高浜原発“再稼働”現場からの報告」（10.16），
「シリーズがんと向き合う①“女性活躍”のなか
で」（11.6），「シリーズがんと向き合う②　それ
でも働きたい」（11.13），「スーパー　激変　変わ
る消費の現場」（12.4），「“一人暮らし”をどう支
えるか～富山・認知症支援の現場から～」（1.29），
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「急増！シカ被害　拡大を食い止めろ」（2.12），
「“最期の瞬間”をどう迎えますか?」（2.19），「追
跡　山口組“分裂抗争”」（3.18）などを放送した。
　冷凍カツの不正転売が発覚した際は，「追跡“廃
棄ビーフカツ”」（1.22）を放送した。その後，追
加取材を加え『クローズアップ現代』「捨てた食
品が食卓に～大量廃棄の裏で～」（G，2.1）で全
国発信し，廃棄物処理制度の実態に迫り，食の安
心と安全について視聴者の関心に応えた。
　15年度，中部域内の共通テーマ企画として地方
の女性が希望を持てる地域社会づくりを応援する
プロジェクト「中部ジモ女の選択」をスタート。
『ナビゲーション』（G）では「中部ジモ女の選
択　安心して預けたい　～検証　子ども・子育て
支援新制度～」（4.17），「中部ジモ女の選択　大
卒女子が戻らない～変わり始めた“幸せ”モデル
～」（5.29），「中部ジモ女の選択　地方で生きる
シングルマザー」（6.12），「中部ジモ女の選択　
製造業にジモ女を！」（10.23）を放送し，平日夕
方 6 時台や朝 7 時台の番組とも連動したニュース
企画を集中編成した。
　ラジオ第 1 でも，連携した特集番組として，「ホ
ンネで語ろうラジオ～働くママのホンネ～」（R1，
5.10），「ホンネで語ろうラジオ～職業の選択～」
（R1，11.9），「ホンネで語ろうラジオ～人生の先
輩からのメッセージ」（R1，2.21）を放送した。
さらに全国向けに『今日は一日“私の気持ちを代
弁する歌”三昧　in　名古屋！』（FM，11.23）
として女性たちの想

おも

いを歌にのせて紹介する特集
番組に展開した。
　 2 月には集大成の73分の特集生番組として『中
部ジモ女の選択』「激論！幸せのかたちとは？」
（G，2.26）を放送し，地方の女性のさまざまな
価値観・選択肢を通して，地域社会のあり方につ
いて考えた。
　16年 5 月26，27日に開催された「伊勢志摩サミ
ット」については，15年 6 月の開催決定後から夕
方 6 時台をはじめ，さまざまなニュース・番組を
通して，地域の盛り上がりや課題を伝えた。『ナ
ビゲーション』（G）では「サミットがやってく
る～伊勢志摩　世界へのPR戦略～」（11.20）で開
催まで半年となった地元の動きを伝え，『サミッ
ト会場　これが伊勢志摩やに』（R1，11.28）で伊
勢志摩の魅力を紹介した。さらに開催100日前を
機に『金とく』（G）「シリーズ・サミットがやっ
てくる　ブレイクを目指す！伊勢志摩のアレコレ
大紹介」（2.12），「シリーズ　サミットがやって
くる　アラフィフ女子旅　おもてなしの聖地　伊

勢」（2.19）を放送し，サミットに向けた地元の
取り組みや伊勢志摩地域の魅力を多角的に伝え
た。
　過去に中部で起きたさまざまな出来事の現場を
改めて取材し，「現在」の地域社会を形づくった
「過去」を見つめ直すことで，地域の「未来」を
考えるシリーズ『金とく』（G）「シリーズ　現場
探訪　ルポルタージュ中部」では，「魚道　～長
良川河口堰　運用開始20年～」（6.12），「それで
も話してほしかった　～いじめ自殺・21年目の対
話～」（6.19），「それでもジャパニーズドリーム～
日系南米人　集住団地の冬～」（3.18）を放送した。
　戦後70年を機に，視聴者から体験談を募った
「戦後70年　未来へのメッセージ」（東海 3 県）
（R1，8.3～20），『ナビゲーション』（G）では，「五
線譜に綴（つづ）った思い～戦禍に散った音楽家
～」（8.28），特集番組『静岡スペシャル』「陸軍
少年戦車兵学校　～少年たちがあこがれた戦争
～」（G，8.23）など，中部域内各局で関連ニュー
スや企画を放送し，地域のみならず，全国や国際
放送にも発信した。
　中部域内各局では，『北陸スペシャル』「富山改
良計画！?～こんなとやまがいい感じ～」（G，
8.28），『石川★新時代　♯人口減少社会を生き
る』（G，3.18），『考えよう福井の未来～若者が活
躍できるまちに～』（G，3.25）など，地域創生に
向けて地域の未来を考える特集番組を放送した。
（3）地域の特色や魅力を発信し，地域の活性化

に貢献
　中部地方の自然や文化，歴史や暮らし，地域の
特色や魅力を広く伝える『金とく』（G）では，「人
気上昇中！知多半島カンドー旅」（5.1），能登を
舞台にした『連続テレビ小説』「まれ」の関連企
画「まれ旅！能登はやさしや土までも」（5.15），
「麦の穂にのって　中部　パンをめぐる旅」
（5.29），「アラフィフ女子旅　エメラルドグリー
ンの渓谷を行く」（7.3），「長良川鵜飼～1300年の
伝統を未来へ～」（7.17），「さかな紀行 夏の三河
湾～日本一の味めぐり～」（7.31），「“時代”と闘
った男～脚本家・佐々木守のメッセージ～」（1.15），
「鬼になる～奥三河の花祭～」（1.29）など，地
域の身近な話題や知られざる地元の魅力を発信し
た。
　その他，徳川家康の没後400年に合わせ，『金と
く』では，「あっぱれ家康　クイズ合戦」（4.17），
「春風亭昇太の　家康に学ぶ！人生を成功させる
哲学」（12.4），ラジオでは「ラジオ家康公まつり
～人生の極意は天下人に学べ！～」（R1，9.20）
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を放送した。また，『金とく』「世界にはばたけ！
“なごやめし”」（8.28）や『金とくスペシャル』「ウ
ナギを未来へ～神秘の魚を絶滅から守れ～」（G，
9.25）では，地域に馴

な

染
じ

みの深いテーマを全国番
組にも展開した。
　第 3 シリーズとなった「わぉ！まるごと大自然
NHK中部ネイチャープロジェクト」では， 5 週
連続で「岩と雪の殿堂　剱岳をゆく」（G，10.2），
「奇跡の清流・銚子川～澄み渡る水と生きものの
世界」（G，10.9），「日本最後の秘境・黒部源流～
清流の最初の一滴を求めて～」（G，10.16），「福
井の海の絶景をいく　東尋坊・玄達瀬」（G，
10.23），「能登の里山里海　命をつないできた日
本の原風景」（G，10.30）を放送し，字幕放送も
全編で初めて実施した。関連イベント「ネイチャ
ーコンサート」を実施し，特集番組『音楽で満
喫！中部の大自然～NHKネイチャーコンサート
～』（G，10.17）も放送した。
　『東海北陸フレッシュ便　さらさらサラダ』で
は， 6 月に富山，10月に静岡， 2 月に三重と，県
別ウイーク特集を展開し，地域の魅力を集中して
届けた。
　富山局では放送80年を迎え，富山の魅力を伝え
る 1 分ミニ番組『とやまにあっ！1000人メッセー
ジ』を年間を通して放送した。
（4）視聴者の幅広い関心に応え，多彩な番組の

発信
　スポーツでは，初めて『ジャパンラグビートッ
プリーグ』の試合中継（E，12.12）を東海 3 県向
けに放送した。また，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』（G）「衰えを乗り越えろ～“レジェ
ンド”からのメッセージ～」（4.24），「生きて，
なお～FC岐阜社長　恩田聖敬～」（7.31）など地
元で活躍しスポーツ振興に関わる人たちの思いを
伝えた。
　第87回選抜高校野球大会で北陸初の優勝を果た
した敦賀気比野球部の熱闘を追った『東海北陸ス
ペシャル』「敦賀気比“悔しさ”でつかんだ優勝」
（G，4.3），引退表明した中日の山本昌投手の野
球人生を振り返る「山本昌“レジェンド”からの
メッセージ」（G，10.12），「50歳の“野球少年”
～山本昌　引退　投手人生を語る～」（BS1，
11.3），100年の節目を迎えた高校野球を地元の目
線から見つめる『東海北陸スペシャル』「高校野
球100年　ふるさとの名勝負」（G，7.10），史上初
の男女同時優勝を果たした愛知県駅伝チームの快
挙までの舞台裏に迫る『おめでとう！！愛知駅伝

チーム』（東海 3 ）（G，1.30）など，視聴者の関
心の高い話題や出来事にタイムリーに応える特集
番組を放送した。
　ラジオ第 1 では中部地方のさまざまなスポーツ
の“今”を伝える『スポーツCHUBU』などの特
集番組も放送した。
　 4 年にわたる修理作業を終えた国宝・源氏物語
絵巻の謎に満ちた製作過程を追った『900年の秘
めごと～国宝・源氏物語絵巻～』（BSP，11.26），
『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2016』（G，
1.8）など，地域の文化・芸術に根ざす番組を放
送した。
　エンターテインメント番組では，若者向けの音
楽ライブ番組『Uta-Tube』で， 9 月に岐阜大学
で公開収録を行ったほか，視聴者投票を基に地元
で活躍するインディーズミュージシャンの年間
グランプリを決める特集番組『Uta-Tubeスペシ
ャル　new-tubeグランプリ』（G，2.27）を放送
した。
　『金とく』（G）では視聴者からのお便りを基
に歌にまつわる家族の物語をつづる「切手のない
おくりもの～A song For YOU～五木ひろし・木
山裕策がつづる歌だより」（12.11）を放送した。
　名古屋局制作の全国放送番組『超絶　凄（す
ご）ワザ！』は， 4 月から土曜午後 8 時15分に移
設され，引き続き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，『放送90年ドラマ』として「経世
済民の男　鬼と呼ばれた男～松永安左ェ門～」
（G，9.19），『ドラマ10』「愛（いと）おしくて」
（G，1.12～，全 8 回），『FMシアター』「春来る鬼」
「ほかならぬ人へ」「あいちゃんは幻」「臨月」な
どを制作した。また，岐阜局ではBSプレミアム
で『ガッタンガッタンそれでもゴー～岐阜発地域
ドラマ～』（BSP，10.28）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。
　『金とく』「あっぱれ家康　クイズ合戦」（4.17）
では，番組ゲストと視聴者が解答者として参加す
る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。 4 ，
6 ， 9 月のプロ野球中日戦では，双方向機能を活
用した投票で視聴者が参加感を味わえる取り組み
を行った。特集番組『徹底取材“中部の火山”あ
なたの備えは』（G，9.11）や『中部ジモ女の選択』
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「激論！幸せのかたちとは？」（G，2.26）では，
メッセージ紹介や同時アンケートなど視聴者の生
の声をリアルタイムで伝えた。

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 3 県の
最新ニュースと話題をいち早く，分かりやすく伝
える報道情報番組。地域のいまの動きや課題を取
り上げる「リポート」，旬の話題，食材を伝える
「中継」，企業などの動きを追う「経済リポート」
など，多彩な情報を提供した。視聴者からの気象
に関する疑問・質問に答える「お天気質問箱」，
開花，紅葉情報など気になる情報など，気象情報
の充実を図った。／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13年目を迎えた
「さらさらサラダ」は，新しく男性キャスターを
迎え，中部 7 県に向けて，みずみずしい話題を届
けた。旬の食材を使った料理コーナーや，各地の
魅力スポットを訪ねる旅コーナー，新幹線が開通
して全国から注目を集める北陸の話題，話題のゲ
ストを招いてのスタジオ生トーク，園芸や健康な
どの話題をプラザウェーブ21からの公開生放送で
届けた。／一部各局単・タイトル（月～金）
11:50～12:00：金沢『東海北陸フレッシュ便さら
さらサラダ　石川』，静岡『ひる・しず』，津『み
え～るくん情報』，岐阜『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でき
る話題など東海 3 県の一日の動きを伝えた。男女
メインキャスターも新たに，景気回復の動きがあ
る東海経済，地域社会を脅かす事件や事故，暮ら
しに役立つ気象情報など，ニュースや背景に迫る
リポートを届けた。その他“知って得する”生活
情報のコーナーの充実を図った。東海 3 県では
18:30～59は各局単：津『ほっとイブニングみえ』，
岐阜『ほっとイブニングぎふ』／18:10～59各局
タイトル：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／激動の時代の最
も“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。燃料電池自動車やMRJ
など中部地域が誇る製造業のホットテーマから，
南海トラフ巨大地震・津波などの防災，最先端の
医療，話題のアスリート・文化人まで，いま，視
聴者がもっとも知りたいテーマを，徹底取材と多
彩な専門家の解説を交えて伝えた。
『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／10年目を迎えた
『金とく』は，中部地方の自然や文化，歴史や暮
らしをより深く取材して描く企画，戦後70年の節
目に埋もれてきた歴史や知られざる実態を通じて
未来を探る企画など，視聴者の“見たい”“知り
たい”“行きたい”に応える幅広いテーマで中部
の魅力や課題を届けた。
『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／『ウイークエン
ド中部』愛称“ういちゅ～”は，最新のニュース
のほか，週末を楽しむための情報を伝える午前の
情報番組。お出かけ情報や午前の表情を伝える生
中継，地元料理紹介，さまざまなトレンド情報や
15年度は地元スポーツを盛り上げるコーナーや洗
濯，掃除など家事に役立つ天気の豆知識を紹介す
るコーナーを新設した。
『Uta-Tube』　G

土　10:50～11:10
　第 1 回12.4.19／中部ブロック／『Uta-Tube』
は，中部 7 県に発信する本格ライブ音楽番組。N
HK名古屋のスタジオで収録した一流アーティス
トのライブを中心に，中部地方の街角からの質問
や視聴者オススメの地元グルメの試食など，アー
ティストたちと中部とのつながりを深めるトーク
コーナーのほか，明日のメジャーを目指し中部地
方で活動するインディーズ・ミュージシャンを発
掘する番組ホームページ連動企画などを届けた。
『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 県向
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けの広報番組。番組ディレクターやアナウンサー，
イベント担当者が，舞台裏やエピソードなどを交
えて見どころなどを紹介した。
『東海北陸あさラジオ』　新　R1

月～土　 7:40～ 8:00
　第 1 回15.3.30／中部ブロック（一部各局単）／
朝の20分間，気象情報や交通情報はじめ，中部地
方の暮らしに身近な情報を伝える情報番組。暮ら
しに役立つ法律や税務の知識，専門家による災害
への備え，旬の食材を生かしたレシピの紹介，週
末のお出かけ情報，俳句・短歌の投稿作品紹介な
ど，バラエティー豊かな内容を届けた。
『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，気になる話題を厳選して届ける夕方の情
報番組。気象予報士による東海 3 県の詳しい天気
情報のほか，演歌，ポップス，クラシックなど幅
広い分野のゲストを招いた音楽情報コーナーなど
情報満載で伝えた。
（2）特集番組
〔中部ブロック〕
『東海北陸スペシャル』「敦賀気比　 “悔しさ”
でつかんだ優勝」　G

福井局　 4. 3／22:55～23:20
『ホンネで語ろうラジオ～働くママのホンネ～』　
R1 名古屋局　 5.10／13:05～13:55，

14:05～14:55，15:05～15:30
『スポーツCHUBU』「高校野球100年」　R1

名古屋局　 6.18／20:05～20:55，21:05～21:30
『東海北陸スペシャル』「高校野球100年　ふる
さとの名勝負」　G

中部各局　 7.10／19:30～20:43
『徹底取材 “中部の火山” あなたの備えは』　G

中部各局・長野局　 9.11／19:30～20:43
『ラジオ家康公まつり～人生の極意は天下人に学
べ！～』　R1 静岡局　 9.20／13:05～13:55，

14:05～14:55，15:05～15:55
『山本昌 “レジェンド” からのメッセージ』　G

名古屋局　10.12／18:10～18:41
『中部ジモ女の選択　ホンネで語ろうラジオ～職
業の選択～』　R1

名古屋局　11. 9／21:05～21:55
『アイデア対決　全国高等専門学校ロボットコン
テスト2015　東海北陸地区大会』　G

名古屋局　11.15／11:00～11:54

『スポーツCHUBU』「注目！ウインタースポー
ツ」　R1

名古屋局　11.19／20:05～20:55，
21:05～21:55

『NHKナゴヤニューイヤーコンサート2016』　
G 名古屋局　 1. 8／19:30～20:43

『東海北陸文学紀行』「川・水・命～流域の豊か
な恵みを感じて」　R1

岐阜局　 2.20／ 8:05～ 8:55，9:05～9:55
『中部ジモ女の選択　ホンネで語ろうラジオ』「人
生の先輩からのメッセージ」　R1

名古屋局　 2.21／13:05～13:55，
14:05～14:55，15:05～15:30

『スポーツCHUBU』「起こせ、新たな風！」　
R1

名古屋局　 2.25／20:05～20:55，21:05～21:55
『中部ジモ女の選択』「激論！幸せのかたちとは
?」　G 名古屋局　 2.26／19:30～20:43

『ガッタンガッタンそれでもゴー～岐阜発地域ド
ラマ～』　G

岐阜・名古屋局　 3.25／19:30～20:43
〔東海 4県ブロック〕
『クイズ！防災SHOW』　R1

名古屋局　 9. 8／21:05～21:55
〔東海 3県ブロック〕
『NHK名古屋青少年交響楽団　第50回定期演奏
会』　E 名古屋局　 8.16／15:30～16:30

『NHK名古屋児童劇団公演』「不思議の国のアリ
ス」　E 名古屋局　 9.12／13:00～14:00
『おめでとう！！愛知駅伝チーム』　G

名古屋局　 1.30／16:50～17:34
〔北陸ブロック〕
『北陸スペシャル』
　「 超絶の技巧　匠たちの競演　～第62回　日本

伝統工芸展金沢展～」　G
金沢局，富山局　10.30／19:30～19:55

福井局　11. 1／ 8:00～ 8:25
　「 満喫！北陸大自然　～福井・石川・富山の絶

景旅～」　G
金沢局，福井局，富山局　 1. 5／15:15～15:58

　「 北陸3stories」　G
金沢局，福井局，富山局　 3.19／ 8:45～ 9:28

　「 富山改良計画！?～こんなとやまがいい感じ～」　
G

金沢局，福井局，富山局　 8.31／ 0:55～ 1:43
〔石川県域〕
『2015統一地方選挙開票速報』　G 4.12，26
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『「まれ」ファン感謝祭　in　石川～まんであり
がとう！スピンオフ放送直前SP～』　G

10.24／18:10～18:39
『石川★新時代　#人口減少社会を生きる』　G

3.18／19:30～20:43
〔静岡県域〕
『静岡スペシャル』　G 19:30～19:55
　「 “黄金期”を再び　～ジュビロ磐田　復活へ

の一歩～」 5.29／20:00～20:43
　「 陸軍少年戦車兵学校　～少年たちがあこがれ

た戦争～」 7.31／19:32～19:57
　「 私は何が残せるか　～宮城まり子　88歳のメ

ッセージ～」 11. 6
　「 ふたりの“約束”　～車いす卓球　土井健太

郎選手～」 12. 4
　「わたしの町のとと姉ちゃん」
  3.24／20:15～20:39
『フォーラムがんと生きるin静岡　こころとから
だ　私らしく』　E 8.16／15:30～16:30

『たっぷり静岡in伊豆』　G
10. 8～ 9／18:10～19:00

『たっぷり静岡　浜松スペシャル』　G
2.16～17／18:10～19:00

（戦後70年関連）
『戦後70年～平和へのメッセージ～』　R1・FM

 7.13～（随時）／11:58～ 0:00
　計20本のシリーズを制作，放送。番組と連動す
る特設ホームページを展開し，戦争体験や平和へ
のメッセージ募集や紹介を行う。
『私たちが向き合う「戦後70年」』　R1

12.26／17:05～19:00
〔福井県域〕
『2015統一地方選挙開票速報』

G　 4.12／20:00～ 1:00
G　 4.26／21:00～ 0:00

R1　 4.12／19:55～ 0:00
R1　 4.26／21:00～23:30

『特集　情報たら福』　R1 17:00～17:55
　「描こう！恋愛、結婚、仕事」 6.15
　「もっと知りたい！ふるさとの作家たち」 6.16
　「福井を盛り上げろ♪地域おこし協力隊」 6.17
　「 地方創生の処方箋～東南アジアとともに生き

る～」 6.18
　「働くならここ！世界中でふくいが一番！」 6.19
　「SPAっとつかろう！お・ふ・ろ」 10.26
　「 やっぱ福井がいいんやわ！～福井女子が地元

を選ぶ理由～」 10.27
　「“ギョギョ”っと漁業改革」 10.28

　「 細かすぎる気象情報　～福井の天気に詳しく
なろう！～」 10.29

　「 スポーツが好き！福井が好き！～ふくいアス
リート女子会～」 10.30

　「夕暮れ、ワラワナイト！」 2.22
　「福井で広がる　攻めの農業」 2.23
　「名人誕生！　かるた王国ふくい」 2.24
　「おいしいラジオ」 2.25
　「 福島原発事故から 5 年　いざという時に備え

る」 2.26
『徹底応援放送！　BCリーグ』　R1
　「 福井ミラクルエレファンツ」対「石川ミリオ

ンスターズ」  7. 3／18:00～21:30
『福井市長選挙開票速報』

G　12.13／20:55～ 0:17
R1　12.13／20:05～23:15

『FUKUI　JAZZ　2016（ 1）』
　「福井JAZZ　4SAX」　FM

3.17／18:00～18:50
『FUKUI　JAZZ　2016（ 2）』
　「 DOLABRATA，ディキシー・ハピネス」　　

FM 3.18／18:00～18:50
『考えよう福井の未来　～若者が活躍できるまち
に～』

G　 3.25／19:30～20:30
〔富山県域〕
『富山人川柳スペシャル』　G

 12.25／11:05～11:54
『ニュース富山人　開局80年スペシャル』　G
  12.28／16:50～19:00
『春まで待てない！ラジオ富山人』　R1
  2.12／17:00～17:55
『NHKとやま朗読ひろば』　R1

 2.27／ 8:05～ 8:45， 9:05～ 9:55
（戦後70年関連）
『 ニュース富山人』「脚本家 山田太一が語る戦
争」　G  8.13／18:10～19:00
〔三重県域〕
『キミが主役だ！NHK放送体験クラブ』　G

12.14／10:45～10:50，13:50～13:55，
14:50～14:55

12.15／13:52～13:55
『みえDE川柳』　FM 18:00～18:50

4.24，5.29，6.26，7.31，8.28，9.25，
10.30，11.27，12.25，1.29，2.26，3.25

『伊勢志摩サミット開催記念　カラオケNo． 1
決定戦』　G 3.18／20:00～20:43
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（戦後70年関連）
　県域630企画で『みえ温故知新』『あの日あの
時』を制作
〔岐阜県域〕
『ラジオ　ぎふスペシャル～飛騨のたからもの～』
 FM　10.10／14:00～16:00
『ぎふスペシャル　FC岐阜2015～選手が語る
この1年～』　G  12.21／16:05～16:48
『ぎふスペシャル　笑う岐阜に福来る～第13回
全日本学生落語選手権～』　G

3.18／20:00～20:43
〔各局共通〕
『Nコン2015東海北陸　第82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
9.26／14:00～16:30

（東海 3 県ブロック）
　愛知県コンクール　E  8.30／15:00～17:00
　三重県コンクール　E  8.29／12:00～14:00
　岐阜県コンクール　E 8.23／15:00～16:30
（県域）
　石川県コンクール　G 8.12～31（除く14日）

月～金／18:10～18:59
　　　「かがのとイブニング」内
　静岡県コンクール　FM 8.30／17:00～18:50
　福井県コンクール　G

8.11～13，17～21，24／18:10～19:00
　　　「ニュースザウルスふくい」内
　富山県コンクール　E 8.29／12:00～13:59

3．スポーツ中継

〔高校野球〕
第97回全国高校野球選手権大会
　愛知県（東海 3 ）準決勝 E・FM／ 7.29
　　　　　決勝 E・FM／ 7.30
　石川県　準決勝 G・E・R1／ 7.26
　　　　　決勝 E・FM／ 7.27
　静岡県　準決勝 E・FM／ 7.28
　　　　　決勝 E・FM／ 7.29
　福井県　準決勝 G・E・R1／ 7.24
　　　　　決勝 G・E・R1・FM／ 7.25
　富山県　準決勝 G・E・R1／ 7.24
　　　　　決勝 G・E・R1／ 7.25
　三重県　準決勝 G・E・FM／ 7.27
　　　　　決勝 E・FM／ 7.28
　岐阜県　 準決勝 G・FM／ 7.24
　　　　　決勝 G・FM／ 7.25
第68回秋季東海地区高等学校野球静岡県大会

　静岡県　 3 位決定戦・決勝 R1／ 9.27
第68回秋季東海地区高等学校野球大会
　（東海 4 ）準決勝 R1／10.24
　　　　　　決勝 R1／10.25
第133回北信越地区高等学校野球各県予選
　石川県　準決勝 R1／ 9.26
　　　　　 3 位決定戦・決勝 R1・FM／ 9.27
　福井県　準決勝 R1／ 9.23
　　　　　 3 位決定戦・決勝 R1／ 9.24
　富山県　準決勝 R1／ 9.23
　　　　　決勝 R1／ 9.24
第133回北信越地区高等学校野球大会
　（福井・富山・長野）準決勝 R1／10.17
　（富山・福井）　　　決勝 R1／10.18
〔その他のスポーツ〕
プロ野球
「中日」対「広島」（中部・中国） G・R1／ 4. 3

〈マルチ編成〉
「中日」対「オリックス」（中部） G／ 6. 5

〈マルチ編成〉
「中日」対「阪神」（中部） G／ 9. 4

〈マルチ編成〉
「中日」対「阪神」（東海 3 ） R1／ 5.15
Jリーグ
「名古屋グランパス」対「アルビレックス新潟」
（東海 3 ・新潟県域） G／10.24
「ジュビロ磐田」対「名古屋グランパス」
（東海 3 ・静岡県域） G／ 2.27
「名古屋グランパス」対「サンフレッチェ広島」
（東海 3 ・広島単） G／ 3. 6
「清水エスパルス」対「モンテディオ山形」
（静岡県域） G／ 4.29
「ジュビロ磐田」対「名古屋グランパス」
（東海 4 ） G／ 2.27
J2リーグ
「ツエーゲン金沢」対「ザスパクサツ群馬」
（石川県域） G／ 4. 5
「ロアッソ熊本」対「ジュビロ磐田」
（熊本・静岡県域） 　G／10.25
「ジュビロ磐田」対「横浜FC」　
（静岡県域） G／11.14
「大分トリニータ」対「ジュビロ磐田」
（大分・静岡県域） G／11.23
「FC岐阜」対「ギラヴァンツ北九州」
（岐阜県域） G／ 3.13
J3リーグ
「カターレ富山」対「福島ユナイテッドFC」
（富山・福島県域） G／ 5.24
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「鹿児島ユナイテッドFC」対「カターレ富山」
（鹿児島・富山県域） G／ 3.13
第95回天皇杯サッカー選手権
　愛知・三重県代表決定戦 G／ 8.22
　石川・静岡・福井・富山・岐阜県代表決定戦

G／ 8.23
高校総体サッカー静岡県大会　決勝
「清水桜が丘」対「浜松開誠館」
（静岡県域） E／ 6. 7
bjリーグ
「 秋田ノーザンハピネッツ」対「富山グラウジー

ズ」（秋田・富山県域） G／ 2.21
「 富山グラウジーズ」対「群馬クレインサンダー

ズ」（富山県域） G／ 2.28
ジャパンラグビートップリーグ
「 トヨタ自動車ヴェルブリッツ」対「NECグリ

ーンロケッツ」（東海 3 ） E／12.12

Ⅱ．技　術
1．  スーパーハイビジョン普及に向けた取り
組み

　16年 8 月に開始される衛星によるスーパーハイ
ビジョン試験放送に向け，普及活動に取り組んだ。
　愛知県小牧市で 8 月に開催した『のど自慢』予
選会をはじめ，東海北陸各局の会館公開会場や各
種イベントに合わせた 8 Kの受信展示を行い，家
電流通業界や一般視聴者に対する公共放送への理
解促進活動を展開した。

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，さまざまなジャンル
の番組で連動データ放送サービス等に取り組み，
デジタル放送の魅力を伝えた。
　10月には 5 週連続放送の『金とく』「中部ネイ
チャーシリーズ」でスタンプ機能を持った連動デ
ータ放送サービスを開発し，番組の演出効果を高
めた。
　ロボコン東海北陸ブロック大会では初の試みで
マルチカメラによる 5 ストリームの同時提供・ラ
イブストリーミングサービスを本部と連携して実
施した。また，若者のリアルタイム視聴増加を目
指した『Uta-Tube』の連動データ放送サービス
を開発し，59歳以下の個人視聴率向上に取り組ん
だ。

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（ 9 局），ラジオ・FM中継
放送所の送信機更新（ 6 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（ 4 局）
を行い，大規模・長時間停電時の事業継続を可能
とした。
　また，福井県内への外国からの電波混信を改善
するため 3 局のFM補完中継局を新たに整備し
た。
　NHK共同受信施設については，老朽化大規模
改修25施設，小規模改修10施設を実施し，良好な
受信環境の安定確保に努めた。
　 7 月にL字スーパー送出系統の改善整備を実施
し，L字スーパー送出と速報スーパー送出が同時
にできるようにし，視聴者サービスの向上と運用
者の負担軽減に威力を発揮した。
　全国に先駆けて進めてきた報道系ファイルベー
スシステム整備は， 9 月より名古屋NCからのサ
ーバー送出を開始し，10月上旬までに名古屋NC
から送出する全番組がサーバー送出に移行した。
域内局においても11月末までにサーバー送出への
移行を完了した。本整備により，ニュース制作に
おいて約30年以上続いたテープからファイルベー
スへの新たなワークフローが確立した。
　NCスタジオ設備では名古屋局で開発を進めて
きたワイヤレスFUシステムを16年 1 月より運用
開始し，マイクのON／OFF制御が可能なFUを
手軽に移動して使用することで柔軟なスタジオ演
出が可能となった。
　運行設備では，大規模災害発生時等にインター
ネット配信する本部地上デジタル放送同時提供シ
ステムにローカル放送を接続する拠点局追加系統
を16年 3 月に構築した。

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16～17日の「台風11号」対応では，名古屋
駅西口からの中継のほか，大雨により被害が出て
いた三重県紀宝町からCSKで生中継した。このほ
か，台風や大雪による名古屋駅前からの中継では
Live-Uを活用した中継を実施した。
　災害報道では，L字スーパーおよび台風進路図
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。
　各県の防災情報システムと連携したLアラート
（公共情報コモンズ）は，愛知県（4.1～），三重
県（6.1～）で運用を開始し，台風など災害報道
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時に避難情報の迅速な提供により放送サービス向
上につながった。なお域内局では，Lアラートの
運用を開始していない残る石川県，富山県でも16
年度中の運用開始に向けて調整中である。
　事件報道では，「日進市強盗殺人事件での犯人
逮捕」（7.19），「岡崎市コンビニ立てこもり事件」
（8.31）があり，早朝の緊急出動要請に対して，
一報連絡から 1 時間以内に出動態勢を整えるな
ど，迅速な緊急報道につなげた。コンビニ立てこ
もり事件では，映像取材のLive-Uやヘリ中継を
サポートしつつ，CM-31で昼ニュースの中継を
実施した。
　このほか，日本中の注目を集めた「国産ジェッ
ト機MRJ　初飛行」（11.11）では，フライト予定
が天候に左右される状況の中，万全の体制を構築
し，県営名古屋空港よりCSK，緊急パックを駆使
した中継を実施した。
　名古屋局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。
このほか局内ライフライン訓練（10.27），域内非
常災害対策総合訓練（2.4～5）を通じて初動対応
の情報共有を図ったほか，BCPの視点で会館電源
喪失時の外部電源接続訓練を実施し，意識の醸成
とノウハウの蓄積にも取り組んだ。
（2）選挙関連
　統一地方選挙前半は，福井県知事選，三重県知
事選のほか，静岡市長選，浜松市長選があり，事
務所中継を実施。名古屋局では，愛知県議選にお
いて第一声（4.3）や投開票日（4.12）の伝送，中
継対応を実施した。統一地方選挙後半は，敦賀市
長選，津市長選，鈴鹿市長選において，伝送，中
継対応を実施した。
　名古屋局では，15年 4 月の統一地方選挙におい
て素材収録，素材編集の業務をファイルベースシ
ステムで対応した。選挙報道で初めての運用とな
ったが，システムバックアップ体制を構築し，フ
ァイルベースのメリットを生かした迅速・正確な
選挙報道を支えた。このほか，データ放送，イン
ターネットでも開票速報を実施した。
（3）主な設備整備・機能強化
名古屋局
・報道系ファイルベース設備の運用を名古屋局を

含む域内全局で開始（10月）
・会館CS送信設備更新（ 9 月）
・会館自家発電装置の燃料タンクを 3 基（計 6 万

㍑）から 6 基（計12万㍑）へ増設（ 3 月）
・ワイヤレスアダプタ受信機（ 2 式）配備（ 3 月）

金沢局
・金沢会館ロボカメ更新（10月）
静岡局
・粟ヶ岳FPU基地局の回転台 2 面化及び高所化

整備（15年11月修祓式）
・静岡会館ロボカメ更新（11月）
・浜松支局ニュースカー更新（ 3 月）
・天気カメラ自動スーパー装置を独自整備（ 3

月）
福井局
・会館UPS（UPS2（30kVA），UPS3（20kVA））

を新UPS（UPS2（50kVA））に更新（ 2 月）
富山局
・呉羽基地局ロボカメ更新（11月）
・氷見ロボカメ整備（ 2 月）
津局
・会館UPSを30kVAから50kVAへ増力更新（11

月）
・尾鷲VHF連絡無線基地局整備（ 3 月）
岐阜局
・中津川VHF連絡無線基地局整備（12月）

5．番組制作技術の取り組み

（1）ドラマ
『放送90年ドラマ  経世済民の男』「鬼と呼ばれ
た男～松永安左ェ門～」

　時代背景にマッチした鮮やかな映像でありなが
ら，戦後間もない昭和を醸し出す雰囲気を大切に
して，ロケ・スタジオ収録とも，プログレッシブ
撮影でSR収録とした。黒レベルの明瞭度を高め，
ダイナミックレンジを拡大させる目的でガンマカ
ーブを数種類用意し，シーンによって切り替え，
クオリティーの高い映像に仕上げた。
『ドラマ10』「愛（いと）おしくて」
　海外ドラマのような被写界深度が浅く，柔らか
い上質な映像ルックを目指し，プログレッシブ，
ユーザーガンマ，DTLなどの調整機能や光学フ
ィルターをシーンごとに使い分け，視聴者をドラ
マの世界へ誘

いざな

う映像を創り込むように表現を追求
した。（全 8 回）
岐阜発地域ドラマ『ガッタンガッタンそれでもゴ
ー』
　オールロケによる60分ドラマを 2 カメ・2V体
制，13人の技術スタッフにより制作。XDカム
（PDW-850）によるプログレッシブ収録を行い，
ユーザーガンマにより高輝度部分の再現性を重視
して撮影するなど，初夏から真夏へかけての奥飛
騨の美しい自然を表現した。
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（2）中継番組
　 7 月の『大相撲名古屋場所』中継では，ワイヤ
レスカメラやウルトラハイスピードカメラを活用
し，力士の躍動感を伝えた。また，吊り屋形内に
「マイクロホンアレイ天蓋マイク」を設置して，
力士のぶつかり音や息遣いの臨場感を捉えた。
　『ゆく年くる年』では，16年にサミットが開催
される三重県の伊勢神宮をキーステーションとし
て福井県永平寺からも中継を実施した。このほか
『第66回　全国植樹祭　いしかわ2015』（ 5 月），
『第35回　豊かな海づくり大会　富山大会』（10
月）を制作した。
（3）『超絶　凄（すご）ワザ！』
　年間で14のテーマで対決。パンタレールカメラ
や内視鏡カメラ，ハイスピードカメラなど特殊撮
影機材を駆使して，対決に応じた映像で凄ワザを
表現した。
（4）一般番組
　ETV『特集江戸川乱歩』『わが子の死を見つめ
て』，BS1『ウナギ未来への旅』『長良川河口堰』，
BSP『よみがえるMIYABI～源氏物語絵巻』『中
部ジモ女の選択』ではプロモーションドラマなど
の番組を制作した。
　札幌の雪まつり会場をキーステーションに完全
生中継でお届けする『究極　冬なま！　夜こそ楽
しもう』（ 2 月）では，桑名市なばなの里から中
継参加した。
（5）エンターテインメント番組
　『歌謡コンサート～富山発！旅情・故郷・歌景
色』を富山県富山市から生中継した（ 2 月）。こ
のほか『Uta-Tube』スタジオ 6 本，岐阜大学（ 9
月），中京大学（ 3 月），『ネイチャーコンサート・
豊田市』（10月），『にっぽんの芸能・中日劇場』（ 9
月），『にっぽんの芸能・県立能楽堂』（ 5 月），『ブ
ラボーオーケストラ』（ 7 ・ 1 月），『ジュニアオ
ーケストラ』（ 8 月），『クラッシック倶楽部』（11
月），『ニューイヤーコンサート』（ 1 月），『民謡魂！
ふるさとの歌』（ 1 月）などを制作した。
（6）スタジオ制作
　『金とく家康クイズ』（ 4 月），『東海北陸信州
SP』（ 9 月），『ジモ女SP』（ 2 月），『金とくサミ
ット』（ 2 月）などを制作した。
（7）スーパーハイビジョンコンテンツ
　 4 年の歳月をかけて修復された徳川美術館所蔵
の国宝・源氏物語絵巻をスーパーハイビジョンカ
メラで撮影。およそ900年前に製作された平安絵
師たちの繊細なタッチを超高精細映像で記録し
た。

（8）R・FM音楽番組
　『邦楽のひととき』 4 本，『邦楽百番』 2 本を
収録・制作した。

Ⅲ．視聴者

1．広　報

（1）マスコミ広報・番組広報
　中部地方を舞台にしたドラマや番組を各局が，
さまざまな手法や展開とともに地元での話題作り
や周知につなげた。
　『ドラマ10』「愛おしくて」では，放送前から
最終回までさまざまな媒体で周知広報を行うとと
もに，女子大学で出演者トークショー（1.30）を
行い，視聴者層の拡大にも力を入れた。能登を舞
台にした『連続テレビ小説』「まれ」で金沢局が，
ご当地サイトを開設し，番組関連情報を視聴者に
届けた。『着信御礼！ケータイ大喜利』「全国ツア
ーin　四日市」（8.2）の事前周知で，津局は，ラ
ッピング電車を走らせるなど話題づくりに努め
た。岐阜発地域ドラマ『ガッタンガッタンそれで
もゴー』（10.28）のPRでは，ロケ取材会をはじめ，
スポット放送，ラッピングバス広告やドラマパネ
ル展の実施，データ放送やホームページの活用な
ど幅広く展開した。静岡局でも『連続テレビ小
説』「とと姉ちゃん」で，放送周知とともに地元
ラッピングバスや商業施設広告塔，新聞広告やリ
ーフレットで重層的な広報を展開した。
（2）視聴者ふれあい活動
　名古屋局の見学施設「放送体験スタジオ　わく
わく」には， 1 年間で12万4,300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。なお，団体見学での来館
は，249件7,414人だった。
　会館公開では，各局が誘客の強化やイベント内
容を質・量ともに充実させて臨んだ。名古屋局の
「きてみて体感！NHK」（8.29～30）は， 2 日間
で 1 万2,446人が訪れ，参加者の満足度は82.2％と
好評だった。また，開局80年を迎えた富山局では
「NHK富山ふれあい広場2015」（12.23～25）で
「中井精也のてつたびファンミーティング」
（12.23）や「ワンワンとあそぼうショー」（12.24），
「富山人川柳スペシャル」（12.25）を実施し， 3
日間で660人の来場者が訪れた。さらに，開局75
年を迎えた津局は，『金とく　銚子川』や県単
FM『みえDE川柳』のトークイベントや食料・
環境・防災キャンペーン，ラジオ工作教室などを
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実施し，10月10日と11日の 2 日間で8,000人を超
える来場者が訪れた。

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54万人の視聴者と触
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』『新・BS日本のうた』『ふる
さと自慢うた自慢』など例年実施している番組に
加え，富山局では，開局80年にあわせて『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41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「中部ジモ女の選択」（名古屋局を中心に中部
7 局），「再発見！長良川鵜飼」（岐阜局）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）した
ほか，防災啓発イベント「みんなで防災-BOSAI-」
（10.17～18，豊橋市）（10.25，弥富市）（1.31，小
牧市）（2.27～28，JR名古屋駅）を実施した。岐
阜局では，気象防災をテーマにした「岐阜県気象
防災セミナー～集中豪雨での避難行動講座～」
（5.31，大垣市）を実施した。「ハートプロジェ
クト」では，「第20回NHKハート展」（9.19～
10.4，静岡市）（2.20～3.4，岐阜市）と「NHK介
護百人一首2015パネル展」（10.31～11.3，金沢市），
「NHKハートフォーラム」（2.7，名古屋市）（3.26，
藤枝市）を開催した。
（3）こども・青少年イベント
　「第82回NHK全国学校音楽コンクール」「第62
回NHK杯全国高校放送コンテスト」「第32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」（3.12，金沢市），「い
ないいないばあっ！あつまれ！ワンワンわんだー
らんど」（7.5，瀬戸市）や，「おかあさんといっ

しょ　あつまれ！土曜日」スタジオ収録（1.30，
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」」（ 7 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」（11.22～23，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～」（1.25，刈谷市）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ほか，教員を対象
とした「学校放送番組・ICT活用講座」（7.31，豊
田市）を実施した。
　教養イベントでは，「NHK公開セミナー」とし
て「生命大躍進」（10.18，名古屋市）をテーマに
実施した。
（5）美術展・展覧会
　NHKスペシャルと連動した特別展「生命大躍
進」（10.17～12.13，名古屋市）のほか，「岡部嶺
男の陶芸－瀬戸の伝統そして創造へ－」（4.18～
6.28，瀬戸市），「加賀前田家　百万石の名宝」（4.24
～6.7，金沢市），「青磁のいま－受け継がれた技
と美 南宋から現代まで－」（6.13～8.16，静岡市），
「ボストン美術館 ヴェネツィア展」（9.19～2.21，
名古屋市），「第62回日本伝統工芸展」（9.30～
10.5，名古屋市，10.30～11.8，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2016』
（1.3，名古屋市），「N響定期演奏会」（1.24，名
古屋市）を主催・共催した。
（7）スポーツイベント
　「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」（8.2，
金沢市）をはじめ「ラジオ体操・みんなの体操
会」を中部各地で実施した。また，「第95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ジュニア野球教室」
（6.7，美浜町）を実施した。
　また，NHKが共催している 3 大ゴルフトーナ
メントのうちの 2 つである「第48回日本女子オー
プンゴルフ選手権競技」（10.1～4，加賀市），「第
25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技」
（10.29～11.1，津市）において，中継とあわせて
NHKブースを設置し，各種PRを行った。
（8）その他のイベント
　15年度も名古屋局制作番組『金とく』のネイチ
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ャープロジェクトと連動し，コンサート（10.8，豊
田市）やトークショー（8.29，名古屋局，10.11，
津局）など中部地方の各局が連携したイベントを
実施した。
　金沢局では，『連続テレビ小説』「まれ」の放送
終了前の関連イベントとして，ドラマ出演者がこ
れまでのストーリーをふり返る「まれファン感謝
祭　in　石川～まんでありがとう！～」（9.20，金
沢市）を実施した。
　静岡局では，JAMSTECとの協力により，地球
深部探査船“ちきゅう”の調査結果から巨大地震
のメカニズムを学び参加者とともに防災について
考える「NHK深海ワンダーランド～深海から学
ぶ巨大地震のメカニズムと深海生物～」（3.6，静
岡市）を実施した。
　津局では，開局75周年を記念して『着信御礼！
ケータイ大喜利「全国ツアーin　四日市」』公開
収録（7.19，四日市市）を実施した。あわせて，
その収録のもようをライブビューイングで楽しむ
イベントを賢島で同時開催し，公開収録会場とラ
イブビューイング会場を結ぶラッピング電車で参
加者を運び番組を盛り上げる「特別列車　賢島ツ
アー」を実施した。
　岐阜局では，開局75周年記念として，地域の伝
統文化である長良川鵜飼をテーマに「長良川鵜飼
未来シンポジウム」（6.6，岐阜市）を実施したほ
か，「再発見！長良川鵜飼　NHK岐阜　映像で振
り返る鵜飼」を県内 4 会場で実施し，岐阜局制作
の 8 Kスーパーハイビジョンの上映や，鵜飼映像
アーカイブスの映像展示を行った。また，「全日
本学生落語選手権 策伝大賞」（2.27～28，岐阜市，
1,370人参加）などのイベントを実施した。

3．営　業

　営業では，「2015年～2017年度　NHK経営計
画」で掲げている 5 つの重点項目の一つに「受信
料の公平負担の徹底に向け，最大限努力」を掲げ，
営業改革を一層推進し，過去最高の支払率80％と
衛星契約割合50％の達成を17年度末までに目指
す。重要な初年度として，中部ブロックでは，営
業業績を安定的に確保するため，契約収納業務の
外部法人委託による訪問要員体制を構築する目的
で，広範な地域を対象とした包括的な業務委託や
公開競争入札などを積極的に実施し，支払率と衛
星契約割合を高めた。
　15年度末の放送受信契約件数は，15年度当初
610万2,000件に対して， 8 万3,000件の増加を確保
し，618万5,000件となった。また，衛星契約件数

においても，15年度当初282万8,000件に対し，15
年度末には294万4,000件を確保し，11万6,000件の
衛星契約増加となった。何れの増加数も，当初の
計画値を超える実績を確保することができた。
　事業所契約活動にも積極的に取り組み，14年度
実績以上の事業所契約数 2 万2,000件の契約増加
数を確保した。
　さらに，訪問によらない営業活動による受信契
約取次数の向上を目指すため，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，14年度以上の業績を確保することが
できた。
　民事関連手続きにおいては，簡易裁判所への支
払い督促の申立てと合わせ，15年度においては，
未契約世帯に対しても民事訴訟を実施し，公平負
担の徹底に努めた。
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