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1 節 放送番組の編成

国内放送番組編集の基本計画
　「平成30年度（2018年度）国内放送番組編集の
基本計画」は，放送総局内で議論を重ねたうえ，
編成局で原案を作成した。この原案を理事会で決
定し，12月，中央番組審議会に諮問，答申を得た
うえ経営委員会で決定した。
　以下はその原文である（p.58まで）。記号など
は本書の方式に合わせた。

Ⅰ．編集の基本方針
　「大切なことを，より深く，より身近に」─。
平成30年度は，「“公共メディア”実現へ」という
目標を掲げた新 3か年経営計画のスタートの年で
す。12月にはいよいよスーパーハイビジョン
（SHV）本放送が始まり，インターネットを活
用した新しいサービスも充実させます。2020年に
向け「最高水準の放送・サービス」の実現を目指
し，視聴者の期待にしっかりと応えていきます。
　平成30年度，特に意識するのは，「 6つの公共
的価値」（①～⑥）です。社会のありようが大き
く変化するなかでも，NHKは引き続き公共放送
の基本を堅持し，「公共的価値」の実現を追求し
ます。
　①「正確，公平・公正な情報で貢献」②「安全
で安心な暮らしに貢献」は“公共メディア”の原
点です。放送を太い幹としながら，インターネッ
トもあわせて活用し，判断のよりどころになる正
確で公平・公正な情報，命と暮らしを守る情報を
提供します。また，何人からも干渉されない放送
の自主自律と不偏不党を貫き，意見が対立してい
る問題については，広く議論の場を設けます。③
「質の高い文化の創造」では，多彩で見応えのあ
るコンテンツを制作し，幅広い視聴者に感動を届
けます。④「地域社会への貢献」では，全国の放
送局が地域放送を充実させ，地元の人たちにとっ
てより身近で頼りになる放送局になります。⑤
「日本と国際社会の理解促進」では，日本の多様
な情報を国際社会に向けて発信するとともに，世
界の今を日本に伝えます。そして⑥「教育と福祉
への貢献」では，子どもや高齢者，障害者が利用
しやすい放送・サービスを充実させ，多様な価値

を認め合う「共生社会」の実現を目指します。
　これまでも私たちは「公共的価値」を追求し続
けてきました。それをよりわかりやすく，より深
く，より身近なものとして伝えることで，一人で
も多くの方々に役立ち，感動を与えられる“公共
メディア”を目指します。そして，未来の放送・
サービスを，視聴者とともに創造していきます。

Ⅱ．編集の重点事項

1．�安全・安心を守るために，防災・減災報道，
緊急報道を充実し，被災地の復興を支援

　命と暮らしを守る報道に全力を挙げて取り組み
ます。大規模な災害が発生したときは，テレビ，
ラジオ，インターネットなど，多様な手段を用い
て被災者が必要とする情報をいち早く届けます。
首都直下地震，南海トラフ巨大地震などの非常事
態でも，放送・サービスを維持するために，本部
代替機能を充実させ，全国の放送局が連携して危
機を乗り越える体制を整備します。また，東日本
大震災など，全国の被災地の復興を支援し，原発
事故後の対策についても継続して伝えます。

2．�国内外の課題や最新事情を，正確に，早
く，わかりやすく

　国際社会では核やテロの不安が広がり，緊張関
係が高まっています。国内においては少子高齢化
・人口減少，社会保障のあり方など，課題が山積
しています。また，消費者問題やいじめなど教育
問題への対策も急務です。不確かな情報が氾濫す
るなか，私たちは，これまで培ってきた取材力・
制作力を生かし，正確で公平・公正な情報を，早
く，わかりやすく伝えます。意見が対立している
問題については，できるだけ多くの角度から論点
を明らかにし，健全な民主主義の発達に寄与しま
す。インターネットを活用した情報収集や，デー
タジャーナリズムなどの調査報道の手法を開発
し，日本と世界の政治・経済・社会・文化の今を，
深く，多角的に伝えます。

3．�多彩なコンテンツでNHKのファンを増
やし，身近で親しまれる放送局に

　多彩で見応えのあるコンテンツを制作し，幅広
い視聴者に「感動した」「役に立つ」「楽しめた」
「考えるきっかけになった」などと言っていただ
けるNHKを目指します。制作にあたっては，若
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年層から現役層，そして高齢者層にいたるまで，
各層のニーズを的確に把握することで，幅広い世
代に届くコンテンツを積極的に開発します。テレ
ビ，ラジオの各チャンネルや，番組の役割などを
明確に定め，より見やすく親しみやすい時間帯に
編成するとともに，タイムシフトなどの視聴変化
にも対応します。また，インターネットやデータ
放送も活用し，参加・体験できる番組・サービス
を充実します。子どもたちの好奇心を育て，学び
と遊びを支援するサービスや，暮らしやすい社会
に向けて，教育・福祉番組を充実させます。

4．�4 K・8 K放送で，これまでにない感動
の視聴体験を

　12月にスタートするSHV（ 4 K・8 K）本放送
は，世界トップクラスの超高精細映像で，かつて
ない感動を視聴者に届けます。 4 Kは，地上波・
衛星波の中からドラマ・自然・紀行・スポーツな
ど多彩なコンテンツを選んで一体制作し，SHV
普及の先導役を果たします。 8 Kは，芸術・音楽
・エンターテインメントなどのジャンルから，
“ 8 Kならではの圧倒的な映像と音響”にこだわ
り，まるで本物と向き合っているかのような没入
感，臨場感を堪能することができます。NHKが
世界に先駆けて開発した 8 Kの魅力を多くの人に
知ってもらうため，認知度の向上に努めます。

5．�東京オリンピック・パラリンピックに向け，
“公共メディア” にふさわしい挑戦を

　東京オリンピック・パラリンピックは，スポー
ツを通して多くの人たちに感動を与えるととも
に，日本の文化・芸術・科学技術の素晴らしさを
世界に知ってもらうまたとない機会です。NHK
はこの機会を捉えて，スポーツはもとより，あら
ゆる分野で“公共メディア”にふさわしいイノベ
ーションに挑戦します。SHVによる最高水準の
放送・サービスをはじめ，AI技術を活用し，放
送音声からの字幕化や，多言語実況サービスにも
取り組みます。あわせて，社会の持続可能性にも
目を向けます。また，地域が主役となり，日本中
が全員参加で盛り上げる聖火リレーなどを取り上
げ，人と人をつなぐメディアの機能を大きく高め，
「共生社会」の実現を目指します。

6．�全国の放送局は，地域放送・サービスを
充実・強化し，地域社会に貢献

　全国の放送局は，地元に身近な放送局として，
常に地域の人の目線で取材・制作します。地域放

送では，暮らしに役立つ情報，関心の高いテーマ
を積極的に取り上げ，全国放送では，豊かな自然
・文化・人々の営みなど，地域の魅力を広く発信
します。大規模災害が発生したときは，地元の放
送局ならではのきめ細かい情報を提供し，人々の
命と暮らしを守ります。また，それぞれの地域固
有の課題に対して取材を積み重ね，解決の糸口を
探ります。各地共通の課題については，NHKの
全国ネットワークを生かし，改善のヒントになる
事例を広く取り上げて放送します。

7．�国際発信を強化し，世界との相互理解を
促進

　日本の今を世界へ発信し，世界の動きを日本に
積極的に伝えることで，相互の理解を促進します。
国際放送との連携を進め，日本への理解を促す番
組を一層充実するとともに，アジアの取材拠点も
活用した国際報道を強化します。また，世界の情
勢や世界各地の文化や生活の実情などを日本国内
に的確に伝えます。さらに，SHVによる高品質
のコンテンツや，国際共同制作による大型シリー
ズの制作など，さまざまな形で国際展開を進め，
日本の魅力を広く世界に発信します。

8．�多様な価値を認め合い，ともに生きる社
会を実現する放送・サービス

　誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあい，
人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加
型の社会（「共生社会」）を実現するために，教育
や福祉コンテンツ，インターネットサービスを充
実させます。放送・サービスを通じて，障害者が
積極的に社会に参加・貢献する機会や，日本と世
界の子どもたちが交流を深める機会を提供すると
ともに，女性が活躍する社会の実現を推進します。
さらに，すべての人が見やすく，聞きやすく，安
心して視聴できる「ユニバーサル放送・サービ
ス」の拡充に取り組むほか，字幕放送・解説放送
・手話放送は長期計画に基づき準備を進めます。
　以上の重点項目の実施にあたっては，以下のよ
うな施策も勘案しながら，取材・制作体制を構築
します。
○ これまでの質的，量的評価の手法に加えて，個々
の放送・サービスの「役割」や「到達度」など
の視点を取り入れ，適切な評価・管理体制を構
築していきます。

○ 放送倫理やコンプライアンス意識を徹底し，事
実に基づく確かな情報と質の高い番組の提供に
努めます。
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○ NHKの業務に携わるすべての人の健康確保に
留意し，「働き方改革」，女性の活躍などのダイ
バーシティー施策の推進，職場環境の整備に取
り組みます。適切なアウトソーシング，AIの
導入，テレワークの拡大など，業務フローの抜
本的な見直しを実施します。
○ 4 K・8 K本放送では，これまでの試験放送で得
られた知見を生かし，技術発展の先導的な役割
を果たします。 4 Kでは，通常番組（ 2 K）と
の一体制作を基本にし，限られた経営資源を効
果的・効率的に活用します。 8 Kについても，
一部のコンテンツで一体制作を進め，効率的な
制作に取り組みます。

Ⅲ．各波の編集方針

1．総合テレビジョン

　基幹波として，命と暮らしを守る報道に全力を
あげて取り組み，何人からも干渉されない放送の
自主自律と不偏不党を貫きます。また，公共メデ
ィアの実現に向け，公平・公正で社会の指針とな
るニュースや番組，教育・娯楽・文化・スポーツ
などの多彩な番組を充実させます。幅広い世代，
特に現役世代や，若い世代の接触の拡大に取り組
むとともに，スーパーハイビジョン，デジタル技
術，インターネットなどを活用した新たな放送サ
ービスを開発・強化します。また，地域の発信力
を高め，地域サービス向上を図ります。
（編集のポイント）
1． 幅広い世代，特に現役世代，若い世代の接触
を増やすため，ターゲットを明確にした多様
なラインナップの番組を提供するとともに，
その内容を充実・強化

2． 国際的に高い評価を得られる高品質の大型番
組を制作

3． NHKに対する接触が低い層のアプローチを
図るため，インターネットやデジタル技術の
活用を意識した新たな番組を開発

4． 地域放送の充実と地域情報の全国発信を推進
し，地域サービスを向上

5． “東京2020”までのロードマップを意識し，
関連番組等を効果的に展開

〔放送時間〕
○ 1日24時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養番組20％以上，教育番
組10％以上，報道番組35％以上，娯楽番組20％

以上を編成します。

2．教育テレビジョン（Eテレ）

　教育，福祉などの重要課題に加え，語学・教養
・趣味実用など多彩な番組を編成し，教育放送と
して，幅広い世代の“知りたい”“学びたい”に
応えます。番組とインターネットサービスとの連
携をより充実させ，子ども・若者の視聴拡大を図
るとともに，人々の暮らしに役立ち，豊かにする
放送を目指します。
（編集のポイント）
1． 教育，福祉，防災などの課題への総合的取り
組み

2． インターネット・データ放送・アプリ等を活
用し“参加・体験するテレビ”を提供，見る
だけのテレビではなく，双方向で楽しむ機能
を拡充

3． 趣味実用・健康・子育て番組等で，視聴者の
関心や疑問に応える“役に立つ”インターネ
ットサービスを充実

4． 人々の多様な知的好奇心に応え，人生を豊か
にする教養番組を開発

5． “東京2020”に向けて，多様性を認め合い，“と
もに生きる”社会の実現に貢献

〔放送時間〕
○ 1日20時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養番組15％以上，教育番
組75％以上，報道番組若干を編成します。

3．BS1

　“ライブ感あふれる情報チャンネル”として，
「国際」「スポーツ」「ドキュメンタリー」の各分
野を充実させるとともに，東京オリンピック・パ
ラリンピック関連番組に一層力を入れ，2020年に
向かう視聴者の関心に最大限に応えます。
　スポーツにおける新演出・新技術の開発，スポ
ーツを通した共生社会の確立，スーパーハイビジ
ョン一体制作の推進など，2020年に向けた社会の
変革に先導的な役割を果たします。
（編集のポイント）
1． “東京2020”に向けて高まるスポーツ熱や関心
に応え，幅広いオリンピック関連番組を編成

2． パラリンピック競技の放送を拡大，スポーツ
としての魅力を伝えるとともに障害者リポー
ターも積極的に起用し，共生社会実現に貢献

3． スポーツにおける新演出・新技術の開発を促
進
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4 ．世界や日本の今と向き合う番組の強化
5． グローバルな視点で地域に光を当てる番組の
充実

〔放送時間〕
○ 1日24時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養番組20％以上，教育番
組10％以上を編成します。

4．BSプレミアム

　“本物志向の爽快エンターテインメントチャン
ネル”を目指した充実・強化を図ります。BSプ
レミアムならではのスペシャル感，スケール感，
良質な笑い，深い感動など，オリジナリティー豊
かで多彩な番組をそろえた編成を行います。また，
若い世代を引きつける番組を積極的に開発し，幅
広い世代の視聴者に接触してもらうことを目指し
ます。
（編集のポイント）
1．魅力ある超大型特集番組の充実
2． 定時番組の充実によるゴールデン・プライム
帯の強化

3． 視聴者層拡大を目指し，20～40代の関心を引
く番組を開発

4． スーパーハイビジョン一体制作，地域の活性
化に資する番組の制作を積極的に推進

5．インターネットを活用した番組の開発
〔放送時間〕
○ 1日24時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○特に定めない。

5．スーパーハイビジョン試験放送

　多彩なスーパーハイビジョン（ 4 K・8 K）番組
の制作を加速して，超高精細テレビ放送の普及促
進に資するとともに，12月の本放送開始に向けて
スーパーハイビジョンならではのコンテンツ開発
と技術検証に注力します。
（編集のポイント）
1． 自然，紀行，美術，科学，ドラマ，音楽，エ
ンターテインメント，伝統芸能，スポーツな
ど様々なジャンルの番組をバランス良く編成
し，他波の定時番組との一体制作を推進

2． 8 Kの特性を生かした音楽・芸術番組やスポ
ーツ中継，放送外展開も視野に入れた 8 K大
型番組を開発

〔放送時間〕
○ 1日 7時間を基本とします。

〔放送番組の部門別編成比率〕
○特に定めない。

6． 4 K本放送

　 4 Kならではの機動力と高画質の魅力を生かし
た番組を提供し，超高精細映像時代への入口とし
て，先導的な役割を果たします。 2 Kとの一体制
作を基本としながらも，見やすいジャンル編成や，
先行放送で独自性を打ち出します。
（編集のポイント）
1． 週末には， 4 Kの機動力を生かした独自の大
型コンテンツを充実

2． 平日は，「エンター」，「サイエンス」，「ドラマ」，
「カルチャー」，「ライフ」の 5つの分野に分
けて，曜日ごとにジャンル編成

3． 2 Kよりも前に 4 Kで先行放送することを試
行し，視聴者サービスを拡充。

〔放送時間〕
○ 1日18時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○特に定めない。

7． 8 K本放送

　 8 Kならではの圧倒的な映像・音響にこだわり，
既存のテレビと一線を画した“未知の映像体験”
を提供します。テレビ放送の新しい世界を切り開
き，世界が認めるスーパーコンテンツを発信する
“NHKのフラッグシップチャンネル”を目指しま
す。
（編集のポイント）
1． まるで本物と向き合っているような“没入感”
に満ちた番組の充実

2． スタジアムやコンサートホールの特等席にい
るかのような“臨場感”にあふれた大型中継
や番組を編成

3． 新たな演出や見せ方に工夫を凝らし， 2 Kと
の一体制作が可能な番組を開発

〔放送時間〕
○ 1日12時間10分を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○特に定めない。

8．ラジオ第1放送

　いざという時の安全・安心を担う“音声基幹波”
として，ニュース番組と地域発生活情報番組を拡
大して，命を守り，暮らしに役立つ情報を届けま
す。番組・時間帯ごとのターゲットをより明確に
し，多彩な番組展開と地域に根ざした放送をする
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ことで幅広い世代の期待に応えます。「らじる★
らじる」の普及とインターネット活用を推進し，
より一層サービスの充実を図ります。
〔放送時間〕
○ 1日24時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養・教育番組あわせて
25％以上，報道番組35％以上，娯楽番組20％以
上を編成します。

9．ラジオ第2放送

　生涯学習波として，多様な知的欲求に応える番
組を編成するとともに，“東京2020”に向けて語
学番組の充実を図ります。また，インターネット
サービスとの連携で“いつでも”“どこでも”学
べる機会を提供します。
〔放送時間〕
○ 1日19時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養番組15％以上，教育番
組65％以上，報道番組10％以上を編成します。

10．FM放送

　さまざまな音楽・芸能ジャンルのコンテンツを
バランス良く編成し，総合音楽波として，リスナ
ーの期待に応えます。平日夜間に魅力的なパーソ
ナリティーを起用するなど，幅広い世代の接触者
を増やす取り組みをしていきます。災害などの緊
急時にはライフライン情報を提供し，地域情報波
としてきめ細かな情報を届けます。
〔放送時間〕
○ 1日24時間を基本とします。
〔放送番組の部門別編成比率〕
○ 定時番組について，教養・教育番組あわせて
40％以上，報道番組10％以上，娯楽番組25％以
上を編成します。

放送番組の改定

Ⅰ． 4 月の番組改定

1．総合テレビジョン

（1）現役世代に特化したターゲットゾーンを設
定し，内容を充実・多彩なラインナップを
強化

　平日午後10時・11時台に，仕事や家事を終えた
30～50代のライフスタイルに合わせた多彩な番組

やニュースを編成し，内容強化を図った。水曜午
後10時台には『歴史秘話ヒストリア』を移設した
ほか，木曜午後10時台には，ペットと人との心温
まるすてきな関係を描く新番組『もふもふモフモ
フ』，カリスマ・バイヤーの海外買い付け旅に同
行して世界各地の新たな魅力を発見していく『世
界はほしいモノにあふれてる～旅するバイヤー　
極上リスト～』を新設した。また『ニュースチェ
ック11』は放送開始時間を 5分前倒して，30分の
番組とした。
（2）より幅広い世代の視聴者から支持されるよ

うゴールデン帯の番組を充実
　金曜午後 8時台に，知っているようで知らない
身の回りの雑学を楽しく学べるクイズ番組『チコ
ちゃんに叱られる！』を新設した。
（3）週末夜間のフラッグシップ番組の強化と，

多彩で個性的な番組の編成
　週末夜間は，ゆったりとした気分の中で楽しめ
る番組の編成を強化した。土曜午後10時台には，
ゲストの新たな一面を引き出すバラエティー番組
『有田Pおもてなす』を新設。午後11時台には，
放送時間を 5分拡大して『SONGS』を移設する
とともに，『よるドラ』を新設し，新作ドラマや
好評を博した過去のドラマ作品を放送した。日曜
午前 0時台（土曜深夜）には，双方向連動のバラ
エティー番組『おやすみ日本　眠いいね！』や，
若者世代に向けた新たな音楽番組『シブヤノオ
ト』をそれぞれ月 1回程度編成し，週末の夜にリ
ラックスして見られる番組の流れを強化した。
（4）ネット世代に向けた，新たなデジタル連携

番組の編成
　木曜午後11時55分には，『NET BUZZ』を新設
し，ネットで話題になった番組を再放送した。ま
た，日曜午前 0時台（土曜深夜）には月 1回程度，
デジタル連携の新番組『テンゴちゃん』を新設
し，10～30代前半のネット世代に向けた新たな放
送サービスを開発・強化した。
（5）スーパーハイビジョン一体制作を推進し，

より高画質・高品質の放送サービスを提供
　土曜午前 9時台に新設した『週刊まるわかりニ
ュース』は，12月の本放送開始時期に合わせてス
ーパーハイビジョン一体制作とし， 4 Kとのサイ
マル放送を実施した。
（6）“東京2020” への盛り上げを図る効果的な

取り組みを強化
　日曜午後10時台の『サンデースポーツ』は，タ
イトルを『サンデースポーツ2020』に改め，2020
年に向けて脱皮・再生を模索する「日本のいま」
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をスポーツの角度から取材し，発信した。“東京
2020”開催の 2年前となる 7月24日を中心に特集
番組を集中編成した。『内村五輪宣言！～
TOKYO2020開幕 2 年前スペシャル～』と題し，
メダリストたちのトークや五輪会場の準備状況な
どを紹介したほか， 7月25日には『超絶　凄（す
ご）ワザ！～東京2020全力応援！本田望結の 2年
後が楽しくなるツアー～』と題し，競技用具の開
発の裏側に密着するなど，東京2020への機運を高
めた。また，東京パラリンピック開催 2年前の 8
月25日の午後に，『東京2020パラリンピック大図
鑑』と題し，パラ競技の楽しみ方や活躍が期待さ
れる選手を紹介する特集番組を放送した。
（7）地域の魅力の発信の場を充実
　平日午後の生放送番組『ごごナマ』では，水曜
と木曜の午後 3時台に地域局制作の番組を全国に
向けて発信するコーナーを設け，地域の魅力や課
題を多角的に伝えた。

2．教育テレビジョン（Eテレ）

（1）親子で見たくなる，共通の話題となる番組
の編成

　子どもの自由奔放な発想を，一流のクリエータ
ーたちが，本気で作品に仕上げる『オドモTV』
を新設。鼻歌を曲に，はしゃぐしぐさをダンスに，
むちゃくちゃな物語を演劇にするなど，さまざま
なジャンルのクリエーターが挑むことで，子ども
の発想の面白さ，クリエーションの本質を楽しく
体感する。
（2）新しい学習指導要領に対応する学校放送番

組
　課題を発見し，予想を立て，分析する力を身に
付ける，小学 3～ 6年生の理科番組『ふしぎエン
ドレス』。自分が暮らす地域に目を向け，主体的
に考える力を育てる小学 4年生の社会科番組『よ
ろしく！ファンファン』。2020年に小学 5， 6 年
生の英語が教科化されるのを踏まえ，子どもの知
的好奇心をくすぐる英語番組『基礎英語 0 　～
世界エイゴミッション～』を新設。また，ウェブ
のNHK for schoolで展開している人気コンテンツ
を番組化し，頭を柔らかくして学ぶ『ブレイク
ッ！』を新たに編成した。
（3）人気のアニメで新シリーズを編成
　土曜に『アニメ　メジャーセカンド』を新設。
さらに，人気絵本をアニメ化した『おしりたんて
い』を 5月に 3回シリーズで放送。データ放送と
連動した演出で好評を得た。 7～ 8月には 7回シ
リーズで放送し，人気のコンテンツへと成長。家

族で楽しめる良質のアニメ番組を提供した。
（4）趣味・実用番組では英語番組をリニューア

ル
　海外のニュースを題材にした『ニュースで英会
話』を，SNSのタイムリーなトピックから，リア
ルな表現や発信の仕方を学ぶ『世界へ発信！SNS
英語術』に。『おとなの基礎英語』と『しごとの
基礎英語』を，増え続ける訪日外国人をもてなす
フレーズを学ぶ『おもてなしの基礎英語』に。時
代のニーズに応え，新しい英語学習の形を打ち出
した。
　『きょうの料理』では，新企画「つくろう！に
っぽんの味47」をスタート。
（5）質の高い教養系番組の充実
　「漫才・コントは最高のコミュニケーションツ
ール」をコンセプトに，人気の芸人が，いろいろ
な会社を訪ねてビジネス講座を開く『芸人先生』。
視聴者から人生の悩みを募集し，カント，ニーチ
ェなど，哲学者が残した言葉から解決のヒントを
探る『世界の哲学者に人生相談』を新設。
　お笑い芸人で作家の又吉直樹がナビゲーターを
務める『オイコノミア』をリニューアル。テーマ
を経済から，身近にある“不思議”に広げた『又
吉直樹のヘウレーカ！』を新設。又吉直樹ならで
はの視点で，自然科学，社会科学の専門家ととも
に，さまざまな謎を解き明かす知的エンターテイ
ンメント番組へと進化させた。
　海外の優れたドキュメンタリーを届ける『ドキ
ュランドへ　ようこそ！』を新設。知られざるナ
チス史をひもといた「走る要塞　ヒトラーの専用
列車」や，映画界のセクハラやレイプ被害の実態
に迫った「ハリウッド発　＃MeToo～ワインス
ティーン　スキャンダルの全貌～」など，歴史の
掘り起こしから，世界の今を見つめるドキュメン
トまで，幅広いテーマで，知のアップロードを提
供した。
　NHK WORLD-JAPANで放送中の『デザイン　
トークス＋（プラス）』。日本のデザインの世界を
探り，形に宿る精神や哲学をひもとく番組の日本
語版を制作し，Eテレでも放送をスタートした。
（6）若者の悩みを受け止めるキャンペーンを実

施
　若者の自殺が最も多いとされる 9月 1日の前後
に，「＃ 8月31日の夜に。」と銘打って，さまざま
な番組を放送。 8月25日～ 9 月 2 日の間，『ウワ
サの保護者会』『地球ドラマチック』『＃ジューダ
イ』『いじめをノックアウト』『ハートネット
TV』『ETV特集』など，さまざまな番組が共通



第２部　NHKの概況｜第１章　放送｜1 節　放送番組の編成

NHK年鑑’19 60

のテーマで連携。SNSも活用し，広く若者の声を
つなぐ試みを行った。

3．BS1

（ 1）“東京2020” に向けて，幅広いオリンピッ
ク・パラリンピック関連番組を編成し，高
まるスポーツ熱に応える

　日曜午後 7時台にパラスポーツの魅力を発信す
る『武井壮のパラスポーツ真剣勝負』『行くぜ！
パラリンピック』を新設したほか，『東京オリパ
ラ団』『世界はTokyoをめざす』『アスリートの魂』
『超人たちのパラリンピック』など多彩な番組を
展開して幅広くオリンピック・パラリンピック関
連番組を放送した。
（2）グローバルな視点で地域に光をあてる番組

の充実
　外国人の眼から見た日本の魅力を紹介する
『COOL  JAPAN～発掘！かっこいいニッポン
～』では，地方出張版の制作を増やし，地域の新
たな魅力の発掘に努めた。また，地域の人々に“地
域に必要な番組”を議論してもらい，そのアイデ
アを番組化する『ザ・ディレクソン』，64年東京
オリンピック聖火リレーのエピソードを都道府県
ごとに掘り起こす『聖火のキセキ』を新設した。
（3）スポーツにおける新演出・新技術の開発を

促進
　最先端のデータ分析テクノロジーなどを活用し
て選手の技術や戦術をひもとく『スポーツ イノ
ベーション』では，18年度からスタジオにAR（拡
張現実）の技術を導入し，データ分析を可視化・
体感する最先端の演出でスポーツの新たな楽しみ
方を提供した。また，Jリーグ中継で 1人のトッ
ププレーヤーを複数の専用カメラで徹底的に追跡
し，映像とデータで超一流の技術に迫る演出に取
り組むなど，スポーツをより深く，魅力的に伝え
る演出に挑戦した。
（4）世界や日本の今と向き合う番組を強化
　『BS1スペシャル』は日曜夜間に加えて土曜夜
間にも放送枠を拡充し，国内外の今日的な問題や，
歴史の知られざる真実，注目スポーツの舞台裏な
ど，硬軟さまざまなテーマを取り上げて視聴者の
期待に応えた。また，『キャッチ！世界のトップ
ニュース』と『国際報道2018』で毎日最新の国際
情報を伝えたほか，時代に揺れ動く世界の現場を
ルポする『激動の世界をゆく』は，目まぐるしく
変化する国際情勢に対応し，毎回タイムリーなテ
ーマで放送した。

4．BSプレミアム

（1）大型特集番組の一層の充実と強化
　土曜夜間の超大型特集枠『スーパープレミア
ム』を継続し，斬新な演出や新たな技術を活用し
たスペシャルドラマ，スケール感あふれる自然・
紀行・歴史番組や大規模な生中継番組など，オリ
ジナリティー豊かでインパクトと話題性のある大
型番組を毎月放送した。主な番組は，「悪魔が来
りて笛を吹く」「大中継！にっぽんのお盆」「医師
の闘病から読み解く　がんを生きる新常識 2」「ス
ローな武士にしてくれ～京都　撮影所ラプソディ
ー～」など。また，保護猫・保護犬の現状を伝え
課題解決を考える「家族になろうよ　犬と猫と私
たちの未来」や，リバイバルドラマ「遥（はる）
かなる山の呼び声」などでは，『スーパープレミ
アム』を核にドキュメントや映画など多彩な関連
番組を集中的に放送。BSプレミアムならではの
インパクトあるボリューム編成を実施した。
（2）多様な関心に応える定番特集番組
　土曜夜間や水曜夜間の特集枠では，『グレート
トラバース 3 　日本三百名山全山人力踏破』や
『体感！グレートネイチャー』『たけしのこれが
ホントのニッポン芸能史』『ぐっさんのトラック
旅！』など，人気の定番シリーズ特集番組を編成
した。
（3）現役世代に向けた定時番組の強化と，視聴

者層拡大を目指した新番組の開発
　平日夜間に『美と若さの新常識～カラダのヒミ
ツ～』や『極上！スイーツマジック』など，現役
世代を意識した新番組を編成した。特集番組でも，
『発表！全ガンダム大投票』など，コアなターゲ
ットに訴求する番組を編成。このほか，土曜深夜
に新たな視聴者層獲得を目指した「開発枠」を新
設。『セカンドの美学』『＃新日本いいね！』など，
さまざまな演出，志向の番組を開発した。
（4）地域の魅力発信を強化
　『ふらっとあの街　旅ラン10キロ』『イッピン』
『ニッポンぶらり鉄道旅』など，平日午後 7時台
を中心に，日本各地の魅力を紹介。地域の活性化
を目指し，その土地ならではのエピソードをドラ
マ化する『地域発ドラマ』を年間 5本放送した。

5．スーパーハイビジョン試験放送

　スーパーハイビジョン試験放送では， 4 K・8 K
放送の技術検証と普及に資するために，超高精細
映像や三次元音響など，スーパーハイビジョンの
最先端の技術を生かした番組を制作し，午前10時



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
概
況

第２部　NHKの概況｜第１章　放送｜1 節　放送番組の編成

61 NHK年鑑’19

から午後 6時までの間を基本として編成した。一
般社団法人放送サービス高度化推進協会
（A-PAB）が 1日 1時間の放送をした。
　紀行，音楽・エンターテインメント，自然・科
学，ドラマ，美術・文化など，ジャンル別に放送
時間帯を設け，月曜から金曜まで同一番組を繰り
返して放送し，毎週末には，一つのテーマに沿っ
た集中編成を実施した。通常は 8 K放送とし，一
部 4 K番組のマルチ編成も実施した。
　なお，試験放送は当初の計画どおり 7月23日に
終了した。

6．ラジオ第1放送

（1）インターネットラジオのサービス充実
　NHKラジオを民放のインターネットラジオ
「radiko」で配信する実験を継続し，ラジオ第 1
放送に加えて，ラジオ第 2放送とFM放送でも配
信サービスを開始した。
（2）ワイド化による番組ゾーンの見直し
　平日午後 6時・ 7時台をニュースゾーンとして
夕方のニュース番組を『Nらじ』に刷新，午後 8
時・ 9時台をエンタメゾーンと位置づけ『増田明
美のキキスギ？』など個性的なパーソナリティー
を起用した番組を展開した。
（3）地域情報を強化
　平日夕方を中心に編成している地域の生活情報
番組を全国発信する『にっぽん列島夕方ラジオ』
を平日午後 5時台に新設。地域に密着した情報発
信の強化で，身近で頼りになる放送局としての存
在感を高めた。

7．ラジオ第2放送

（1）楽しく学べる語学番組の新設
　英会話に必要な基礎知識から英語の文化背景ま
で楽しみながら学べ，英会話の総合力を高める
『遠山顕の英会話楽習』を新設した。さらに，小
学生向けの初級英語講座『基礎英語 0』を新設し
た。
（2）放送とインターネットが連携したサービス

の充実
　英語を英語のまま理解する力を養う『エンジョ
イ・シンプル・イングリッシュ』では，スマート
フォンアプリと連動したサービスを充実した。ま
た，17年度までの『ワンポイント・ニュースで英
会話』を『世界へ発信！ニュースで英語術』に改
題し，学習をサポートする番組ウェブサイトのサ
ービスを充実した。

8．FM放送

（1）放送開始50年キャンペーンを展開
　1969年 3 月 1 日に本放送を開始したFM放送が
50年の節目を迎えた。開局した 3月 1日に合わせ
て，特別番組『今日は一日“ありがとうFM50”
三昧』を編成。FMを代表する 3つのジャンル
（クラシック，ポップス，オーディオドラマ）を
テーマに 3日間で30時間生放送をした。50周年を
盛り上げるために定時番組のMCが参加してイン
ターネットを中心にPR展開した。
（2）ポップスゾーンとして平日夜間を再編
　最新のポップスを紹介する音楽番組『ミュージ
ックライン』を軸に，平日午後 9～11時台をポッ
プスゾーンとして再編した。多彩なアーティスト
がMCを務める午後11時台には『miwaのミュー
ズノート』を日曜夕方から移設し，ポップスゾー
ンの強化を図った。
（3）ラジオ第1放送へのマルチ展開
　接触率向上のために『MISIA　星空のラジ
オ』など午後11時台のポップス番組を，ラジオ第
1放送の午後 4時台にマルチ展開した。

Ⅱ．年度途中の新設番組など

1．総合テレビジョン

（1）新設番組
　日曜深夜に『ツルネ─風舞高校弓道部─』
（10.22～）を放送した。
（2）ドラマの新シリーズ
　『連続テレビ小説』は「まんぷく」（10.1～），
『大河ドラマ』では「いだてん～東京オリムピッ
ク噺（ばなし）～」（1.6～）を開始した。金曜午
後10時の『ドラマ10』は，「昭和元禄落語心中」
（10.12～），「トクサツガガガ」（1.18～）を放送
した。土曜には，『土曜時代ドラマ』で「赤ひげ」
（9.1～），「ぬけまいる～女三人伊勢参り～」（10.27
～），「幕末グルメ　ブシメシ！ 2」（1.19～）を
放送し，『土曜ドラマ』は後期から午後 9時に移
設し「フェイクニュース」（10.20～），「みかづき」
（1.26～）を放送した。

2．教育テレビジョン（Eテレ）

　後半期の改定では，学校放送番組で，発達障害
などの困難を抱える子どもたちへの理解を深める
『u&i』（10.10～），94年から特別支援学校向けに
放送しているストレッチマンの新シリーズ『スト
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レッチマン・ゴールド』（10.11～）を新設。教養
番組では，『ねほりんぱほりん』の第 3シリーズ
（10.10～），研究者が人生をかけて生み出した論
文の魅力を掘り下げる『ろんぶ～ん』（10.4～），
人工知能の最前線に迫る『人間ってナンだ？超
AI入門　シーズン 2』，（1.10～）を新設。アニメ
では『アニメ　クラシカロイド 2』（10.4～），フ
ランスの漫画家による冒険ファンタジー『アニメ　
ラディアン』（10.6～）を新たに放送した。毎週
月曜～水曜の夜 6時55分からは，『Rの法則』に
替わる『沼にハマってきいてみた』（10.1～）が
スタート。大好きな趣味にハマった若者たちを主
人公に，10代の世界を深掘りする新番組としてリ
ニューアルした。

3．BS1

　野球などのシーズン終了や欧米の冬時間等に伴
い，11月 5 日以降，一部改定を実施した。
　土曜午後11時台には，プロ野球を毎回一つのテ
ーマで掘り下げる『球辞苑～プロ野球が100倍楽
しくなるキーワードたち～』（11.10～）を放送し
た。また，東京オリンピック・パラリンピックへ
の気運を高めるため，火曜午後 2時台に『聖火の
キセキ』を再放送した。
　『ワールドスポーツ』は，欧州サッカーを中心
にウインタースポーツなどの最新情報を伝える
『ワールドスポーツSOCCER』として木曜午後
9時台に移設した。それに伴い，『BS世界のドキ
ュメンタリー』『アスリートの魂』『超人たちのパ
ラリンピック』を平日午後11時台に移設した。
　また欧米の夏時間の終了に伴い，日曜の午前 5
～ 8 時台の編成を一部変更し，『ワールドニュー
ス』は午前 8時からの放送に，『PGAゴルフツア
ー』は午前 6～ 7 時台に変更，『チャリダー★快
汗！サイクルクリニック』『ラン×スマ～街の風
になれ～』を午前 5時台に再放送した。

4．BSプレミアム

　後半期の改定では，『ザ・プロファイラー～夢
と野望の人生～』（10.4～）を半年ぶりに編成。
また，海外ドラマの新シリーズ『THIS IS US 36
歳、これから』（11.28～），韓国ドラマ『秘密の扉』
（9.2～）を放送した。『連続テレビ小説』のアン
コールは，「べっぴんさん」（10.1～）を放送した。

5．BS 4 K

　12月 1 日土曜10時に本放送開始。超高精細映像
を身近に楽しむチャンネルとして，毎日18時間，

地上波や衛星波から選
よ

りすぐった番組を 4 K画質
で曜日ごとにジャンル編成するほか，独自番組も
放送。
（1）開局特別編成
　BS 4 K・BS 8 Kの本放送スタートに伴い，12月
1 日と 2日は特別編成をした。特に 1日は両波共
通の開局特別番組『いよいよスタート！BS 4 K・
BS 8 K　開局スペシャル』を 4回，計 4時間40分
にわたって生放送した（BS 8 KとBS 4 Kのサイ
マル放送。一部，総合テレビともサイマル放送）。
8 Kスタジオをベースに，世界初となる南極から
の 4 K生中継とローマからの 8 K生中継を織り交
ぜながら，放送の新時代をアピールした。
　BS 4 Kではさらに 4 K独自のシリーズ番組『フ
ロム・ザ・スカイ　空から見た日本』（全 5回）（12.1
～）や『シリーズ　聖なる建築』（全 4回）（12.1
～）の放送を開始したほか，『 4 K特集』「若冲vs
北斎～夢の天才対決～」（12.2）なども放送した。
（2）平日は曜日ごとの「ジャンル編成」
　月曜はエンターテインメントの日とし，定時番
組では『ザ少年倶楽部』（12.3～）や『クラシッ
ク倶楽部』（12.10～），『プレミアムシアター』（12.3
～）などを編成。また，火曜（サイエンス）は『ダ
ーウィンが来た！生きもの新伝説』（12.4～），『ワ
イルドライフ』（12.4～），『コズミックフロント
☆NEXT』（12.4～）など，水曜（ドラマ）は『プ
レミアムドラマ』（12.5～），『土曜ドラマ』（12.12
～），海外ドラマ『奥様は魔女』（ 4 K独自。12.5～）
など，木曜（カルチャー）は『日曜美術館』（12.6
～），『COOL  JAPAN～発掘！かっこいいニッポ
ン～』（12.6～），『美の壺』（12.6～），『浮世絵
EDO-LIFE』（ 4 K独自。12.6～，初回のみ12.2）
など，金曜（ライフ）は『小さな旅』（12.7～），『や
まと尼寺　精進日記』（12.7～），『新日本風土記』
（12.7～）などを放送した。
（3）土日の定時番組
　土曜は，NHKのアーカイブス番組を 4 Kデジタ
イズした『 4 Kでよみがえるあの番組』（ 4 K独
自。12.1～）や 4 Kカメラ取材を生かした『週刊
まるわかりニュース』（総合テレビとのサイマル。
12.8～）を放送した。さらに名作映画の 4 Kリマ
スター版を放送する『 4 Kシアター』（ 4 K独自。
12.8～）を編成した。
　また，日曜は午前 9時から初の 4 K大河ドラマ
「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」
（1.6～）を放送した。
（4）特集番組やスポーツ中継
　週末の夜間を中心に 4 K独自の特集番組も編
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成。 4 K映像を生かした『映像詩　宮沢賢治　銀
河への道～慟哭の愛と祈り～（前編・後編）』
（12.15，22），『移住　50年目の乗船名簿　完全
版（全 3回）』（2.2～），「 4 K　ダウンロード・フ
ェスティバル　2018（全 3 回）』（2.23～），『シル
クロード　至宝が語る千年の交流』（3.17）など
を放送した。
　スポーツ中継では毎月多彩な競技を放送。『第
56回ラグビー日本選手権～決勝～』（12.15），『全
日本バレーボール選手権（男子決勝，女子決勝）』
（12.23），『全日本バスケットボール選手権（男
子準決勝・決勝，女子準決勝・決勝）』（1.12，
13），『カーリング日本選手権2019（男子予選リー
グ・決勝，女子予選リーグ・決勝）』（2.12～17）
などを生放送した。

6．BS 8 K

　12月 1 日土曜10時に本放送開始。ハイビジョン
放送の16倍の超高精細映像で“未知の映像体験”
を届ける最高品質のチャンネル。放送時間は毎日
12時間10分。月ごとにテーマを決め，特に日曜の
夜間に新作番組を集中編成した。
（1）開局特別編成
　開局の12月 1 日はBS 4 Kと共通の開局特番を
生放送した（BS 4 Kの項目を参照）ほか，70ミリ
映画をオリジナルネガからレストアした『 8 K　
完全版　2001年宇宙の旅』（12.1）を世界で初め
て 8 K放送した。さらに 2日には『BS 8 K開局ス
ペシャル　世界初！バチカンから生中継』など大
型の番組を編成した。
（2）12月「エンターテインメント」
　12月は多彩な大型エンターテインメント番組を
シリーズで編成。宝塚歌劇団の花組・月組・宙組
・星組・雪組の 5組すべてのステージを 8 K収録
した『 8 K宝塚スペシャルシート（全 5回）』（12.2
～）を放送したほか，人気のミュージシャンのラ
イブを 8 K収録した『 8 Kスーパーライブ』で
は，「乃木坂46」（12.2），「コブクロ」（12.9），
「Perfume」（12.16），「 西 野 カ ナ 」（12.23），
「MI S IA」（12 . 23），「Sup e r f l y」（12 . 30），
「Suchmos」（12.30）を放送した。さらに『世界
三大オーケストラの響き』と題して「ウィーン・
フィルハーモニー管弦楽団」（12.1），「ベルリン
・フィルハーモニー管弦楽団（全 2回）」（12.8，
15），「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」
（12.22）などを放送した。
　また，12月31日には『第69回NHK紅白歌合戦』
を 8 Kカメラと22.2ch立体音響で独自に生放送し

た（BS 4 Kでは 8 K番組を同時ダウンコンバート
して生放送）。
（3） 1月「文化・芸術」と大相撲
　 1月は「文化・芸術」をテーマに，大型歴史ド
キュメンタリーシリーズ『ツタンカーメンの秘宝
（全 3回）』（1.1～3），『落慶～奈良　興福寺～』
（1.13），『時を越える輝き～世界最高峰の宝飾メ
ゾン～』（1.20），『荘厳なる神の調べ　欧州最大
のパイプオルガン～ドイツ・パッサウ　聖シュテ
ファン大聖堂～』（1.20）などを放送した。
　また， 1月13日から始まった『大相撲初場所』
を千秋楽まで毎日 2時間（16～18時），国技館か
ら生放送した。
（4） 2月「自然・絶景」
　 2月は自然や絶景を堪能するシリーズ番組を編
成。南極観測隊に密着取材した『南極大冒険（全
4回）』（2.3～），ドローン撮影によってヨーロッ
パの絶景を堪能する新しい紀行番組『空からクル
ージング（全 5回）』（2.3～）を日曜の夜間に放
送した。また『深海の大絶景』「世界初！ 8 Kが
見た海底1300mの秘境」（2.10）などを放送した。
（5） 3月「映画・ドラマ」
　 3月は 8 Kドラマや映画を編成した。70ミリの
名作映画をオリジナルネガから 8 K化した『 8 K
版　マイ・フェア・レディ』（3.10），大型スクリ
ーンドキュメンタリーで自然をダイナミックに撮
影した『アメリカ・ワイルド』（3.30）や音楽の
ルーツをテーマにした『アメリカン・ミュージッ
ク・ジャーニー』（3.30）などを放送した。また，
ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ原作
の『 8 Kスペシャルドラマ　浮世の画家』（3.24）
や，『最果タヒ×森山未來　ことばおどる』（3.31）
を放送した。
　このほか，『ウィーン・フィル　ニューイヤー
コンサート2019　 8 K版』（3.17）なども放送した。

7．ラジオ第1放送

　プロ野球ナイトゲームの終了に伴い，木・金曜
の午後 8～ 9時台の編成を改定した。木曜は暮ら
しに役立つ情報を届ける『かれんスタイル』を，
金曜はスポーツ・トーク番組『増田明美のキキス
ギ？』を放送した。

8．ラジオ第2放送

　日本を訪れる韓国の人たちと，“おもてなし”
の場面で楽しく会話することを目指す語学番組
『おもてなしのハングル』を新設した。
　また，前半期放送した『ポルトガル語入門』の
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後続番組として『ポルトガル語ステップアップ』
を放送した。

国内放送番組審議会
　放送番組審議会は，放送事業者に対して放送法
で設置が義務付けられている法定の審議機関であ
る。NHKは国内放送に関わる「中央放送番組審
議会」と 8つの「地方放送番組審議会」，国際放
送に関わる「国際放送番組審議会」を設置してい
る。
　番組審議会は，放送番組の適正を図るための自
律措置として設けられているものであることか
ら，委員の人選にあたっては学識経験者などの中
から，社会動向や属性など全体の調和を考え，視
聴者の意向が的確に反映されるよう，幅広い観点
から委嘱を行っている。委員数は，19年 3 月現在
で中央審議会は17人，地方審議会は10～12人で組
織している。会議は，毎月 1回の定例開催日に議
題を設けて実施している（ 8月は休会）。会長の
諮問に応じて全国向けの「国内放送番組編集の基
本計画」と各地域向けの「地域放送番組編集計
画」について審議し，答申したほか，番組全般に
ついて意見交換を行った。

1．中央放送番組審議会

　中央放送番組審議会は，18年度中に11回開催し，
会長の諮問により，12月に「2019年度（平成31年
度）国内放送番組編集の基本計画」について審議
し，答申したほか，広く国内放送番組全般につい
て活発な意見交換を行い，放送番組への反映を図
った。
　また， 5月に17年度下半期，11月に18年度上半
期の国内放送番組の種別および種別ごとの放送時
間について報告した。
　18年度中の主な議題は次のとおり。
4月　『美と若さの新常識～カラダのヒミツ～
　　　 「発見！“痩せる脂肪”の極意」』につい

て
5月　 経営計画における「達成状況の評価・管

理」（17年度第 4四半期・ 1～ 3月），放送
番組の種別および種別ごとの放送時間（17
年10月～18年 3 月分），『世界へ発信！SNS
英語術「＃NeverAgain」』について

6月　 『逆・転・人・生「えん罪・奇跡の逆転無
罪判決」』について

7月　 経営計画における「達成状況の評価・管
理」（18年度第 1四半期・4～ 6月），『NHK

スペシャル　シリーズ大江戸　第 3集「不
屈の復興！！町人が闘った“大火の都”」』
について

9月　 18年度後半期の国内放送番組の編成，19年
度の番組改定，『クローズアップ現代＋　
夏季特集「あなたの情報が社会を変え
る」』について

10月　 『ハートネットTV＋（プラス）＃ 8月31
日の夜に。～2018年夏休み　ぼくの日記帳
～「第 1部」「第 2部」』について

11月　 経営計画における「達成状況の評価・管
理」（18年度第 2四半期・ 7～ 9月），放送
番組の種別および種別ごとの放送時間（18
年 4 ～ 9 月分），「2019年度（平成31年度）
国内放送番組編集の基本計画（案）」につ
いて

12月　 NHK経営計画（18～20年度）の修正につ
いて，「2019年度（平成31年度）国内放送
番組編集の基本計画（案）─諮問─」，『沼
にハマってきいてみた「デニム愛を語れ！
デニムの町で知られざる魅力を発見！」』
について

1月　 『NHKスペシャル　東京リボーン　第 1
集「ベイエリア　未来都市への挑戦」』に
ついて

2月　 経営計画における「達成状況の評価・管
理」（18年度第 3四半期・10～12月），「2019
年度（平成31年度）国内放送番組編成計
画」「2019年度（平成31年度）インターネ
ットサービス実施計画」，『人間ってナン
だ？超AI入門　シーズン 2　第 1 回「会
話する」』について

3月　 『中国王朝　英雄たちの伝説「巨大遺産の
謎　万里の長城～始皇帝から康熙帝へ
～」』について

　番組審議会の活動内容の公開については，各番
組審議会の議事録を毎月，放送やインターネット
などで公表している。

2．地方放送番組審議会

　全国 8つの地域ごとに「地方放送番組審議会」
が設けられ，各地域の放送番組の基本方針を審議
している。
　18年度中に各地域とも11回開催し（四国地方は
10回），会長の諮問に応じて「2019年度（平成31
年度）各地方向け地域放送番組編集計画」につい
て審議し，答申したほか，番組全般について意見
交換し，その適正化を図った。




