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２０２０年度 関東甲信越地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 

日本の人口のおよそ４０％、４８６０万人が暮らす関東甲信越地方では、

人々の安全と安心を守るために、各放送局が連携し、正確かつ迅速な情報の発

信に取り組みます。２０１９年秋の台風１５号は千葉県で大規模な停電を、台

風１９号は広い範囲で同時多発的に河川の氾濫や土砂災害を引き起こし、“異

常気象時代”の新たな災害報道が求められています。地域に暮らす一人ひとり

にきめ細かい防災・減災情報を届ける“ローカルファースト”と、テレビ・ラ

ジオ・デジタルサービスなど、あらゆるメディアを駆使した情報の発信に努め

ます。 

 

目前に迫る「東京オリンピック・パラリンピック」では、開催地として積極

的なニュース・番組の発信を行います。聖火リレーを生放送で盛り上げるほか、

世界中から集まる選手やメディア、観光客によって再発見される首都圏の魅

力や価値、浮かび上がる課題などを掘り下げるとともに、パラリンピックに関

するさまざまな発信を通して、多様な価値観を認める「共生社会」の実現に貢

献します。 

 

事件・事故に迅速に対応するとともに、年々複雑化する社会問題の背景や影

響などを丁寧に取材し、視聴者の関心に応えます。加速する東京の一極集中の

一方で、少子高齢化による人口減少や介護問題、経済格差、外国人人材を取り

巻く問題や、東日本大震災から１０年、首都直下地震に備える報道など、持続

可能な社会の実現に向けて多様化する課題の核心に迫ります。 

 

地域の視聴者のニーズに的確に応えるために、関東甲信越各局の地域放送

の一層の充実を図ります。地域特有の魅力や課題など、必要とされる情報をき

め細かく伝えます。また、テレビ・ＡＭラジオの県域放送がない横浜・千葉・

さいたまの各放送局は、東京・首都圏放送センターと取材・制作体制の一体化

をさらに進め、この地域の視聴者が求める新たな情報発信に挑戦します。 

 

本格的な“公共メディア”への進化に向けて、首都圏独自のデジタル発信を

進化させるとともに、４K・８Kを含めた多様な発信に取り組み、情報の社会

的基盤としての役割を果たしていきます。 
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東京・首都圏放送センター 

○ 首都圏の人々の“命と暮らし”を守るため、防災・減災報道に総力を挙げます 

２０１９年に甚大な被害を相次いでもたらした台風など、首都圏は新たなリスクにさ

らされているほか、今後３０年以内におよそ７０％の確率で首都直下地震が発生すると

されています。こうした事態に備え、首都圏の安全・安心の拠点として、関東甲信越の

各放送局と連携し、防災・減災報道、ライフライン情報の正確で迅速な発信に全力で取

り組みます。タワーマンションや住宅密集地、ターミナル駅など人口が密集する首都圏

ならではの危険や避難の課題について日頃から発信するとともに、国や自治体とも連携

を図りながら、いざというときに必要とされる報道が展開できるよう体制を整備します。 

 

○「東京オリンピック・パラリンピック」の開催地として多角的に情報発信を行います 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、刻一刻と変化していく社会、人々

の意識など、東京の姿をさまざまな角度から取材し、「東京オリンピック・パラリンピッ

ク」の“地元”ならではの情報を積極的に発信します。また、聖火リレーが東京都内を

通過する開会式直前の２週間は、走者や走者を支える人々の思い、沿道で応援する人た

ちなどを生放送も交えて伝えます。 

「東京パラリンピック」を契機として得られた“レガシー”を継承し、“ポスト２０２

０”における「共生社会」のあり方や将来の東京や日本社会について考えるニュースや

番組の発信に取り組みます。 

 

○ 社会問題の背景を深掘りする報道と、正確で迅速な選挙報道に取り組みます 

相次ぐ児童虐待事件や、川崎市でスクールバスを待っていた児童らが殺傷された事件

など痛ましい事件が後を絶たない今、丹念な取材で事件の背景に迫ります。また、道の

駅の駐車場で暮らす「車上生活者」の取材で孤立を生み出す社会のあり方に迫るなど、

埋もれた事象に光をあて、私たちが生きる時代の課題と未来を視聴者とともに考えます。 

7 月に予定されている東京都知事選挙（任期満了日・２０２０年７月３０日）は、視

聴者の判断のよりどころとなる情報を公平・公正に伝え、正確・迅速な報道に万全を期

します。 

 

〇“１都３県”を１つのサービスエリアとして、情報発信を強化します 

東京、神奈川、千葉、埼玉の「１都３県」を１つのエリアとして、これまで以上にき

め細かく情報を伝えます。平日午後６時台のニュース・情報番組を刷新し、金曜午後７

時台の地域放送番組などとともに、この地域特有の課題に正面から向き合い、また地域

の魅力を再発見するなどして、視聴者の多様な期待に応えます。 

“公共メディア”への進化に向けて、インターネットを活用した首都圏独自の情報発

信を進め、放送・デジタル・イベントなどあらゆる手段を駆使し、この地域に暮らす人々

一人ひとりに届けきるよう、さまざまな工夫と挑戦を重ねます。 

  

≪各局の重点事項≫ 
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横浜放送局 

○ ９００万人を超える県民の命と暮らしを守る報道を展開します 

  大地震、津波、火山噴火、台風や局地的な豪雨などの大規模災害に迅速に対応するた

め、首都圏放送センターと取材・制作体制の一体化をさらに進め、“ローカルファースト”

と“多メディア発信”で命を守るための情報発信に努めます。２０１９年の台風１５号

と１９号では、高波による横浜市の工業団地の水害、多摩川沿いの内水氾濫、箱根町の

観光客減少など、県内各地の暮らしや産業が大きな打撃を受けました。こうした被災地

で継続する影響と復興の取り組み、そして、その過程で生じる課題をきめ細かく伝えて

いきます。 

 

○ 地域の多様な課題に向き合い、ともに考えるニュース・番組を制作します 

  頻発する事件・事故に迅速に対応するとともに、背景や影響などを掘り下げる調査報

道の充実に努めます。人口減少や高齢化、医療福祉、教育、経済格差や、外国人労働者

の活用など、地域の抱える課題と向き合い解決の糸口を探ります。１９人の大切な命が

奪われた相模原市の障害者施設殺傷事件から７月で４年が経過します。このような事件

が二度と起きない社会にするために、遺族の思いや関係者の声、そして差別や偏見を無

くす取り組みなどをリポートや番組などで継続して伝えます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」に関する情報を積極的に発信します 

  神奈川県内で行われる、セーリング、野球・ソフトボール、サッカーなどの情報を積

極的に発信するとともに、競技会場や事前キャンプ地、ホストタウンなど、世界から人

が集まり盛り上がる神奈川県内各地の情報をきめ細かく伝え、地域の活性化に貢献しま

す。 

 

○ １都３県の視聴者ニーズに応える情報の発信を充実させます 

  首都圏放送センター、千葉放送局、さいたま放送局と連携して、日本の人口の３０％

を占める東京都と南関東３県の地域の視聴者に関わりの深いテーマの情報発信を積極的

に展開し、この１都３県地域の視聴者ニーズに応えていきます。 

 

○ ラジオによる神奈川県の地域情報の発信を充実させます 

  横浜放送局から全国に向けて放送しているラジオ第１の定時番組や、県域ＦＭ放送を

通じて、多様な歴史や文化がある神奈川県各地域の魅力、多彩な催しの情報などを積極

的に発信します。また、横浜放送局で定期的に開催しているジャズライブの内容をさら

にブラッシュアップし、“ジャズの街”横浜ならではの魅力的なコンテンツを発信してい

きます。 
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前橋放送局 

○ 防災・減災につながる報道に全力を尽くします 

  “災害が少ない”といわれている群馬県でも、２０１９年夏に浅間山が２回にわたっ

て小規模噴火、秋の台風１９号では土砂災害を引き起こすなど、火山噴火や台風、地震、

豪雨、突風など自然災害の予測はできません。こうした災害から県民の命と暮らしを守

るため、防災・減災につながる報道に全力を尽くします。災害時にはＬアラートを活用

しながら速やかにＬ字型画面できめ細かく役立つ情報を提供するとともに、テレビ・ラ

ジオに加えて、データ放送・インターネットでも迅速にマルチ発信します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」に向けた放送を充実させます 

  「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、県民などが参加する聖火リレーを

はじめ、参加する国や地域との交流事業を担うホストタウンの動き、活躍が期待される

地元アスリートの話題などを積極的に取り上げて、大会への機運を盛り上げます。また、

“東京２０２０”を機会に群馬県を訪れる国内・海外の観光客に対する地元の取り組み

や浮かび上がる課題を掘り下げ、全国・世界に向けて発信します。 

 

○ より地域に親しまれ、信頼される放送局を目指します 

  県域放送の開始から９年目に入り、ようやく県民の認知度が高くなってきた平日午後

６時台のニュース・情報番組の放送時間を拡大します。地域の人たちに寄り添い、関心

が高いテーマをよりタイムリーに取材・制作し、視聴者の期待に応えます。金曜午後７

時台の地域放送番組では、より地域に密着した放送に取り組み、視聴習慣の定着を図り

ます。そして、地域により親しまれ、信頼される放送局を目指します。 

 

○ 地域の課題を深掘りし、解決の道を探る情報発信に取り組みます 

  人口減少と高齢化の進展の一方で、「まち」が駅周辺などの中心部から公共交通が使い

づらい郊外に拡散し、高齢者が日常生活に不便を強いられるといった深刻な課題が浮き

彫りになっています。そうした現状や課題をわかりやすく提起し、若い世代を含めた視

聴者とともに、経済格差や伝統文化の継承、高齢者の孤立といった課題の打開策を考え

ます。また、事故から３５年の節目となる「日航ジャンボ機墜落事故」の現場は、２０

１９年秋の台風１９号で登山道や墓標に深刻な被害を受けました。その復興の状況を見

守りながら事故の記憶を風化させないためにも社会の安全を願う遺族の思いを継続取材

します。 

 

○ 群馬県の多彩な魅力を取材し、その知名度を高めて地域の活性化に貢献します 

  群馬県は、世界文化遺産の「富岡製糸場と絹産業遺産群」や世界記憶遺産の「上野三

碑」など、歴史遺産や伝統文化があるほか、草津温泉といった全国有数の温泉郷や２０

年に一度の総合学術調査が実施された「尾瀬国立公園」など、世界に誇るべき豊かな自

然・観光資源にも恵まれています。こうした多彩な魅力を４Ｋ・８Ｋでも記録して全国・

世界に向けて発信し、群馬の知名度と県民の“ふるさとへの誇り”を一層高めて地域の

活性化に貢献します。 
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水戸放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、命と暮らしを守る報道に全力を尽くします 

地域の安全・安心の拠点として、２０１９年１０月の台風１９号や２０１５年の関東・

東北豪雨の教訓を生かして、日頃から防災・減災に備える情報を視聴者に発信するとと

もに、災害報道に向けた体制強化を進めます。災害発生時にはインターネットも含めて

的確・迅速に最新の状況を発信し、地域に暮らす一人ひとりにきめ細かい情報を届ける

ことで、県民の命と暮らしを守る報道に全力を尽くします。台風１９号からの復興も継

続的に取材し、伝えていきます。 

 

○ 東日本大震災から１０年。復興を支援し、その記憶を後世に伝えます 

東日本大震災で甚大な被害を受けた茨城県。記憶の風化が指摘される中、震災１０年

の節目となる今年度は、農業・漁業など県内産業の復興や福島第一原子力発電所事故の

影響、県外からの避難者など、被災地の現状や課題を丹念に取材して復興を支援すると

ともに、教訓を次の世代に伝えていきます。 

 

○ より身近で信頼される放送局を目指して、地域放送を一層充実させます 

茨城県内唯一のテレビ局として、より身近で信頼される放送局を目指し、平日午後６

時台のニュース・情報番組をより一層充実させます。地域の活性化や医療格差、再稼働

の是非や広域避難が課題となる東海第二原子力発電所など、茨城県が抱える問題に向き

合い、視聴者とともに解決への手がかりを探ります。金曜午後７時台の地域番組は、紀

行や身近な生活情報なども取り入れた多彩なラインナップで視聴者の期待に応えます。 

 

○ 茨城県の魅力を全国・世界に発信し、地域の活性化に貢献します 

茨城県は、民間の調査会社による都道府県の魅力度ランキングで７年連続の最下位。

豊かな自然や歴史・文化、全国第３位の産出額を誇る農業、つくば市の最先端の科学・

技術など、茨城県の魅力や可能性を全国・世界に紹介し、地域からの情報発信に貢献し

ます。４Ｋを活用した地域の魅力の発信も進めていきます。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、“東京２０２０”を幅広い視点で伝えます 

「東京オリンピック・パラリンピック」では、茨城県ゆかりの選手をはじめ、ホスト

タウンやサッカーの競技会場となる自治体の取り組みを積極的に発信します。聖火リレ

ーは中継を交えて県内の全行程を伝え、大会後はその“レガシー”を地域にどう根づか

せるか考えます。県内にプロチームがあるサッカーＪリーグやバスケットボールＢリー

グ、出身力士が活躍する大相撲など、スポーツの魅力を中継も含めてたっぷり伝えます。 

 

○ 公平・公正、正確・迅速な選挙報道で視聴者の信頼に応えます 

２０２０年度はつくば市長選挙（任期満了日・２０２０年１１月１６日）など、地域

にとって重要な選挙が行われます。地域の課題や選挙の争点など有権者の判断に資する

情報をインターネットも含めて伝えるとともに、公平・公正、正確・迅速な報道で信頼

に応えます。今後の国政選挙にもしっかり対応できるよう、万全の体制を整えます。 
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千葉放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る災害報道に全力を尽くすとともに復興を支えます 

  ２０１９年秋に千葉県を直撃した台風１５号をはじめとする災害の被災地に寄り添

い、復興を応援します。災害発生時には、テレビ、ラジオ、データ放送、インターネッ

トなどあらゆる伝送路を駆使して、視聴者に必要な情報をいち早く提供することに努め

ます。また、激しさを増す台風災害、千葉県東方沖や首都直下などの大地震に備え、地

域に暮らす一人ひとりにきめ細かい防災・減災情報を届けるため、県内の自治体やＦＭ

局などの関係機関と連携を強化します。さらに、自治体の取り組みを検証するなどし

て、地域の安全・安心の向上につなげます。東日本大震災から１０年となる節目にあわ

せて、住民がみずからの命を守るために役立つ情報を積極的に発信します。 

  

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」開催地のひとつとして多彩な情報を発信します 

「東京大会」では、聖火リレーを生放送するほか、開催地のひとつとして、開催競技、

地元選手の活躍、ボランティアの活動などを取材して大会を盛り上げます。また、世界

中から集まる選手やメディア、観光客などによって再発見される千葉県の価値や魅力、

浮かび上がる課題を掘り下げます。さらに、障害者スポーツの魅力発信に力を入れ県民

の関心を高め、多様な価値観を認め合い、ともに生きる社会の実現に貢献します。 

  

○ 千葉の“いま”を見つめ多様化する地域の課題解決へのヒントを探ります 

少子高齢化による人口減少や介護、農林水産業・中小企業の事業承継といった地域の

課題、男女共同参画や外国人労働者の増加など「共生社会」実現に向けた課題。“都市と

地方の顔を併せ持つ千葉”の現状と課題について、放送やイベントを通じて視聴者とと

もに考え、解決のヒントを探ります。また、児童虐待やいじめの問題、成田空港の滑走

路増設の動きと周辺地域への影響など県民の関心が高い情報を幅広く取材するほか、県

内で発生する事件・事故の背景を掘り下げて伝えます。 

 

○ 千葉の魅力を積極的に発信し地域放送の一層の充実を図ります 

歴史・文化や豊かな自然、地域で活躍する人たちを見つめるコンテンツを制作し、地

域の視聴者のニーズにきめ細かく応えます。１都３県をはじめ、あらゆる伝送路で広く

情報を発信します。また、千葉県を活気づけてくれる人たちや千葉県の課題解決のヒン

トになる情報を、県域ＦＭ放送も活用して紹介します。 

  

○ “地域とつながる”取り組みを進め、デジタル発信を強化して地域社会に貢献します 

多彩な公開番組やイベントを県内各地で実施するほか、開かれた放送会館を目指した

取り組みを展開し、視聴者との結びつきを強めます。また、“公共メディア”への進化に

向けて、これまでより幅広い層の視聴者にも情報を届けるために、デジタルサービスな

どさまざまなメディアを駆使した情報発信に取り組み、地域に親しまれ信頼される情報

の社会的基盤を目指します。 
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宇都宮放送局 

○ 地域に密着した防災・減災報道に全力を尽くします 

２０１９年１０月に猛威をふるった台風１９号に代表される、激甚化する自然災害に

対して、県内に暮らす一人ひとりにきめ細かい防災・減災情報を届けます。防災・減災

につながる確かな情報を伝えるため、気象予報士による解説や、各市町の予報など必要

な情報を発信します。テレビやデータ放送、ＦＭ放送などあらゆるメディアを駆使し、

県民の命と暮らしを守る情報を提供する“多メディア発信”に努めます。 

 

○ より深く、よりわかりやすく。“とちぎ”がもっと好きになる情報を届けます 

放送開始から９年目を迎える県域テレビ放送。平日午後６時台のニュースは、“さらに

深く、わかりやすく”をテーマに、放送枠を拡大して内容を一層充実します。事件・事

故などの緊急報道や、台風・地震といった災害報道をはじめとして、経済、観光、農業、

医療、福祉、少子高齢化といった県内の課題や地域の魅力を、これまで以上に数多く取

り上げていきます。また、ＮＭＡＰＳ（高度情報利用報道システム）など新しい手法を

使いながら、県内のニュースや情報が、視聴者に「より身近なもの」として伝わるよう

工夫し、地域の放送局として頼りにされる存在となることを目指します。 

 

〇“とちぎ”の多彩な魅力を発信して地域の活性化に貢献します 

豊かな自然を生かした観光、農業、そして工業も盛んな栃木県。まだ知られていない

県内の魅力や地域で活躍する人々を発掘し、県内はもとより全国に向けての情報発信に

貢献します。平日午後６時台のニュースのテーマに連動しさらに深く掘り下げた番組や、

地元栃木を学び楽しめる番組を金曜午後７時台の地域放送番組で伝え視聴者の期待に応

えます。４K・８Kを活用した番組制作にも取り組み、“とちぎ”の魅力を記録していき

ます。また、地域に根ざしたイベントを開催して番組化し、視聴者との結びつきを強め

ます。 

 

○ 公平・公正、正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

２０２０年には、栃木県知事選挙（任期満了日・２０２０年１２月８日）や宇都宮市

長選挙（任期満了日・２０２０年１１月２７日）が行われます。地方が抱える課題や選

挙の争点をわかりやすく伝え、有権者の判断のよりどころとなる報道を行うとともに、

情勢をきめ細かく取材し正確・迅速な開票速報を放送することで視聴者の期待と信頼に

応えます。 

 

○ “東京２０２０”から、“とちぎ２０２２”へ 

「東京オリンピック・パラリンピック」の開催に向け、関東ではいちばん初めに行

われる聖火リレーの様子や地元の盛り上がり、県出身選手の活躍や彼らを支える人々

の思いを取材し幅広く伝えます。ホストタウンなど世界と栃木とのつながりについて

も発信していきます。地元で多大な人気を誇るプロスポーツに加え、２０２２年開催

予定の「いちご一会とちぎ国体」「いちご一会とちぎ大会」へ向けた若きアスリート

たちにもスポットを当て、アマチュアスポーツの魅力を伝えることで地域のスポーツ

振興に寄与します。  
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さいたま放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として埼玉県民の命と暮らしを守る報道に尽力します 

  ２０１９年９月から１０月にかけて台風が相次いで首都圏を直撃し、埼玉県でも初め

て特別警報が出るほどの大雨で、３か所で河川の堤防が決壊し死亡者も出るなど甚大な

被害となりました。全国で５番目に人口が多く、河川面積の割合が都道府県で最も高い

埼玉県では改めて水害への防災意識を高めていく必要があります。あわせて首都直下地

震による被害も想定されます。災害発生時にはテレビやラジオ、データ放送、インター

ネットで多角的に伝え、防災・減災に役立つ情報発信を行い県民７３０万人の命と暮ら

しを守る取り組みを続けます。また、大規模な事件・事故では的確かつ迅速に対応し、

その背景なども丹念に取材し、視聴者の期待に応える報道を目指します。 

 

○ 大規模災害時に本部のバックアップ機能の使命を果たします 

  首都直下地震などで東京の放送センターが被災し機能が停止した場合、さいたま放送

局報道別館から関東広域向けラジオ放送などに全力を挙げて取り組みます。万一の事態

に“公共メディア”としての使命を的確に果たせるよう、日頃から本部と連携し、大規

模災害時の取材、放送、ロジスティックスの体制も整えます。 

 

○ “東京２０２０”や大河ドラマ「青天を衝（つ）け」などに向け情報発信を強化します 

  埼玉県内でも競技が行われる「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、埼玉

県ゆかりの有力選手や県内４か所の競技会場の話題など、放送やイベントと連携して多

角的に発信していきます。埼玉県が輩出した三偉人として広く知られ、近代日本経済の

父ともされる渋沢栄一を主人公にした２０２１年大河ドラマ「青天を衝（つ）け」に向

けてテレビ・ラジオなどを通じて県内各地を盛り上げます。また、サッカーＪリーグ「浦

和レッズ」、「大宮アルディージャ」、プロ野球「埼玉西武ライオンズ」など県内の多様な

スポーツの情報発信にも引き続き取り組みます。 

 

○ 多様なメディアで埼玉県の魅力を全国・世界へ発信します 

埼玉県の豊かな自然や文化、そこで暮らす人々の魅力を、テレビ・ラジオ・インター

ネットなど多様なメディアで全国・世界へ発信します。視聴者との接触機会を増やすた

めに地元メディアやイベントとも連携します。また、４Ｋや８Ｋで撮影した番組は、地

域のさまざまな機会を捉えて広く展開し、ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋの普及促進を図ります。 
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長野放送局 

○ 台風１９号災害などの被災者に寄り添い、復興を後押しします 

２０１９年１０月の台風１９号災害で千曲川の決壊や氾濫などで大きな被害を受け

た被災者や地域に寄り添い続けるとともに、りんごなどの農業をはじめとする産業の再

生など、被災地の復興を後押しします。また、東日本大震災と翌日に栄村で震度 6強を

観測した大地震から１０年、御嶽山噴火災害から６年にあたって、現状や防災・復興の

課題をわかりやすく伝えます。 

 

○ 県民の命と暮らしを守る防災・減災報道を充実させます 

台風や噴火などの災害の経験や教訓を生かして、県民の命と暮らしを守る放送局とし 

て、県民にきめ細かい防災・減災情報を届けます。地域を重視する“ローカルファース

ト”に努め、テレビ・ラジオ・デジタルなどあらゆるメディアを使い分けながら、的確

かつ迅速に情報を発信します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を通じて信州を盛り上げます 

いよいよ夏に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」について、信州ゆか

りの選手の活躍などを積極的に発信します。４月に予定されている長野県内での聖火リ

レー、世界中からやってくる選手や観光客のニュースや話題なども幅広く伝えます。 

 

○ 正確・迅速、公平・公正な選挙報道に取り組みます 

各種選挙の報道は、公平・公正、正確さを軸に取り組みます。有権者の関心が高い国

政選挙や市町村長選挙に万全の態勢で臨み、選挙の争点や地域の課題をわかりやすく伝

えるとともに、正確・迅速に結果を伝え、視聴者の信頼に応えます。 

 

○ 信州の課題解決や魅力発掘に努め、地域活性化に貢献します 

  少子高齢化や農林業の衰退など、信州の課題に向き合ってニュースや番組でわかりや

すく伝え、地域の課題解決に向けた放送に取り組みます。また、豊かな自然や農産物、

歴史・文化など、信州の魅力を発掘して、４Ｋ・８Ｋ映像も使用して、ニュースや番組

で発信し、地域の活性化に貢献します。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に取り上げ、信州を元気にします 

地域のスポーツ“応援団”として、大相撲の郷土出身力士や再昇格を目指すサッカー

Ｊリーグ「松本山雅ＦＣ」をはじめ、バレーボールＶリーグやバスケットボールＢリー

グ、野球のＢＣリーグといったプロスポーツ、それに高校野球やマラソンなど、信州の

スポーツ選手・チームの活躍や話題を積極的に伝え、地域のスポーツ振興に貢献します。 
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新潟放送局 

○ 県民の安全・安心につながる情報を最優先に発信します 

２０１９年に村上市で震度６強を観測した地震や台風１９号による被害など、各地

で災害が頻発しています。新潟放送局は、地域の「命と暮らしを守る」情報拠点とし

ての機能を強化し、減災・防災報道の充実を最優先に取り組みます。“ローカルファ

ースト”を徹底し、ふだんから県民の防災意識向上や自治体などの対応強化につなが

る情報発信を行い、災害発生時にはテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットな

どのメディアを駆使して、県民の安全と安心につながる情報を的確かつ迅速に伝えま

す。中越地震、中越沖地震、糸魚川の大規模火災からの復興や課題、教訓も伝え続け

ます。東日本大震災や原発事故から１０年の節目となる中、県内に暮らす２０００人

以上の避難者に関わる問題を取材し、支援していきます。 

 

○ 地域とともに考え、地域が抱える課題の解決に役立つ情報を伝えます 

急速に進む人口減少や高齢化が地域に及ぼす影響、農林水産業や製造業、観光などの

地域経済の活性化、新潟県をはじめとする自治体の財政再建、柏崎刈羽原子力発電所の

再稼働問題など、新潟県が抱える課題について平日午後６時台のニュースや金曜午後７

時台の地域情報番組で多角的に検証し、視聴者とともに考え、課題解決につながる情報

を発信します。また、北朝鮮による拉致問題の解決に結びつくよう、被害者家族の思い

に寄り添いながら、北朝鮮との交渉の動きなどを発信し続けます。 

 

○ 地域の魅力や人を掘り起こし、活性化に貢献します 

  新潟県の豊かな自然や伝統、食やものづくり文化などの魅力を掘り起こし、県内はも

ちろん全国や世界にも発信し、インバウンドを含む交流人口の拡大につなげることを目

指します。「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」の世界文化遺産登録に関連する動きなど、

地域文化に関する取り組みを積極的に伝え、地域の歴史・文化の継承や多様な地域文化

の発展に貢献します。“公共メディア”への進化も見据え、既存のメディアに加えソーシ

ャルネットワーキングサービスや、ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋなど多様なメディアでも発信し、

現役世代・インターネット世代の接触率向上を図ります。 

 

○ “東京２０２０”や新潟のスポーツ情報で、地域を元気にします 

東京オリンピック・パラリンピック関連では、聖火リレー、新潟県にゆかりのある選

手、ホストタウンの取り組みなどを取り上げます。世界の多様な価値観や「共生社会」

への理解など幅広い視点から取材し、大会後の地域社会と文化の発展に貢献します。県

民が期待するサッカーＪ１昇格に向けた「アルビレックス新潟」や、高校野球、バスケ

ットボールなど県内の多様なスポーツを取り上げ、地域に元気を届けます。 

 

○ 公平・公正な選挙情報で健全な民主主義の発達に寄与します 

原子力発電所再稼働が焦点となる柏崎市長選挙（任期満了日・２０２０年１２月５日）

など、各種の選挙では地域課題や争点など有権者の判断に資する情報を、わかりやすく、

正確・迅速に伝えます。第４９回衆議院議員総選挙（任期満了日・２０２１年１０月２

１日）など、次の国政選挙への備えも進めます。 
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甲府放送局 

○ 県民の命と暮らしを守るため、防災・減災報道に全力を尽くします 

地震や大雨、大雪などの災害時には、速やかにＬ字型画面で地域情報を発信し、テレ

ビ・ ラジオ、データ放送・インターネットでのマルチ発信、ライフライン放送などで地

域の情報をきめ細かく伝えます。富士山噴火に備えて整備した「富士山５合目ロボット

カメラ」などを活用し、緊急報道体制を強化します。平日午後６時台のニュース・情報

番組やラジオの地域番組などで、身近で役立つ防災情報を紹介し、地域の防災力向上に

貢献します。 

 

○ 「東京オリンピック」競技開催地の放送局として、県民の関心に応える放送を届けます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に出場するアスリートを幅広く紹介するとと

もに、自転車ロードレースの会場となる地域の期待と課題、フランスを中心とした外国

チームのホストタウンとなる自治体や住民の取り組み、聖火リレー関連の動きなどをき

め細かく紹介し、機運を盛り上げます。 “東京２０２０”関連情報コーナーや金曜午後

７時台の地域放送番組など、多彩な発信で県民の関心に応えます。また、サッカーＪ１

への復帰を目指す「ヴァンフォーレ甲府」をはじめ、大相撲、バスケットボール女子Ｗ

リーグなどの地元選手の活躍を幅広く紹介し、地域のスポーツ振興に貢献します。 

 

○ “東京２０２０”の“レガシー”を生かした将来像を地域とともに創造し、 

課題に向き合います 

「東京オリンピック・パラリンピック」の成果をどう継承し、生かしていくかを検証

するとともに、大会後の山梨の課題を地域番組などで深く掘り下げて報道し、“レガシー”

を生かした将来像を地域とともに創造します。産業の活性化や観光振興など関東甲信越

地方に共通する課題については、首都圏放送センターおよび関東甲信越の地域放送局と

連携して多角的に取材し、解決策を探っていきます。県内９つの市町村で予定される首

長選挙の際は、正確かつわかりやすい報道で視聴者の信頼に応えます。 

 

○ 山梨の魅力を地域、全国、世界に発信し、活性化に貢献します 

全国１位の生産量を誇る桃やぶどう、ワイン、伝統の宝飾産業、富士山など、地域の

魅力を掘り起こして全国や世界に発信し、活性化に貢献します。また、山梨関連の全国

放送番組の情報を平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の地域放送番

組などで積極的に紹介し、地域のみなさまに地元の魅力を知ってもらい、活性化を後押

しします。 
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２０２０年度 近畿地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

近畿地方の６つの地域放送局はネットワークを生かし、地域の安全・安心に

寄与します。南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、地域の防災・減災

に全力で取り組みます。また、首都直下地震や、そのほかさまざまな非常事態

においても放送・サービスを維持するため、本部代替機能の充実に努めます。

大阪拠点放送局からの全国向けテレビニュース発信体制を継続するほか、イ

ンターネットによる情報発信強化に努めます。 

 

近畿地方は、世界的観光資源や歴史・文化・芸能、日本を代表する産業、ス

ポーツイベントなど、多彩な魅力にあふれています。近畿地方の６つの地域放

送局は、インターネットや４K・８Kも駆使して、こうした世界的にも注目さ

れる魅力を取り上げ、日本の文化の豊かさや価値観の多様性を発信します。さ

らに、「東京オリンピック・パラリンピック」で活躍が期待されるトップアス

リートや学生スポーツ、障害者スポーツを丁寧に伝えるほか、マイノリティー

を取り上げる番組を制作し、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる、多様性の

ある社会のすばらしさを伝えます。 

 

地元の身近な放送局として、日々、公平・公正で正確な情報、暮らしに役立

つ情報を、早く、わかりやすく伝えるほか、大きな文化・経済圏である近畿の

課題や魅力を掘り下げる番組、自然や暮らし、歴史を伝える番組を視聴好適時

間帯に放送します。また、地域の重要課題に向き合い、問題提起にとどまらず

解決の一助となるようなキャンペーンを展開し、地域社会に貢献します。さら

に、放送を太い幹としつつ、いつでもスマートフォンやパソコンからも近畿地

方向けのきめ細かい情報に触れられるよう、地域情報のインターネット発信

に努め、より役に立ち、より身近な“公共メディア”を目指します。  
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大阪拠点放送局 

近年、被害が甚大化・広域化している台風や豪雨など、大規模災害への準備の必要

性が高まっています。地域の安全・安心の拠点として、防災・減災情報、避難情報、

ライフライン情報などを放送やインターネットで、正確・迅速に伝えます。阪神・淡

路大震災などの過去の教訓を生かし、多大な被害が想定される、南海トラフ巨大地震

などの大規模災害に備える取り組みに力をいれます。 

 

○ 本部代替機能の充実に努めます 

首都直下地震をはじめとする非常事態の際に、本部に代わって放送・サービスを維持

できるよう、全国向けニュース・情報番組の送出、一部ローカルニュースの２か国語放

送を継続します。また、放送だけではなくインターネットでも迅速に情報提供できるよ

う、万全の体制を構築します。 

 

○ 地域が誇る多様な魅力を全国・世界へ発信します 

２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催で国際的に注目が集まる大阪は、

豊かな観光資源や奥深い歴史、伝統芸能、上方演芸、エンターテインメントなど多彩な

魅力を有しています。４Ｋ・８Ｋの超高精細映像でその魅力を伝える番組作りに注力す

るとともに、国際放送やインターネットも活用し、全国・世界へ発信します。後半期の

連続テレビ小説では、４Ｋ制作に取り組み、視聴者に新しい価値を提供します。 

 

○ 地域の“知りたい”に応え、わかりやすく伝えます 

動向に注目が集まる大阪都構想をはじめ、地域の視聴者の関心あるテーマを、日々の

生活にどう影響するのかという視点も含めて、多角的に取材しぶ厚く伝えます。子ども

を守るテーマでキャンペーンを展開し、番組やイベント、ソーシャルネットワーキング

サービスなど、“公共メディア”としてさまざまな形で発信していきます。また、地域が

抱える課題や大きな事件・事故については、機動的に取材し、背景も含めてわかりやす

く伝えていきます。 

 

○ スポーツの価値を最大化し、地域の活性化に貢献します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、関西ゆかりの選手を積極的に取り

上げ、地域を盛り上げます。また、高校野球などのアマチュアスポーツのほか、地域に

根ざしたプロ野球やサッカーJリーグのチームの活躍を伝えます。 

 

○ 親しまれる放送局を目指し、存在感を高めます 

ＢＫプラザやＮＨＫ大阪ホールで行われる番組と連動したイベントのほか、視聴者公

開スペースに設置している８Ｋ大型モニターを積極的に活用し、「東京オリンピック・

パラリンピック」をはじめとしたスポーツイベントなどのパブリックビューイングを行

うことで、地域に親しまれる放送局を目指します。  
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京都放送局 

○ 京都府民の“生命”と“暮らし”を守る正確・迅速な報道を行います 

西日本では南海トラフ巨大地震により、著しい災害が生じるおそれがあると指摘され

ています。台風の直撃や集中豪雨による河川の氾濫、土砂崩れなどの被害も年々拡大し

ています。府民の生命と暮らしを激甚化する自然災害から守るため、ＩＰ中継、ロボッ

トカメラ、河川水位情報、Ｌアラート情報、ＮＭＡＰＳ（高度情報利用報道システム）

などを駆使して災害報道を強化します。災害発生時には、地域放送で住民の早期避難を

強く呼びかけます。さらに、シリーズ企画、Ｌ字型画面、インターネットなどあらゆる

伝送路を通して、防災・減災に役立つ情報を提供します。 

 

○ 地域の発展に役立つ課題解決の糸口を探ります 

インバウンド需要で活況が続く観光の光と影、がんの免疫療法やｉＰＳ細胞をはじめ

とする最先端の医学・科学研究、「東京オリンピック・パラリンピック」に向けたスポー

ツ・文化の振興など、最新の社会の動きを丁寧に取材し、ニュースや番組、インターネ

ットを通して多角的に発信し、地域の発展に貢献します。また、事件・事故、子どもの

虐待やいじめ、加速する少子高齢化、伝統産業の衰退、北部を中心に深刻化する人口流

出、自然災害からの復興、隣接する福井県の原子力発電所の安全対策や避難計画など、

地域が抱える課題を検証し、解決の糸口を探っていきます。 

 

○ 正確で公平・公正な選挙報道に万全を尽くします 

京都府内では５つの市と町の首長が任期満了を迎えます。また、残りの任期２年を切

った第４９回衆議院議員総選挙（任期満了日・２０２１年１０月２１日）に備え、有権

者の判断のよりどころとなる情報を正確に提供していきます。選挙の争点、地域社会へ

の影響などをわかりやすく解説し、公平・公正で信頼される選挙報道に万全を尽くし、

地域の健全な民主主義の発展に寄与します。 

 

○ 奥深い“京都”の魅力と普遍的価値を全国・世界に発信します 

４月に国境を越えた犯罪やテロの対応策と国際協調などをテーマに国連犯罪防止刑事

司法会議（京都コングレス）が開催されます。将来の文化庁移転を見据え日本文化の戦

略的な発信拠点としての役割も期待されています。数多くの国宝や文化財、茶の湯や和

食、１７の世界文化遺産など日本が誇る伝統文化の粋が息づく京都の魅力を行政や文化

人、老舗の経営者などと連携して発掘します。“京都”が持つ普遍的な価値を４Ｋ・８Ｋ

で制作したニュースや番組の放送のみならず、インターネットやイベントをはじめとす

るマルチ展開、国際的な発信をしていきます。 

 

○ 視聴者との結びつきを強め、頼りになる“公共メディア”として存在感を高めます 

京都放送局の「８Ｋプラザ」には２２０インチスーパーハイビジョンディスプレーが

設置され、毎年１０万人以上が来場しています。この「８Kプラザ」を活用した公開番

組と連動したイベントの開催や、府内の市町村を巡る中継キャラバンなどを通して視聴

者との結びつきを強め、頼りになる “公共メディア”としての存在感を高めます。 
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神戸放送局 

○ 兵庫県全域の防災・減災報道に尽力し、防災意識の向上に努めます 

台風や豪雨による災害が相次ぐ中、防災・減災報道の重要性がこれまで以上に高まっ

ています。兵庫県全域をカバーするため、ロボットカメラを活用する機会を増やし、災

害に備えます。さらに、南海トラフ巨大地震に関する情報や新たな防災対策について地

域に根ざした視点で詳しく伝え、県民の防災意識の向上につなげます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」の開催を地域から盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて兵庫県内を通る聖火リレーに関する

情報をリポートや中継などで伝えます。兵庫県ゆかりの選手の情報のほか、関連のイベ

ントなどの話題を積極的に伝え、「東京オリンピック・パラリンピック」を地域から盛り

上げます。 

 

○ 兵庫県の日々の出来事と多彩な魅力の発信を充実させ、課題解決にも貢献します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では引き続き“暮らして愛して兵庫県”をキャ

ッチフレーズに、兵庫県の多様な出来事や話題を丁寧かつ積極的に発信します。人口減

少と高齢化、介護福祉、地元経済、労働環境や非正規雇用の問題についてわかりやすく

伝え、地域の課題解決の糸口を探ります。また、県の玄関口でもある神戸市三宮の再開

発、医療産業都市の形成、神戸空港の利用促進やインバウンド対策など、今後の兵庫県

発展の鍵を握るテーマについても詳しく伝えます。また、ホームぺージを通じた情報発

信もさらに進めます。 

 

○ 阪神・淡路大震災の教訓を継承し、復興の過程を検証していきます 

２０２０年１月で兵庫県南部が直下型大地震に見舞われてから２５年の歳月がたちま

した。この間、被災地は着実に復興の歩みを進め、新たな発展を遂げつつありますが、

一方で震災の記憶が風化してきています。各地で大規模な災害の発生が相次ぐ今だから

こそ、今後の防災と減災に生かすため、震災の教訓を継承し、復興の過程を検証してい

きます。 

 

○ 公平・公正、正確・迅速で、地域に根ざした選挙報道に尽力します 

任期満了となる県内４市の市長の選挙報道では、有権者の判断のよりどころとなる争

点などの情報を公平・公正に伝え、地域の活性化や発展に関わる課題についても、わか

りやすく解説し、視聴者の信頼と期待に応えます。正確・迅速な報道に万全を期して臨

みます。 

 

○ ４Ｋ・８Ｋのコンテンツ制作をさらに進めます 

神戸放送局は、４Ｋ・８Ｋのコンテンツを制作するノウハウを蓄積しており、ＢＳ４

Ｋ・ＢＳ８Ｋで放送するとともに、神戸市立博物館など公共の場所でも公開してきまし

た。新たに８Ｋで、国宝・姫路城を記録する番組を制作します。 
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和歌山放送局 

○ 南海トラフ巨大地震に備えます 

命と暮らしを守り、災害からの犠牲者ゼロを目指す“守るプロジェクト”を引き続き

展開します。平日午後６時台のニュース・情報番組の中では、防災・減災に関するニュ

ースや情報を伝えます。ＦＭラジオでは県内向けの防災番組を放送し、災害時のラジオ

放送を通じた地域への情報発信に備えます。また、番組放送後には「らじる★らじる」

で配信し、より幅広い人たちの防災への関心に応えることを目指します。 

 

○ 災害への備えを進め、災害発生時の情報のマルチ発信を強化します 

激しさを増す台風や局地的豪雨などの気象災害、および地震への対応を一層強化しま

す。災害の発生が想定される際には、ニュースだけではなく、Ｌ字型画面やデータ放送、

ホームページ、ＦＭラジオなど、さまざまな方法で命を守る情報を伝えます。２０１１

年に発生した紀伊半島豪雨の被害の実態を次の世代に伝えるとともに、災害の教訓を今

後にどう生かすか検証し、大雨洪水や土砂災害への警戒を呼びかけます。また、平日午

後６時台の県内向けＦＭラジオの放送を拡充し、災害時に重要な情報発信手段となる県

域ＦＭ放送を広く知ってもらうように努めます。 

 

〇和歌山県の抱える課題を掘り下げて伝え、魅力を県内外に広く発信します 

  産業の活性化や若者の流出、高齢化など、和歌山県が抱える課題を、平日午後６時台

のニュース・情報番組を中心に掘り下げて伝えると同時に、課題解決に向けての自治体

の取り組みやさまざまな声を幅広く紹介します。世界遺産の高野山や熊野古道など多く

の文化的遺産、多様な自然環境など、和歌山県の魅力を全国に発信します。また、和歌

山県に関連した番組を平日午後６時台のニュース・情報番組やホームページなどで紹介

し、県内の視聴者への情報発信を強化します。 

 

〇正確で公平・公正な選挙報道に取り組みます 

２０２０年度、県内１０の市町村で予定される首長選挙などの報道にあたっては、有

権者の判断のよりどころとなる情報を正確に提供するとともに、正確・迅速な開票速報

に万全を期し、公平・公正で信頼される選挙報道に取り組みます。 

 

〇地域のスポーツや文化を紹介し、応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、大会に出場する和歌山県ゆかりの 

選手を中心に幅広く取り上げ、大会に向けた県内の機運を盛り上げます。平日午後６時 

台のニュース・情報番組では、さまざまな分野で活躍する地元の人々を紹介し、地域の

スポーツや文化の発展につなげます。 
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奈良放送局 

○ 奈良の課題と向き合い放送を通じて地域貢献に努めます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、暮らしに役立つ放送を目指し、内容の充

実に引き続き取り組みます。観光などの産業振興や雇用、介護・福祉、特に県南部で深

刻な若年層の流出など、奈良県の抱える課題と向き合い、記者解説なども交えて、奈良

県の活性化につながる情報の発信強化に努めます。視聴者の関心の高い気象情報は、Ｎ

ＭＡＰＳ（高度情報利用報道システム）などのツールをさらに活用して気象予報士がわ

かりやすく丁寧に伝えます。また、県内の全ての首長選挙で有権者の判断に資する公平・

公正で信頼される報道を行います。 

 

○ 地域の安全・安心の拠点として役割を果たします 

県内各地域の特性を踏まえた防災・減災情報、避難情報、ライフライン情報をテレビ・

ラジオ、Ｌ字型画面・データ放送・インターネットなどで発信します。さらに、各種情

報カメラの整備を強化し、地震発生や台風接近時などには地域の安全・安心の拠点とし

て、正確できめ細かい情報を迅速に提供します。また、２０１１年の紀伊半島豪雨によ

る災害からの復興状況や教訓なども、引き続き伝えていきます。 

 

○新会館の特色を生かし地域に愛される放送局を目指します 

新会館への移転を見据え、平日午後６時台のニュース・情報番組の各コーナーや演出

の刷新を図ります。視聴者公開スペースでは公開放送やイベント、さらには常設の２２

０インチ８Ｋマルチディスプレーを活用したスポーツ中継の受信公開など、放送とイベ

ントの連動を通じ、視聴者サービスの向上に努めます。新会館の隣接施設を含めた交流

拠点という立地を生かし、これまで以上に親しまれる、開かれた放送局を目指します。 

 

○ 奈良の魅力を全国・世界に向けて発信します 

国内・海外から注目される古都・奈良。世界文化遺産や数々の国宝・重要文化財、貴

重な伝統文化、さらには豊かな自然などを、新たな切り口で掘り下げたニュースや番組

を制作して積極的に発信します。また、超高精細映像での撮影や制作を一層進め、これ

までに蓄積した映像資産も活用しつつ、奈良の魅力を全国そして世界へ伝えます。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、聖火リレーの盛り上がりのほか、

県内のアスリートや多様な競技を詳しく紹介していきます。また、奈良県ゆかりの選手

をニュースや番組で積極的に取り上げ、地域のスポーツの活性化や発展に貢献します。 

 

○ 放送とインターネットの連携強化を進めます 

台風接近時や災害発生時の情報発信をはじめ、平日午後６時台のニュース・情報番組

で放送した内容や放送と連動した特設ページなどをいつでもどこでも見られるよう努め、

より多くの方に接触してもらえる“公共メディア”への進化を目指します。 
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大津放送局 

○ 安全・安心の拠点となり、滋賀県民の命と暮らしを守ります 

日本各地で台風や豪雨、記録的な猛暑などの被害が相次ぎ、滋賀県でも災害への備え

はますます重要になっています。琵琶湖西岸断層帯を震源とする地震では、震度６強以

上の揺れが想定され、南海トラフ巨大地震では県内でも多くの犠牲者が出ると試算され

ています。災害に備え、県民の生命と財産を守るため、的確な情報をテレビ、ラジオ、

データ放送、インターネットなどさまざまなメディアで伝え、地域の安全・安心の拠点

としての役割を果たします。 

 

○ 地域の課題を掘り下げ、暮らしに役立つ情報を丁寧に伝えます 

少子高齢化、子育てや介護、琵琶湖の環境保全や交通インフラの問題など、県民の暮

らしに直結する話題を丁寧に取材し、平日午後 6時台のニュース・情報番組や金曜午後

7時台の地域放送番組などで取り上げます。問題提起から、解決のヒントまで深く探り、

視聴者の期待に応えます。 

 

○ 地域の多彩な魅力を広く発信します 

四季折々の美しい自然、歴史ある文化財や伝統行事、母なる湖・琵琶湖の恵みを生か

した健康長寿の食文化など、多彩な魅力を持つ滋賀県を丁寧に取材し、４Ｋなどの新し

い技術も駆使して広く発信します。また、滋賀県との関係が深い大河ドラマ「麒麟（き

りん）がくる」の盛り上がりを後押しすべく、関連番組も制作します。 

 

〇「東京オリンピック・パラリンピック」をはじめスポーツの話題を積極的に紹介します 

  聖火リレーをはじめ、「東京オリンピック・パラリンピック」に関連した県内各地の取

り組みや、滋賀県出身のアスリートの活躍を積極的に取り上げます。また、県内で関心

の高いバスケットボールＢリーグ「滋賀レイクスターズ」をはじめとしたプロスポーツ

から、アマチュアスポーツや障害者スポーツまで県内のスポーツ情報を幅広く発信し、

地域のスポーツを盛り上げます。 

 

〇新大津放送会館への移転を契機に、より地域に親しまれる放送局を目指します 

  ２０２０年度後半期に新大津放送会館のオープンを予定しています。新会館の移転に

あわせ、番組の公開収録やイベント、ＢＳ８Ｋの受信公開などを実施し、地域に向けて

開かれた放送局を目指します。 
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２０２０年度 中部地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

中部地方の各放送局は、地域の課題と真摯（しんし）に向き合い、地域に暮

らす人たちに寄り添う放送局を目指します。 

７つの地域放送局が持つネットワークを存分に生かし、地域の人たちの命

と暮らし、安全と安心を守ります。多彩な魅力に満ちた地域の特色をより広く

発信するとともに、多様な地域特性を踏まえた放送やサービスのさらなる充

実に努めます。 

 

中部地方には年間の降水量が極めて多い地域があり、大小の河川や用水路

が縦横に流れています。台風や大雨による甚大な災害がここ数年相次ぐ中、事

前の備えに対する重要性は高まる一方です。また今後３０年以内に７０％か

ら８０％の確率で発生すると予測されている南海トラフ巨大地震では、東海

地方でも大きな被害が想定されていますが、早めの避難や防災対策などによ

って被害は軽減できるといわれています。中部地方の各放送局では、テレビ、

ラジオ、データ放送やインターネットなどあらゆる手段を用いて、防災・減災

につながる正確できめ細かな情報を発信し、地域の人たちの信頼に応えるこ

とで“公共メディア”としての役割を果たします。 

 
「東京オリンピック・パラリンピック」に向けては、中部地方ゆかりのアス

リートや聖火リレーの様子を積極的に取り上げます。地域の人たちの記憶に

深く刻まれる大会となるよう、大会の魅力や選手への期待感をあますところ

なく伝えます。 

 

「東京オリンピック・パラリンピック」後は、地域社会の変容や将来を見据

えたコンテンツの制作に力を注ぎます。異なる文化や歴史、風土が育んできた

各地の特性に根ざした番組のさらなる充実に努めます。「東京パラリンピック」

を通じて高まる「共生社会」への関心、北陸新幹線の延伸やリニア中央新幹線

の開通がもたらす地域への影響など共通のテーマにも意欲的に取り組みます。 

さらに中部地方の美しい自然を４Ｋ・８Ｋで制作する番組や、ドラマ、エン

ターテインメント、スポーツなど多彩なコンテンツを発信し、地域の視聴者と

の結びつきをより深めます。 
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名古屋拠点放送局 

○ 防災・減災につながる正確な情報を発信し、地域の人々の命と暮らしを守ります 

 ここ数年、巨大台風や記録的な大雨による甚大な被害が相次いでいます。近い将来

発生すると予測されている南海トラフ巨大地震では、東海地方でも大きな被害が想定

されています。自然災害の脅威に常にさらされている人々の命と暮らしを守るため、

日頃から防災・減災、安全・安心につながる正確できめ細かな情報の発信に全力で取

り組みます。災害発生時にはテレビ、ラジオ、インターネットなど、それぞれのメデ

ィアの特性を生かし、そのとき、地域の人たちが必要としている情報を迅速に届けま

す。 

 

○ 地域の課題に向き合い、活性化に貢献します 

平日午後 6時台のニュース・情報番組や金曜午後 7時台の地域放送番組を中心に、地

域が抱えるさまざまな課題と向き合い、その解決への道筋を探ります。中部地方の７つ

の放送局の連携を一層深め、この地域が持つ豊かな自然や、文化・食などの多様な魅力

を積極的に発信することで、地域の活性化に貢献します。ドラマやエンターテインメン

トといった多彩なジャンルにも力を注ぎ、より幅広い年齢層の視聴者に親しんでもらえ

るコンテンツを発信します。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、地域を盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」では、地元にゆかりのあるアスリートへの期

待や活躍をあますところなく伝えます。聖火リレーや、ホストタウンでの各国選手団と

地域の人たちとの交流なども幅広く取り上げ、大会をきっかけに地域の魅力を全国に届

けます。さらにプロ野球「中日ドラゴンズ」や、サッカーＪリーグ「名古屋グランパス」

など地域に根ざしたチームを、中継番組やニュース・情報番組などを通じて応援します。 

 

○ 変わりゆく地域の将来を見つめます 

「東京オリンピック・パラリンピック」後は、変わりゆく地域の将来を見つめるコン

テンツの制作に取り組みます。２０２７年に開業を予定しているリニア中央新幹線は地

域の暮らしや経済にどのような変化をもたらすのか、「東京パラリンピック」を通じて高

まる「共生社会」への関心は人々の意識や行動をどのように変えるのかを見つめます。

さらには教育や医療、人口減少や少子高齢化といったさまざまな課題を意欲的に取り上

げ、地域の人たちの期待に応えます。 

 

  

≪各局の重点事項≫ 
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金沢放送局 

○ 地域の視聴者にいっそう親しまれる放送サービスやイベントを展開します 

開局９０年を迎える金沢放送局は、地域の視聴者をつなげ、未来につながる放送やイ

ベントを展開していきます。金曜午後７時台の地域放送番組では、公開生放送を含めた

特集企画などを集中して実施するとともに、日々のニュース・情報番組と連動させて内

容充実を図ります。あわせて、ハートプラザ内の２２０インチ８Ｋモニターを活用した

公開イベントなどに力を入れ、４Ｋ・８Ｋの普及促進にもつなげます。 

 

○ “東京２０２０”にあわせ、地元のスポーツ情報の発信に努めます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に出場する、県にゆかりのある代表選手の動

向を中心に、外国の選手団が訪れるキャンプ地の動きや聖火リレーなど、大会に関連し

た情報を幅広く紹介し、“東京２０２０”を地域から盛り上げます。また、大相撲の郷土

出身力士、サッカーＪリーグ「ツエーゲン金沢」や高校野球など、地域のスポーツを積

極的に取り上げます。 

 

○ 「安全・安心」をはじめ、地域の課題に正面から向き合います 

集中豪雨など、これまで経験したことのない自然災害が、人々の暮らしに甚大な被害

をもたらしています。地域の人々の命と暮らしを守る防災・減災報道に力を入れるとと

もに、県内の放送ネットワークの維持も含めた体制の整備に努めていきます。また、観

光や農林水産業をはじめとする地域産業の動向や、医療・介護、地域間格差など、石川

県の抱える課題に向き合い、視聴者とともに解決の方向性を探ります。 

 

○ 石川の文化や芸術の魅力を全国や海外に向けて発信します 

金沢へ移転する「国立近代美術館工芸館」は、新たな伝統工芸の拠点として期待され

ています。また、秋には「奥能登国際芸術祭２０２０」が開催されるなど、地域の文化

や芸能を盛り上げるイベントが予定されています。毎年開催される「日本伝統工芸展金

沢展」も含め、石川県の美術や音楽、歴史、食文化などの魅力を積極的に取り上げ、地

域の文化発信に貢献します。 
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静岡放送局 

○ 県民の命と暮らしを守るため、防災・減災報道に全力で取り組みます 

地域の防災・減災情報の発信拠点として、南海トラフ巨大地震や富士山噴火、さらに

近年、毎年のように県内にも大きな被害を及ぼす台風や集中豪雨などに備えて、体制の

強化に努めます。南海トラフ巨大地震については、最新の知見や自治体の防災計画策定

などの動きや課題をニュースや番組で丁寧に伝え、ふだんから防災意識の向上を図ると

ともに、いざというときの迅速な避難の呼びかけなど“命を守る”放送を行う体制を強

化します。また台風などの風水害については、テレビ、ラジオ、Ｌ字型画面、インター

ネットなどさまざまなツールで情報を発信し、早期避難を呼びかけ、減災報道に努めま

す。 

 

○ “東京２０２０”で地元選手や地域の取り組みを応援します 

静岡県では「東京オリンピック・パラリンピック」の自転車競技が行われます。地元

でトレーニングに打ち込む選手とそれを支える地域の人々、運営を支えるボランティア

の取り組みなど、競技が行われる静岡県ならではのニュースや番組を放送します。この

ほかの競技でも静岡県ゆかりの選手が多数参加し活躍が期待されることから、地域との

つながりや盛り上がりを継続して伝え、選手とふるさとを応援します。 

「東京大会」終了後は、「ラグビーワールドカップ２０１９」とあわせ相次いで開催さ

れたスポーツのビッグイベントが地元にもたらした効果や、将来に向けたスポーツ振興、

選手育成の取り組みなどを継続的に取材します。 

 

○ 地域の課題に取り組む番組などの制作に力を入れ、地域に貢献します 

経済の停滞や人口減少、医療、福祉、またリニア中央新幹線建設など地域の課題に丁

寧に向き合い、地域放送を一層強化していきます。平日午後６時台のニュースでのシリ

ーズ企画や金曜午後７時台の地域放送番組などで問題を多角的に深掘りし、解決の糸口

を探ることで地域に貢献します。 

 

○ 静岡県の魅力を全国・世界に伝え、地域を応援します 

東西に広く、海や山の恵みを受ける静岡県の風土や文化、歴史、人々の暮らしなど、

地域の魅力を伝えるニュースや番組を、４Ｋ・８Ｋを活用しながら制作します。さらに

全国・世界に発信することで、地域の活性化に貢献します。 

 

〇メディア環境の急速な変化を見据え、新たな地域サービスの開発に取り組みます 

  静岡県に暮らす人たちの生活スタイルが大きく変わり、人々のコミュニケーションの

形態も変容しています。これまで以上にきめ細かな情報を発信し、インターネットなど

も活用して、地域サービスの向上に取り組みます。また、多彩なジャンルの番組編成や

新たなイベント開発にも取り組むなど、多様なニーズに応えるさまざまなタッチポイン

トを創出し、地域をつなぐ“ハブ”の役割を果たすことを目指します。 
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福井放送局 

○北陸新幹線県内延伸に向けて福井発の放送のさらなる充実に取り組みます 

北陸新幹線（金沢―敦賀間）が２０２３年春に開通する一方で、人口減少や地域経済、

観光振興などの課題もあり、県民の関心が高いテーマを積極的に取り上げていきます。

平日午後６時台のニュース・情報番組と金曜午後７時台の地域放送番組の両輪で、福井

県の視聴者に向けた放送をさらに強化します。また、ＮＨＫならではの多彩な内容を放

送し、地域の魅力をたっぷり体感できる紀行や身近な話題など地域のニーズを探りなが

ら、地域に暮らす人たちに寄り添う放送局を目指します。 

  

○敦賀原子力発電所運転開始から５０年 原子力発電所との半世紀を検証します  

２０２０年は敦賀原子力発電所の運転開始から５０年となり、原子力発電所とともに

歩んだ半世紀を地域振興や街づくり、依然として不透明な“原発マネー”など、さまざ

まな面から検証します。国内最多の原子力発電所が立地する福井県。再稼働している発

電所や廃炉に向けて作業が進む発電所、さらに再稼働に向けて地元の同意が焦点の発電

所など、国のエネルギー政策を反映する施設の動向について引き続ききめ細かく取材を

進め最新の情報をわかりやすく伝えます。 

 

○地域の安全・安心を守るため災害・緊急報道に全力を尽くします 

近年は巨大台風や記録的な大雪、猛暑などの異常気象、各地で頻発する地震など、福

井県内でも自然災害に遭遇する可能性が高まっています。こうした中、県民の安全・安

心を守るため、県内のロボットカメラやＩＰ中継などを駆使して迅速な情報伝達に努め

ます。また、テレビ、ラジオ、データ放送やインターネットなどあらゆる手段を用いて

緊急報道に取り組みます。さらに防災をテーマにしたラジオ特番を放送するなどして、

防災・減災につながる情報を積極的に発信します。 

  

○“幸福度ナンバーワン”キャンペーンを継続、４Ｋ・８Ｋでの発信 

  ２０１９年から始めたキャンペーン“幸福度日本一ふくいの謎”を継続します。民間

の調査会社による“都道府県幸福度ランキング”で３回連続１位を達成した福井県につ

いて、産業、観光、教育などあらゆる角度から、その“謎”を解き明かし、「幸福度日本

一」の陰にある課題にも目を向けながら、福井の“今の姿”と“これから”を浮き彫り

にしていきます。２０２０年度には、シンポジウムなども開催し、その模様をお伝えし

ます。また、美しい自然や豊かな文化など多彩な魅力に満ちた福井の特色を、４Ｋや８

Ｋで記録し、多彩な番組を発信することで、地域の視聴者との結びつきをより深めます。 

 

〇「東京オリンピック・パラリンピック」の福井ゆかりの選手を取り上げ盛り上げます 

 「東京大会」にあわせて、福井県にゆかりのあるアスリートや聖火リレーの様子を

積極的に取り上げます。また、県内でホストタウンとなっている地域の様子も丁寧に

伝え、大会を盛り上げます。  
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富山放送局 

○ 富山の未来を切り開く新たなキャンペーンを展開します 

２０２２年度に移転を予定している新放送会館に向けて、新たなキャンペーンを立ち

上げます。富山県に暮らす人たちが、未来へ向けて明るく元気になることを目指し、番

組やイベントをはじめ、あらゆる機会に展開していきます。 

 

○ 地域の安全・安心を守る、あらゆる情報を発信します 

全国各地で頻発する大規模な自然災害。いつ発生しても不思議ではない災害に備え、

日頃から防災・減災に役立つ情報を積極的に発信します。災害発生時には、あらゆる手

段を駆使して正確できめ細かな情報を迅速に届け、“公共メディア”として地域の安全・

安心を守ります。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、県民の関心に応えます 

大相撲の郷土出身力士や県内出身のバスケットボール選手の活躍により、県内でスポ

ーツへの関心が高まっています。富山県にゆかりのあるアスリートや地元スポーツチー

ムの活躍を積極的に取り上げ、県民の期待に応えます。「東京オリンピック・パラリンピ

ック」に向けては、地元選手の動向に加え、聖火リレーの模様や大会を支える人々の姿

も伝え、地域とともに盛り上げます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、地域の将来をともに考えます 

２０２０年３月に南北の路線が接続した富山市の路面電車が経済に与える影響など、

県民の関心の高い話題をニュースや番組でわかりやすく伝えます。子どものいじめ・不

登校の問題など、身近な課題も積極的に取り上げ、課題解決への糸口を探ります。また、

地域の人々がざっくばらんに話し合う番組などを通して、視聴者とともに地域のよりよ

き将来像を考えます。 

 

○ 地域の自然や文化を超高精細映像で記録し、全国・世界へ発信します 

富山県が誇る美しい自然や貴重な文化遺産を超高精細映像で記録する取り組みに引き

続き力を入れます。これらの富山の自然や文化の魅力を、全国放送や国際放送を通じて

幅広く発信します。 

 

○ 公平・公正な選挙報道で、有権者の判断のよりどころとなります 

富山県知事選挙（任期満了日・２０２０年１１月８日）に万全の態勢で臨みます。選

挙の情勢や争点をわかりやすく伝え、有権者の判断のよりどころとなる公平・公正で正

確な情報を届けます。 
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津放送局 

〇三重の歩みを見つめます 

津放送局は、９月 1日に開局８０年を迎えます。これにあわせて、地域の近現代の歩

みについてさまざまなコンテンツを展開し三重の活力ある未来の創造に貢献します。 

 

〇防災・減災報道に取り組みます 

三重県には年間の降水量が極めて多い地域があり、台風や集中豪雨による被害を毎年

のように受けています。近い将来、発生が懸念される南海トラフ巨大地震では、県内の

広い範囲で大きな被害が想定されています。こうした自然災害に備え、日頃から防災・

減災につながる情報発信に積極的に取り組みます。また、災害時にはテレビやラジオ、

インターネットを活用し、地域の住民に向けた正確で迅速な情報発信に全力を尽くしま

す。 

 

〇時代をとらえた地域のニュースを制作します 

平日午後６時台に放送するニュース・情報番組では、地域の産業が抱える課題や少子

高齢問題、時代の“旬”をとらえた話題など、地域の人たちと向き合いながら、幅広い

世代の期待と多様な関心に応えます。また、毎日、気象予報士が三重県内の人たちの日々

の暮らしに密着した、きめ細かい気象情報や防災情報を伝えます。 

 

〇地域放送番組の存在感を高めます 

地域放送番組を通して、三重県が直面する社会の動きや、地域の課題をわかりやすく

伝え、未来につながる糸口を視聴者とともに考えます。そして、視聴者の関心やニーズ

を捉えた放送を追求し、全国へと情報発信します。また、金曜午後 7時台を中心に、三

重県の話題を取り上げた全国向けのさまざまな番組を積極的に活用し、隣接する奈良県

や和歌山県など視聴者の関心の高い近畿地方の情報も適宜伝えることで、県域放送の充

実を図り、視聴者の期待に応えていきます。 

 

〇地域のスポーツやアスリートたちを応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、三重県ゆかりのアスリートや聖火リ

レーの様子を取り上げ、機運を高めます。三重県に本拠地を置くラグビー、ハンドボー

ル、サッカーなど各リーグに所属するチームを取り上げ、ニュースや中継を通して、地

域スポーツを応援します。 

 

〇三重県の自然や文化の魅力を全国に発信します 

  海と山が織り成す三重県の貴重な自然や、地域に育まれた食文化、古代から息づく伝

統文化などを４Ｋ・８Kで積極的に記録しながら、全国へと発信します。 
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岐阜放送局 

○ 防災・減災報道に万全を期し、地域の安全・安心を守ります 

岐阜県は、１９７６年に発生した「安八水害」など、たびたび大きな水害に見舞われ

た歴史を持ちます。２０１８年の西日本豪雨では、岐阜県にも大雨特別警報が発令され

ました。そのような突発的で深刻な自然災害に備え、県民の生命や財産を守るため、日

頃から防災・減災につながる情報をきめ細かく伝えます。また、地震発生や台風接近時

には地域の安全・安心の拠点として、放送のみならず、Ｌ字型画面、インターネットな

どの多様な手段で、正確・迅速に情報を発信します。災害発生時には、判断のよりどこ

ろとなる情報を早急に届け、公共放送としての使命を果たします。 

 

○ 岐阜県の情報発信を強化し、地域の活性化に努めます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、岐阜県の行政や経済をはじめ、各地で発

生する事件や事故についてわかりやすく伝え、視聴者の暮らしに役立つ情報を積極的に

届けます。さらに岐阜県の多様な話題を県内にとどまらず、全国にも発信することで視

聴者の期待に応えます。なかなか終息しないＣＳＦ（豚コレラ）の情報をはじめ、航空

産業や宇宙分野での研究などの最新動向や、視聴者の関心の高い気象情報などもわかり

やすく丁寧に伝えます。常に信頼できる身近な放送局として、県民の暮らしと向き合う

報道を行います。 

 

○ 地域のスポーツやアスリートを積極的に取り上げ、応援します 

いよいよ開幕となる「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、岐阜県内で出

場を目指す選手に注目し、継続的に取材します。４月に岐阜県内を走る聖火リレーにつ

いても、大会に向けた盛り上がりを積極的に発信します。継続的に取り上げてきた障害

者スポーツをこれまで以上に応援し、「共生社会」の実現に寄与します。地域に根ざした

スポーツチームの活躍も幅広く取り上げ、スポーツを通して岐阜県のさらなる活性化に

貢献します。 

 

〇開局８０年にあたり、岐阜の魅力をより広く全国・世界へ発信します 

岐阜放送局は９月１日に開局８０年を迎えます。この節目の年に放送する大河ドラマ

「麒麟（きりん）がくる」は岐阜県が舞台です。これを機会に、岐阜放送局が一丸とな

って岐阜県の魅力を積極的に発信します。岐阜城・飛騨高山・白川郷・清流長良川など、

豊かな歴史的建造物や文化、自然といった岐阜県の魅力を多彩な番組やイベントなどを

通じて全国・世界に発信し、地域に根ざした放送局としての存在感を高めます。 
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２０２０年度 中国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 

中国地方の５つの地域放送局は、地域の安全・安心の拠点として、人々の 

命と暮らしを守る情報を正確・迅速に提供します。広島県と岡山県を中心に 

甚大な被害をもたらした２０１８年の西日本豪雨災害の教訓から、台風、豪

雨、地震などの激甚化する自然災害について、“公共メディア”としてあら

ゆる手段を駆使して、防災・減災につながる情報発信に日頃から取り組みま

す。 

 

人口減少や高齢化、地域経済などの共通課題について、中国地方の５つの   

地域放送局のネットワークを生かしたブロック放送サービスで解決の糸口

を探るとともに、中国地方が育んだ豊かな自然や文化を広く発信します。ま

た、県域放送サービスを通じて、各地の課題に徹底的に向き合うほか、地域

の魅力を掘り起こします。 

 

「東京オリンピック・パラリンピック」を目指す中国地方ゆかりのアスリ

ートを取り上げ、多様な価値観を認め合う「共生社会」の実現を後押ししま

す。あわせて、各地を回る聖火リレーの様子を伝え、大会への機運を高めま

す。また、プロ野球「広島カープ」やサッカーJリーグ、バスケットボール

Ｂリーグなど、地域に根づいたプロスポーツに関する情報をきめ細かく伝え、

視聴者の関心に応えます。 

 

２０２０年は、“被爆７５年”という大きな節目となります。２０１９年

１１月にはローマ教皇が広島を訪れ、平和への祈りをささげました。核廃絶

に向けて、世界から被爆地・広島に関心が寄せられています。全国の被爆者

の平均年齢は８２歳を超え、１５万人を下回りました。被爆体験の継承が日

に日に難しくなる中、放送を中心に、デジタルツールやさまざまな手法を用

いて、全国・世界に向けて発信します。 

 

４K・８K の番組制作を進めます。また、「東京オリンピック・パラリン

ピック」を契機に、広島拠点放送局の８Ｋスーパーハイビジョンシアターや

各放送局の８Ｋモニターを発信の拠点として、最高水準の放送・サービスを

提供し、普及・発展に貢献します。 
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広島拠点放送局 

○ “被爆７５年”、被爆体験の継承に取り組みます 

被爆体験の継承が困難になる中、被爆地にある放送局として、放送を軸に長崎放送局

や県内の他メディアとも連携して、次世代への新たな継承方法を模索し続けます。ソー

シャルネットワーキングサービスのほか、さまざまな方法を用いることで、“被爆者だけ

に依存しない”被爆体験の継承に取り組みます。 

 

○ “公共メディア”として、地域の安全・安心の拠点となります 

激甚化する自然災害から生命・財産を守るため、正確・迅速な報道に努めます。地域

が求めるきめ細かな情報を、放送を太い幹としつつ、インターネットも活用して発信し

ます。また、西日本豪雨災害で被災した地域の取り組みを継続して伝えます。 

 

○ 地域の課題や魅力に迫る番組で、視聴者の関心に応えます 

県域放送で地域の視聴者の関心に真摯（しんし）に向き合うだけでなく、中国地方や、

全国に向けて、広島の“いま”を幅広く発信していきます。人口減少や高齢化、地域経

済など中国地方の共通課題には、さまざまな視点から議論を深め解決の糸口を探ります。

また、広島県が持つ豊かな自然や文化を再発見し、その魅力を県内だけでなく、全国・

世界に紹介します。 

 

○ 地元のアスリートや地域のスポーツを視聴者とともに応援し、盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」を目指す広島県や中国地方ゆかりのアスリー

トの活躍を取り上げるほか、「東京パラリンピック」を通して多様な価値観や「共生社会」

への理解を促進します。聖火リレーが広島県内を訪れる際は、生放送を中心に地域の盛

り上がりを伝えます。また球団創設７０年を迎えるプロ野球「広島カープ」や、サッカ

ーＪリーグ「サンフレッチェ広島」など、県民の関心が高いスポーツを中継やニュース

で放送し、地域を元気にします。 

 

○ ４K・８K での番組制作を進め、その魅力を発信します 

４Ｋ・８Ｋでの番組制作を引き続き進め、広島県や中国地方の歴史や風景、人々の営

みを全国に向けて発信します。「東京オリンピック・パラリンピック」などのスポーツ中

継を通じて、広島拠点放送局の８Ｋスーパーハイビジョンシアターから、超高精細映像

ならではの魅力を伝えます。 

 

  

≪各局の重点事項≫ 
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岡山放送局 

○ 防災・減災報道に全力で取り組みます 

２０１８年の西日本豪雨災害の教訓から、台風、豪雨、地震などの激甚化する自然

災害について、“公共メディア”としてあらゆる手段を駆使して、防災・減災につな

がる情報発信に日頃から取り組みます。緊急報道の際には、ＩＰ中継などを駆使して、

判断のよりどころとなる情報を正確・迅速に届け、“公共メディア”の使命を果たし

ます。 

 

○ 開局９０年の地域局として、地域に寄り添い親しまれる放送局を目指します 

岡山県の魅力や課題を丁寧に掘り起こし、県域サービスの強化に努めます。金曜午

後７時台は、災害復興の課題や超高齢社会など、県内の視聴者の高い関心に応える番

組を拠点放送局とも連携しながら充実させます。平日午後６時台のニュース・情報番

組は、地域の“いま”が見える情報を多角的に伝え、地域活性化・課題解決に貢献し

ます。 

１年を通じて開局９０年を記念する特集番組やイベントを実施し、地域の放送局と

しての存在感を高めます。 

 

○ スポーツで地域を盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」を目指す岡山県ゆかりのアスリートを取り

上げ、大会を地方から盛り上げるとともに、多様な価値観を認め合う「共生社会」の

実現を後押しします。また、サッカーJリーグ「ファジアーノ岡山」、女子バレーボ

ールＶリーグ「岡山シーガルズ」、卓球Ｔリーグ「岡山リベッツ」、それに「おかや

まマラソン」など、地元に根づいたスポーツの話題・情報をきめ細かく伝え、スポー

ツを通じて地域の活性化に貢献します。 

 

○ 岡山ならではの超高精細映像のコンテンツ制作を進めていきます 

  これまで積み重ねてきた４Ｋの制作ノウハウを生かし、県内各地の四季折々の情景

や伝統・文化、さらに復興に向かう被災地の様子などを超高精細映像で記録し、放送

やインターネット、イベントなどで発信して、視聴者の関心に応えます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に尽力します 

  倉敷市長選挙（任期満了日・２０２０年５月１８日）、岡山県知事選挙（任期満了

日・２０２０年１１月１１日）をはじめとする各種選挙報道に万全を期し、有権者の

判断に資する情報を、正確・迅速に提供します。 
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松江放送局 

○ 地域に“安全・安心”を届けます 

全国的に大きな被害を出している地震、台風、大雨などの自然災害に備えて、日頃か

ら防災・減災報道に力を注ぎます。テレビ・ラジオ・インターネットとあらゆる手段を

用いて必要な情報を伝え、地域の人々の命と生活を守ることに努めます。全国で唯一県

庁所在地にある松江市の島根原子力発電所について、２号機、３号機の稼働に向けた動

き、避難計画をはじめとした安全確保の取り組みや課題を詳細に取材し伝えます。 

 

○ 地域の課題を見据え、“未来”を伝えます 

人口の減少が続き、高齢化が進む一方、外国人労働者の数が増加している島根県で、

地域の動きを見据えたニュース取材や番組制作に力を入れます。また鳥取放送局とも連

携しながら、人口減少に歯止めをかける取り組み、地域での外国人との共生、外国人の

高度人材化など、山陰に共通する地域の課題とともに新しい時代への胎動を取り上げま

す。さらに地域とともに地域の将来を考える番組作りに取り組みます。 

 

○ 美しい“ふるさと”を次の世代に伝える放送に取り組みます 

“怪談”などで知られる小泉八雲が松江を訪れてから１３０年を迎える２０２０年、

八雲が愛した日本の原風景を美しい映像で伝えます。豊かな自然や独自の文化を育んで

きた島根の魅力を、全国・世界に向けて発信します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」に向けた機運と地域スポーツを盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、地元ゆかりのアスリートや関係者

の取材に力を入れるとともに、５月の聖火リレーを詳細に伝え、機運を高めます。さら

に「東京オリンピック・パラリンピック」が地域社会に何をもたらし、今後へどうつな

がっていくのかを検証します。また、バスケットボール Bリーグをはじめ地域のスポー

ツの取材にも力を入れ、地域を応援します。 
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鳥取放送局 

○ 地域の課題を掘り下げ、解決策を探ります 

人口減少や高齢化、先行き不透明な経済など地域の課題は山積しています。昨今、日

韓関係の悪化や外国人労働者の受け入れなど、アジアを中心とした諸外国と山陰の関わ

り方を見つめることが重要になってきています。また、若者の流出や移住・関係人口の

強化など、持続可能な地域社会づくりも大きな問題です。平日午後６時台のニュース・

情報番組や金曜午後７時台の地域放送番組では、地域や国内外での取材を積極的に行い、

地域の将来を見据え、課題解決策を考えていきます。 

 

○ 県民の安全・安心につながる情報を発信します 

超大型台風や記録的短時間大雨など、自然災害が頻発しています。鳥取県西部地震か

ら２０年、県中部で起きた地震からは４年がたち、学んだ教訓を糧に、地域の暮らしや

命を守る防災・減災報道により一層力を入れます。地域に寄り添ったきめ細かな情報を

テレビ・ラジオ・インターネットなど、さまざまなメディアで発信できる報道体制を強

化します。また、県民の関心が高い島根原子力発電所の安全性や事故対応のあり方も含

め、行政が策定した避難計画や訓練なども継続的に検証します。 

 

○ 山陰地方の多彩な姿を全国・世界に向けて発信します 

中国地方最高峰の大山や日本海などの豊かな自然や歴史・文化、県民が関心を寄せる

タイムリーな話題を伝え、視聴者がふるさとに誇りや自信を持てる内容を届けます。金

曜午後７時台を中心に、地域間のつながりが強い島根県の魅力も、松江放送局と連携し

て両県に向け発信するとともに、全国・世界にも“彩り豊かな山陰”を発信していきま

す。 

 

○ “東京２０２０”を盛り上げるとともに、「共生社会」を見据えます 

「東京オリンピック・パラリンピック」を目指す山陰地方ゆかりのアスリートを積極

的に取り上げます。あわせて５月に県内を巡る聖火リレーを丁寧に伝え、「東京大会」へ

の機運を高めていきます。また、多様な価値観が認められ、一人ひとりが尊重される「共

生社会」の実現に向けて、“バリアフリーな社会づくり”につながる情報発信に努めます。 

 

○ 視聴者との接点を増やし、役立つ情報発信に努めます 

“公共メディア”として、データ放送やインターネットを利用した双方向サービスの

充実を図ります。ホームページ・ソーシャルネットワーキングサービスを活用した動画

配信や、さらなる広報戦略の開発も視野に、ＮＨＫと視聴者との接点を増やすことで、

幅広い層の接触につなげ、より身近な放送局を目指します。 
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山口放送局 

○ 地域の人たちの命と暮らしを守る情報を全力で届けます 

大地震や津波、台風などの自然災害から地域の人たちの命と暮らしを守るため、日頃

から防災・減災報道に総力を挙げて取り組みます。西日本豪雨災害など過去の災害を教

訓に、より早い段階からテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどあらゆる手

段を活用し、正確な情報をわかりやすく伝えます。 

 

○ 県域放送をさらに充実させ、地域に貢献します 

山口県内の豊かな自然や文化・伝統、さらにそれを大切に守り暮らしに生かす人たち、

地域活性化の新たな取り組みなどをさまざまな角度から取材し、多彩な演出で、幅広い

視聴者に届けます。平日午後 6時台と金曜午後７時台の地域放送番組を中心に、県域放

送をさらに充実させます。さらに全国・世界にも発信して地域の振興に貢献します。 

 

○ 地域の課題に向き合い、未来をともに考えます 

萩市のイージス・アショア配備計画、米軍岩国基地の騒音や安全の問題、上関原子力

発電所の建設計画などに対する国や地元の動き、人口減少や若者の県外流出や地域産業

の振興など、地域の課題に向き合い、より深く取材して地域の未来をともに考えます。 

下関市長選挙（任期満了日・２０２１年３月２６日）など、選挙報道に万全を期し、

正確・迅速な報道で視聴者の期待と信頼に応えます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を中心にスポーツで地域を盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に出場する郷土ゆかりの選手の活躍や地元の

応援などを詳しく紹介し、「東京大会」の興奮と感動を地域で共有します。さらに、県内

で行われる聖火リレーのランナーや沿道の様子を中継などで紹介し、地域の魅力を全国

に発信します。また、高校野球やサッカーＪリーグ「レノファ山口」など、地域で関心

の高いスポーツを中心に、中継やニュースなどで詳しく伝え、地域を盛り上げます。 

 

○ 視聴者との接点を広げ、親しまれる放送局を目指します 

４Ｋ・８Ｋのノウハウを蓄積し、新たな情報発信の可能性を探るとともに、放送会館

などで幅広く放送を公開し、普及を進めます。さらに、結びつきの強い関門地域のニュ

ースや番組を北九州放送局と連携して積極的に放送するほか、インターネットを活用し

て若者を含むあらゆる視聴者層に多彩な情報を提供し、地域から親しまれる放送局を目

指します。 
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２０２０年度 九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

九州沖縄の９つの地域放送局は、ネットワークを生かし、正確で有用な情報

を的確・迅速に提供します。視聴者の関心に応える質の高い放送と多様な手段

による情報発信で、“公共メディア”としての責務を果たします。 

 

住民の生命と暮らしを守るため、南海トラフなどの地震や台風・豪雨・噴火

などの災害に備え、防災や減災につながる情報を継続的に発信します。災害発

生時には、機動的な態勢で正確な情報を放送・デジタルサービスを通じて提供

します。さらに大規模災害の被災地を継続取材し、課題に向き合い解決に向け

たヒントを探るとともに、活気を取り戻しつつある被災地の今を伝え、復興を

後押しします。 

 

戦後７５年の節目にあたり、長崎や沖縄をはじめとした各地の戦争体験の

掘り起こしと記録に努め、次世代への継承にも取り組み、平和への祈りを発信

します。また、格差・貧困、高齢化、若い世代が直面する問題、原子力発電所

を巡る動き、安全保障など九州沖縄共通の課題や、世界遺産登録を目指す地域

の情報を伝え、視聴者の幅広い関心に応えます。 

 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、九州沖縄出身選手や競技

に関する情報を多角的に取材し、地域の視聴者の関心を高めます。また、パラ

スポーツをきっかけに多様性のある社会のすばらしさを伝えます。地元スポ

ーツチームの試合を中継するとともに、最新情報をきめ細かく伝え、スポーツ

を通じて地域を盛り上げます。 

 

 アジアの国々とつながりの深い九州沖縄ならではの視点で各国との関わり

を見つめるとともに、地域の魅力を全国・世界に発信します。また、インバウ

ンドが地域の経済や観光に及ぼす影響、海外情勢の変化や“東京２０２０”後

の動向にも注目し、丁寧に伝えていきます。 

 

各種選挙には万全の態勢で臨み、正確・迅速、公平・公正な報道で、有権者

の判断のよりどころとなる情報を提供します。 

 

九州沖縄の魅力を伝えるため、４Ｋ・８Ｋ超高精細映像を生かした番組の制

作や、効果的なインターネットサービス、データ放送サービスに取り組みます。 
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福岡拠点放送局 

○ 地域の安全・安心を守ります 

福岡県をはじめ、九州沖縄の安全・安心を守ります。“公共メディア”として日頃から

防災・減災につながる情報の提供を心がけ、災害発生時には地域に向けた放送を最優先

する“ローカルファースト”で正確・迅速に情報を伝えるとともに、デジタルサービス

も駆使してきめ細かな情報を発信します。ラジオ第１の平日午後５時台に九州沖縄で放

送している番組では、防災・減災に関連した内容で域内各放送局と連携した取り組みを

継続し、ネットワークの強化を図ります。 

 

○ 地域の課題や魅力に迫り、視聴者の興味・関心に応えます 

北部九州エリアの広域的な情報発信に引き続き取り組み、北九州放送局・佐賀放送局

と連携して地域に密着した話題や情報を伝えます。また、若い世代の生活や未来を担う

子どもの育成に関わる問題に向き合い、格差・貧困、高齢化や過疎化など、地域に共通

する課題を深く掘り下げます。地域の自然や歴史に目を向け、九州沖縄の多彩な魅力も

発信していきます。 

 

○ 開局９０年、令和の時代により親しまれる放送局を目指します 

地域の豊かな自然や人々のつながりを描く地域ドラマや地元を意識したエンターテイ

ンメント番組など、世代を超えて楽しめる番組を制作します。「博多祇園山笠」など伝統

文化の継承に貢献する番組や、４Ｋ・８Ｋの超高精細映像で九州沖縄の魅力を捉えた番

組の制作にも引き続き取り組みます。開局９０年の節目にふさわしい多彩なコンテンツ

を展開し、インターネットも活用して幅広い世代に届けます。地域の拠点放送局として

これまで以上に存在感を高めながら、次の節目である“開局１００年”に向けて、視聴

者からより親しまれる放送局を目指します。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、スポーツで地域を盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、地元選手や競技、聖火リレーの情

報をきめ細かく伝え、東京大会への機運を高めます。また、プロ野球「福岡ソフトバン

クホークス」やサッカーＪリーグ「アビスパ福岡」など地元チームの試合中継や、大相

撲などさまざまなスポーツの最新情報をニュースや番組で積極的に発信するとともに、

幅広い世代が楽しめるコンテンツを制作し、視聴者と一体となって地域を盛り上げます。 

 

○ 地域とアジアの関係を見つめ、地域の未来を探ります 

アジアと歴史・文化・経済的につながりの深い地域ならではの視点で、地域の魅力

を全国・世界に発信します。インバウンドが地域の経済や観光に及ぼす影響、“東京

２０２０”後の動きや海外情勢の変化を丁寧に伝え、アジアと共生し、ともに発展し

ていく道を探ります。 

 

  

≪各局の重点事項≫ 
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北九州放送局 

○ 地域の安全・安心をきめ細かく伝えます 

激甚化する台風や大雨・地震など自然災害への備えを怠らず、地域の人々に役立つ安

全・安心情報を正確・迅速に届けます。福岡拠点放送局と連携を密にして日頃からデー

タ放送やインターネットなどで防災・減災のための情報を提供するとともに、避難場所

などのきめ細かい情報も伝えます。また、多くの工場や交通の要所・関門海峡がある地

域の特徴を意識し、近隣の放送局とも連携をしながら、万全の取材体制で臨みます。 

 

○ 地域の課題や魅力を掘り下げ、全国・世界へ発信します 

高齢化や人口減少、地域産業の創出など北九州市が抱える課題をニュースや番組で深

く掘り下げます。また、アジアの国とつながりが深い北九州市ならではの視点で、各国

との関わりを見つめます。特に、北九州市は「東アジア文化都市」の開催都市となり、

２０２０年は１年を通してさまざまな文化芸術イベントやアジアとの文化交流が行われ

る予定です。伝統文化から、漫画、コスプレなどのサブカルチャーまで、地域の魅力を

幅広く発信します。全国放送はもちろん、国際放送でも世界に発信することを目指しま

す。 

 

○ 地域のスポーツやオリンピック・パラリンピックを全力で応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」への出場が期待される地元選手を積極的に取

材し、視聴者のみなさまとともに、全力で応援します。また、サッカーＪ２に昇格した

「ギラヴァンツ北九州」の活躍を中継や平日午後６時台のニュース・情報番組で詳しく

伝えます。 

 

○ 北部九州エリアの広域的な情報発信や番組のマルチユースを進めます 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、引き続き北九州エリアのニュースを県域向

けにも積極的に伝えていきます。また、金曜午後７時台の県域番組は、福岡拠点放送局

と連携し、地域の課題や魅力を深く掘り下げていきます。さらに、北九州エリアのニュ

ース・情報番組から県域放送、全国放送、国際放送などへの展開を積極的に進め、北九

州の話題をより多くの視聴者にお届けします。 

 

○ ４K・８Ｋやインターネットなど新たな手法に一丸となって取り組みます 

地域の伝統行事や文化、人々の営みを４K・８Ｋの超高精細映像を活用して、ニュー

ス・番組で紹介します。また、 ソーシャルネットワーキングサービスの活用など、放送

と連動した インターネットサービスも効果的に活用します 。 
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熊本放送局 

○ 防災・減災報道を常に意識し、引き続き命と暮らしを守ります 

地域放送局として住民の命と暮らしを守るため、緊急報道への備えを怠りません。ま

た、地震・大雨・台風・火山の噴火などの被害を最小限に抑えるため、気象予報士によ

る解説や、阿蘇山の噴火警戒レベルに関する情報発信、ロボットカメラの効果的活用な

ど、万全の体制で防災・減災報道に取り組みます。災害発生時にはＬ字型画面を含めた

テレビ・ラジオの放送はもちろん、デジタルサービスでも情報の発信を続けます。 

 

○ 正確・迅速かつ公平・公正な選挙報道に取り組みます 

２０２０年３月に行われた熊本県知事選挙の結果を踏まえ、県政の今後を取材してい

きます。 また、２０２０年度中の各市町村の首長選挙についても結果を正確・迅速に報

道します。 

 

○ 熊本地震からの復旧・復興を伝え続けます 

熊本地震では、六千人余り（２０１９年１０月末時点）が避難生活を余儀なくされ、

復興は道半ばの状態にあります。被災者の生活再建はもとより、地域社会の再生やイン

フラ整備などの課題を検証し、復旧・復興を後押しする報道を続けます。また、地域の

シンボルでもある熊本城の再建を見つめ、伝え続けます。 

 

○ 水俣病やハンセン病、経済の活性化など地域の課題や動きを掘り下げます 

水俣病の未認定患者や胎児性患者の現状などを多角的に取材するとともに、ハンセン

病についても元患者や家族の支援などを継続的に取材し、風化しないよう伝え続けます。

また、人口減少と高齢化が一段と進む中で、子育て・介護・医療・教育・第一次産業の

振興・経済活性化・雇用など、幅広く地域の課題や動きを取り上げ、“熊本のあす”を提

言します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」をはじめ、スポーツを通じて元気を届けます 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、熊本県ゆかりの選手の動向を継続

的に取り上げるほか、熊本県内での聖火リレーの様子も詳しく紹介し、県民の関心に応

えます。また、バスケットボールやサッカーの地元プロチームの活躍を取材し、県民に

とって元気の源となる話題を伝えます。 
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長崎放送局 

○ 被爆７５年の節目に核兵器廃絶と平和への願いを伝えます 

8月 9日の「長崎原爆の日」の式典中継やニュース・番組だけではなく、年間を通し

て核兵器の廃絶や平和を求める長崎の願いをこれまで以上に深く取材し、国内だけでは

なく、世界にも伝えていきます。被爆者の高齢化がさらに進む中、被爆体験をあらため

て掘り起こして記録するとともに、被爆体験や平和への願いを引き継ぐ取り組みなども

取り上げ、被爆地にある放送局として責務を果たしていきます。 

 

○ 命と暮らしを守る防災・減災に貢献します 

災害がますます激甚化する中、地震・火山噴火・台風・豪雨など災害の際には、正確

で迅速に情報を伝えていきます。テレビ・ラジオの放送にあわせて、デジタルサービス

も駆使して機動的に情報を発信し、命と暮らしを守ります。また、事態が深刻になった

際に生活情報をきめ細かく伝える体制も充実させ、暮らしを支えます。ふだんのニュー

ス・番組、インターネットでも防災や減災につながる情報を随時発信し、防災・減災の

意識の向上に貢献します。 

 

○ 地域のアスリートや各スポーツ競技の取材を通して、長崎を元気にします 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、地元にゆかりのある選手や競技に

ついても多角的に取材し、スポーツのすばらしさを伝えます。また、「東京パラリンピッ

ク」をきっかけに、障害者スポーツだけではなく、障害者の社会参加への理解がより深

まるよう貢献します。サッカーＪリーグ「V・ファーレン長崎」や地元のアマチュアスポ

ーツなども丁寧に取材し、長崎を元気にします。 

 

○ 地域の課題を掘り下げ、活性化に貢献します 

人口流出や少子高齢化が進む中、県内各地での取り組みを幅広く取材し、ニュースや

ドキュメンタリーとして伝えながら、課題解決のヒントを探り、地域の活性化に貢献し

ます。また、キリスト教や中国・オランダなどとの古くからのつながりの中から生まれ

た長崎の多様な歴史と文化について発信していきます。 

 

○ 選挙取材には万全の体制で臨みます 

選挙報道にあたっては、正確・迅速かつ公平・公正に情報を発信し、有権者の判断に

役立つ情報を提供します。 

 

○ ４Ｋ・８Ｋの超高精細映像やインターネットサービスなどで魅力を発信します 

長崎の歴史的な資産や文化、自然を４Ｋ・８Ｋの超高精細映像で記録します。あわせ

て効果的なインターネットサービス、データ放送サービスも活用し、長崎の魅力を広く

伝えていきます。 
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鹿児島放送局 

○ 防災・減災報道をさらに強化し、地域の安全・安心を守ります 

台風や大雨、地震などに備えて万全の体制を構築します。緊急時には、テレビ・ラジ

オだけでなく、Ｌ字型画面やデータ放送、インターネットなど、あらゆる手段を使って、

生命と暮らしを守る情報をいち早く届けます。噴火を続ける桜島、活動が再び活発化し

ている口永良部島や新燃岳など、火山の活動をきめ細かく伝えるとともに、防災対策や

研究の最前線の情報を詳しく紹介します。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に取り組み、県民の信頼に応えます 

鹿児島県知事選挙（任期満了日・２０２０年７月２７日）、鹿児島市長選挙（任期満了

日・２０２０年１２月２２日）、鹿児島市議会議員選挙（任期満了日・２０２０年４月２

８日）など、各種選挙に万全の態勢を整えます。データ放送やインターネットも活用し

て、選挙の争点など有権者の判断のよりどころとなる情報を公平・公正かつ正確・迅速

に伝えます。 

 

○ 地域のスポーツを応援し、鹿児島を元気にします 

「東京オリンピック・パラリンピック」で、県内を走る聖火リレーはもちろん、出身

選手や競技に関する情報を多角的に取材し、視聴者の関心を高めます。その後２０２０

年１０月に鹿児島県で開催される、第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」、

第２０回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」も積極的に取り上げ、地

域を盛り上げます。サッカーＪリーグ「鹿児島ユナイテッドＦＣ」の最新情報を中継や

ニュースで多角的に伝えます。 

 

○ 地域の課題を深く掘り下げ、県民の興味・関心に応えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、その日の県内の動きを詳しく伝えるとと

もに、少子高齢化の問題や農林水産業の競争力強化、医療や福祉、教育など、県民の関

心が高く、暮らしに直結する問題を詳しく伝えます。金曜午後７時台の地域放送番組で

は、鹿児島県の課題だけでなく、郷土に生きる人々のひたむきな姿や、知られざる活躍、

困難への挑戦に光を当て、視聴者の関心に応えます。 

 

○ 地域の多彩な魅力を全国・世界に発信し、未来に伝えます 

歴史や文化を掘り下げて取材し、地域の活性化に貢献します。４Ｋ・８Ｋの超高精細

映像の特性を生かし、県内各地の豊かな自然や伝統的な祭りなど、鹿児島の風土、魅力

を全国・世界に積極的に発信するとともに、次世代への継承にも努めます。 
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宮崎放送局 

○ 防災・減災報道をさらに強化し、正確・迅速で頼りになる報道に取り組みます 

宮崎県では南海トラフ巨大地震による津波の死者数が最大で約３万５０００人と想定

されており、霧島連山の噴火や台風・大雨など自然災害への備えも欠かせません。地域

の防災・減災への取り組み、課題などを継続的に取材し、県民の防災・減災意識の向上、

安全・安心な地域づくりに貢献するとともに、災害時には正確・迅速で頼りになる情報

をさまざまなメディアを多角的に使って視聴者に届けます。 

 

○ 県域放送のさらなる充実を図り、県民へのサービス向上に努めます 

 平日午後６時台のニュース・情報番組では、旬のニュースをわかりやすく伝え、暮ら

しに役立つ情報や地域の課題をリポートやシリーズ企画などで深く掘り下げます。金曜

午後７時台の地域放送番組では、これまで以上に地域の魅力を発信するとともに、多角

的な視点から“宮崎”を捉え、視聴者の期待に応えます。特に、２０２０年は県内での

口てい疫の発生から１０年にあたります。過去の記憶を風化させないために“口てい疫”

を検証・予防する取材・番組制作に取り組みます。 

 

○ 地域のスポーツ振興に寄与します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、宮崎県にゆかりのある選手や競技

の情報を発信し、視聴者の関心を高めるとともに、放送・イベント事業を通して県内を

走る聖火リレーを盛り上げ、多くの競技でキャンプや合宿が行われる「スポーツランド

みやざき」の魅力を全国に発信します。また、ホームスタジアムの建設が予定されてい

る、サッカーＪＦＬ「テゲバジャーロ宮崎」など地元スポーツチームの最新情報をき

め細かく伝え、地域のスポーツ振興に寄与します。 

 

○ 地域の歴史・伝統・文化を全国・世界へ発信します 

「第３５回国民文化祭・みやざき２０２０」「第２０回全国障害者芸術・文化祭みやざ

き大会」に向けて宮崎県の自然豊かな風景、各地に息づく伝統・歴史・文化・食といっ

た地域の誇りを全国・世界へ発信します。また、宮崎県が誇るそれらの魅力を４Ｋの超

高精細映像で記録することで地域の歴史・伝統・文化振興に寄与します。 
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大分放送局 

○ 災害から生命・暮らしを守るために正確な情報を迅速に伝えます 

台風や集中豪雨・大地震などの自然災害に備え、防災・減災につながる情報を午後６

時台のニュース・情報番組や金曜午後５時台のラジオ番組で継続して伝えます。過去に

県内で発生した災害を網羅したデータベース「大分県災害データアーカイブ」（２０１９

年４月大分放送局ホームページ上で運用開始）は、ハザードマップなどの新しい情報を

加え利便性の向上を図り、各番組で幅広く紹介します。災害発生の際はテレビ・ラジオ、

インターネット、データ放送などを活用し、正確で詳細な情報を迅速に届けます。また、

九州北部豪雨などの被災地について、現状や課題を引き続き取材し復興を支援します。 

  

○ 大分県の未来を見据え地域の課題に向き合います 

大分県が直面するさまざまな課題を掘り下げ伝えます。少子高齢化や過疎化、農林水

産業の担い手不足の問題のほか、欧米からのインバウンド増加を目指す動きなど、地域

に役立つ情報をさまざまな角度から幅広く取材します。平日午後６時台のニュース・情

報番組や金曜午後７時台の地域放送番組などで詳しく伝え、視聴者とともに地域の未来

を考えます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を盛り上げ、地域のスポーツ振興に寄与します 

「東京オリンピック・パラリンピック」出場を目指す大分県出身選手を紹介し、県民

の関心に応えます。特に大分県は日本パラリンピックの父といわれる中村裕博士の尽力

で障害者スポーツが盛んです。パラリンピック情報は一層の力を入れて発信します。ま

た、サッカーＪ１で上位争いが期待される「大分トリニータ」や、フットサル・バレー

ボールなどのプロスポーツの情報も積極的に取り上げます。 

 

○ 「共生社会」の実現に貢献します 

大分県には世界各国から集まった留学生が数多く学んでいます。また、早くから障害

者自立支援施設が立ち上げられ、障害者に理解のある地域です。こうした多様な価値観

を持った人々をお互いに認め合う「共生社会」実現のための取材を積極的に行い発信し

ます。 

 

○ 大分の魅力を全国・世界に発信します 

豊かな自然や伝統文化・食など、大分県が誇る魅力を４Ｋ・８Ｋの超高精細映像も活

用して、平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の番組などで紹介しま

す。全国放送や国際放送にも広く展開し、観光面での地域貢献を目指します。 
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佐賀放送局 

○ 「佐賀豪雨」の教訓を伝え、県民の生命と暮らしを守る報道に取り組みます 

２０１９年８月末、佐賀県を襲った豪雨は、死者３名、住宅被害六千棟余りという、

大きな被害をもたらしました。長く不自由な生活を余儀なくされている被災者に寄り添

い、ともに課題に向き合い、解決のヒントを探ることで、復興の後押しをし続けます。

地震や大雨、台風などの自然災害に備え、県民の生命と暮らしを守るため、防災・減災

につながる正確な情報を放送やデジタルサービスを通じて迅速に提供します。 

 

○ 地域が抱える課題をわかりやすく伝え、県民の“知りたい”に応えます 

玄海原子力発電所は１号機の廃炉作業が進む中、新たに２号機の廃炉が決定するなど、

注目が集まっています。また、知事が受け入れを表明した、自衛隊の輸送機「オスプレ

イ」の佐賀空港への配備計画を巡っては、機体の騒音が漁業に及ぼす影響の有無につい

て、明確な結論が示されないまま、最終報告書がまとめられました。さらに、九州新幹

線・長崎ルートの財政負担と整備そのものを巡る対立、諫早湾干拓事業を巡る裁判の行

方や有明海再生に向けた取り組みなど、県の将来を左右する動きをタイムリーに伝え、

ニュースや番組でわかりやすく解説していきます。 

 

○ 佐賀の情報発信力を高め、地域放送番組をより親しみのあるものにします 

平日午前１１時台の情報番組は、福岡拠点放送局の番組と連携し、福岡県の視聴者に

も広く佐賀の情報を届けることで、情報発信力を強化します。平日午後６時台のニュー

ス・情報番組では“その日に押さえておきたい佐賀のニュース”と“佐賀の暮らしを豊

かにするお得情報”を届けます。気象情報は、気象予報士が解説し、地元の気象情報を

よりきめ細かく伝えます。金曜午後７時台の地域情報番組では、農業・漁業などの地域

産業や、焼き物や祭りなどの伝統文化、未来を担う若者たちの挑戦など、地域の魅力を

掘り起こし、地域放送局ならではのみずみずしい感性と大胆な演出で伝えます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」の関心を高め、県内のスポーツを応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて、佐賀県にゆかりのある有望な選手

を紹介し、地元の聖火リレーにあわせて、関連番組を制作して、県民の関心を高めます。

また、「サガン鳥栖」はサッカーＪ１に昇格して今年で９年目。２０１９年シーズンも降

格の危機を乗り越え残留を果たし、さらなる飛躍に県民の期待が高まっています。試合

中継に加え、ニュース・番組でチームの最新情報を伝えます。また、県民の関心が高い

高校野球など、アマチュアの競技も積極的に取り上げ、地域スポーツの振興に貢献しま

す。 

 

○ ４Ｋ・８Ｋの普及促進に努めます 

２０２１年度に控えた佐賀放送局新会館オープンを見据え、佐賀県が誇る人間国宝の

技や、有明海の干潟などの豊かな自然、地域に伝わる伝統的な祭りなど、４Ｋ・８Ｋの

超高精細映像も活用しながら、佐賀県の魅力を全国・世界に広く発信していきます。 
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沖縄放送局 

○ 復帰５０年を見据え、県民に支持される放送を目指します 

来る２０２２年は、沖縄が本土に復帰してから５０年。この節目を見据え、地域の人

たちとの結びつきを一段と深める取り組みに着手します。平日午後６時台のニュース・

情報番組は、県民が寄せる期待に応え、身近で役に立ち、親しみやすい内容とします。

金曜午後７時台は、県民の関心が高い問題を掘り下げる情報番組と伝統芸能の魅力を継

承する番組の２つを軸に展開し、平日午前１１時台の情報番組は、暮らしに役立つ地域

の情報を充実させます。次の５０年へ、その足掛かりとなる１年にします。 

 

○ 火災で焼失した首里城に対する県民の思いに寄り添い、再建に向けてともに歩みます 

２０１９年１０月に、正殿など 6棟が全焼した首里城。県民が深い悲しみと喪失感に

包まれる中、県知事は２０２２年までに再建計画をまとめる方針を出しています。首里

城に寄せられる県民の思いに寄り添って、復元に向けた動きをきめ細かく伝えます。ま

た、首里城に代表される沖縄独自の文化を、ニュース・番組を通して見つめ直します。 

 

○ 戦後７５年の節目に際し、沖縄戦の記憶を継承し、平和への願いを伝え続けます 

県民の４人に１人が犠牲となった沖縄戦。１２年連続となる、６月２３日の「沖縄全

戦没者追悼式」全国中継を軸に、ニュースや番組でも全国に向けて発信します。また年

間を通じ沖縄戦の記憶を継承し、“非武”を旨とし世界の懸け橋になることを願う“万国

津梁（しんりょう）”の平和のメッセージを伝え続けます。 

 

○ きめ細かな報道で、県民の命と暮らしを守る情報を提供します 

  毎年多くの台風が強い勢力で通過する沖縄。Ｌ字型画面・データ放送・インターネッ

トも活用して自然災害の状況を正確・迅速に伝えます。また避難所やライフラインなど

安全や命に関わる情報をきめ細かく伝え、安全・安心に資する災害報道を目指します。

年々増加する外国人観光客への情報提供にも取り組みます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を盛り上げ、沖縄のスポーツを応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に際し、聖火リレーを通じて、東京大会への

機運を盛り上げます。また、県ゆかりの選手の活躍や、沖縄発祥の空手などの競技、地

域の応援について厚く伝えます。さらに、バスケットボールＢリーグの強豪「琉球ゴー

ルデンキングス」やサッカーＪ２昇格２年目を迎える「ＦＣ琉球」、２０１９年に設立さ

れたプロ野球「琉球ブルーオーシャンズ」などの地元プロスポーツをはじめ、高校野球

など地域で親しまれるアマチュアスポーツも取り上げ、応援します。 
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２０２０年度 東北地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 

２０２０年度は“東日本大震災から１０年”そして“復興五輪”の２つを柱

に東北の６つの地域放送局が連携し、放送・サービスの充実に全力を尽くしま

す。 

被災地ではインフラの復旧が進むにつれ震災の記憶が過去のものとなり、

震災を知らない世代が復興の担い手になっていきます。発災から１０年がた

つ被災地の現状や課題を浮き彫りにする大型番組の制作をはじめ、震災遺構

を８Ｋで記録していくプロジェクトを加速させるなど、産学官民とも連携し

て、“震災の記憶を次の世代に残していく”取り組みに力を注ぎます。 

東北地方と「オリンピック・パラリンピック」の意外なつながりや海外の選

手団と市民が交流するホストタウンの動き、聖火リレーや東北の人々のメッ

セージを東京へ運ぶ「東京２０２０ ＮＩＰＰＯＮフェスティバル」の最新情

報を特集番組やニュースなどを通じて積極的に発信し、地域と一体となって

“復興五輪”の機運を高めます。 

さらに、ＮＨＫの使命でもある、防災・減災報道にも力を入れます。東日本

大震災や２０１９年の台風１９号を教訓に、迫りくる災害の危機を“自分のこ

と”と捉えることができる情報をテレビ・ラジオ・L字型画面・データ放送・

インターネットなどあらゆる手段を使って伝え、人々の生命・財産を守ります。 

また、各放送局の公開スペース等を活用した番組のさらなる充実やドラ

マの制作などにもチャレンジし、より親しまれ、地域の活力となる放送局

を目指します。 
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仙台拠点放送局 

○ 東日本大震災から１０年、市民と防災について考えるプロジェクトを展開します 

２０２０年度は東日本大震災から１０年の節目の年です。仙台放送局では、“あの時を

思い起こしてもらう”ためのプロジェクトを、復興支援や記憶の伝承に取り組むＮＰＯ、

そして宮城県民と“共創”します。放送を中心に、ホームページやソーシャルネットワ

ーキングサービスなども活用することで、ふだんから防災を“自分のこと”として考え

るきっかけを作り、震災の教訓を震災１０年とその先につなげていきます。 

 

○ 被災地を舞台にした宮城発地域ドラマを制作します 

東日本大震災から１０年の年に、宮城県の被災地を舞台にしたドラマを制作し、全国

に発信します。ロケ地となる被災地や地元のケーブルテレビとも連携して関連のイベン

トを企画するなど、地域との結びつきを深めます。 

 

○ 地域とともに“復興五輪”の機運を高めます 

  ２０２０年度、仙台放送局が取り組むべき、もう一つの大きな柱が“復興五輪”です。

６月には聖火ランナーが宮城の被災地を走り抜け、７月には開会式を前にサッカーが宮

城スタジアムで幕を開けます。これを機に、さまざまなメディアを通して、被災地の現

状を全国・世界に発信します。さらに、東北のメッセージを東京に届ける文化プログラ

ム「東京２０２０ ＮＩＰＰＯＮフェスティバル」についても積極的に伝え、県民にと

っての“復興五輪”の意義を広くアピールします。 

 

〇平日午後６時台のニュースを刷新し、地域放送局の“顔”としての定着を図ります 

平日午後６時台のニュース・情報番組を“宮城のきょう１日がわかる”をコンセプト

に大幅刷新し、より県民の暮らしに寄り添った内容にします。また午後７時台まで放送

時間を拡大したスペシャル版を放送して、宮城県が抱えるさまざまな課題と向き合い、

その解決策を考えていきます。 

 

〇デジタルサービスを活用した情報発信に力を入れます 

  デジタルサービスの充実に力を入れます。インターネット展開を意識した番組制作は

もとより、投稿動画に力点をおき、放送などを通じて積極的に活用することでスマート

フォン世代との結びつきを強め、“公共メディア”としての取り組みを充実させます。 

  

 

 

 

≪各局の重点事項≫ 
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秋田放送局 

○地域の安全・安心を守る情報発信に取り組みます 

台風や大雨、大雪、地震など甚大な被害をもたらす災害から命を守るため、防災・減

災の情報発信に力を入れます。日常の防災情報から緊急時の災害報道まで取り組み、Ｎ

ＨＫの使命を果たします。県民に必要な情報を迅速に提供できるよう、あらゆる災害に

備えます。緊急時にはＬ字型画面、データ放送、ホームページなどさまざまなツールを

使い、視聴者にきめ細かい情報を届けます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、地域の将来をともに考えます 

秋田県の豊かな自然や文化が全国的・世界的に注目を集める一方、県内では人口減少

や経済の停滞など課題が山積しています。県民の関心事に寄り添い、平日午後６時台の

ニュース・情報番組や、金曜午後７時台の地域放送番組などを通じて、地域に求められ

る情報をしっかりと伝えます。地域の一員として課題の現状や、取り組み、対策を丁寧

に取材し、ニュース・番組を通じて課題解決の一助になるよう取り組みます。 

 

○地域発ドラマやスポーツで秋田を盛り上げます 

地域発ドラマを制作し、県民とのつながり強化を目指します。秋田県の人々の協力・

参加も交えながら県民の心に残るドラマをつくるとともに、関連番組の放送やイベント

を通して、視聴者ともに地域を盛り上げます。「東京オリンピック・パラリンピック」で

は、世界的なイベントを機に県全体が盛り上がるよう、ニュース・番組で地域のスポー

ツや選手を幅広く取り上げて応援していきます。 

 

○放送会館を最大限活用し、視聴者とのコミュニケーションの充実に努めます 

番組への参加や見学・放送体験を通して幅広い世代とＮＨＫがつながり、より身近に

感じてもらえる地域放送局を目指します。放送会館のロビーで公開放送するラジオ番組

をはじめ、８Ｋの受信公開拡大や放送体験ブースの新設など、地域の人々が立ち寄りた

くなる会館づくりを進めます。放送会館を活用した放送・イベント等を実施し、地域の

視聴者とのコミュニケーションの醸成を図ります。 
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山形放送局 

○ 災害から命を守る情報を発信します 

山形県では２０１９年、新潟・山形地震、台風１９号に見舞われ、地震、台風、

集中豪雨、記録的猛暑による被害が相次いでいます。地域特有の災害である、日本

海の津波、蔵王山の噴火への警戒も続いています。新潟・山形地震での緊急報道の

経験を踏まえ、地域の放送局として、避難の呼びかけや災害への備えのきめ細かな

情報を、テレビ・ラジオのニュース、Ｌ字型画面、データ放送、インターネットな

ど、あらゆる手段を使って発信します。災害から地域の人たちの命を守る、“公共

メディア”としての責務を果たします。 

 

○ 地域の課題と解決策を考えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組の刷新を図り、人口減少・少子高齢化・地域

経済の冷え込みを抱える中、工場の閉鎖、農家の後継者不足、病院の統廃合、介護の

担い手不足といった地域が直面する課題を、一つ一つ丁寧に取り上げ、きめ細かく発

信します。金曜午後７時台の県域放送番組はさらに充実させ、課題の背景を深く掘り

下げ、地域の人たちと一緒にその解決策を考えます。 

 

○ 地域の魅力を全国・世界に発信し、地域に貢献します 

山形県の豊かな自然を、４Ｋ・８Ｋの技術を駆使して記録します。また、米・日本

酒・果物などの豊かな食文化、歴史、自然など地域の魅力を放送とインターネットで

伝え、国内と海外の観光客の増加に貢献します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を、ホストタウンと一緒に盛り上げます 

「東京オリンピック・パラリンピック」のホストタウンが多い山形県。自治体の国

際交流や相手国の選手受け入れの動きを放送やイベントで取り上げ、県内の自治体と

一緒に盛り上げます。また、“復興五輪”に向けて５月末に山形市で行われる「東北

絆まつり２０２０」を取り上げ、東日本大震災、台風１９号の被災地を応援します。 

 

○ 地域のスポーツを応援します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に出場する地元の選手の活躍を伝えます。

また、地元のプロスポーツチーム、サッカーＪリーグ「モンテディオ山形」とバスケ

ットボールＢリーグ「パスラボ山形ワイヴァンズ」、地元ゆかりの力士を取り上げ、

高校野球など地域のスポーツを応援します。 
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盛岡放送局 

〇震災１０年。これまでの復興状況を総括し、被災体験を次の世代に伝えます 

  東日本大震災から１０年の節目。これまで、ハード面の整備が進んできてはいるもの

の一人ひとりの暮らしやコミュニティーの再生、そして地域にどう活気を取り戻すかな

ど、ソフト面でのさまざまな課題が浮き彫りになっており、震災の記憶の風化も進んで

います。震災や津波の記憶・体験を風化させないために、被災地の復興に向けた取り組

みや、被災した方々の思いを継続取材し、全国・世界に発信します。また、ポスト震災

１０年を見据え、これまでの状況を総括し、復興政策の課題を検証するとともに、震災

を知らない次の世代に被災体験を伝承します。 

 

〇“東京２０２０”に向け地元選手の活躍や地域の動きを発信し、大会を盛り上げます 

  「東京オリンピック・パラリンピック」の開催に向けて、聖火リレーや海外の選手団

を受け入れるホストタウンの動きを中心に、県内の準備状況やさまざまな分野での地元

関係者の活躍を発信し、大会への機運を高めます。地元ゆかりのアスリートの活躍や、

その周囲で選手を支える人々の思いを伝え、“復興五輪”を地域から盛り上げます。競技

施設や人的交流など、未来に伝えていくべき遺産（レガシー）については、「東京オリン

ピック・パラリンピック」はもちろん、同じく“復興”をテーマに掲げた「ラグビーワ

ールドカップ２０１９」のレガシーも大切に、地域社会の活性化と「共生社会」への理

解を深める地域放送・サービスを実施します。 

 

〇あらゆるメディアを通じ、一人ひとりに届く防災・減災報道に取り組みます 

年々脅威を増す自然災害から命と暮らしを守るため、災害のおそれがあるときには、

Ｌ字型画面やデータ放送を含むテレビ・ラジオ・インターネットなど、あらゆるメディ

アを活用して正確・迅速に情報を発信し、一人ひとりに届け、身を守る行動につなげて

もらえる防災・減災報道に全力を挙げます。日頃から気象予報士によるきめ細かな気象

解説を充実させるとともに、ここ数年で相次いだ台風や豪雨災害の被災地の経験や教訓

も継続的に取り上げ、県民の防災意識を高めます。ラジオでは、震災後から築いてきた

地域の人々とのネットワークをさらに広げ、地域情報の充実を図り、災害時に役立つメ

ディアとしての機能を強化します。 

 

〇身近で役立つ地域情報を充実させ、多様な方法で全国・世界に発信します 

平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の地域情報番組では、視聴者

の興味・関心に寄り添い、日々の暮らしに役立つ身近な情報発信を強化します。また、

地域が抱えている課題の解決策を示し、目指す岩手の姿をともに考えます。さらに、こ

れまでＮＨＫに触れる機会の少なかった若者層の接触率向上につなげるためデジタル発

信に取り組むとともに、８Ｋなどの最新技術も活用して、自然や文化など岩手の魅力を

全国・世界のさまざまな世代の方に届けます。 
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福島放送局 

○ 震災原発事故から１０年に向け、課題と向き合い復興を後押しします 

２０２１年３月に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１０

年になります。前向きな話題が増える一方で、避難指示の解除後も進まない住民の帰還、

相次ぐトラブルで見通せない廃炉への道のり、根強い風評被害など、福島県が抱える課

題は山積みのままです。こうした現状に真正面から向き合い、課題をわかりやすく伝え

ながら解決策を探り、復興への歩みを力強く後押しします。 

 

○ 命と暮らしを守るため、幅広いメディアできめこまやかに情報を発信します 

  相次ぐ台風や記録的な豪雨、猛暑などの自然災害から、県民の命と暮らしを守るため、

迅速できめ細かい情報をテレビやラジオ、インターネット、データ放送といったさまざ

まなメディアを駆使して届けます。福島県に甚大な被害をもたらした台風１９号・豪雨

被災地の復興の過程を取材する一方で、災害への備えや的確な避難のしかたなど、防災・

減災に役立つ情報も積極的に伝えることで、防災意識の向上に努めます。 

 

○ 連続テレビ小説「エール」を盛り上げ、地域の活性化に貢献します 

２０２０年度前半期には福島市出身の作曲家・古関裕而をモデルにした連続テレビ小

説「エール」が放送されます。福島への関心が高まるこの機会を捉え、ドラマに関する

情報はもちろん、福島の魅力をテレビやラジオ、インターネットを通じて全国に届け、

地域の活性化に貢献します。 

 

○ スポーツの力で“元気と希望”を地域に届けます 

“復興五輪”を掲げる「東京オリンピック・パラリンピック」では、野球・ソフトボ

ールが福島で開催されるほか、地元ゆかりの選手の活躍も期待され、関心が高まってい

ます。バドミントンや女子サッカー、駅伝などでも全国的に注目されている選手が多く、

その活躍を詳しく伝えながら、“元気と希望”を届けます。 
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青森放送局 

○ “安全・安心”につながる情報を正確・迅速に発信します 

県民の生命・財産を災害から守るため、災害時には迅速に緊急報道態勢を整え、テレ

ビ・ラジオとともに、Ｌ字型画面やデータ放送、インターネットなどあらゆる手段を活

用して地域の減災報道に努めます。日頃から継続的に防災・減災につながる放送をテレ

ビ・ラジオで発信します。 

 

○ 平日午後６時台のニュース・情報番組をさらに充実させます 

全国最下位の平均寿命、雇用問題、医療・福祉など県内の課題、農林水産業や原子力

関連施設を巡る動き、きめ細かい気象情報、各分野で活躍する青森にゆかりのある人々

を取材し、県民の関心に応えます。青森市長選挙（任期満了日・２０２０年１１月２６

日）では公平・公正な報道に万全を尽くします。 

 

○ 青森と道南の魅力を全国・世界に発信し、地域を元気にします 

金曜午後７時台の地域放送番組では青森県の自然や文化、食や産業などのテーマを深

く掘り下げ、県民だけでなく全国・世界へ青森県の魅力を届けます。さらに、強まる“青

函連携”の動きに継続して注目し、観光面や経済面への波及効果などを幅広く取材し、

ニュースや番組で伝えます。 

 

○ ラジオをより身近なものにしてもらえるよう取り組みます 

金曜午後 5時台のラジオの地域放送番組では、食や文化、防災情報などの幅広い話題

を伝えます。ソーシャルネットワーキングサービスを活用しながら若年層を中心とした

新たなリスナーの獲得を図るとともに、公開放送を行うなど聴取者との結びつきを一層

強化し、災害時に身近で頼れるメディアとして聴取者の理解を深めます。 

 

○ 地域のチームやスポーツ選手の活躍を伝え、スポーツ振興に貢献します 

「東京オリンピック・パラリンピック」に出場が期待される青森県出身のアスリート

や、スポーツ分野に携わる人々の活躍を伝え、聖火リレーについても情報を発信します。

また、青森県初のサッカーＪリーグ「ヴァンラーレ八戸」の試合結果、チーム状況など

を多角的に伝えるほか、大相撲の郷土出身力士や、青森にゆかりのあるスポーツ選手・

チームを幅広く取材し、地域とともに盛り上げていきます。 
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２０２０年度 北海道地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 

 
“公共メディア”として、道民の生命や暮らしを守るための災害・緊急報道

を一層強化します。２０１８年の北海道胆振東部地震では発災と同時に北海

道全域で起きた大規模停電“ブラックアウト”により視聴者に情報を届けるこ

とが困難になるというかつてない事態が起きました。この教訓を生かし、日頃

から放送のみならず、インターネットでの情報発信にも最大限力を入れ、多様

な情報伝達手段を確保します。 

 

広大で豊かな大地を切り拓いて誕生した北海道では今、人間とヒグマやエ

ゾシカなどの野生動物の生活領域が重なり合い、人間に危険が及ぶ事態が頻

発しています。また、先住民族「アイヌ」の歴史や文化の伝承者が年々減少し、

我が国の貴重な文化でありながらアイヌ文化は存立の危機に立っています。

野生動物や自然とどう共存していくべきか、アイヌ文化の保存と継承のため

に何をしていくべきか、多様な存在・価値観を尊重しあう“共生・共存社会”

の実現に貢献するニュースや番組を発信していきます。 

  

人口減少や水産資源の減少など課題先進地域である北海道の社会・政治・経

済がどのように変化していくのか、多角的に取材し伝えます。また、２０２０

年は戦後７５年の年。今なお、返還への道筋が見えない北方領土を巡る日本政

府とロシア政府間の交渉の動向を引き続き注視し、伝えます。 

  

２０２０年１０月の札幌拠点放送局の新会館移転を機に、道内に根ざし、地

域のために活動する人々やコミュニティーとの連携を強め、各地域の情報を

これまで以上に丁寧に伝えます。また、視聴者とともに地域の課題を考え、視

聴者とともに解決策を探る“オープンジャーナリズム”を推進します。 

 

札幌開催が決まった「東京オリンピック・パラリンピック」の「マラソン」

と「競歩」に関連する放送を通じて、北海道の魅力を世界に発信します。また、

北海道ゆかりの選手の活躍を取り上げて大会を盛り上げます。さらに、プロ野

球「北海道日本ハムファイターズ」やサッカーＪリーグ「北海道コンサドーレ

札幌」などの情報発信や、地域から愛されるアイスホッケーなどのウインター

スポーツも積極的に取り上げて地域の振興に貢献します。 
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札幌拠点放送局  

○ 北海道胆振東部地震を教訓に、地域の安全を守るための多様な情報発信に力を入れます 

北海道全域で大規模な停電を引き起こし、テレビを通して情報を届けることを一時的

に難しくした北海道胆振東部地震。この教訓を生かし、テレビだけでなくインターネッ

トも積極的に活用し、どんなときでも安定的・継続的に情報を発信できる強固な体制作

りと、ＮＨＫ北海道のインターネットコンテンツに親しんでもらいふだん使いしてもら

うメディアとして力を尽くします。また、災害・緊急時には、道内７つの放送局のネッ

トワークを生かして、道民の生命や暮らしを守る報道に全力で取り組みます。 

 

○ 課題先進地域・北海道の多くの課題に向き合い、多角的な視点で伝えます 

急速に進む人口減少やサンマなどの水産資源の減少、鉄道路線見直しを中心とする交

通インフラの再構築、第二次世界大戦の負の遺産である北方領土問題など、多様な課題

をいくつも抱える北海道の今を見つめ、多角的な視点で原因や解決策に迫ります。また、

２０２０年４月の民族共生象徴空間「ウポポイ」のオープンにあわせ、アイヌの歴史の

理解促進を進め、文化の保存と継承に尽力します。 

 

○ 新しい放送会館で“情報発信のプラットフォーム”になることを目指します 

２０２０年１０月、新会館の移転をきっかけに地域の視聴者や地域のために活動する

個人・団体と協力して北海道の課題を解決し魅力を発信する“オープンジャーナリズム”

を推進します。また、他メディアと共同してコンテンツやサービス作りをするなど、Ｎ

ＨＫ北海道が情報発信のプラットフォームになることを目指します。 

 

○ 地元スポーツの応援やオリンピックの放送を通して、北海道の魅力を発信します 

「東京オリンピック・パラリンピック」では道民の高まるスポーツ熱や大会に向けて

の地域の取り組み、地元アスリートの活躍を伝えて大会を盛り上げます。また、札幌で

の開催が決まった「東京オリンピック」の「マラソン」と「競歩」については、札幌が

注目される好機と捉え、放送はもとよりインターネットコンテンツなどのサービスも駆

使して開催地・札幌の魅力を全国・世界に発信します。また、プロ野球「北海道日本ハ

ムファイターズ」やサッカーＪリーグ「北海道コンサドーレ札幌」などのプロスポーツ

を積極的に取り上げ、道民の高い関心に応えます。 

  

≪各局の重点事項≫ 
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函館放送局 

○ 命と暮らしを守る災害・緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

地震や津波、台風、北海道駒ヶ岳や恵山の噴火など、自然災害から命と暮らしを守る

防災・減災報道に取り組み、災害時に役立つ情報を発信する体制を強化します。また、

突発的な緊急報道には全力で当たり、さらに地元メディアとも連携・協力を進め、地域

の安全・安心につなげます。 

 

○ 地域が抱える課題を見つめ、解決への糸口を探ります 

人口減少、増加する外国人労働者、イカの不漁、北海道新幹線の工事の影響など道南

地域が抱える課題のほか、日々の取材の中で見えてくるさまざまな問題についても、よ

り深く取材します。さらに、地域と連携して解決策を探ることで、地域に役立つ放送局

となることを目指します。 

 

○ 地域の応援団として、道南の地域振興に貢献します 

地域のために活動する人々やコミュニティーとの連携を強め、道南地域のさまざまな

魅力を発掘・発信します。また、「東京オリンピック・パラリンピック」に向け、道南

ゆかりの選手や地域の動きを紹介します。「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化

遺産登録への動向などは、青森放送局との連携を強化し伝えます。 

 

 

旭川放送局  

〇地域の安全・安心を守る防災・減災報道に全力で取り組みます 

  道北地方にも大きな被害をもたらした北海道胆振東部地震。こうした大規模な地震に

加え、大雨、厳冬地域特有の暴風雪、さらにはかつて甚大な被害を出した十勝岳の噴火

などの自然災害に備えます。正確で迅速な情報をさまざまなメディアを通じて伝え、人々

の生活の安全・安心を守るための防災・減災報道に全力で取り組みます。 

 

○ 地域が抱える課題と正面から向き合い、地域の未来をともに考えます 

 日本の最北端、広大な面積を有する道北地方は、深刻な人口減少や少子高齢化を背景

に、鉄道など交通網の存廃問題、医療過疎、外国人実習生の受け入れ、地域産業の後継

者不足、観光を巡る動きなど、社会の課題が縮図のように出現しています。こうした課

題を深く掘り下げ、地域の未来を視聴者とともに考えていきます。 

 

〇地域の人々とつながりながら、より親しまれる放送局を目指します 

雄大な自然に恵まれ日本有数の観光地の一つでもある道北地方の魅力を全国に発信し

ます。「東京オリンピック・パラリンピック」を盛り上げ、公開放送やイベントの開催、

インターネットでも情報を発信することで、 “公共メディア”として地域の人々とつな

がりながら、より親しまれる放送局を目指します。 
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帯広放送局  

○ 安全・安心を守る拠点として災害・緊急報道に取り組みます 

十勝沖を震源に繰り返し起きている十勝沖地震による津波被害や雌阿寒岳・十勝岳の

噴火災害などに備えて、２０１９年、帯広放送局は地元新聞社グループと災害時の連携

協定を結びました。その関係をより強化するとともに十勝に住む人たちの命と暮らしを

守る拠点として地域に根ざした災害・緊急報道に全力で取り組みます。 

 

○ 視聴者とのつながりを深め“親しまれる放送局”を目指します 

 十勝地方の課題について視聴者からインターネットで寄せられる意見やアイデアとＮ

ＨＫの取材力を組み合わせ、解決策を探るローカルニュースの新しいスタイルの充実を

図ります。視聴者とのつながりの場を作るため、定期的なワークショップを開催するな

ど、地域とともに課題解決に取り組み、その様子を放送することで“親しまれる放送局”

を目指します。 

 

○ 連続テレビ小説放送を契機にした地域の取り組みに注目し、地域振興に貢献します 

２０１９年度前半期連続テレビ小説「なつぞら」を通して豊かな自然や農業など十勝

の魅力が全国から注目されました。それを契機に移住者や観光客誘致などの、地域で生

まれたさまざまな取り組みを継続的に取材・発信し、地域振興にも取り組んでいきます。 

 

 

釧路放送局  

○ 巨大地震・津波から“命を守る”情報発信に取り組みます 

千島海溝の巨大地震・津波から“命を守る”ための情報発信を強化します。行政や住

民、各種団体等との連携を強化し、オープンジャーナリズム手法を用い、災害を“自分

ごと”と捉え、命を守る行動を促す取り組みを行います。また、暴風雪や豪雨被害、火

山災害などでも的確な情報発信を行います。 

 

○ 北方領土問題をはじめとした釧路・根室地方の“いま”に向き合います 

北方領土問題の行方や共同経済活動の動きを丹念に伝えます。また、サンマ・サケ漁

の記録的な不漁が続き、大きな打撃を受けている水産業や、酪農、製紙、観光など、地

域産業の課題を深く取材し、多角的な視点で伝え、地域とともに解決策を探ります。 

 

○ 道東の魅力を幅広く発信し、地域を元気にする放送局を目指します 

知床や釧路湿原などの雄大な自然を記録し、全国・世界へ発信します。アイスホッケ

ーなど地域に根ざしたスポーツや地元に根ざして活動する団体や個人の動きなど、地域

を元気にする取り組みを放送で伝えるとともに、イベントやインターネットでの情報発

信をすることで視聴者とのつながりを深め、地域の活性化に貢献します。  
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北見放送局  

○ 地域の安全・安心を守る災害・緊急報道、防災・減災報道に一層力を入れます 

大地震をはじめ、暴風雪や大雨による河川の氾濫などの災害に対して、地域の人たち

の安全・安心を守るため、緊急報道に全力で取り組みます。オホーツク地方の“安全・

安心の拠点”として、ふだんから防災意識の向上につながる情報を、多様なメディアを

活用してきめ細かく伝え、防災・減災に貢献します。 

 

○ 地域が直面する課題と向き合い、視聴者とともに解決策を探ります 

人口減少をはじめ、担い手の高齢化が進む農業や漁業の現状、医師不足やＪＲの路線

見直しなど、地域が抱える課題に正面から向き合い、掘り下げて伝えます。地元に根ざ

して活動する団体や個人との連携をさらに強め、地域に寄り添った二ュースや番組、イ

ンターネットコンテンツを幅広く発信し、視聴者とともに課題の解決策を探ります。 

 

○ オホーツク地方の魅力を、全国・世界に向けて発信します 

知床は、２０２０年に世界自然遺産登録から１５年の節目を迎えます。オホーツク地

方の豊かな自然や文化を見つめ直し、その魅力を全国・世界に向けて発信します。また、

カーリングやラグビーといったスポーツを積極的に取り上げるほか、視聴者との絆を深

める公開番組を実施することで親しみやすい放送局を目指します。 

 

 

室蘭放送局  

○ 地域の命と暮らしを守る防災・減災・緊急報道に取り組みます 

２０１８年９月の北海道胆振東部地震は、大きな爪痕を残しました。地元の放送局と

して被災地の復旧・復興の状況を伝えるとともに、命と暮らしを守る緊急報道に万全を

期します。有珠山や倶多楽、樽前山の火山活動を注視し、視聴者に役立つ防災・減災報

道に全力で取り組みます。 

 

○ 地域が直面する課題に向き合い、解決に向けた情報を発信します 

課題先進地といわれる北海道の中でも、とりわけ胆振・日高地方では人口減少・空洞

化が進んでいます。産業や観光の振興、地域医療のあり方などを多角的に取材し、地域

の活性化に何が必要なのか、視聴者とともに考え、インターネットなども活用し伝えま

す。 

 

○ 胆振・日高の魅力を広く発信し、地域で活動する人々を応援します 

２０２０年４月の民族共生象徴空間「ウポポイ」オープンを契機に高まる関心にあわ

せ、胆振・日高で受け継がれてきたアイヌの歴史や文化を広く紹介し、理解促進に力を

尽くします。地域の応援団として、豊かな自然や食、地元の人々のユニークな活動を発

信し、地域の活性化に貢献します。 
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２０２０年度 四国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

四国の放送局は、防災・減災につながる情報発信に全力で取り組み、地域の

“公共メディア”として四国に一層活気を与える放送局を目指します。地域の

魅力や課題など、視聴者の関心に応える県域放送・四国地方向け放送、四国な

らではの豊かな自然や個性的な文化などを発信する全国・海外向け放送、デジ

タルサービスを視聴者ニーズを踏まえて効果的に組み合わせます。 

 

災害報道にはオール四国で取り組みます。猛烈な台風や想定を超える豪雨

など自然災害が頻発しています。南海トラフ巨大地震とそれがもたらす津波

では甚大な被害が想定されています。１人でも多くの命を救うため、いち早く

正確な情報を提供します。さまざまな事態を想定した緊急報道態勢を強化し、

デジタルサービスも活用します。また、西日本豪雨の被災地復興の動きを継続

して見つめ、経験を未来に生かす取り組みも行います。 

 

「東京オリンピック・パラリンピック」を盛り上げます。四国各県でも開催

される聖火リレーの模様を、各地の熱気とあわせて伝えます。四国にゆかりの

ある注目選手やホストタウンの動きなどを多角的に発信します。アスリート

たちの熱戦を超高精細映像と臨場感あふれる音響で伝えるパブリックビュー

イングやインターネットなども活用し、感動を共有する機会を作ります。 

 

地域の視聴者との“つながり”を重視した放送やイベントを展開します。四

国応援プロジェクト「ハッとホッとずっと」キャンペーンを２０２０年度も継

続します。地域のみなさんと一緒に作り上げる「もっと四国音楽祭」や、四国

のテーマソング「ふるさとの色」に親しみを感じてもらう取り組みを行います。 
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松山拠点放送局 

○ 命と暮らしを守る防災・減災報道に全力で取り組みます 

南海トラフ巨大地震とそれがもたらす津波や頻発する台風、豪雨などの災害に備えて、

日頃から防災・減災につながる情報の提供を行います。災害発生時には正確・迅速な緊

急報道に取り組み、テレビ、ラジオ、インターネット、データ放送などあらゆる手段を

用いて情報を届けるほか、被災者が必要とするライフライン情報をきめ細かく伝えます。

国や自治体、地元メディアなどと連携を図り、いざというときに備えた体制を強化しま

す。 

 

○ 西日本豪雨の教訓を未来に生かします 

被災地復興の動きを見つめ、地域に寄り添います。被災地に暮らす人々が抱えるさま

ざまな課題を継続して取材・放送し、教訓を未来に生かす取り組みにつなげます。 

 

○ 地域と一体となり“東京２０２０”を盛り上げます 

４月に行われる聖火リレーの模様を、中継や特集番組で伝えます。県内のホストタウ

ンや四国にゆかりのある出場選手の動向に注目し、各地の熱気とあわせて多角的に発信

します。また、地域スポーツを盛り上げるため、高校野球や地元プロサッカーチームの

挑戦なども積極的に取り上げます。 

 

○ 愛媛や四国の魅力を伝える多彩な番組を発信します 

金曜午後７時台では、地元の視聴者の疑問を調査する番組や、人々との交流を通じて

四国の魅力を伝える番組を放送します。新たな発想・演出を生かした番組開発にも取り

組みます。また、土曜日の朝には、視聴者との結びつきを強め、地域の知られざる魅力

を再発見する番組を放送します。 

 

○ 地域が抱える課題に正面から向き合います 

人口減少や少子高齢化、アコヤガイ大量死などの農林水産業を巡る問題、伊方原子力

発電所の安全対策など、愛媛が抱えるさまざまな課題について、平日午後６時台のニュ

ース・情報番組や金曜午後７時台の報道番組などで取り上げ、解決につながるヒントを

探ります。 

 

○ 地域に一層親しまれ、活気を与える放送局を目指します 

四国応援プロジェクト「ハッとホッとずっと」キャンペーンを継続します。四国のテ

ーマソング「ふるさとの色」に親しみを感じてもらう取り組みを行います。地域のみな

さんと一緒に作り上げる「もっと四国音楽祭」を実施します。 

 

 

 

 

≪各局の重点事項≫ 
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高知放送局 

○ 高知のみなさまの命と暮らしを守る情報の発信に全力で取り組みます 

県民の安全・安心の拠点として、南海トラフ巨大地震とそれがもたらす津波、台風や

豪雨などの災害から一人でも多くの命を救うために体制を整えます。防災・減災に役立

つコンテンツをさらに充実させ、視聴者のみなさまが自分ごととして受け止めて行動に

移せるような災害報道を追求します。朝倉サテライトスタジオを日常的に活用し、緊急

報道に万全を期すとともに、発災時には速やかに、テレビやラジオ、インターネットな

ど、あらゆる手段を活用して正確・迅速に情報を提供するほか、被災者に求められるラ

イフライン情報もきめ細かく伝え、県民の命と暮らしを守ります。 

 

○ 県民のニーズに応えるニュース・情報を届けます 

視聴者のニーズを分析し、期待に応える県域放送を届けます。平日午後６時台のニュ

ース・情報番組では“高知”を深く掘り下げ、暮らしに役立つニュースや情報を発信し

て地域の課題解決に貢献するとともに、視聴者に多く出演していただき、より一層親し

まれる放送を目指します。金曜午後７時台では、さまざまな番組で地域の魅力を発掘し

ます。また、念願のサッカーＪＦＬに昇格した「高知ユナイテッドＳＣ」やプロ野球四

国アイランドリーグｐｌｕｓ「高知ファイティングドッグス」の情報を積極的に取り上

げ、視聴者とともに地域を盛り上げます。 

 

○ 地域の魅力を全国・世界に発信し、地域の活性化に貢献します 

高知の人々が誇る、歴史や自然・食などの多彩な魅力を、全国・世界に発信します。

国際化が進む県内最大の観光資源「よさこい祭り」についても中継や関連番組で多角的

に伝えます。そのほか、超高精細な４Ｋカメラで撮影した県内各地の表情を、全国放送

や国際放送で発信し、地域の活性化に貢献します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」を通じて地域を盛り上げ元気にします 

県ゆかりの選手が大舞台で奮闘する姿を伝え、応援します。県内１９の自治体を走る

聖火リレーの模様をたっぷりと伝えるほか、ホストタウンの取り組みも積極的に取り上

げて、東京大会に向けた県内の熱気を高めます。圧倒的な臨場感により一体となって盛

り上がるＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋによるパブリックビューイングを通して、普及促進にも貢

献します。 

 

○ 幅広い世代に親しまれる放送局を目指します 

高齢者から子どもまで、幅広い世代のみなさまに親しんでもらえるよう、テレビ・ラ

ジオの公開番組やイベントを実施するなど、地域に喜ばれる放送・サービスの充実を図

ります。 
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徳島放送局 

○命と暮らしを守る防災・減災報道に全力で取り組みます 

徳島県では、南海トラフ巨大地震とそれがもたらす津波による甚大な被害が想定され

ているほか、毎年のように台風・豪雨による被害が出ています。ふだんから防災・減災

につながる情報を発信するとともに、住民の「避難スイッチ」になる雨量やダム、河川

の情報などをテレビ・ラジオ・インターネットなどできめ細かく伝えます。いざ災害が

起きた際には、被災した人たちに必要なライフライン情報や１日も早い復旧・復興につ

ながる情報を発信します。また、南海トラフ巨大地震に備え、地元の民放やＦＭラジオ

局、ケーブルテレビとの連携を進め、１人でも多くの人に情報が届けられる体制を強化

します。 

 

○地域放送を充実させ、徳島を盛り上げ、元気にしていきます 

  「阿波おどり」のこれからや、県内唯一のデパートの閉店が決まった徳島市の経済や

人々の生活の行方をはじめ、子育てや文化、食といった生活を豊かにする情報など、地

域のみなさんが一番知りたいことを丁寧に掘り下げて伝えます。２０４０年には県の人

口が６０万人を下回ると推計される中、人口減少に歯止めをかける取り組みや徳島に魅

力を感じて移住してきた若者などを取材し、地域の活性化につながるヒントを紹介しま

す。また、吉野川や剣山などの豊かな自然、「阿波おどり」や「阿波藍」などの美しい地

域文化を４Ｋの超高精細映像で記録し、発信します。 

 

○「東京オリンピック・パラリンピック」を盛り上げます 

  「東京オリンピック・パラリンピック」に向け、徳島県内での聖火リレーの様子をつ

ぶさに紹介するとともに、ドイツやカンボジアなどのホストタウンとして、事前キャン

プに訪れる選手たちへの歓迎や、各国との草の根レベルでの交流の動きを紹介します。

また、地元出身のアスリートを応援します。そして、世界最高レベルのさまざまな競技

のＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋによるパブリックビューイングも実施して、普及促進に貢献しま

す。 

 

○“地域とつながる”取り組みを展開し、地域での存在感を高めます 

「とく６徳島」のキャラバン中継や、「熱演！真昼の阿波おどり」をはじめとしたさま

ざまな公開番組やイベントを実施することで、地域のみなさまとの結びつきを強めます。

また、自治体などが行うイベントにも積極的に参加し、地域の活性化に貢献します。 

 

○みなさんと一緒に地域のスポーツを応援します 

サッカーJリーグ「徳島ヴォルティス」、プロ野球独立リーグ日本一となった、四国ア

イランドリーグｐｌｕｓ「徳島インディゴソックス」など、徳島に根ざして活動するプ

ロチームの活躍を伝えるとともに、夏の高校野球やＮＨＫ杯中学校サッカーなどのアマ

チュアスポーツの熱気を共有し、地域のスポーツを応援します。 
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高松放送局 

○ 災害から県民の命と暮らしを守る報道に全力で取り組みます 

南海トラフ巨大地震とそれがもたらす津波では、香川県内も大きな被害が想定されて

います。日頃からニュース・情報番組で防災・減災に役立つ情報を伝えるとともに、災

害発生時には、県民に向けた情報提供に最優先に取り組み、テレビやラジオの県域放送、

Ｌ字型画面・デジタル発信を速やかに開始します。県民の命と暮らしを守る報道に全力

を挙げ、県民一人一人に届く情報発信に努めます。また、台風や豪雨、高潮などの気象

災害については、気象解説やＮＭＡＰＳ（高度情報利用報道システム）も積極的に活用

し、わかりやすくきめ細かく伝えます。 

  

○ 平日午後６時台のニュース・情報番組を刷新し視聴者の関心に応えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組は、その日のニュースを掘り下げて伝えるニュ

ースアップや解説に力を入れ、新しいスタジオセットを効果的に活用して詳しくわかり

やすく伝えます。また、地域の課題や重要なテーマを特集として分厚く伝えるほか、県

内各地の地域の魅力や旬の話題、香川ゆかりの人物など多彩な情報を届け、視聴者の関

心に応えます。香川県と結びつきの強い岡山県の情報も幅広く提供するため、岡山放送

局との連携を継続し、地域のニーズに応えます。 

  

○ 多彩な番組を制作・発信し地域社会に貢献します 

金曜午後７時台の地域放送番組は、地域の課題をテーマにした報道番組やドキュメン

タリーに力を入れ、見応えのある番組作りを目指します。さまざまな新しい演出にも挑

戦し、番組の魅力を高めます。また、香川大学などで研究開発が進められてきた、カロ

リーがほとんどない甘味料の海外展開の動きを取材した番組などを制作・放送し、香川

発の話題を全国に発信します。多彩な番組の提供を通じて地域社会に貢献します。 

  

○ “東京２０２０”を盛り上げ地域スポーツを応援します 

「東京オリンピック」の聖火リレーが、４月に香川県内の島しょ部を含む全１７市町

を回ります。県内の聖火ランナーの紹介や聖火リレー当日の中継などを通じて、大会へ

の機運を盛り上げます。「東京オリンピック・パラリンピック」で活躍が期待される香川

ゆかりの選手を、ニュースや企画などで積極的に取り上げます。また、地域のさまざま

なスポーツをニュース・情報番組などで伝えます。 

 

○ 県民に身近で親しまれる放送局を目指します 

ラジオの地域放送番組では、地域のイベント会場などから公開放送を行い、身近で親

しまれる放送局を目指します。香川の風景や文化などを、４Ｋの超高精細映像やＶＲ（バ

ーチャルリアリティー）で記録したコンテンツを制作し、地域放送やイベントなどで公

開します。 

 


