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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。 


