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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。 



- 2 - 

 

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 。 

 

  



- 4 - 

 

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。 

 

 

 


