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平成２６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≫ 

首都圏放送センターと９つの放送局は、関東甲信越地方に暮らす人々およ

そ４８００万人に向けて、安全・安心に役立つ情報を速やかに提供すること

に全力を注ぎながら、地域社会が抱える課題に真正面から向き合い、地域の

発展に貢献する放送を目指します。 

東日本大震災から４年。被災地や避難者たちが抱える課題、放射能汚染や

エネルギー問題などについてていねいに取材して、復興に向けてニュースや

番組を引き続き制作していきます。 

台風や豪雨、竜巻、高温など異常気象による自然災害が相次ぎ、人々の暮

らしの安全・安心が脅かされています。緊急報道にいっそう力を入れ、減災

報道に努めていきます。首都直下地震などの巨大地震に備え、取材・放送体

制をさらに強化していきます。選挙報道はこれまで以上にわかりやすく、正

確・迅速な開票速報に努めます。 

２０２０年（平成３２年）東京オリンピック・パラリンピックに向けた課

題や最新の動きを取材し、人々の関心に応えます。また、急速に進む少子高

齢化の中で、農林水産業や地場産業が抱える地域の課題にどう向き合うのか、

深く掘り下げた調査報道やシリーズ企画などで解決策を探っていきます。 

関東甲信越地方に伝わる文化や暮らし、自然の美しさを描く番組を制作し、

地域の魅力を全国に発信していきます。また、地元に密着したニュースや生

活情報を地域向けに発信する情報番組をさらに充実させます。 

放送からインターネットまでさまざまなメディアを連携させて、災害情報

から暮らしに役立つ情報まで多彩な情報を速やかに提供し、新たな視聴者サ

ービスの向上を目指します。 
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≪重点事項≫ 

１．安心・安全を守るために地域の課題に向き合う 

急速に進む少子高齢化による社会問題や現代社会のひずみが生み出す凶悪事件、児童

虐待やいじめなど“人々の安心を脅かす問題”について、解決方法を考えていきます。

また、エネルギー問題や放射能汚染、インフラ老朽化など、“暮らしの安全を脅かす

問題”をさまざまな角度から検証して、ニュースや番組を発信します。東日本大震災

から４年、被災地や避難者の課題をさらに取材し、復興に向けた報道を続けます。 

２．災害報道や選挙報道のいっそうの充実 

台風や豪雨、竜巻、高温など自然災害が暮らしの安全・安心を脅かすで、公共放送と

して、防災・減災報道に全力を尽くします。首都直下地震など大地震の発生に備えて

取材・放送体制をさらに強化し、必要な情報を迅速に提供できるようにします。選挙

報道では、争点や地域への影響などをわかりやすく伝え、開票速報を正確・迅速に放

送します。 

３．地域の魅力を掘り起こす番組作り 

２０２０年（平成３２年）東京オリンピック・パラリンピックに向けて、最新の動き

をニュースや番組で詳しく伝え、人々の関心に応えます。県域放送や関東および関東

甲信越地方向けの情報番組で、地域に密着したニュースや身近な話題を豊富に伝え、

地域経済や農林水産業の活性化にも貢献します。また、ユニークな人物や食材など地

域の魅力を掘り起こす番組を放送し、地域を元気にする応援団の役割を果たします。 

４．地域の文化や情報を全国発信 

紀行番組「小さな旅」では、各地の豊かな自然や文化、暮らしぶりを見つめ、全国に

紹介します。情報番組「ゆうどき」では、生活情報、話題のスポット、各地の風物や

食文化など、地域の魅力や活力を全国に発信します。 

５．多様なメディアを活用した新しい視聴者サービスの向上 

データ放送の内容を充実・向上させるため、各局のデジタルニュース制作を見直

して迅速に情報を更新する体制を検討し、視聴者に必要な情報を速やかに提供し

ます。
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≪各局の重点事項≫ 

東京・首都圏放送センター 

○首都・東京で起きるさまざまな出来事をきめ細かく伝えます。関東甲信越１都９県に暮

らす人々に向けて、安全・安心をキーワードに地域が抱える課題をていねいに取材し、

ニュースや番組で発信していきます。

○台風や豪雨、竜巻、高温などの気象の変化に迅速に対応して、安全・安心につながる情

報をテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどのさまざまなメディアできめ細

かく伝え、減災報道に努めます。首都直下地震など大災害が発生した場合の取材・放送

体制をさまざまなシミュレーションをもとに強化し、緊急時の報道に万全を期します。

選挙報道では、各地の選挙の争点や構図をわかりやすく伝えるとともに、開票結果を正

確・迅速に放送します。

○急速な少子高齢化や雇用不安、教育、医療、エネルギー問題、放射能汚染など、今の日

本社会が抱える課題を正面から取り上げ、シリーズ企画や特集番組などを制作して解決

策を考えていきます。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都

の取り組みや課題、オリンピックを目指す若い選手たちの挑戦などを取材し、視聴者の

期待に応えます。

○一日の始まりは「おはよう日本」、昼前は関東向け生活情報番組「ひるまえほっと」、そ

の日のニュースにこだわる「首都圏ネットワーク」、毎週金曜夜の地域の課題を掘り下

げる「特報首都圏」、月 1 回の特集番組は関東甲信越ブロック向けに名称を改めて「金

曜ｅｙｅ」、毎週日曜朝の全国向け紀行番組「小さな旅」など、首都圏放送センターが

制作する各番組を通じて、首都圏に暮らす視聴者の関心に応えるとともに、関東甲信越

の魅力を全国に発信して地域を元気にします。

○首都圏放送センターのホームページやソーシャルネットワーキングサービス、ポー

タルサイトで扱うニュースや防災情報、番組情報などをさらに充実させます。

○「首都圏ネットワーク」などのニュース番組にインターネットやスマートフォンを

活用した中継など多様な演出を導入し、リアルで速報性の高い報道を積極的に行い

ます。
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横浜放送局 

○９００万の県民が「知りたい・見たい」と思う県内各地のニュースや情報を掘り起こし、

よりきめ細かく発信します。歴史や文化、それに自然やスポーツなど、神奈川ならでは

の魅力も多角的に取り上げ、番組を通じて全国に発信していきます。

○首都直下地震や南海トラフ巨大地震など、巨大地震や津波への備えを図ります。台風や

大雨などの風水害や大規模な事件・事故も、きめ細かい取材をもとに、防災や減災など

の視点も含めて正確で迅速に情報を提供し、県民の安全・安心につながるよう努めます。 

○国や自治体の経済や福祉等の政策が地域や県民の暮らしにどのような変化や影響を与

えているかを見つめ伝えます。また、草の根を含めさまざまなレベルで進められる取り

組みを掘り起こし、活力ある地域社会の実現に役立つ情報を発信します。

○アジア・太平洋地域の国際関係や安全保障問題を踏まえ、日米関係については横須賀や

厚木などの在日アメリカ軍基地を、また、アジアとの関係については県内の異文化コミ

ュニティーなどを取材し、わかりやすく伝えます。

○ アトリウムを利用した公開生放送は、新会館への移転から４年を迎え、いっそうの定

着を図ります。こうした公開の場を通じて、ジャズライブをはじめとした自局制作番

組の魅力を伝え、横浜放送局のステーションイメージ向上に努めます。

○地域のニーズを的確にとらえ、番組と連動したイベントを企画し、神奈川県域向けのＦ

Ｍ放送を通じた新たな視聴者サービスの展開を図るとともに、地域の文化振興や活性化

に貢献します。

○放送、イベント、ホームページを連動させた、新しいコンテンツの開発に取り組み、地

域に密着した神奈川の情報発信に努めます。
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前橋放送局 

○災害報道のいっそうの充実に向けた取り組みを進めます。群馬県の想定では、活断層に

よる直下型の大地震で３０００人を超える犠牲者が出るとしています。また、活火山の

浅間山や草津白根山は、気象庁などによる注意深い監視が続いているほか、地球温暖化

を背景に台風や大雨・洪水被害の深刻化も指摘されています。こうした災害から２００

万県民の生命・財産を守るべく、取材・放送体制の強化など日頃の備えをさらに高め、

いざという時には防災・減災に資する情報を迅速に提供していきます。

○地域を応援する情報を積極的に発信していきます。群馬県は、豊かな自然や温泉などの

観光資源、誇るべき歴史・伝統文化に恵まれています。このうち、「富岡製糸場と絹産

業遺産群」については、平成２６年（２０１４年）に、世界文化遺産への登録の可否が

決まることになっています。前橋放送局は、地域に密着して群馬の魅力と県民の姿を引

き続き積極的に取材し、地域や全国に向けて発信することで、ふるさとへの誇りを高め、

知名度の向上に力を尽くします。

○地域の課題と向き合う放送に力を入れます。群馬県でも、急速な少子高齢化や医療・社

会福祉をめぐる不安、厳しい自治体財政、雇用、教育、食料、エネルギーなど、さまざ

まな分野で“人々の安心を脅かす問題”“暮らしの安全を脅かす問題”に直面していま

す。こうした課題に正面から向き合うニュースや番組を放送し、深い取材と多角的な検

証を通じて解決方法を考えていきます。

○平成２４年４月に開始した県域テレビ放送は、３年を迎えます。平日午後６時台のニュ

ース・情報番組では、県民の関心の高いニュースや暮らしに役立つ情報を、さらなる質

の向上を目指しながら、きめ細かく放送していくことで、視聴者へのいっそうの定着を

図ります。また、ＦＭ放送では、“リスナーとの絆”を意識し、さらに工夫を重ねなが

ら、身近で魅力的な番組作りを行っていきます。

○各種選挙について、十分な取材体制のもと、正確な報道を行っていきます。また、県内

の市町村長選挙では、当選者へのインタビューなどを通して“最も身近な政治・行政の

動き”をていねいに伝え、有権者の関心に応えます。

○ホームページやデータ放送を十分に活用して、前橋放送局のニュース・番組の魅力を紹

介し、“ふるさとの放送局”の存在感を高めます。災害や事件・事故が発生した際には、

総合テレビやＦＭ放送に加え、ホームページやデータ放送による発信にもさらに力を入

れ、多様な形での情報提供を行います。
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水戸放送局 

○水戸放送局は、関東の各放送局に先駆けてテレビの県域放送を開始し、平成２６年（２

０１４年）１０月に１０周年を迎えます。平日午前１１時台と午後６時台の地域情報番

組は、県内の全４４市町村を回る中継など新たな取り組みでさらに充実させるとともに、

特集番組として１０周年の記念番組も制作します。また水戸局独自のキャラクター「な

っとうどーもくん」をさまざまな場面で登場させるほか、キャラクターが各地に出向い

て行う放送と連動した視聴者ふれあい活動も展開し、地域とのつながりを強め、より親

しみやすい地域放送局を目指します。

○平成２７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４年と

なりますが、復興は道半ばで、観光や漁業・農業も震災前の水準まで回復していません。

その現状をとらえ、課題を検証し、きめ細かいニュースや復興を後押ししていく番組の

制作に努めます。

○平成２５年５月、東海村の実験施設で研究者などが被ばくする事故が発生しました。ま

た、断続的に続く茨城県沖を震源とする地震、台風に伴う土砂災害と、県民の不安は拭

い去れません。水戸放送局は、緊急報道に備え継続的に訓練を行うとともに新たに開発

された設備や機器を活用するなどして、災害や事件・事故報道にこれまで以上に重点的

に取り組みます。

○茨城県議会議員選挙（任期満了・平成２７年 1 月７日）は、翌年春に予定されている

統一地方選挙の前哨戦として注目されます。選挙報道においては、公平・公正に情報を

伝え、有権者に投票の判断材料を提供するとともに、正確・迅速な開票速報に万全を期

します。

○サッカーＪリーグでＪ１昇格を目指すＪ２「水戸ホーリーホック」、Ｊ１で飛躍が期待

される「鹿島アントラーズ」の活躍ぶりを地域情報番組や試合中継で伝えます。また、

県内出身力士が多数在籍する大相撲や、毎年熱戦が繰り広げられる高校野球など、地域

のスポーツをテレビ中継やデータ放送、インターネットなどを通じて、きめ細かく伝え

ます。

○平成２５年度に、地上デジタル放送の中継局整備を進めたことで、県のほぼ全域で県域

放送を受信することが可能になりました。県域放送の認知度を向上させて、県民の役に

立つ情報を提供することは地域放送局の使命です。水戸放送局は、課題となっている県

南・県西地域への県域放送の視聴拡大に向け、県内をあまねく取材し、地域の魅力や課

題を伝えることにこれまで以上に努めます。
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千葉放送局 

○台風・大雨・竜巻・暴風など多発する異常気象に備えて、防災・減災につながる報道に

努め、安全・安心の拠点としての務めを果たします。また、首都直下地震など大規模災

害発生時には、ＦＭ放送やインターネットできめ細かなライフライン情報を発信できる

体制を構築し、“頼りになる情報はＮＨＫから”という県民の信頼に応えます。

○東日本大震災後の復興事業や液状化対策、放射性物質を含むゴミの焼却灰最終処分場問

題、住宅除染の問題など、なお、山積している課題への取材を継続し、県民の目線に立

った報道をします。

○ＦＭ放送の地域情報番組は、最新の県内情報を柔軟に取り入れ、より旬な話題を伝える

ことでリスナーの“今知りたい！”という期待に応えます。ＦＭ放送の公開生放送番組

は、仕事帰りのサラリーマンや学生たち、若い世代も気軽に参加できる番組を目指しま

す。

○千葉県内には、サッカーＪ１「柏レイソル」やＪ１昇格を目指すＪ２「ジェフ千葉」、

プロ野球「千葉ロッテマリーンズ」のほか、アメリカンフットボールや社会人野球の強

豪チームがあり、また東京オリンピック・パラリンピックを目指す期待の新星など、地

域のスポーツ情報を積極的に発信していきます。

○さまざまな表情を持つ千葉の風土を深く掘り下げたドキュメンタリーや紀行番組を制

作し、地域の活力につなげていきます。また、全国放送の中継番組を通じて、「千葉の

元気」を全国に発信します。

○平成２6 年（２０１4 年）7 月に幕張メッセで開催する「宇宙博２０１４」と連動した

放送やイベントを展開し、特に未来を生きる子どもたちの夢と希望を大きなテーマに、

県民に宇宙の魅力や人類の夢を紹介します。
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宇都宮放送局 

○宇都宮放送局開局７０年の記念事業として、栃木県内を舞台に地域の魅力や活力を描く

「地域発ドラマ」を放送します。ドラマの制作にあわせてイベントを展開するとともに、

戦略的なＰＲ活動を行い、より親しみやすい地域放送局を目指すとともに、地域の活性

化を支援していきます。

○開始から３年を迎える県域テレビ放送のいっそうの充実に努めます。そのために県内の

地域の魅力を幅広く掘り起こし、ニュースや番組、さらに中継などを通じて紹介してい

きます。またこうした地域の魅力をニュースや番組を通じて全国にも発信していきます。 

○地域住民の生命・財産を守るため災害報道に全力を尽くします。栃木県では２年続けて

竜巻による大きな被害が発生しました。宇都宮放送局ではデータ放送で落雷・竜巻予想

の情報を引き続き発信していきます。このほか台風や大雨、高温など自然災害に関して

もテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどを通じてきめ細かい情報発信に努

め、県民の安全・安心の確保に貢献します。

○正確・迅速な選挙報道に取り組みます。県内では平成２６年（２０１４年）度８つの市

町の首長が任期満了を迎えますが、選挙情勢をきめ細かく取材し、選挙の結果を県域放

送で伝えます。また平成２７年に予定される統一地方選挙に向けて、開票速報の準備に

万全を期します。

○東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故により、県内では観光や農業に大

きな影響を受けました。復興への取り組みを幅広く取材します。さらに医療、福祉、介

護など県民の暮らしに関わりの深い分野の課題を検証し、県民生活の向上に取り組みま

す。

○県内にはサッカーＪ２の「栃木ＳＣ」をはじめ、自転車、バスケットボール、アイスホ

ッケーのプロスポーツチームがあります。県民の関心の高いスポーツ情報を県域放送で

ていねいに伝えていきます。特に県が自転車競技を活用した地域の活性化を目指してい

る中で、番組などを通じて自転車の魅力を発信し、地域の魅力作りに寄与します。また

広い世代の人たちが交流を深める全国健康福祉祭「ねんりんピック栃木」についてもき

め細かく伝えていきます。
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さいたま放送局 

○台風、大雨、竜巻など、埼玉県で相次いだ自然災害に備え、防災や減災につながる幅広

いニュースや番組の制作に努めます。ＦＭ放送で自治体の防災計画などをきめ細かく伝

えるとともに、埼玉県にも多くの人たちが避難している東日本大震災の被災者や被災地

の復興を支援する放送を行っていきます。

○さいたま放送局は首都直下地震などの際の本部のバックアップ機能として、取材・制

作・伝送、それに首都圏向けのラジオ放送の拠点となる報道別館の整備を進めています。

報道別館から通常時もラジオ放送を行って、万一の大災害に備え、公共放送として“国

民の生命・財産を守る”という使命を果たします。

○埼玉県の高齢化率が全国で２番目となる中で、暮らしの安全・安心の課題に向き合いま

す。県民１人当たりの医師が全国一少なく、救急患者の「たらい回し」が問題になった

地域医療や生活保護の受給者の急増など、地域の現状をニュースや番組で浮き彫りにす

るとともに、課題の解決に向けた動きや先進的な取り組みを取り上げます。

○埼玉に暮らすことの誇りを大切にしたニュースや番組の発信に努めます。埼玉県では、

平成２９年（20１７年）の世界盆栽大会や２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピックの一部競技の開催が計画される中、観光とスポーツを中心にした地域振興が注目

されています。郷土の特産品や文化の魅力を全国に積極的に発信し、地域の活性化に貢

献します。

○サッカーＪ１の「浦和レッズ」と「大宮アルディージャ」を擁する、「サッカー王国 埼

玉」を応援する放送局として、リスナーからの投稿メールがつくるＦＭ番組を中心に、

さまざまな世代のサッカーファンの期待に応えます。「浦和」と「大宮」が対戦する「さ

いたまダービー」や優勝争い、それに将来を担う少年サッカーなど注目の試合を中継で

伝えます。

○鉄道７社が２２の路線を運行し、東北・上越・長野新幹線が走る、埼玉県の鉄道と街の

魅力を伝えるキャンペーン、「てったま！」を平成２６年度も継続して行います。イベ

ント、ホームページそれに放送が連携した取り組みを県内各地で実施し、地域を元気に

する放送局を目指します。

- 9 -



長野放送局・松本支局 

○防災・減災報道の強化をさらに進めていきます。長野県内では県南部が南海トラフなど

巨大地震の震源域に含まれるほか、松本市の牛伏寺断層などで直下型地震が想定され、

浅間山や御嶽山など火山活動への警戒も続いています。また平成２６年（２０１４年）

は木曽地域で３０人近い犠牲者を出した長野県西部地震から３０年の節目となります。

こうした中、公共放送として県民の安全・安心を支えるために引き続き情報発信の充実

強化を図ります。平日午後６時台のニュース・情報番組を中心に気象予報士キャスター

が台風や大雨、地震などに際しての防災上の注意点をきめ細かく伝えるほか、ラジオや

データ放送、ホームページでも防災関連の情報を分厚く発信します。

○選挙報道に力を注ぎます。長野県知事選挙（任期満了日・平成２６年８月３１日）では

正確・迅速な選挙報道に万全を期すほか、平成２７年４月の統一地方選に向け取材体制

を整備し、しっかりと準備を進めていきます。

○地域の課題に向き合います。平成２７年３月には北陸新幹線が長野から金沢まで延伸、

飯田市付近に新駅が設置されるリニア中央新幹線も年度内に着工される予定です。交通

インフラ整備の動きに対しては、観光産業の需要増加につながるといった期待の声とと

もに、長野県を通過するだけの客が増えて取り残されるなどの不安の声も広がっていま

す。担い手不足が深刻な農業や、生産拠点縮小が続く地場産業の動向も含め、地域の課

題をしっかりと取材して伝えていきます。

○地域の魅力を全国に発信します。“山の日”を祝日として制定することを目指す取り組

みが進められるなど山への関心が高まっています。このため長野局では平成２６年度、

「信州 山プロジェクト」と題した年間テーマを設定。ユネスコのエコパーク登録候補

となった南アルプスの自然を再発見する大型特集番組や、北アルプスの山小屋からの中

継シリーズ、さらに長野局ホームページで展開する写真投稿サイト「撮るしん。」など

で、信州の山の魅力を首都圏・全国に向けて発信します。

○スポーツ放送の充実を図ります。サッカーＪ２「松本山雅」は平成２５年度の順位が７

位とプレーオフ進出まであと一歩に迫り、平成２５年度にＪＦＬで優勝を果たした「Ａ

Ｃ長野パルセイロ」は平成２６年度からＪ３への参戦が決まっています。プロバスケッ

トボールｂｊリーグ「信州ブレイブウォリアーズ」やプロ野球独立リーグＢＣリーグ「信

濃グランセローズ」など、地域のスポーツチームの活躍を中継や番組でしっかりと伝え

ます。また、高校野球など県内のアマチュアスポーツの情報を積極的に発信し、地域の

スポーツ振興に寄与します。
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新潟放送局 

○新潟県は地震、豪雨、大雪など大規模な災害に幾度となく見舞われてきました。これま

での災害報道の経験を生かし、“地域の安全・安心を守る情報拠点”としての体制をさ

らに充実させます。県民の防災意識を高め、災害発生時にはさまざまなメディアを駆使

して、県民の命を守るための情報をきめ細かく伝えます。

○新潟県中越地震から１０年。被災した地域の復興への取り組みや、地域の暮らしと経済

に今も残されている課題を取り上げていきます。また、東日本大震災から４年となり、

注目を集めている東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運転再開の前提となる安全審査の

動向や原子力防災の課題、地域住民の声を丹念に取材して伝えるとともに、５０００人

近い福島県などからの避難者が抱える問題を引き続きフォローし、支援していきます。 

○ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）への参加やコメの生産調整の見直しなど、国

の政策による県内の農林水産業や経済への影響のほか、北陸新幹線の開業に向けた動き

や次世代エネルギーの開発なども多角的に取り上げ、地域の活性化につながる報道に努

めます。

○医師不足や高齢化など、新潟県の暮らしと医療に関わる課題の克服につながる放送を行

います。

○四季折々に美しい姿を見せる雄大な自然、その中で育まれた人々の知恵が生きる独自の

文化など、新潟県の魅力を掘り起こします。視聴者にふるさとのよさを再発見してもら

える番組を放送するとともに、「第６５回全国植樹祭」の中継をはじめ、新潟県の活力

を首都圏や全国に向けて、より積極的に発信していきます。

○北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて、被害者家族に寄り添って粘り強く取材を

続けていきます。

○Ｊ１昇格から１1 年目。県民に親しまれているサッカー「アルビレックス新潟」の注目

試合を積極的に取り上げます。また、高校野球やバスケットボールなどに加え、さまざ

まな種目のアマチュアスポーツも番組やリポートで紹介するなど、幅広い層の視聴者の

関心に応えながら、地域におけるスポーツ振興に貢献します。
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甲府放送局 

○東海地震や南海トラフ巨大地震、富士山の噴火などの大規模災害の発生に備えるととも

に、国・自治体などの取り組みを取材・検証し、防災対策の充実強化につなげます。ま

た、科学的知見や防災・減災上の知識を紹介し、県民の安全確保と防災意識の向上につ

なげます。

○笹子トンネル天井板崩落事故に象徴される公共施設の老朽化を受けて、国・自治体・道

路事業者などが進める施設の点検・改修対策を取材・検証し、県民の生命や安全・安心

の確保につなげます。

○世界文化遺産に登録された富士山や、平成２６年（２０１４年）６月に生物圏保存地域

（ユネスコエコパーク）登録候補の南アルプスの貴重な自然や生物、地元に息づく文化

を広く伝えます。

○全国一のぶどうや桃などの果樹農業や、ワイン製造など“農業県・山梨”の最新の動き

を、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉の影響を踏まえ、しっかり伝えます。

また、宝飾産業など山梨県の地場産業の動向も幅広く伝えます。

○平成２６年度にも着工予定の山梨県を横断するリニア中央新幹線をめぐる地域活性化

の取り組みや、沿線の生活環境保全や自然保護の課題について伝えます。

○山梨県知事選挙（任期満了・平成２７年２月１６日）や甲府市長選挙（任期満了・平成

２７年２月１日）については、全局体制で準備を進め、県民の政治や選挙への関心に応

えます。

○サッカーＪ１「ヴァンフォーレ甲府」の試合を中継やニュースで放送し、県民の熱い期

待に応えます。また、２０２０年（平成３２年）の東京オリンピック・パラリンピック

に向けた県内へのキャンプ地誘致の動きや、夏の高校野球など、スポーツも幅広く伝え

ます。

○山梨県が舞台の平成２６年度前期連続テレビ小説「花子とアン」関連を含む公開番組や

イベントを、甲府放送会館も活用しながら開催して、ＮＨＫへの親近感の向上を図りま

す。
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平成２６年度 近畿地方向け地域放送番組編集計画 

≪基本方針≫

平成２６年（２０１４年）度は「豊かで安心、たしかな未来へ」を掲げ

た３か年のＮＨＫ経営計画を締めくくる 終年にあたります。関西の６放

送局は、それぞれが地域の抱える課題に向き合い、地域に密着した情報を

提供することで地域との結びつきをいっそう強め、より信頼され親しまれ

る放送局を目指します。 

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模災害に備え、ＮＨＫ経

営計画の重点目標のひとつである「本部のバックアップ機能の整備」に引

き続き取り組みます。また、２０年という大きな節目となる阪神・淡路大

震災について、復興の歩みをたどるとともに、震災について改めて検証し、

考えていきます。さらに、震災の教訓を今後の防災・減災に生かし、公共

放送としての使命を果たします。

若者向け情報番組や地域経済番組、ヒューマンドキュメンタリーや紀行

番組、スポーツ中継など、地域を明るく元気づける番組やそれらに連動し

たイベントを展開することで地域の活性化に貢献し、視聴者の満足度の向

上を図ります。 

景気の動向や消費税率の引き上げが、人々の暮らしや経済に与える影響、

また、いじめや体罰といった子どもたちをめぐる問題など、地域が直面す

るさまざまな課題を正面から取り上げ、わかりやすく伝えていきます。

歴史に育まれた上方芸能や文化、豊かな学術風土や歴史遺産など、関西

ならではの魅力を、ドラマやドキュメンタリー、エンターテインメント番

組といった個性あふれる番組を通じて関西および全国に向けて発信して

いきます。また、字幕放送などの充実に努め、人にやさしい放送の実現に

取り組みます。 
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≪重点事項≫ 

１．関西および全国の安全・安心を守る 

本部バックアップ機能の設備が整う平成２６年（２０１４年）度も、ニュース・

情報番組を定期的に大阪放送局から全国発信し、首都直下地震などに備えます。 

平成２７年１月１７日、阪神・淡路大震災は発災から２０年になります。震災か

ら２０年を経てなお浮かび上がる問題を検証し、節目の年にふさわしい番組を展

開していきます。また、深刻な被害をもたらすおそれがある南海トラフ巨大地震

などの大規模災害に備え、過去の震災から得られた教訓を生かして地域の防災・

減災対策に取り組みます。 

 

２．関西を元気にする放送・サービスの実現 

金曜午後８時台の地域放送番組は、関西各地の魅力を掘り起こす紀行番組に加え、

前向きに生きる人々の姿を描くヒューマンドキュメンタリーを制作します。また、

経済番組や若者向け情報番組など地域の元気を発信する番組で、地域の活性化に

貢献します。 

プロ野球やＪリーグといったプロスポーツを全国放送とともに地域放送でも積極

的に取り上げるほか、高校野球などのアマチュアスポーツの情報も幅広く伝えて

いきます。 

放送と通信の連携時代にふさわしいサービスを提供するため、インターネットな

どの双方向機能を積極的に活用し、デジタルコンテンツの充実を目指します。 

 

３．地域の課題に向き合い、視聴者の暮らしを守る正確・迅速な報道 

平日午後６時台の各府県向けのニュース・情報番組では、地域社会が抱える課題

に向き合い、視聴者にわかりやすく伝えます。また、金曜午後７時台の地域放送

番組では、関西の視聴者の関心の高いテーマにスポットをあて地元に根ざした話

題を伝えていきます。 

地震・台風などの災害報道や事件・事故の緊急報道では、正確な情報を迅速に伝

えます。各放送局のデータ放送やホームページは、災害情報、生活安全情報など

視聴者が必要とする情報をきめ細かく提供します。 

関西各地で行われる首長選挙については、有権者の判断のよりどころとなる的確

な情報提供に努めるとともに、開票速報にも万全を期し、信頼される選挙報道を

行います。 
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４．関西特有の文化・歴史等に根ざした地域の魅力や活力を全国に発信 

能や狂言、歌舞伎、文楽といった関西に根ざした質の高い伝統芸能、落語や漫才

などの上方芸能や平成２６年４月に初公演から１００年を迎える宝塚歌劇の魅力

を全国に届け、視聴者の期待に応えます。 

連続テレビ小説や、歴史の側面をさまざまな手法で描く歴史番組、新しい演出に

チャレンジしている福祉番組に加え、新たにＮＨＫ大阪ホールから生放送する歌

謡番組、人生をかけて一つの道を究めた人の魅力と生きざまに迫る人物バラエテ

ィーなど、多彩な番組で関西の魅力を全国に発信していきます。 

 

５．人にやさしい放送の展開 

大阪府域向けのニュース・情報番組での生字幕放送、および大阪放送局制作の全

国向け歴史、福祉番組の解説放送を継続します。また、関西地域向けの演芸番組

で字幕放送を開始し、視聴者サービスのさらなる向上に努めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

大阪放送局 

○ＮＨＫ経営計画の重点目標のひとつである「本部バックアップ機能の整備」に取り

組み、公共放送の機能強化を進めます。新たに整備されたニュースセンターなどを

活用してさまざまな状況を想定したシミュレーションを重ね、首都直下地震などに

備えます。 

 

○南海トラフ巨大地震による大阪府内の死者数は、想定では約１３万人にのぼると大

阪府から公表されました。こうした大規模災害に備え、防災や減災に役立つニュー

スや企画、特集番組を継続的に制作し、防災や減災の啓発に努めます。 

 

○平成２６年（２０１４年）４月の消費税率引き上げや「うめきた」の再開発プロジ

ェクト、巨額の負債を解消し新たな空港に生まれ変わろうとしている関西国際空港

など、関心の高い経済・産業の動きを多角的に取り上げます。 

 

○住民投票の実施など重要な局面を迎える大阪都構想の動きに注目し、その政策が府

民の暮らしや大阪の将来にどのような影響を及ぼすのか、さまざまな機会をとらえ

てわかりやすく検証していきます。 

 

○ＮＨＫ大阪ホールやＢＫプラザスタジオなどを活用した公開番組の充実やイベント

と連動した番組の展開を図り、視聴者との結び付きを強めるとともに、視聴者の声

に向き合い、より親しみのある放送局を目指します。さらに、いじめや体罰、虐待

など子どもたちを取り巻くさまざまな問題についても、放送やイベント、ホームペ

ージなどを通して、引き続き視聴者のみなさんとともに考えていきます。 

 

○９年ぶりの優勝が期待される「阪神タイガース」や巻き返しを図る「オリックス・

バファローズ」、Ｊ１で上位進出を目指す「セレッソ大阪」、Ｊ１復帰を果たした「ガ

ンバ大阪」など、関心の高い地元スポーツチームの試合や情報を、中継やニュース

で積極的に伝え、ファンの期待に応えます。また、高校野球をはじめとするアマチ

ュアスポーツも幅広く取り上げ、地域スポーツの振興に貢献します。 
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京都放送局  

○平成２５年（２０１３年）度、京都は台風の大雨による被害やさまざまな事件・事

故に見舞われました。京都放送局ではその都度、正確で迅速な緊急報道に努めてき

ました。平成２６年度も府民の安全・安心を守るために全力を尽くします。 

 

○長引く経済の停滞に変化の兆しが見え始めている中、京都の地場企業や観光産業、

先端科学の動向に大きな関心が寄せられています。また４月には京都府知事選挙（投

開票日・平成２６年４月６日）が行われます。地域と向き合い、地元局だからこそ

取り上げられる課題や出来事を詳しくタイムリーに伝えていきます。 

 

○京都には数々の世界遺産をはじめ伝統文化、名勝、寺社仏閣など後世に残すべき財

産が数多くあります。これらを 先端のスーパーハイビジョンで撮影し、日本文化

の奥深さを全国へ、そして世界へ発信します。 

 

○京都放送局は、平成２７年２月に市の中心部に移転します。新会館では立地を生か

し、いっそう市民に親しまれる開かれた放送局を目指します。また、視聴者公開ス

ペースに設置するスーパーハイビジョン大型モニターで高精細度画質を生かしたコ

ンテンツを公開し、ＮＨＫの高い制作力と技術力をアピールします。 

 

○学生の街・京都ならではの取り組みも進めます。京都放送局が主催する「ＮＨＫ全

国大学放送コンテスト」など若者たちと連携した取り組みを継続・発展させ、ＮＨ

Ｋとの接触の場を積極的に提供します。また、京都で開催する様々な展覧会では、

番組と連携を図りながら、文化の発展や地域の活性化に貢献します。 

 

○地域の安全・安心を守るため、「避難情報」については、公共情報コモンズからの情

報を活用してさらに迅速に伝えられるようにし、ホームページで提供している河川

カメラ画像をともなった「河川水位雨量情報」はスマートフォンでも利用できるよ

うにします。 
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神戸放送局 

○阪神・淡路大震災は平成２７年（２０１5 年）１月で発災から２０年を迎えます。

２０年間の復興の歩みを検証するとともに、残された課題について考える番組を制

作し、「いのちを守る放送局」として被災者の方々の思いや震災の教訓を伝え続けま

す。 

 

○阪神・淡路大震災の経験を生かして、津波や都市機能の喪失で大きな被害が予想さ

れる南海トラフ巨大地震への備えについて取材、検証していきます。また、台風や

水害などの災害に日頃から備え、防災や減災に役だつ放送に力を入れて、地域の安

全・安心を守ります。 

 

○全国的にも注目される大きな事件、事故について正確・迅速に伝えます。また、日

本の縮図と言われる地域社会が抱える様々な課題や、県内で進む 先端の研究など

を紹介、検証する報道で視聴者の信頼に応えます。 

 

○大河ドラマ「軍師官兵衛」を機に、ドラマを地域の活性化に生かそうという動きや、

楽しく見てもらうための情報をきめ細かく発信し、地域の活性化に貢献するととも

に、視聴者の満足度の向上に取り組みます。 

 

○兵庫県が持つ豊かな自然や歴史、ジャズや女子サッカーなど代表される、全国的に

も盛んな文化活動やスポーツなどの魅力を様々な番組で全国や関西に発信し、視聴

者の期待と関心に応えます。 
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和歌山放送局 

○和歌山県では、人口の 1 割近く８万人の犠牲者が出るという想定が国から発表され

ている南海トラフ巨大地震と大津波に対する備えをどう進めるかが、 も重要な課

題です。和歌山局では災害で“一人の犠牲者も出さない”ことを目指す「守るプロ

ジェクト」を平成２５年（２０１３年）度に引き続き、局をあげて展開します。番

組やスポットなどの放送をメインにインターネットやデータ放送、イベントなどと

も連動して県民の生命と財産を守る取り組みを進め、新たに制作した「ＮＨＫ防災

体操」の普及や、和歌山局が開発した「防災グッズ」を活用して地域ごとに異なる

ラジオの周波数を周知するなど、「防災力」アップを目指します。 

 

○和歌山県が「元気」になる取り組みを進めます。世界遺産に登録されてから１０年

となる高野山や熊野古道の魅力や、豊かな自然に育まれた海の幸・山の幸、 先端

の養殖技術を駆使した魚介類など日本の食を支える地域の魅力を発信します。また、

平成２７年に行われる「紀の国わかやま国体」関連番組のほか、イベントを自治体

と協力して開催して和歌山県を全国にＰＲします。 

 

○平成２３年に和歌山県南部を襲った大水害からの復興を引き続き支援します。被災

地の現状や復興に向かう地域の動きを重点的に取り上げ、観光客増加につなげます。

更に、水害から得た教訓を活かした街づくりや備えについて広く提案していきます。 

 

○平成２６年は、和歌山県知事選挙（任期満了・平成２６年１２月１６日）と和歌山

市長選挙（任期満了・平成２６年８月２４日）などの首長選挙が予定されています。

各選挙については、迅速で正確な報道に万全を尽くし、有権者の判断のよりどころ

となる情報を公平かつ公正に伝えます。 
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奈良放送局 

○ 平成２４年（２０１２年）度から始まった「こころの都」プロジェクトでは、奈良

の豊かな文化や歴史を描いた特集番組の制作やイベント展開を数多く推進してき

ました。平成２６年度は、このプロジェクトをさらに強化するとともに、新しい演

出手法にも挑戦して、確かな価値とは何かを考え、生きるうえでの指針となる情報

を提示していきます。 

 

○ 県内の全市町村は、「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定されており、

著しい地震災害が生じるおそれがあります。奈良局では「南海トラフ巨大地震」

などの災害に備えて、防災・減災への意識を高める情報を継続的に発信します。発

災時には“地域の安全・安心の拠点”として、生活情報等をきめ細かく提供してい

きます。 

 

○ 奈良県民の生活に直結する県内の動きや事件・事故をきめ細かく取材し、平日午後

６時台のニュース情報番組でわかりやすく伝えます。また観光をはじめとした産業

の活性化や、地域の医療・福祉、教育、スポーツなど、奈良の課題と将来の展望を

深く考え、積極的に放送します。さらに平成２６年秋には“第３４回全国豊かな海

づくり大会”が奈良県で開催されます。「ゆたかなる森がはぐくむ川と海」をテー

マに全国へ情報発信していきます。 

 

○ 平成２３年の台風１２号による豪雨災害で甚大な被害を受けた県南部の人々は、今

なお復興に力を注いでいます。その人々の姿に寄り添いながら、地域に連綿と受け

継がれてきた文化や歴史、伝統を伝える一方、地域の再生に何が必要か提言を行っ

ていきます。 

 

○ 平成２７年から２８年にかけて、２０年に一度行われる春日大社の式年造替、平成

３１年度までつづく国宝・薬師寺東塔の解体修理など、奈良に残る日本文化の精粋

を描くために長期間にわたって取材します。 
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大津放送局 

○県民の安全・安心を守る正確・迅速な報道に努めます。国の発表によると滋賀県で

は南海トラフ巨大地震で、 大約５００人の人的被害の想定がされているほか、近

畿南部などからの避難者の受け入れも課題となっています。さらに、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ているほか、隣県の福

井県内に多く設置されている原子力発電所にも関心が高まっています。また、平成

２５年（２０１３年）9 月には、全国で初めて大雨の特別警報が出た台風１８号の

豪雨被害を受けるなど、県民の安全・安心につながる正確・迅速な報道は 優先事

項であり、テレビ・ラジオ・データ放送・ＨＰ等を通じて、情報を柔軟に発信して

いきます。 

 

○母なる湖・琵琶湖を抱える“環境こだわり放送局”として滋賀を元気にする発信を

強化していきます。琵琶湖環境改善や、ごみの徹底分別などの取り組みを踏まえ、

改めて琵琶湖を見つめ直し、大型のドキュメンタリー番組やニュースのシリーズ企

画などをはじめとする年間キャンペーンに取り組み、その自然の持つすばらしさや

環境の意味を再発見します。 

 

○ 平成２６年は、滋賀県知事選挙（任期満了日・平成２６年７月１９日）が予定され

ています。地域の課題や争点を多角的に伝えるとともに、政見・経歴放送や開票速

報に万全を期し、公平で信頼される選挙報道を行います。 

 

○人に役立ち、わかりやすい放送サービスを拡充します。大津放送局では 災害発生

時に有効なメディアとしてＦＭ放送でのきめ細かな地域情報の発信に取り組んでお

り、近畿管内では唯一、毎月 終金曜の午後６時台にＦＭで地域情報番組を放送し

ています。平成２５年 9 月に開始した若年層・主婦層をターゲットとした防災関連

情報コーナーに加え、平成２６年度は、定期的に県内各地に暮らす防災士の方に出

演いただくとともに、テレビでの情報発信も目指します。そのほか、ＦＭ放送の若

い聴取者層の開拓に向けて、データ放送やホームページを効果的に活用しながら、

“聞いてもらえる“メディアとして多角的な展開を模索していきます。 
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平成２６年度 中部地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

中部地方の放送局は、地域の安全・安心を守り、信頼される放送局を目

指します。そして、中部地方の持つ特色や魅力を全国に発信し、地域の活

力の向上に寄与します。 

 

 想定される南海トラフ巨大地震など、大きな災害に備え、日頃から防

災・減災につながる情報発信に努めます。災害時には、正確で迅速な報道

に尽力し、地域の人々の生命・財産を守ります。 

 

また、地域の課題と向き合い、“今”を見つめ、消費税率引き上げやＴ

ＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）といった政治・経済の動きが、日々

の暮らしにどのような影響を与えるのか、わかりやすく伝えます。 

 

「ものづくり」「大自然」など、中部地方の持つ特色や魅力を発信する

とともに、ドラマや幅広い世代に向けた番組を、これまでの経験を生かし

て制作し、地域の活性化に貢献します。 
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≪重点事項≫ 

１．防災・減災に役立つ情報発信に尽力し、命と暮らしを守ります 

正確で迅速な報道に尽力します。南海トラフ巨大地震や東海地震などに備え、日

頃から防災・減災のための情報発信に取り組むほか、大災害時に命綱となるラジ

オ放送のいっそうの定着を進めます。また台風や大雨のときは、避難情報、交通

への影響など、命と暮らしに直結する情報をきめ細かく伝えます。データ放送・

インターネットなども活用し、多様な手段で地域の災害情報を発信します。 

 

２．地域の課題に向き合い、暮らしに役立つ情報を届けます 

地域の景気や雇用、消費税率引き上げやＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

の影響、原子力発電を取り巻く動きなど、中部地方に影響のあるさまざまな課題

を詳しくわかりやすく伝えます。また、暮らしに役立つ情報をいきいきと伝え、

地域の活性化につなげます。 

 

３．地域の特色や魅力、そして感動を広く発信します 

中部地方の高度な「ものづくり」の力は、日本の産業を支えています。また、平

成２５年（２０１３年）に世界遺産に登録された富士山や、日本アルプスなど中

部に広がる大自然は、多くの人々を魅了しています。こうした中部地方の特色や

魅力を、地域放送はもちろん全国放送でも発信します。また、長年続けているド

ラマの制作にも引き続き取り組み、広く感動を届けます。 

 

４．幅広い世代のための番組制作に積極的に取り組みます  

幅広い世代に向けて番組を発信し続けてきた経験を生かし、引き続き、幅広い世

代のための番組制作に積極的に取り組みます。新たな視聴者層の開拓を目指すと

ともに、インターネットなども活用し、より多くの人にＮＨＫへの親しみを感じ

てもらえるよう努めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

名古屋放送局・豊橋支局 

○命と暮らしに直結する情報の発信に全力を尽くします 
巨大地震や台風、大雨に備え、日頃から地域に必要な防災・減災のための情報発信

に取り組み、命と暮らしを守ります。２年目を迎える平日午後５時台のラジオの生

放送番組では、引き続き地域のニュースや話題をきめ細かく伝え、災害のときに命

綱となるラジオ放送のいっそうの定着を図ります。また、データ放送やインターネ

ットの活用にも積極的に取り組みます。 

 

○地域の課題に真摯（しんし）に向き合います 

消費税率引き上げやＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）などの動きが、東海

地方の経済や雇用、日々の暮らしにどのような影響を与えるのかについて、平日午

後６時台の情報番組や金曜午後７時台の報道番組などで、多角的に詳しくわかりや

すく伝えます。愛知県知事選挙（任期満了日・平成２７年２月１４日）にあたって

は、万全の態勢で臨みます。 

 

○地域の特色や魅力を発信し、地域の活性化につなげます 

金曜夜間の番組では、中部地方が誇る雄大な自然を題材にしたシリーズ企画を継続

します。また、地域の“今”を映し出し、地域の“よさ”を伝える番組も制作しま

す。平日午前１１時台の番組では、中部地方各地の話題や暮らしに役立つ情報を伝

えます。さらに、名古屋放送局がテレビ放送を開始してから６０年の節目にあわせ、

これまでの歴史を振り返り、未来につなげる番組も制作します。 

 

○“ものづくり”の力や、ドラマの魅力を全国に発信します 

中部地方には、日本の産業を支える高度な技術を持った企業や人が集まっています。

こうした日本が誇る“ものづくり”に焦点を当て、その技術の高さをあますところ

なく伝える全国放送番組を制作します。また、長年取り組んできたドラマの制作に

もいっそう力を入れ、広く感動を届けます。 

 

○幅広い世代のための番組制作を行い、新たな視聴者層を開拓します 

 幅広い世代に向けて番組を作り続けてきた経験を生かし、地域でいきいきと活動す

る若者を取り上げるとともに、より多くの人にＮＨＫへの親しみを感じてもらえる

よう努め、新たな視聴者層を開拓します。 

 

○スポーツを積極的に伝え、地域を元気にします 

新監督のもと巻き返しを図る、プロ野球「中日ドラゴンズ」や、サッカーＪ１「名

古屋グランパス」など、地元のプロスポーツのほか、大相撲、高校野球などを積極

的に取り上げ、地域を元気にします。 
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金沢放送局 

○新幹線開業で新局面を迎える石川県。地域の課題にしっかり向き合います 

平成２６年（２０１４年）度末に予定されている北陸新幹線金沢開業は、観光客の

増加、企業進出による雇用増大など地域経済の活性化につながると期待されていま

す。その一方で、購買客や事業所の首都圏への流出、通過型観光客の増加による宿

泊数の減少など懸念も存在します。北陸新幹線開業にともなう影響について伝えま

す。さらに、消費税率引き上げやＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）による

地域経済への影響など、転換期を迎える県内の課題について深く掘り下げます。 

 

○防災・減災に役立つ情報を発信し、命と暮らしを守ります 

地震や津波のリスクに加え、大雨や大雪など異常気象による自然災害の危険性が高

まっています。災害発生時の情報発信力を強化し、避難情報・交通への影響など命

と暮らしを守る報道に努めます。日常的に防災・減災に役立つ情報を届けるため、

平日午後６時台のニュース・情報番組で気象予報士を活用し気象情報を充実するほ

か、災害時に貴重な情報源となるラジオ放送を強化します。さらにデータ放送やイ

ンターネットなどさまざまな手段で防災・減災に役立つ情報を発信します。 

 

○志賀原子力発電所をめぐる課題について多角的に伝えます 

東京電力福島第一原子力発電所の事故以来、地元の志賀原子力発電所の安全性が改

めて注目されています。断層調査の経過や、原子炉停止による地元経済への影響な

どをていねいに取材し伝えます。さらに、地元自治体による原子力防災対策など、

志賀原子力発電所に関わる課題について多角的に伝えます。 

 

○石川県の文化や自然、暮らしなど多彩な魅力を全国に発信します 

石川県は重要無形文化財保持者（人間国宝）が活躍し、重要伝統的建造物群保存地

区に指定されている古い町並みも多く保存されているなど、豊かな伝統文化が育ま

れています。一方、日本三名山のひとつ「白山」の広大な山域には貴重な自然が残

されています。世界農業遺産に指定された「能登の里山里海」には厳しい自然とと

もに生きる人たちの魅力あふれる暮らしが息づいています。北陸新幹線の金沢開業

にあわせ、こうした石川県の多彩な魅力を全国に向け発信します。 

 

○地域のスポーツを応援します 

新たに発足するサッカーＪ３に参加を決めた「ツエーゲン金沢」やプロ野球独立リ

ーグＢＣリーグ「石川ミリオンスターズ」など地域に根ざしたチームを継続的に取

り上げます。また、石川県ゆかりの大相撲力士やプロ野球選手、プロサッカー選手

をはじめ、高校野球など地域で注目されているアマチュアスポーツも積極的に取材

し紹介します。 
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静岡放送局・浜松支局 

○“防災放送局”機能の充実と、暮らしの “安全・安心”に貢献します 

東海地震をはじめとする巨大地震や、台風・豪雨などの災害、また、原子力発電所

での事故に備え、防災・減災のための報道に取り組みます。また、“命を守るにはど

うするか”という視点で、正確で迅速な情報発信に努め、地域の頼りとなる“防災

放送局”としての機能・存在を高めていきます。データ放送やホームページを活用

し、災害情報・避難情報・ライフライン情報などをきめ細かく伝え“安全・安心”

に貢献します。また、手口が巧妙化する「振り込め詐欺」の撲滅に向けた情報も継

続して発信します。 

 

○地域の課題に向き合い、役立つ情報を届けます 

消費税率の引き上げやＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）による地域経済や

産業への影響、世界文化遺産の富士山の景観保全や環境保護、入山料などの課題に

も取り組みます。また、観光や教育、地元経済の問題など、静岡県が直面するさま

ざまな課題に対して正面から向き合い、新しい動きも取り上げながら、解決策を探

ります。 

 

○地域の魅力や話題の発信を通して、地域の活性化に貢献します 

 徳川家康没後４００年にあたる平成２７年（２０１５年）に向け、家康ゆかりの地

でのさまざまな動きや祭り・イベントをはじめ、家康の功績や歴史遺産などを伝え

ます。また、ユネスコエコパークへの登録が期待される「南アルプス」の美しい自

然の特色や魅力を伝えます。暮らしに役立つ情報や身近な話題、多様な地域の魅力

を発信して、地域の発展・活性化につなげます。 

  

○幅広い世代に、親しみを感じてもらえる放送局を目指します 

静岡県内で関心の高いサッカー。日本プロサッカーリーグにＪ３が新設されたうえ、

６月には、サッカーワールドカップ ブラジル大会も開催されることから、関心が

いっそう高まります。サッカーの最新情報をはじめ、高校野球やバスケットボール、

ラグビーなど、さまざまなニュースや話題を通じて地域のスポーツを応援します。

また、県内の音楽や文化活動、地域で活躍する若者なども積極的に取り上げ、より

多くの人に親しみを感じてもらえる放送局を目指します。 
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福井放送局 

○原子力発電所を取り巻く課題を深く掘り下げます 

国内最多となる１４基の原子力発電所が立地する福井県では、老朽化が進む施設や

高速増殖炉「もんじゅ」の動向など、原子力発電所が抱えるさまざまな課題をてい

ねいかつ深く掘り下げるとともに、複雑になりがちなテーマを、わかりやすく正確

に視聴者に届けます。 

 

○地域経済の動きを多角的に取材して発信します 

福井県の経済は、新たな経済振興策が課題となる中、県内で想定される原発の廃炉

に向けた調査研究や関連産業の育成、それにＬＮＧ備蓄基地の誘致をはじめとする

多角的エネルギー拠点の開発などを模索する動きが始まっています。また、平成２

６年（２０１４年）度は、北陸新幹線の金沢までの開業や舞鶴若狭自動車道の全線

開通などが予定され、地域経済活性化への期待が高まっています。こうした転換期

を迎えつつある地域経済の動向を多角的・継続的に取材して発信します。 

 

○災害・緊急報道に万全を期し地域に貢献します 

平成１６年の福井豪雨から１０年となることを受け、改めて減災・防災意識の啓発

に取り組むとともに、災害・緊急報道の際は的確に素早く情報を伝え、視聴者の期

待に応えます。また、災害時の生活情報を網羅し、被災者の暮らしを支える“ライ

フライン放送”の充実を図り、地域に役立つ放送局のあり方を追求します。 

 

○正確・迅速な選挙報道を行い視聴者の信頼に応えます 

福井県知事選挙（任期満了日・平成２７年４月２２日）に向けた動きをはじめ、県

内の各自治体の首長選挙や議員選挙について、有権者の判断の材料となる情報を公

平・公正に報道するとともに、正確で迅速な選挙報道を行うため、全局体制で臨み

ます。 

 

○地元の自然環境や伝統文化のすばらしさを県内外にアピールします 

複雑な地形を持ち風光明美の地として知られる福井県沿岸部。このうち若狭湾は、

日本海の波が複雑な地形を作り出し、貴重な自然が今も息づいています。こうした

地元・福井ならではの自然や、自然と人々との関わり、地域で受け継がれている伝

統や文化などをＮＨＫならではの映像と音声で発信し県内外にアピールします。 

 

○スポーツを通して視聴者に“元気”を届けます 

平成３０年開催予定の「福井しあわせ元気国体」に向けた動きや、２０２０年（平

成３２年）東京オリンピック・パラリンピックへの出場を狙う県内選手を継続的に

取材し情報を伝えていきます。また、ＪＦＬ昇格を目指すサッカー「サウルコス福

井」や高校野球など、地域のスポーツを幅広く取材し、視聴者に元気を届けられる

ような放送を目指します。  
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富山放送局 

○北陸新幹線開業に向けた変化や課題を伝えていきます 

平成２６年（２０１４年）度末の開業を目指す北陸新幹線。旅客輸送力も大幅に増

え、首都圏との人の行き来は格段に拡大します。東西の文化の境界線に位置してい

るといわれる富山。その社会や産業の変化をていねいに取材し、今後の課題をニュ

ースや番組で取り上げていきます。 

 

○富山ならではの自然の魅力を発信します 

３０００メートル級の山々が海岸線からわずか３０キロほどに連なる富山。落差日

本一の称名滝に代表される水の国富山。寒ブリや白エビなどの海の幸に恵まれた富

山。富山の自然は全国に誇れるものです。大自然の美しさを広くアピールし、「富山

に行ってみたくなる」番組を放送していきます。 

 

○地域の防災・減災に役立つ情報を発信し、緊急報道に尽力します 

呉羽山断層帯の地震・津波による被害など、富山県の防災上の課題を地域情報番組

でていねいに伝えるほか、災害発生時に正確かつ迅速な緊急報道が展開できるよう

な体制作りをさらに進めます。また、“寄り回り波”や“立山カルデラの土石流”な

ど、富山特有の災害についての検証や県民の生活を守るための情報発信に努めます。 

 

○富山で育まれた文化を次世代へと伝えていきます 

豊かな自然に恵まれた富山は、独自の民俗芸能や伝統工芸を育んできました。長年

にわたり受け継がれ、培われてきた文化と、それを守り支える人々の姿を追うとと

もに、新たな文化シーンで活躍する芸術家たちの活動も紹介していきます。 

 

○地域の応援団として、スポーツや文化を盛り上げます 

サッカーＪ２の「カターレ富山」、プロ野球独立リーグＢＣリーグの「富山サンダー

バーズ」、バスケットボールｂｊリーグの「富山グラウジーズ」の３つのプロチーム、

アマチュアスポーツに打ち込むさまざまな人たちを継続的に取材し、競技にかける

思いや大舞台での活躍の様子をタイムリーに紹介していきます。 

 

○選挙報道に万全を期します 

県内の自治体の首長や議員選挙で、各候補者の訴えや政策、政党の動きなどをきめ

細かく取材し、有権者に伝えます。選挙の争点などを公平・公正な立場で放送し、

正確・迅速な報道を目指します。 
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津放送局  

○防災・減災報道、災害報道に全力を尽くします 

三重県では南海トラフ巨大地震による甚大な津波被害が想定されています。津放送

局では、県民の安全・安心を守ることを最優先の課題ととらえ、防災・減災に役立

つ情報を積極的に提供していきます。また、台風や豪雨などの災害に際しては正確・

迅速な報道に全力を尽くすとともに、データ放送など多様な手段を用いて避難情報

や交通情報などをきめ細かく発信します。さらに、平成２５年（２０１３年）度に

整備した報道拠点を定期的に活用し、大規模災害への備えも着実に整えます。 

 

○三重県の情報を広く発信します 

平成２６年、熊野古道が「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界

文化遺産に登録されて１０年を迎えます。紀勢自動車道、熊野尾鷲道路の開通もあ

り、三重県南部には新たな注目が集まっています。この機に、豊かな自然や独特の

文化にあふれる魅力を広く発信し、地域の活性化に貢献します。また、郷土の変化

や課題にも目を向けて取材を行います。こうして築いた地域のネットワークを災害

報道、緊急報道にも生かしていきます。 

 

○午後６時台のニュース・情報番組をより充実させます 

平日午後６時台の県域ニュース情報番組について、内容のさらなる充実を図ります。

食の安全をめぐる問題、伊勢神宮式年遷宮後の観光戦略、障害者雇用の推進など、

地域の課題をより深く取材し、記者解説を加えるなどして、わかりやすく伝えます。

また、各コーナーについても視聴者にとってより見応えがあり参加感を実感しても

らえるよう見直していきます。 

 

○ＦＭ放送を通してラジオの機能強化を行います 

大学生向けのＦＭ番組を、より幅広い世代向けの番組にリニューアルします。これ

までに培った三重県内の大学生のネットワークを生かし、若者の視点から地域の注

目スポットやさまざまな動きをリポートするスタイルで、新たな聴取者層の開拓を

目指します。また、県民との接点を拡大し、大災害時に命綱となるラジオ放送のい

っそうの定着を進めます。 

 

○地域に密着したデジタルコンテンツを充実させます 

 データ放送で提供を開始している、鉄道・フェリーの運行情報のコンテンツを充実  

 させ、より地域に密着した生活情報をお届けします。また、番組で放送した防災・ 

 減災情報をデータ放送やインターネットでも発信し、県民の安全・安心に努め信頼 

 される放送局を目指します。 
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岐阜放送局・高山支局 

○災害・緊急報道と防災情報の提供に尽力します 

岐阜県は豪雨災害のリスクが大きく、また、直下型地震を引き起こすおそれのある

活断層が各地に存在しています。県民の生命・財産に関わる地震、台風、豪雨、豪

雪や、事件・事故について正確かつ迅速に伝えます。また、データ放送なども活用

した情報提供に積極的に取り組み、県民の安全・安心のため尽力します。 

 

○地域の課題に向き合い、地域の活性化に寄与します 

消費税率の引き上げは地域経済にも大きな影響をもたらします。また農業が盛んな

岐阜県にとってＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動きは重要な問題です。

平日午後６時台の地域情報番組では、岐阜県民の暮らしに直結する問題を掘り下げ

て取材し、課題を明らかにするとともに、解決への道筋を探ります。そして地域経

済の元気につながる情報を伝えていきます。 

 

○県内の豊かな自然や伝統文化を守り伝えます 

日本でも有数の山岳地帯を擁する岐阜県は、雄大な自然と豊かな資源により、古く

からものづくりが盛んです。永く伝えられてきた職人の知恵と技をていねいに取り

上げ、伝統文化の継承に寄与します。また、岐阜県は木曽三川など豊かな水源にも

恵まれ、水と共生した暮らし・文化も有します。豊かな自然・伝統文化を守るため

に、私たちにできることを考えていきます。 

 

○岐阜県の魅力を引き出す、親しみやすい放送局を目指します 

 地域放送局ならではの視点で事象をとらえ、身近な放送局を目指します。平成２６

年（２０１４年）の大河ドラマ「軍師官兵衛」には岐阜県ゆかりの武将・竹中半兵

衛も登場します。ドラマを通して全国からの注目が集まる中で、岐阜県の歴史的な

魅力を再認識できるような情報を発信し、老若男女から親しまれる放送局を目指し

ます。 

 

○スポーツ情報を積極的に伝え、地域に元気を届けます 

 岐阜県唯一のプロスポーツチーム、サッカーＪ２「ＦＣ岐阜」の懸命に勝負に立ち

向かう選手たちの姿を伝えます。また高校野球などのアマチュアスポーツも幅広く

取り上げ、岐阜県のスポーツのさらなる活性化に寄与します。 
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平成２６年度 中国地方向け地域放送番組編集計画 

 
≪基本方針≫ 
 

中国地方の各放送局は、公共放送として地域の安全・安心を守ります。

また、地域の課題に真摯（しんし）に向き合うとともに、暮らしに密着し

た情報や各地のさまざまな魅力を発信して、地域を応援します。 

 

 平成２５年（２０１３年）、中国地方では記録的な大雨による豪雨・土

砂災害が相次ぎました。また、南海トラフ巨大地震においては瀬戸内海沿

岸での大きな被害も想定されています。こうした状況を踏まえ、中国地方

の各放送局は、テレビ・ラジオをはじめ、さまざまな伝達手段を活用して

防災・減災に役立つ情報を発信し、災害発生時には正確・迅速な報道に取

り組みます。 

 

 人口減少をはじめとする中国地方が抱えるさまざまな課題や、住民の関

心の高いテーマに向き合い、今後進むべき方向や解決策に迫りながら、豊

かで安心して暮らせる地域社会の未来を探ります。貴重な地域資源である

海の可能性を再発見するシリーズも引き続き展開します。また、中国地方

各地が持つ多彩で豊かな魅力をていねいに掘り起こして全国や地域に広

く伝えます。 

 

 平成２７年８月は、被爆・終戦から７０年の節目となります。被爆体験

の風化がますます懸念される中、次の世代に継承していく取り組みを進め

ていきます。 

 

中国地方の各放送局は、視聴者に“身近で、信頼される”放送サービス

を届けることで、地域の再生、活性化に貢献します。 
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≪重点事項≫ 

１．安全・安心を守る情報を正確・迅速に発信します 

  中国地方には全国的にも特に土砂災害危険箇所が集中しており、昨年夏も記録的

大雨により、島根県、山口県を中心に豪雨・土砂災害が相次ぎました。日頃から

防災・減災につながる情報をきめ細かく提供するとともに、大雨、台風、地震な

どによる災害発生時には、データ放送やホームページも活用して正確・迅速に情

報を発信し、地域住民の安全・安心を全力で守ります。 

 

２．地域の暮らしを取り巻くさまざまな問題に向き合います 

少子高齢化や著しい過疎など、中国地方を取り巻く環境は依然として厳しい状況

にあります。一方、自治体や企業、住民が地域の資源を再発見し、新たに活用す

ることで活性化につなげている地域もあります。中国地方の５放送局は、各県が

抱える問題や住民の関心が高いテーマに正面から向き合い掘り下げるとともに、

地域のさまざまな取り組みや動きを伝えます。また、海と人との関係を見つめ直

すシリーズを中国・四国各局で連携して引き続き展開します。 
 

３．“被爆・戦後７０年”に向けた取り組みを進めます 

平成２７年（２０１５年）に被爆・終戦から７０年の節目となる中、被爆者の平

均年齢は８０歳に近づき、被爆・戦争体験の風化がますます懸念されます。被爆

証言の記録と若い世代への継承を進めるとともに、核兵器廃絶や平和を考える番

組の国内外への発信に取り組みます。 
 

４．ふるさとの魅力を広く発信し、地域活性化に貢献します 

各地の暮らしや美しい自然、個性豊かな人や文化、旬の話題や情報など、中国地

方の多彩で魅力あふれる姿や“いま”を全国や中国各県に向けて広く伝えます。

平成２７年の大河ドラマ「花燃ゆ」に関連した企画でゆかりの地域を盛り上げる

ほか、人々の営みや風土をていねいに取材した紀行番組、地域ならではの題材を

取り上げたドラマなどを制作して全国発信し、地域活性化に寄与します。 
 

５．地域のスポーツを応援し、視聴者の期待に応えます 

  プロ野球「広島カープ」やサッカーＪリーグなど、地域に根ざしたプロスポーツ

を中継や番組で取り上げ、スポーツファンの期待と関心に応えます。また、２０

２０年（平成３２年）東京オリンピック・パラリンピック開催決定にともなうス

ポーツ熱の高まりを受け、各種アマチュアスポーツを幅広く取り上げ、地域のス

ポーツを応援します。 
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≪各局の重点事項≫ 

広島放送局・福山支局 

○県民の安全・安心を守る放送に万全を期します 
災害や事件・事故などの緊急報道においては、県民の安全・安心を守るための情報

を放送・通信で正確・迅速に提供します。また、全国で最も多くの危険箇所を抱え

る土砂災害について、従来よりも詳細な「土砂災害危険度情報」の提供をデータ放

送で新たに開始するなど、防災・減災の視点から、さらにきめ細かい情報発信に取

り組みます。 
 
〇被爆体験の継承に取り組みます 

８月６日の広島・原爆の日を中心に、核兵器の恐ろしさや廃絶を訴える被爆地ヒロ

シマの声を広く国内外に伝えます。ニュース、ドキュメンタリーのほか、ドラマや

音楽など、さまざまな番組を編成します。また、平成２７年（２０１５年）の“被

爆７０年”に向けた取り組みを２年かけて進めます。自治体などとも協力しながら、

被爆体験の発掘・記録と次世代への継承に取り組みます。 
 
○暮らしに直結するテーマに向き合うとともに、地域活性化に貢献します 

地域経済の動向や教育、医療など、県民の暮らしを取り巻くさまざまなテーマに正 
面から向き合い、掘り下げます。また、瀬戸内海国立公園指定８０周年を迎える中、 
貴重な地域資源である海の持つ可能性を人との関わりの中で探るシリーズを引き続 
き展開します。あわせて、地域の応援団として、県内各地の豊かな風土やいきいき 
とした人々の営み、知られざる魅力などを伝える多彩な番組を全国向けや県内向け 
に積極的に発信し、地域を元気にします。 
 

○県内のスポーツを応援します 
昨シーズン、初めてクライマックスシリーズに進出した「広島カープ」や２年連続

Ｊ１制覇を果たした「サンフレッチェ広島」、２０回の記念大会となる「ひろしま男

子駅伝」など、地域に根ざしたスポーツを取り上げ、盛り上げます。ソーシャルネ

ットワーキングサービスなどを利用した応援メッセージを募集して若い世代にＮＨ

Ｋの放送を身近に感じてもらう取り組みも継続します。 
 
○視聴者のニーズに応え、放送サービスの幅を広げます 

“人にやさしい”放送を強化するために、地域向けニュースの一部で字幕放送を始

めます。また、地域向けに放送した過去１週間のニュースを動画付きで掲載するな

どのインターネットサービスを充実させます。 
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岡山放送局 

○岡山の“いま”に密着し、地域の課題に正面から向き合います 

景気回復の兆しはあるものの、不安定な雇用、少子高齢化、ＴＰＰ（環太平洋パート

ナーシップ協定）で揺れる農業など、岡山は多くの課題に直面しています。こうした

地域特有の課題を深く取材し、特に教育再生に向けた取り組みについては、わかりや

すく伝えるとともに、明日へとつながる新たな視点を視聴者に提起していきます。 

 

○安全・安心の拠点として、情報発信を強化します 
相次ぐ記録的大雨や台風被害、そして南海トラフ巨大地震の被害想定見直しなどに

より、地震や津波をはじめとする自然災害への関心が高まっています。平成２６年

（２０１４年）度も「安全・安心キャンペーン」を継続し、身近な防災・減災に役

立つ情報を発信していきます。また、県民の安全と安心を守るために、正確・迅速

な緊急報道に取り組み、ラジオやデータ放送、ホームページなどでもライフライン

情報をきめ細かく伝えます。 
 
○地域スポーツを応援します 

Ｊ１昇格を目指すサッカーＪ２「ファジアーノ岡山」や、女子バレーボールＶプレ

ミアリーグの「岡山シーガルズ」など、地元のプロスポーツを放送を通じて応援し

ます。また、開催が決まった２０２０年（平成３２年）東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けて高まるスポーツへの関心に応えて、地域スポーツの最新情報を伝

えていきます。 
 

○地域の魅力を積極的に発信し、放送で地域を元気づけます 

岡山の豊かな自然、伝統に裏打ちされた工芸や文化、そして地域でいきいきと輝く

人々。地域の魅力にこだわった多彩な番組を制作し、地域だけでなく全国にも積極的

に発信、視聴者とともに岡山の魅力を再発見していきます。 

 

○幅広い視聴者層に親しまれる放送局を目指します 
双方向番組の開発や、ホームページのコンテンツをスマートフォンでもより見やす

くするなど、視聴者との距離を縮めるサービスに取り組みます。また、地域密着の

イベント情報や防災情報を放送するなど、ＮＨＫをより身近に感じてもらえるサー

ビスを強化します。 
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松江放送局 

○原子力災害や自然災害に備えた報道の整備と強化に努めます 

島根原子力発電所は全国で唯一、県庁所在地にある原子力発電所であり、１０キロ

圏内に島根県庁や松江市役所など重要施設が集中しています。原発の再稼働をめぐ

る動きや島根県の避難計画の状況を詳しく伝え検証するとともに、原子力災害に備

えた緊急報道体制を確立します。また、豪雨など自然災害への対応も充実させ、県

民の防災意識の啓発につながるニュースや番組を制作し、県民の生命と財産を守る

ための放送を続けます。 

 

○地域の魅力を発信し、地域を応援します 

全国的な注目が高まった出雲大社や、世界遺産の石見銀山、世界ジオパークに認定

された隠岐諸島、地域に息づく伝統行事など、豊かな文化や自然を育む島根県の魅

力を全国に発信します。また、地域で活躍するスポーツチームや地元出身のスポー

ツ選手の活躍を詳しく伝え、地域に活力と元気を与えます。 

 

○地域の課題を掘り下げ、新たな可能性を伝えます 

島根県は過疎高齢化や医療体制の弱体化など、多くの課題を抱えています。県民が

どのような悩みを抱え、何を求めているかを幅広い視点で取材し、解決に向けた取

り組みや提言を伝えます。また、地域に眠る有形無形の資産を再発見する試みや、

地域から世界に広がるビジネスなど、地域活性化のヒントとなる動きを広く発信し

ていきます。 

 

○幅広い視聴者とのつながりを大切にします 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、視聴者が撮影したビデオや写真を紹介

する視聴者参加型のコーナーを充実させ、視聴者とのつながりを強化します。また、

引き続き中学生・高校生のための放送講座や音楽コンクールなどを開催し、将来を

担う若い人たちを応援するとともに、地域の文化・教育の振興に貢献します。 
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鳥取放送局・米子支局 

○親しまれ、信頼される放送局を目指します 
平日午後６時台のニュース・情報番組を、視聴者目線を大切にした魅力的でよりわ

かりやすい放送になるように努めます。生放送にふさわしい、ライブ感あふれる中

継を随時織り交ぜながら「地域の今」を見つめ、地域の活力を伝えます。また、地

域の特性や課題について取材者の解説を交え、歯止めのかからない人口減少や雇用

不安のほか、地域再生に取り組む鳥取県の現状を掘り下げます。 
 
○安全で安心な地域のくらしを守ります 
 東日本大震災を教訓に、島根原子力発電所が再稼働した際の安全性や事故対応、そ

して行政が策定した避難計画や避難訓練などを継続的に検証します。また、中国地

方で唯一県内全域が豪雪地帯に指定されている鳥取県の大雪や突風による自然災害

にどう備えるかなど、防災・減災に役立つ情報の発信に努めます。 
 
○デジタル放送ならではのサービスで、幅広い視聴者層とのつながりを深めます 
 データ放送の双方向機能などを活用し、平日午後６時台のニュース・情報番組の気

象コーナーや、県内で唯一のプロスポーツチーム、サッカーＪ３「ガイナーレ鳥取」

中継などで、クイズやアンケートといった視聴者参加型の演出を取り入れます。ま

た、大相撲やアマチュアスポーツなどでも、デジタル放送ならではのサービスのい

っそうの強化に取り組み、視聴者層拡大を目指します。 
 
○地域の魅力を発信し、地域の活性化に役立つ番組を制作します 
 関心の高いニュースを番組につなげて効率的な展開を図り、県域番組の充実に取り

組みます。金曜午後７時台は、ジャーナルなテーマを扱った番組だけでなく、地域

の魅力を親しみやすく描いた番組を制作することで、これまで以上に地域の活性化

に貢献します。 
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山口放送局・下関支局 

○地域に寄り添い、地域の力となります 
平日午後６時台の地域情報番組と金曜夜間を中心に、地域に寄り添った放送を行い

ます。在日米軍再編と沖縄の基地負担軽減の中で重要性が高まる米軍岩国基地につ

いて、きめ細かく、わかりやすく伝えます。また、上関原子力発電所建設計画、景

気・雇用不安、少子高齢化など、今、地域が直面している課題と向き合い、視聴者

とともに考えます。さらに、自然、産物、歴史、文化、テクノロジー、人物など、

地域の魅力を見いだして発信するとともに、地域の声や営みをきめ細かくすくいあ

げ、地域で最も身近で信頼される放送局となることを目指します。 
 
○地域に安全・安心を届けます 

災害や事件・事故などの緊急報道では、テレビ・ラジオだけでなく、データ放送や

ホームページなども活用し、ライフライン情報も含めたきめ細かな情報を迅速に提

供し、公共放送としての使命を果たします。また、豪雨や台風・地震などの自然災

害においては防災情報をタイムリーに提供し、地域の防災・減災に貢献します。 
 
○大河ドラマ「花燃ゆ」の放送に向けて地域を盛り上げます 

平成２７年（２０１５年）の大河ドラマ「花燃ゆ」の舞台となる、地元山口県の放

送局として、地元自治体とも連携しながら、ロケ情報や関連情報、郷土の歴史など

を、地域情報番組の中で年間を通して伝えるとともに、関連イベントも行い、地域

にきめ細かく情報を提供。平成２７年の番組開始に向けた機運を盛り上げ、地域に

元気と誇りを届けます。 
 
○地域との一体感、視聴者とのつながりを大切にします 

地域の自治体や公共施設などと連携し、地域に親しまれる開かれた放送局を目指し

ます。また、ケーブルテレビによるテレビの視聴比率が高い地域性に即し、県内各

地のケーブルテレビ局と連携し、放送やイベントを通して地域との一体感や親近感

を高めます。さらに、さまざまな手法を使って視聴者の参加感、双方向感のあるコ

ンテンツの開発に努め、視聴者層の拡大を目指します。 
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平成２６年度 九州沖縄地方向け地域放送番組編集計画 

 
≪基本方針≫ 
 

九州沖縄の各放送局は地域放送のいっそうの充実を図り、公共放送だか

らこそできる質の高い放送を通して地域の期待に応えます。これまで以上

に親しまれ、信頼される放送局を目指すとともに、地域の再生・活性化に

貢献します。 

 

平成２５年（２０１３年）度は、食品虚偽表示や医院火災など、私たち

の暮らしの安全を揺るがす出来事が後を絶ちませんでした。また、九州沖

縄では、台風や集中豪雨などの自然災害により、毎年のように甚大な被害

を受けています。こうした状況のもと、各放送局は“命”と“暮らし”を

守る公共放送として、正確で頼りになる報道に取り組むとともに、日頃か

ら防災や減災につながる情報の提供に努めます。 

 

沖縄県の尖閣諸島や米軍普天間基地の移設をめぐる安全保障問題、諫早

湾干拓事業や原子力発電所をめぐる動きなど、九州沖縄が抱える課題に取

り組んでいきます。また、沖縄県知事選挙（任期満了日・平成２６年１２

月９日）をはじめとする自治体の首長選挙にあたっては、正確で迅速、公

平かつ公正な報道に努めていきます。 

 

九州沖縄の各放送局は、地域の伝統・歴史・文化を大切にした番組を制

作することにより、地域との結びつきをいっそう強め、視聴者の期待と要

望に応えていきます。 

 

多様なメディアの特性を生かして、番組ごとに最適なサービスをより幅

広い視聴者に向けて展開します。 
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≪重点事項≫ 

１．“安全・安心”と地域を支える正確で迅速な報道 

九州沖縄地方の９つの放送局は一体となって機動力を生かし、台風や豪雨、噴火

などの自然災害や事件・事故発生時には、地域住民の安全と安心を守るために正

確で迅速な緊急報道を行います。大規模災害発生時には、データ放送やインター

ネットも活用してライフライン情報をきめ細かく伝えます。また、各地域の首長・

議員選挙や平成２７年（２０１５年）４月に予定される統一地方選挙については、

有権者の判断のよりどころとなる情報を提供し、選挙報道に万全を期します。 

 

２．暮らしに密着した放送・サービスの充実 

九州沖縄地方の９つの放送局は、相互に連携してニュースや番組の制作に取り組

んでいきます。平日午後６時台のニュース・情報番組では、地域のニュースや話

題をきめ細かく伝えるほか、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、消費税率

の引き上げ、原子力発電所をめぐる問題など、生活に密接に関わる情報を手厚く

伝えます。地域が抱える課題を検証し、事件・事故の再発防止への取り組みにつ

いても伝えていきます。金曜午後７時台の番組では、地域が共通して抱える課題

をタイムリーに取り上げ、真正面から向き合って考える報道番組を引き続き放送

します。金曜午後８時台の番組では、地域のさまざまな話題を親しみやすく紹介

します。このほか、中堅層や若年層をはじめとした視聴者層の拡大を意識した特

集番組の開発を引き続き行っていきます。土曜朝のニュース情報番組についても、

より地域に密着した親しみやすい番組に刷新します。 

 

３．大河ドラマ「軍師官兵衛」との連動 

福岡・大分など北部九州にもゆかりのある大河ドラマ「軍師官兵衛」では、地域

の文化や歴史情報の全国発信を通して地域を盛り上げます。また、コンサートや

展覧会など関連イベントを実施するほか、本部や各局と連携したホームページを

充実させます。 

 

４．地域の特色を生かした多彩な番組の全国発信 

ＮＨＫが持つネットワークを生かして、地域のさまざまなニュース・情報を全国

に伝えます。地域の課題と向き合う番組、豊かな自然や人々の温もりを生き生き

と描く地域発ドラマ、ふるさとの魅力を再発見する特集番組など、多彩な番組を

全国発信し、地域の活性化に貢献します。 
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５．“戦争と平和”や安全保障を考えるニュース・番組 

平成２７年８月は終戦から７０年の節目となります。被爆地の長崎や、地上戦の

舞台となった沖縄などをはじめ、各地の証言や記録資料などを通して戦争の悲惨

さを後世に伝え、平和へのメッセージを発信していきます。また、沖縄県の尖閣

諸島や米軍普天間基地の移設など安全保障をめぐる動きを伝えます。 

 

６．アジアに関する情報の発信 

“アジアの中の九州沖縄”を考える番組を継続し、地理的、歴史的にアジアと深

い関わりを持ってきた地域ならではの視点で、地域や全国に向けて発信していき

ます。また、アジア各国との経済や文化交流などの動きを、各国の放送機関との

連携を生かして伝えていきます。 

 

７．多様なメディアの特性を生かした新たな放送サービスへの取り組み 

データ放送やソーシャルネットワーキングサービスを活用した双方向番組への取

り組みなど、デジタル放送ならではのサービスに引き続き取り組んでいきます。

それぞれの特性を生かして、番組ごとに最適なサービスを提供し、視聴者の期待

に応えます。 

 

８．地域の文化やスポーツの振興 

九州沖縄地方には、長い歴史と伝統の中で育まれてきた個性豊かな文化がありま

す。それらを継承している人々や、新しい文化・芸能を創造している人々を積極

的に取り上げ、地域文化の振興・発展に寄与します。「明治日本の産業革命遺産～

九州・山口と関連地域」など、世界遺産登録を目指して手続きが進む各地の動き

をニュースや番組を通して発信していきます。また、スポーツが盛んな九州沖縄

地方において、視聴者の関心が高いプロスポーツやアマチュアスポーツを中継す

るとともに、関連情報を番組やニュースで伝え、地域のスポーツ振興に寄与しま

す。 
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≪各局の重点事項≫ 

福岡放送局 

○災害や事件・事故発生時には、正確で迅速な緊急報道に全力で取り組みます。また、

日頃から防災・減災につながる情報を積極的に提供していきます。 

 

○平日午後６時台のニュース番組では、福岡県内のその日の動きを掘り下げてわかり

やすく伝えます。また、雇用や医療・福祉、教育、ライフラインなど暮らしに深く

関わる話題を取り上げ、地域の視聴者の関心に応えます。また、飲酒運転防止を呼

びかけるほか、データ放送を活用した双方向演出にも引き続き取り組んでいきます。 

 

○福岡県にゆかりのある大河ドラマ「軍師官兵衛」に連動した番組・デジタルサービ

ス・イベントを通して、地元の期待に応えます。 

 

○平成２６年（２０１４年）１２月６日に任期満了を迎える福岡市長選挙をはじめと

した県内の地方選挙については、正確かつ迅速な報道に万全を期し、地域の関心に

応えます。また、選挙の争点や地方自治体の課題など、有権者の判断のよりどころ

となる情報を公平・公正に伝えます。 

 

○福岡県の風土や人々を題材にした「福岡発地域ドラマ」の制作に引き続き取り組み

ます。“いま”を懸命に生きる人々の姿を描き、ふるさとの魅力を再発見します。ま

た、マスコットキャラクター「ふっく」を活用した番組やイベントなどを展開し、

より親しみやすい放送局を目指します。 

 

○ダイナミックに動いているアジアの“いま”を見つめるニュースや番組など、アジ

アの玄関口の放送局としてさまざまな視点で情報を発信していきます。 

 

○日本一を目指す「福岡ソフトバンクホークス」、Ｊ１復帰を目指す「アビスパ福岡」、

大相撲などのプロスポーツ情報を伝えます。また、高校野球をはじめ関心が高いア

マチュアスポーツ情報も番組やニュースで伝え、スポーツ振興に寄与します。 

 

○地域の関心が高い「博多祇園山笠」「大濠花火大会」など伝統文化の継承に貢献する

中継番組やイベントを展開し、地域文化の発展に寄与します。 

 

○地域向けに放送した過去１週間のニュースを動画付きで掲載するインターネットサ

ービスの機能強化をするとともに、平成２５年度に地域向けニュースの一部で始ま

った生字幕放送を引き続き行っていきます。 
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北九州放送局 

○北九州放送局は、“地域を元気にする活性化の応援団”として、引き続き、放送など

を通して、地域の魅力や課題を地域と全国に向けて発信していきます。 

 

○北九州市では、公害克服の技術と経験を生かし、循環型社会づくりが進んでいます。

環境・エネルギー分野での先駆的な取り組みや海外での環境ビジネス・水ビジネス

の展開などについて、最新の動きや課題を伝えます。また、北九州市は、政令指定

都市の中で最も高齢化が進んでいます。「超高齢社会」にどう向き合っていけばいい

のかについても重点的に取り上げます。 

 

○平成２５年（２０１３年）度に全面的に刷新した平日午後６時台のニュース・情報

番組の内容を充実させ、“深く、わかりやすく”伝えることを目指します。金曜午後

７時台の地域特集番組では、“いま”起きている問題や話題を取り上げ、地域と人を

見つめます。また、毎週金曜日午前１１時台の週末情報番組では、地域の魅力や暮

らしに役立つ情報を伝えます。 

 

○地域の安全・安心に役立つ災害・防災報道の充実に全力で取り組みます。データ放

送やインターネットなどでも防災・減災のための情報提供に力を入れます。また、

関門地域唯一の放送局として、海上交通の難所と呼ばれる関門海峡をはじめ、地域

で起こる事件や事故などの緊急報道にも的確に対応します。 

 

○北九州市長選挙（任期満了日・平成２７年２月１９日）をはじめ、平成２６年度に

実施される予定の選挙については、福岡放送局と協力して、正確で迅速な選挙報道

に努めます。平成２７年４月に予定される統一地方選挙についても事前の準備や報

道に万全を期します。 

 

○放送を通じて地域のスポーツと文化を盛り上げます。サッカーＪ２「ギラヴァンツ

北九州」については、試合の生中継や平日午後６時台のニュース・情報番組などを

通じて応援します。また、「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」の世

界文化遺産への登録を目指す動きや文化芸術活動などを伝えることで、地域文化の

発展に寄与します。 

 

○福岡県が舞台の一つである大河ドラマ「軍師官兵衛」には、ゆかりのある地域から

強い期待が寄せられています。関係する福岡放送局・大分放送局と協力してニュー

ス・番組やイベントで地域の活性化に貢献します。 
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熊本放送局 

○災害報道は、引き続き最重点の取り組みと位置づけ、地域の防災と減災に寄与しま

す。梅雨時の集中豪雨や台風接近の際にはいち早く地域のきめ細かな情報を提供す

るため、テレビ、ラジオ、インターネットでの発信に全力を尽くします。また平常

時からも、役に立つ防災知識の普及を図る放送に取り組みます。 

 

○雄大な自然と豊かな農産物や人気の高い温泉地などで知られる阿蘇山と周辺は、熊

本だけでなく九州が誇る観光と産業の重要な地域であり、平成２５年（２０１３年）

に「世界農業遺産」に認定されました。地元では草原の再生と連動させてさらにそ

の存在をアピールしようという動きが活発です。阿蘇から地域の元気を発信する放

送に取り組みます。 

 

○水俣病の認定をめぐるさまざまな動きや、被害者、地域、行政への取材を深め、被

害を二度と繰り返すまいという人々の思いを伝えていきます。 

 

○政令指定都市となってから初めての熊本市長選挙（任期満了日・平成２６年１２月

2 日）を迎えます。これに向けて着実に準備を進め、万全の態勢で臨み公平・公正

な選挙報道を行います。このほかの県内の地方選挙についても、正確・迅速な報道

に全力で取り組み、有権者の関心に応えます。 

 

○視聴者参加型キャンペーン「くまべん」は２年目を迎えます。人それぞれの“お弁

当”にまつわる思い出やエピソードを取り上げて紹介するほか、熊本の豊かな食材

を取り上げます。家族、地域、職場、学校、友人などのあたたかさを実感し、地域

の食育に貢献する番組を届けます。 

 

○サッカーＪ２の「ロアッソ熊本」は新体制で再出発します。公式戦を中継するほか、

最新情報をニュース・情報番組で伝えます。そのほか視聴者の関心の高い高校スポ

ーツやアマチュアスポーツについてもスポットをあて、地域のスポーツ振興に寄与

します。 
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長崎放送局・佐世保支局 

○平成２７年（２０１５年）に被爆７０年となります。原爆の惨禍を直接体験した人

から話を聞ける時間はもはや長くは残されていません。被爆者の証言の記録・発信

にいっそう力を注ぎます。今も続く苦しみや、核兵器廃絶の願いを引き継ぐ若い世

代の取り組みなどを、多角的に取材し、ニュースや番組に結びつけていきます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組を刷新し、いっそう充実させます。日々起き

るさまざまな出来事を正確・迅速に取り上げる一方、諫早湾干拓事業の開門調査問

題など、県民の関心が高いニュースの背景やその意義について掘り下げて伝え、“わ

かりやすく、役に立つ”番組を目指します。金曜午後７時台の地域特集番組も連動

し、引き続き、県内のさまざまな問題や話題を取り上げ、視聴者の関心に応えます。 

 

○視聴者の安全・安心を支えるため、災害の発生時や、そのおそれがあるときには、

的確で迅速な報道に全力で取り組みます。また、防災・減災につながる情報を日頃

から積極的に取り上げます。 

 

○「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」が、ユネスコの世界遺産候補

として政府から推薦されました。また、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」もユ

ネスコの世界遺産暫定一覧表に登録され、長崎県や地元自治体は平成２６年の政府

推薦決定を目指しています。実現すれば、長崎の観光振興にも大きな弾みとなる、

長崎市の三菱重工長崎造船所や「軍艦島」として知られる端島炭坑などの世界遺産

登録に向けた県内の取り組みを伝えるとともに、これらの遺産候補の魅力や価値を

広く発信します。 

 

○第６９回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」（１０月）と、第１４回全国障害者

スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」（１１月）では、開会式や各種競技を中継や

ニュースで伝えます。また、サッカーＪ２への参戦初年度にして、Ｊ１昇格をうか

がう好成績を上げた「V・ファーレン長崎」の活躍を新シーズンも詳しく取り上げ、

試合の中継を実施するなど地域とともに盛り上げていきます。 
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鹿児島放送局 

○鹿児島県は南北６００キロにおよぶ広大な県域に、桜島や霧島などの火山や、世界

自然遺産の屋久島や自然遺産登録を目指す奄美群島など自然豊かな多くの離島があ

ります。明治維新期を中心に歴史の表舞台にもなり、先人たちの活動の足跡が身近

に残ります。多彩な話題、情報、魅力を全国に発信していきます。 
 

○桜島では活発な火山活動が続いています。市民生活に影響を与える降灰情報をきめ

細かく伝えると同時に、大噴火に備えた火山研究の最前線や防災対策などの現状と

課題をニュースや番組で詳しく伝えていきます。また比較的静穏な状態が続いてい

る霧島新燃岳についても継続して取材し活動の変化や防災に関する情報を伝えます。 

 

○鹿児島県では毎年集中豪雨や台風による被害が発生します。“防災放送局”として、

安全・安心に役立つ情報を積極的に伝えます。また、雨量など最新の災害情報をデ

ータ放送やインターネットと連動させて提供し、警戒を呼びかけます。 

 

○東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故がもたらした影響や課題を

教訓に、川内原子力発電所の運転再開に向けた動きや安全対策、地域経済への影響

など原子力発電所をめぐる問題も継続して伝えます。 

 

○九州新幹線の全線開業から３年が経過し開業効果に陰りが見え始め、長崎ルートの

本格着工など地域間競争の激化が予想されます。第３セクター肥薩おれんじ鉄道の

経営安定化、航空路線や高速道路など交通インフラの問題や、鹿児島市街地の再開

発計画など、街づくり、地域活性化を模索する情報の提供に取り組みます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、地域の課題や問題点に深く切り込みま

す。経済活性化の課題や雇用のほか、高齢化、介護、人生の終着をいかに迎えるか

など地域が抱える問題について深く掘り下げ、解決策を探ります。県内各地のさま

ざまな情報を伝えるほか、離島の情報発信にも力を入れていきます。 

 

○金曜午後７時台の番組では、地域の課題に正面から向き合うほか、ひたむきに生き

る人々を見つめます。また、午後８時台の番組では、視聴者の意見や反応をリアル

タイムで紹介する視聴者参加型の生放送番組の充実に努めます。 

 

○サッカーＪＦＬへの昇格が決まった「鹿児島ユナイテッドＦＣ」に市民の関心が高

まっています。今後のＪリーグ加盟に向けた課題や期待を寄せる地元の様子を伝え

ます。それに大相撲の郷土力士の活躍や高校野球など、スポーツ情報を幅広く伝え

ます。 
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宮崎放送局 

○南海トラフ付近で巨大地震と津波が起きた場合、国の想定では宮崎県で最悪の場合、

４万２千人が死亡するという九州最大の被害予想が出されました。ニュースや番組

で県や自治体の対応や防災計画、地域の抱える課題などを継続的に取材し、県民の

防災意識の向上に寄与します。あわせて県内の防災士とのネットワークを強化し、

防災や減災のためのノウハウ、地域の防災イベント情報を伝えていきます。 

 

○「ファイト！みやざき」キャンペーンを引き続き展開して、地域に寄り添った正確

で迅速なニュース、多様な番組・デジタルコンテンツなどを通して宮崎県の発展を

応援していきます。 

 

○平日午後６時台のニュース番組は、“宮崎の今を伝える・これからを考える”姿勢を

貫き、さらなる充実を図ります。専門家への取材や記者解説などに力を入れ、“わか

りやすく正確に”伝えていきます。また、地域の気象情報をより詳しくお伝えしま

す。 

 

○金曜午後７時台の地域放送番組は県内の“熱い人や地域”に寄り添い、宮崎の今を

描いていきます。また、金曜午後８時台の地域放送番組では、“元気な宮崎人”“県

民が自ら出演し情報や話題を発信する”という番組の方針をさらに推し進め、地域

の魅力・元気を発信していきます。 

 

○宮崎県知事選挙（任期満了日・平成２７年１月２０日）に向けた準備を着実に行い、

正確で迅速な選挙報道に全力で取り組みます。 

 

○ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉参加を受け、農業県宮崎の現場にも

さまざまな変化・変革が求められています。“いま”何が起きているか、将来に向け

てのどんな取り組みがなされているか、可能性や課題などを取材し、宮崎の食と農

業について考えていきます。また今も続く、口てい疫からの復興の歩みを見つめ、

その災禍と教訓を風化させることなく伝えていきます。 

 

○データ放送、ホームページなどのデジタルコンテンツを充実させ、番組と一体とな

ったサービスを展開します。また、双方向アンケートシステムや連動データ放送な

ど、デジタル技術を取り入れた演出にも積極的に取り組みます。 
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大分放送局 

○南海トラフ巨大地震や台風などさまざまな自然災害に備え、県民の生命・財産を守

る災害報道や、事件・事故の緊急報道に取り組みます。また災害に備えるノウハウ

など、防災・減災につながる情報についても詳しく伝えていきます。 

 

○平成２７年（２０１５年）春の完成を目指して建設が進められている大分駅の駅ビ

ルや大分県立美術館など、大分市の中心市街地再開発が佳境を迎えるのを受けて、

その現状や課題を深く掘り下げて伝えます。 

 

○再生可能エネルギーの自給率が全国１位の大分県では、メガソーラーや地熱発電な

ど、次々に建設計画が進んでいます。こうした再生可能エネルギーの現状や課題、

そして将来性をさまざまな角度から見つめます。 

 

○温泉や豊かな自然に恵まれて、アジア各国など海外からの観光客の誘致にも積極的

に取り組んでいる大分県の魅力を全国に発信します。 

 

○全国ブランドの産品を数多く産出する一方で、生産者の高齢化などの課題を抱えて

いる大分の農林水産業を積極的に取り上げ、県民の関心に応えます。 

 

○サッカーＪ２に舞台を移した「大分トリニータ」について、チームの戦いぶりを詳

しく伝えるとともに、チームの存続に向けて取り組む経営の現状についても詳しく

取り上げます。 

 

○大河ドラマ「軍師官兵衛」の進行に合わせ、官兵衛が壮年期を過ごした中津市や、

九州平定に向けて大友氏と戦った別府市など、数々のゆかりの地を取り上げ、地域

の発展に貢献します。 

                        

○平日午後６時台のニュース・情報番組や、平日午前１１時台の情報番組、金曜午後

７時台、８時台のドキュメンタリー番組など地域に密着した番組で、地域が抱える

さまざまな課題や取り組み、頑張る人たちを積極的に取り上げ、よりわかりやすく

伝えます。 
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佐賀放送局 

○東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故を教訓とし、引き続き、緊急

報道の体制を強化します。自然災害や原子力発電所再稼働をめぐる動きをニュース

とともにデータ放送やインターネットで正確・迅速に伝え、“地域の安全・安心”に

役立つ情報をタイムリーに発信します。また、ラジオの機能強化を推進するため、 

 自治体とのネットワーク構築・連携強化を図り、防災・減災報道にもつなげます。 

 

○平成２８年（２０１６年）の「有田焼」創業４００年を見据えた取り組みをさらに

推進します。平日午後６時台のニュース・情報番組のコーナーと土曜日のミニ番組

を中心に、有田焼の歴史・魅力を発信し、特集企画とあわせて“創業４００年”へ

の機運を高めていきます。また、産業としての陶磁器にも目を向けることで佐賀県

の地域振興に貢献します。 

 

○佐賀県・佐賀大学と連携して展開した“肝がん撲滅キャンペーン”を平成２６年度

も推進し、医療・健康情報の充実を図ります。地域放送番組において継続的に情報

を提供し、またさまざまなイベントの機会をとらえ肝炎ウイルスの検査勧奨を実施

するなど、県民に対する啓発活動に取り組みます。 

 

○サッカーＪ１「サガン鳥栖」について中継や最新情報などを積極的に伝え、県内を

一つに結びます。また、水泳や陸上などで活躍する選手も幅広く取り上げ、佐賀県

のスポーツ振興につなげます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、玄海原子力発電所や諫早湾干拓事業を

めぐる動き、農業県佐賀に大きな影響を与えかねない米の生産調整見直し、さらに

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）など、地域が抱える重要課題を積極的に

取り上げ、最新情報や県民が必要とする情報を手厚く伝えます。 

 

○平日午前１１時台の情報番組では、暮らしに役立つ生活情報や生涯学習につながる

カルチャー情報など視聴者の生活を豊かにする情報を引き続き発信していくことで、

“より身近に感じてもらえる放送局”を目指します。 

 

○金曜午後７時台・８時台の地域放送番組では、県内で脈々と受け継がれてきた文化

や芸術、地域でたくましく生きる人など、改めて“ふるさとの魅力”を掘り起こす

とともに、県民が関心を寄せる地域の課題にも正面から向き合います。 

 

○データ放送やインターネットを活用した双方向企画を“家族そろって楽しめる番組”

や“若年層を意識した番組”など多彩な番組で展開し、幅広い視聴者層がデジタル

放送の魅力を体感できるような放送を目指します。 
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沖縄放送局 

○普天間基地の移設をはじめとする米軍基地問題は、沖縄県民のみならず日本全体の

大きな関心事です。また尖閣諸島をめぐる問題は今後も日本の外交や安全保障に大

きな影響を与え続けます。こうした重要なニュースを多角的、継続的に深く取材し

全国に伝えていきます。そして基地との向き合い方や経済振興など“沖縄の未来”

を県民とともに考えていきます。 

 

○平成２６年（２０１４年）１２月９日任期満了の沖縄県知事選挙は、基地問題の

今後など沖縄と日本の未来を占う重要な選挙と位置づけ、県民の判断に役立つ情

報の発信や正確・迅速な開票速報に全力で取り組みます。 

 

○沖縄県は１４歳以下の子どもの割合が全国の都道府県の中で最も高くなっています。

“子ども・未来”を年間テーマとして、沖縄の未来を担う子どもたちをどう育んで

いくのかを考えるとともに、スポーツ、芸能、文化など沖縄の子どもたちの多彩な

活躍を積極的に紹介し県民を元気にします。また沖縄の島言葉や固有の文化を次の

世代に伝えていく取り組みにも光を当てます。 

 

○平成２６年１０月１０日で“沖縄戦の序章”とも言われる「十・十空襲」から７

０年となります。平成２７年には、住民の４人に１人が犠牲になった悲惨な沖縄

戦から７０年となります。高齢化の進む沖縄戦体験者の貴重な証言を記録し伝える

とともに、平和のメッセージを受け継ぎ次の世代に伝えていく活動を取り上げます。

６月２３日の「慰霊の日」には「全戦没者追悼式」の模様を全国に向けて中継する

とともに、関連番組やニュースも放送します。 

 

○台風や地震、津波などの災害報道では、テレビとラジオを通じてきめ細かな情報

発信を行うほか、データ放送やホームページなどのメディアを活用して、県民の“安

全・安心”に役立つ報道に努めます。また、大災害に備え、防災・減災対策を検

証する番組やリポートを放送し、県民の生命・財産を守る取り組みを進めます。 

 

 

 

- 49 -



平成２６年度 東北地方向け地域放送番組編集計画 

 
≪基本方針≫ 
 

東日本大震災の発生から３年がたち、被災地の復興はようやく動きだし

始めたものの、いまだ厳しい状況が続いています。平成２６年（２０１４

年）度、東北地方の各放送局は、震災と東京電力福島第一原子力発電所の

事故からの復興支援を引き続き最優先に掲げ、被災地の現状や人々の思い

を伝え、復興の道筋を検証し解決策を提言していきます。また、災害に備

え、県域のラジオ放送をさらに充実させるなど、きめ細かい生活情報を提

供する体制を強化します。 

 

農業をはじめとする主要産業の動向や少子高齢化、雇用、医療、介護な

ど、東北地方が抱える課題に正面から向き合います。各放送局が、地域の

人々の視点に立ってわかりやすく伝えるとともに、ネットワークを生かし

て共通の課題に一丸となって取り組みます。現状を打開しようとする各地

の先進的な試みも積極的に発信し、地域の再生や活性化に貢献します。 

 

地域の応援団として、番組やイベントを通して東北に“笑顔”と“元気”

を届けます。東北の魅力を多彩な番組で展開し、ふるさとのすばらしさを

伝えるとともに、視聴者とのふれあいを大切にする公開番組や、関心の高

いスポーツ放送を充実させます。 
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≪重点事項≫ 

１．被災地の現状を伝え、復興を全力で支援する 

被災地では復興事業がなかなか進まないうえ、水産業や商工業の再生も遅れ、人

口の減少が深刻化しています。さらに福島県では、汚染水問題など新たな課題が

次々に明らかになり、暮らしを取り戻すめどが立たない状況が続いています。震

災直後から開始した被災者の声を直接伝える番組を継続するとともに、復興の道

筋を検証し解決策を提言するニュースや番組を発信し続けます。幅広い視聴者に

被災地の現状を伝え、震災の風化を防ぐため、震災をテーマとした新たな切り口

の番組を積極的に制作します。 

 

２．地域の安全と安心を支える 

震災から得た教訓を生かし、地域の防災力を高めることは、被災地の放送局の大

切な使命です。平成２７年（２０１５年）３月に仙台市で開催される「国連防災

世界会議」に合わせて、地域の防災・減災意識の向上に資する情報を発信します。

迅速な緊急報道に備え、東北の全放送局で県域のラジオ情報番組を放送します。

災害時にはテレビとラジオに加え、データ放送、インターネットなどさまざまな

メディアを活用し、きめ細かい生活情報を伝えます。 

 

３．地域の課題に向き合う 

地域経済の衰退や少子高齢化をはじめ、東北地方が抱えるさまざまな課題に真正

面から向き合います。減反政策の廃止やＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、

消費税率の引き上げが、東北の経済や人々の暮らしにどのような影響を与えるの

か、ニュースや番組で取り上げます。また、東北各地で進む再生可能エネルギー

の開発など、地域の活性化につながる先進的な取り組みを発信します。 

 

４．東北の魅力を伝え、“笑顔”を届ける 

東北各地で歌い継がれてきた民謡の魅力を伝える番組が、放送開始から６０年を

迎えます。人々の暮らしに根づいた民謡の奥深さを幅広く視聴者に届けます。東

北の豊かな文化や伝統を紹介するバラエティー番組や、東北ゆかりのアーティス

トが出演する音楽番組を充実させ、視聴者に笑顔を届けます。 
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５．スポーツの力で“元気”を届ける 

「東北楽天ゴールデンイーグルス」の日本シリーズ初制覇は、東北各地の人々に

感動と勇気を与えました。プロ野球やサッカーＪリーグをはじめとした地元プロ

スポーツチームの活躍を伝え、スポーツの力で東北に元気を届けます。また、東

京オリンピック・パラリンピックなどに向け、努力を続ける若手アスリートを紹

介し、躍進が期待される選手たちを応援します。 
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≪各局の重点事項≫ 

仙台放送局 

○平日午後６時台のニュース・情報番組を充実、強化します。震災発生から３年がた

ち、復興に向けた課題は、多様化、深刻化しています。深い取材に基づくリポート

や解説で、被災地の現状を伝えるとともに、復興の道筋を検証し解決策を提言しま

す。減反政策の廃止、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、消費税率の引き上

げが、地域経済や人々の暮らしにどのような影響を与えるのか、東北地方共通の課

題を、ネットワークを生かして取材し、企画シリーズでわかりやすく伝えます。県

民の関心の高いスポーツやレジャー、暮らしに役立つ楽しい情報も届けます。県内

各地で公開生放送を行い、視聴者とともに番組を作ります。 

 

○若年層の接触拡大を目指したラジオキャンペーンを、東北３県（宮城・岩手・福島）

の民放と共同して実施します。被災地の人々を元気づける番組やイベントを展開し、

災害時に安全・安心情報を得る手段として、ラジオの活用を呼びかけます。災害時

に備えて立ち上げた平日午後５時台の地域放送番組では、さらなる県民への浸透を

図るために、ラジオならではのフットワークの軽さを生かして、ふるさとに密着し

た旬の話題を提供します。川柳・短歌大会などの参加型の公開放送を実施し、リス

ナーとの結びつきを深めます。 

 

○宮城の課題や県民の関心に応える県域放送を充実させます。震災からの復興をどう

進めていくか、視聴者を交えて徹底的に討論する番組や、タイムリーな話題を取り

上げる特集番組など、硬軟織り交ぜた内容で幅広いジャンルに取り組みます。 

 

○悲願の日本一を果たし、人々に感動と勇気を届けた「東北楽天ゴールデンイーグル

ス」や、Ｊ１「ベガルタ仙台」など、視聴者の関心の高い地元プロスポーツをニュ

ースや番組で積極的に取り上げます。東京オリンピック・パラリンピックを目指す

宮城県出身選手の活躍や、高校野球などアマチュアスポーツにも注目し、スポーツ

の魅力を伝えます。 

 

○データ放送やインターネットなどさまざまなメディアを活用し、暮らしや安全に密

着した情報を発信します。災害時にはテレビやラジオとあわせて、きめ細かい生活

情報を提供します。視聴者の意見とともに番組を進行する参加型番組や、データ放

送を活用した双方向番組の制作に積極的に取り組み、視聴者との結びつきを強化し

ます。 
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秋田放送局  

○県民の生活に関わる地域に密着した情報、暮らしに寄り添った話題を発信するとと

もに、地域のきずなや地元の先進的な取り組み、優れた文化を全国にも届け、地域

放送局の役割を全力で果たします。 

 

○東日本大震災の風化を防ぎ、復興を支える放送を続けます。秋田県の市町村で進め

られている津波防災計画の見直し作業を検証するとともに、減災につながる情報を、

より迅速に発信できるよう取り組み、緊急時の情報発信の根幹を担うラジオの機能

強化を図ります。各市町村と連携して、災害時の情報流通の基盤である公共情報コ

モンズを円滑に運用し、県民の安全・安心に関わる情報を迅速かつ効率的に伝えま

す。 

 

○秋田県の主要な産業である農業、その中でも大きな比重を占める米作りが、減反政

策の廃止、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）などで、重大な岐路に立たさ

れています。国の農業政策で生まれた大潟村が平成２６年（２０１４年）１０月に

創立５０年を迎えるのに合わせ、大潟村の歴史を振り返りながら、秋田の米作り、

農業のあり方をニュースや番組で深く掘り下げ、日本の農業の未来を展望します。 

 

○低迷を続ける地域経済や打開策を見いだせない人口減少をはじめ、秋田が抱える課

題を詳しく、わかりやすく伝えます。地域経済への波及効果が期待される地熱発電

開発やシェールオイルの試験採掘など、地域を活性化させ、未来へつながる希望も

継続して取り上げます。 

 

○秋田県で国民文化祭が開かれます。秋田が育んできた多様な文化・伝統を見つめ直

し、県民の心のよりどころ、ふるさとへの“誇り”を丹念に描き、秋田に元気を届

けます。 

 

○サッカーＪ３初シーズンの「ブラウブリッツ秋田」やバスケットボールｂｊリーグ

の「秋田ノーザンハピネッツ」など、地元プロスポーツチームの活気と感動を伝え

ます。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指す若手アスリートや

有望選手を応援し、スポーツ立県を掲げる秋田の県民に夢と希望を届けます。 

 

○能代市長選挙（任期満了日・平成２６年４月２２日）をはじめ、県内で行われる市

町村長選挙について、各市町村が抱える課題をわかりやすく伝えます。 
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山形放送局・鶴岡支局 

○県民の“安全・安心”のため、緊急報道を正確かつ迅速に行います。次なる大規模

災害に備え、データ放送やインターネットなども活用した緊急報道の体制を整備し、

防災意識の向上につながる放送に全力で取り組みます。また、山形県内で生活する

東日本大震災の自主避難者を取り巻く課題に向き合うなど、引き続き、震災の復興

を支援します。 

 

○地域の“安全・安心”を守るラジオとして、災害時のいち早い生活情報の提供に取

り組みます。身近な話題を伝えるとともに、災害時に役立つ防災情報の提供や出演

者とのネットワーク構築を図り、いざという時に県民に信頼される放送を目指しま

す。 

 

○山形のニュースや情報の発信は、平日午後６時台を中心とし、平日午前１１時台の

情報番組や金曜午後７時台・８時台の地域放送番組と連動させ、幅広く視聴者に届

けます。農業・観光・過疎・少子高齢化など地域が直面する課題や、いま伝えたい

魅力を地域とともに考えます。生活者の視点を忘れず、「わかりやすく、面白く、深

く、親しみやすい」内容として視聴者の関心に応えます。また、ニュース・情報番

組で取材した地域の情報を全国へ発信します。 

 

○蔵王温泉スキー場で開催されるスキージャンプ女子のワールドカップや、サッカー

Ｊ１復帰が期待される「モンテディオ山形」を中心に、関心の高いスポーツや市民

スポーツを中継や番組で取り上げ、県内スポーツを盛り上げます。 

 

○ “安全・安心”を守るため、災害時には自治体とも連携しながら、データ放送とホ

ームページでも正確かつ迅速に災害情報や生活情報を伝えます。 
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盛岡放送局 

○地域の安全・安心を守るべく、公共放送の役割を果たし、東日本大震災からの復興

を支援します。震災の経験を踏まえ、いっそうの体制強化を図り、引き続き、公共

放送として信頼に応える正確・迅速な災害緊急報道に全力を尽くします。また、防

災・減災につながる情報を積極的に取り上げ、将来の災害に備えます。 

 

○平日午後６時台のニュース・情報番組では、“岩手で最も見られるニュース・情報番

組”を目指します。被災地の現状、多様化・複雑化する復興への課題、そこで暮ら

す人々を丹念に取材・報道します。また、岩手が誇る多彩な魅力を取り上げ、県民

が誇りと活力を持てるような番組を目指します。さらに、全国放送への展開を図り、

復興支援と岩手からの情報発信にも努めます。 

 

○東日本大震災以降、情報源としてラジオの重要性が見直されてきました。地震・台

風などの災害時には、ラジオの県域放送を行い、きめ細かく情報を発信します。ま

た、リスナーとの結びつきを強め、地域に密着した情報を発信できる体制を構築し

ます。東北３県（宮城・岩手・福島）の民放と共同で、若年層への接触拡大を図る

ためにキャンペーンを展開し、防災・減災に関する情報も提供します。 

 

○金曜午後７時台、８時台の県域放送では、東日本大震災の被災地が抱える課題の取

材・検証をはじめ、地域に密着した多彩な話題についても取り上げます。県域放送

で取り上げた東日本大震災の教訓をもとに、南海トラフ巨大地震をはじめ将来の大

地震への対策に生かされる番組の全国発信に取り組みます。 

 

○サッカーＪ３の「グルージャ盛岡」、バスケットボールｂｊリーグの「岩手ビッグブ

ルズ」などの地元チームが、復興への思いを胸に高みを目指し、県内スポーツはか

つてない盛り上がりを見せています。高校野球をはじめとしたアマチュアスポーツ

と合わせ、ニュースや番組で積極的に取り上げ、県民の関心に応えます。 

 

○データ放送やホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスを通じて、災害

時にはきめ細かな情報を伝えるとともに、番組やイベント情報を幅広い年齢層の視

聴者に提供します。 
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福島放送局・郡山支局・いわき支局 

○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３年がたちます。深刻化

する汚染水の問題など課題は山積みで、事故の収束に向けた道筋は見えてきません。

周辺住民も帰還か移住かの岐路に立たされており、本格的な復興には、ほど遠いの

が現状です。こうした現状を踏まえ、長期的な視点を大切にしながら、地域が抱え

るさまざまな課題をきめ細かく取材し、平日午後６時台のニュース・情報番組や金

曜午後７時台・８時台の地域放送番組で、わかりやすく、ていねいに伝えます。ま

た、地域の人たちの立場に立って、福島の情報を積極的に全国に発信します。 
 

○防災・減災につなげるため、引き続き緊急報道の充実を図ります。テレビ・ラジオ

の放送に加え、データ放送やインターネットでもきめ細かく情報を伝えます。福島

県知事選挙（任期満了日・平成２６年１１月１１日）をはじめとする選挙の報道に

あたっては、放送局の総力を結集して万全の体制を整え、正確な情報を迅速に視聴

者に伝えます。 

 

○災害時の情報伝達手段として力を発揮するラジオ放送をいっそう強化します。平成

２５年（２０１３年）度に新設した県域の情報番組を充実させます。番組への協力

者のネットワーク作り、インターネットを活用したリスナーとの連携などを目指し

ながら、安全・安心を守るラジオの機能を強化します。東北３県（宮城・岩手・福

島）のＮＨＫの各放送局と、民間のラジオ放送局とが連携する共同キャンペーンな

どを通じ、ラジオがこれまで以上に身近な存在となるよう、取り組みます。 

 

○大河ドラマ「八重の桜」と関連の放送やイベントは、観光客の減少や風評被害に苦

しむ地域を大いに盛り上げました。このブームが一過性のものとならないよう、引

き続き、郷土の文化や自然など、さまざまな福島の魅力を発信し、福島の復興を支

援します。 

 

○「福島ユナイテッドＦＣ」のサッカーＪ３加盟や「日本陸上競技選手権」の福島県

内での開催など、平成２６年度はスポーツにも大きな関心が集まります。サッカー

や高校野球の中継をはじめ、県内のさまざまなスポーツの動きを積極的に伝え、県

民と一緒に地域を盛り上げます。 

 

○データ放送やホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスのそれぞれの媒

体の特性を生かしながら、県民の関心の高い放射線量をはじめとする暮らしに役立

つ情報や自治体と連携したきめ細かい災害情報を提供します。幅広い世代の視聴者

に向け、放送とデジタルコンテンツを連動させたサービスを充実させます。依然と

しておよそ５万人にのぼっている県外への避難者に向け、引き続き震災・原子力発

電所の事故・復興関連のニュースを動画配信します。 
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青森放送局・弘前支局・八戸支局 

○巨大地震や津波、豪雨、竜巻など、自然災害が発生した際に的確な情報をテレビと

ラジオに加え、データ放送、インターネットなどのさまざまなメディアで迅速に伝

え、県民の安全・安心を確保することを最優先に取り組みます。また、ラジオの機

能強化を図るとともに、「防災ポータルサイト」を充実して、減災に努めます。 

 

○視聴者とのつながりを強化し、これまで以上に県民に親しまれる放送局を目指しま

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では、

視聴者参加型の手法を取り入れます。連動データ放送を開始するとともに、ホーム

ページを活用して、アナウンサーやリポーターによる、番組の企画と連動したブロ

グ記事を積極的に発信します。 

 

○男女とも全国最下位の平均寿命の青森県民の健康を向上させるため、“脱！短命”キ

ャンペーンを強化します。ニュースや番組を制作するほか、放送した内容はホーム

ページでも公開し、視聴者の利便性を高めます。 

 

○国の新たな原子力規制基準が施行されたことを受け、青森県に集中する原子力発電

所や再処理工場などの原子力関連施設が今後どうなるのか、県民の生活や地域への

影響を詳しく伝えます。 

 

○北海道新幹線の平成２７年（２０１５年）度末開業に向け、連携を強めている青森

県と北海道・道南地方の経済界をはじめとした社会の動きを追い、県民の生活にど

のような影響が出るのかをわかりやすく伝えます。 

 

○卓球、バスケットボール、レスリングなど青森県で盛んなスポーツを応援します。

スポーツに励む若者たちを通じて、元気と勇気、そして感動を県民に伝えるニュー

スや番組を制作します。 
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平成２６年度 北海道地方向け地域放送番組編集計画 

 
≪基本方針≫ 
 

ＮＨＫ北海道は７つの放送局が緊密に連携し、豊かで質の高い地域サー

ビスを行ってきました。平成２６年（２０１４年）度も７放送局が一丸と

なり、地域貢献に取り組みます。 

 

道内各地のニュースや話題を全道で共有し、７放送局の総力を結集して

北海道が直面する課題に向き合い、よりよい未来につなげることができる

よう力を尽くします。また同時に、道内各地の見どころを全国に発信し、

農業・漁業や観光をはじめとする道内産業の活性化に貢献します。 

 

道民の安全・安心を守るという公共放送の使命達成に引き続き全力で取

り組みます。広大な北海道においても正確・迅速な報道ができるよう、７

放送局が一体となって緊急報道に対応できる体制を整備します。テレビ・

ラジオのニュース・番組はもちろん、データ放送やインターネットなど、

あらゆる伝送路を駆使して、北海道の防災・減災につながる情報を提供し

ます。 

 

 視聴者が地元北海道をより深く知り、より楽しむことができるような番

組を放送し、地域に元気を届けます。金曜午後８時台は、北海道の魅力を

さまざまな切り口で掘り起こす番組を通じて、幅広い視聴者の関心に応え

ます。また、道民に人気の高いプロスポーツチームやウインタースポーツ

などの情報もきめ細かく伝えます。 

 

 “Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道”をキャッチフレーズに、北海道

の７つの放送局は、地元北海道に寄り添い、地域の活性化に力を尽くして

いきます。 
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≪重点事項≫ 

１．北海道の７放送局が一丸となり、地域の今と将来を見据えます 

広大な北海道をカバーする７つの放送局のネットワークを最大限に生かし、視聴

者の“知りたい”ニーズに的確に応えます。平日午後６時台の地域情報番組を地

域放送の要と位置づけ、道内各地のニュースを迅速かつわかりやすく伝えます。

金曜午後７時台の報道番組では、北海道の課題を掘り下げ、将来へのヒントを探

ります。特に北海道の食、新エネルギー、観光、またＴＰＰ（環太平洋パートナ

ーシップ協定）交渉が経済にもたらす影響など、地域の視聴者の関心が高いテー

マについては、７つの放送局の総力を結集して取り組みます。 

 

２．道民の安全・安心につながる放送・サービスに努めます 

地震、津波、暴風雪、局地的豪雨などの災害から命を守り、安全・安心につなが

る正確・迅速な情報の提供に全力を尽くします。現場から機動的に映像を伝送で

きる新システムの利用・習熟を進めるなど、緊急報道体制を強化します。防災・

減災放送にいっそう力を入れるとともに、道民の生活を脅かす危険に対して注意

喚起を促すキャンペーンにも取り組みます。ラジオ第１放送では、地域情報番組

を通じて、いざという時に役立つ防災情報を提供し、“安心ラジオ”としての役割

を果たします。安全・安心に役立つ情報は、データ放送やインターネットなど多

様な伝送路に展開していきます。 

 

３．視聴者の幅広い関心に応え、北海道の魅力を発信します 

金曜午後８時台は、“北海道をより深く知り、より楽しむ時間”と位置づけます。

道内各地をより深く知ることができる紀行番組、北海道の魅力を新たな切り口で

掘り下げる番組、大自然を圧倒的な映像で切り取る番組など、道民の多様な関心

に応えることのできる番組を編成します。また各地の自然や食、見どころや新し

い取り組みなどを全国に発信していきます。「北海道日本ハムファイターズ」「コ

ンサドーレ札幌」など北海道を拠点にするプロスポーツチームをニュースや中継

などで応援し、ウインタースポーツなど多彩なスポーツの情報をきめ細かく伝え

ます。 

 

４．北海道の視聴者との結びつきをいっそう強めるよう取り組みます 

北海道の７放送局は“Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道”を掲げ、地域に暮らす

人たちが地元北海道の魅力を再発見し、元気になれるようなキャンペーンを展開

していきます。データ放送やインターネットなどで視聴者が参加できる番組や、

放送と連動したイベントなどを通じて、視聴者との結びつきを強めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

札幌放送局 

○道内７局のネットワークの中核として、各放送局と緊密に連携を図り、道内各地の

話題を集め、全道・全国に発信します。また、北海道の人口の約半数が集中する道

央圏に位置する放送局として、北海道の政治・経済の動向をていねいに取材し、わ

かりやすく伝えます。 

 

○地震や津波、暴風雪、竜巻などの自然災害から命を守る防災・減災報道に力を入れ

ます。データ放送では、冬道に関する情報や河川水位情報などをきめ細かく伝え、

暮らしの安全・安心情報を提供します。 

 

○余市町にゆかりのある、日本のウイスキー誕生を支えた竹鶴政孝とその妻リタがモ

デルとなる平成２６年度後期連続テレビ小説「マッサン」の放送に合わせて、関連

番組やイベントを展開し、周辺地域の活性化や観光振興に貢献します。 

 

函館放送局 

○道南地方では、北海道新幹線開業への期待や外国人観光客増加により経済が活性化 

しているほか、水産・海洋の研究拠点が新たに建設され、技術開発への期待も高ま

っています。一方、青森県の大間原子力発電所の建設をめぐる問題や海水温上昇に

よる漁業への影響など、暮らしに直結する課題もあります。これらについて幅広く

取材し、地域の未来への展望を探ります。 

 

○津波や地震、火山の噴火、暴風雪、局地的豪雨などの災害から地域の人たちの生命・

財産を守るため、防災や減災に役立つニュースや番組を継続的に放送します。津波

による浸水のおそれのない場所に取材・伝送拠点を新たに整備するなど、正確で迅

速な緊急報道に万全を期します。 

 
○道南地方ならではの文化や伝統、豊かな自然の魅力を、さまざまなニュース・番組

を通して全道、全国に紹介し、地域を元気にします。また、地域に愛され支えられ

てきた放送局として、ラジオの公開生放送や視聴者参加型のイベントを積極的に開

催し、地域住民との結びつきをいっそう強めます。 
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旭川放送局 

○旭川・道北地域のさまざまな課題に向き合い、地域の未来づくりに貢献します。特

にＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉と農業や食、風力発電などの新エ

ネルギー、地域医療などの課題について、道内各局と連携しながらニュースや番組

を放送し、将来へのヒントを探ります。国立公園指定から８０年を迎える大雪山系

など豊かな自然や人々の営み、旬の話題を全道・全国へ発信します。 
 

○防災・減災に役立つニュース・番組を継続的に放送します。十勝岳の火山活動や地

震、津波、暴風雪などの自然災害に備え、緊急報道には正確・迅速に取り組み、住

民の命を守る放送に努めます。ラジオでは、防災をテーマにさまざまな注意を呼び

かけ、いざという時に役立つ情報を提供します。 

 

○地域の大学生とともに制作するラジオ番組を通じて、若い世代との結びつきをいっ

そう強めます。地域の人々や文化を取り上げた番組の放送や、各地で実施するイベ

ントを通して地域を応援し、地域に愛される放送局を目指します。 

 

帯広放送局 

○基幹産業が農業の十勝地方は、国内有数の食料供給基地の役割を担い、ＴＰＰ（環

太平洋パートナーシップ協定）で大きな影響を受けるとされています。高い品質や

安全性で競争力を高める取り組みなど、国際的な時代に入った十勝の農業の動きを

全道や全国に発信します。 

 

○十勝地方は、北海道の太平洋側を震源とする巨大地震で大津波が押し寄せるおそれ

があります。また、十勝岳の噴火や暴風雪などの自然災害も懸念されます。このよ

うな大規模災害から地域の人たちの生命や財産を守るため、最新の映像伝送装置な

どを整備・活用して緊急報道や防災・減災の意識を高める報道にいっそう力を注ぎ

ます。 

 

○十勝地方の豊かな自然や雄大な風景、食や観光などのイベント、地元で活躍してい

る人やグループをニュース・番組で紹介し、地域に根ざした放送局としての存在感

を高めます。また、地域に密着したイベントを通じて、十勝地方に暮らす人たちと

のふれあいを大切にし、いっそう親しまれ信頼される放送局を目指します。 
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釧路放送局 

○北方領土問題については、引き続き取材を行います。気候変動にともなう漁業資源

の変化や、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）による影響など、地域の基幹

産業である漁業・農業の現状を取材・放送していきます。また、地域が抱える課題

が暮らしや経済に与える影響を継続的に取材し、ニュース・番組を通して発信して

いきます。 
 
○釧路根室地方において、大津波警報を想定した新たな津波避難計画とハザードマッ

プが作成されたことを踏まえ、適切な避難方法を周知するとともに、避難困難地域

の実態を継続的に取材し、防災・減災報道に力を注ぎます。過去に大きな被害を出

した暴風雪への備え・対策を呼びかける放送も積極的に行います。 
 
○世界自然遺産・知床や、阿寒湖のマリモ、釧路湿原など、ここにしかない豊かな自

然を抱える道東地域の魅力とそこに暮らす人々の姿を、ニュースや番組を通じて 

全道・全国に発信します。またアイスホッケーなど、地域で盛んなウインタースポ

ーツの魅力を積極的に伝えます。 

 

北見放送局 

○世界自然遺産・知床や流氷をはじめとした地域の豊かな自然環境や食、人々の営み

などオホーツク地域の魅力を全道・全国に向けて発信していきます。一方、過疎化

や高齢化、医師不足による医療崩壊、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）な

ど国際競争の中で生き残りを目指す農業、新エネルギー開発など、地域が抱える課

題に真正面から取り組みます。 
 
○平成２５年（２０１３年）３月の暴風雪被害の教訓を受けて、災害報道に強い放送

局を目指します。暴風雪や台風の際は、被害が出る前に住民に情報を伝える減災報

道に力を入れます。特に暴風雪に関しては、全局体制で被害防止のキャンペーンを

展開して、住民の防災意識向上につながるよう力を注ぎます。地震や津波にも正確・

迅速に対応し、いざという時に頼りになる放送局として、地域の暮らしと安全・安

心を守ります。 
 
○公開番組やイベントと連動しながら管内１８市町村の話題を紹介し、オホーツク地

域の活性化を応援していきます。地域に根ざしているカーリングなどのスポーツや、

各種の文化活動もきめ細かく発信し、オホーツク地域の元気につながる放送を目指

します。 
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室蘭放送局 

○鉄鋼や製紙などの製造業をはじめ、観光地や馬産地、農林水産業など、地域の産業

が抱える課題や新たな取り組みを継続的に取り上げます。また、２０２０年（平成

３２年）に国が整備する予定のアイヌ民族に関する国立の博物館や公園についても

引き続き取材し、文化継承の課題について伝えます。地域で盛んなアイスホッケー

や野球などのスポーツも幅広く取材し、全道・全国に向けて発信します。 

 

○東日本大震災を教訓に、懸念される太平洋沖の地震や津波に対して、被害を未然に

防ぐ防災・減災報道に力を入れます。暴風雪などの気象災害や、樽前山や有珠山の

噴火に備えた防災対策もニュース・番組を通して紹介し、視聴者の防災意識の向上

に努め、安全・安心につながる地域放送を目指します。 

 

○雄大な自然と産業が共存する胆振・日高地方でいきいきと暮らす人々の姿を、ニュ

ース・番組を通して紹介します。地域で開催する公開番組やイベントと合わせて、

視聴者サービスの充実に努めます。地域との結びつきを強め、そこに暮らす人たち

が地元北海道の魅力を再発見し、元気になれるような取り組みを展開していきます。 
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平成２６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ＮＨＫは、地域を見つめ、魅力を再発見し、個性ある文化を掘り

下げることで、視聴者がふるさとに誇りを持ち、四国に暮らして良かった

と思ってもらえる放送を目指します。 

 

 南海トラフ巨大地震をはじめ大規模な災害への備えを着実に進めます。

正確で迅速な情報の提供につなげるために、四国向けのラジオ番組を新設

するなど、地域の“安全、安心”を守る放送にまい進します。また、災害

時に放送を継続し必要な情報が伝えられるよう設備を整備します。 

 

 高齢化や人口減少をはじめ伊方原子力発電所の動向、消費税率の引き上

げ、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）に揺れる産業への影響など、

生活に直結する課題に真正面から向き合います。さらに、地域のために活

動し貢献している人たちを積極的に紹介して“明日への希望と活力”を提

供します。 

 

地域の魅力を再発見する新たな番組や地元と一緒になって作るドラマ

など地域が主役で“四国の底力”を感じさせる多彩な番組を展開します。 

 

 四国八十八か所霊場が開創されてから平成２６年（２０１４年）は１２

００年と言われています。四国が誇る文化“遍路”の魅力を、さまざまな

番組で掘り起こし、広く発信していく大型キャンペーンを展開します。 

 

四国と中国地方のＮＨＫが共同制作するシリーズ番組「海と生きる」を

継続して、海と人との新しい関係を引き続き考えます。 

 

四国で初めてＪ１チームが誕生したサッカーＪリーグをはじめ、さまざ

まなスポーツの第一線で活躍するチームや選手の熱戦・活躍を伝えるとと

もに、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指す若き四国

のアスリートも積極的に紹介していきます。 
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≪重点事項≫ 

 

１．四国の“安全・安心”を守ります 

  南海トラフ巨大地震など大規模災害時に正確で迅速な情報をより多くの人に届け

るため、報道体制の強化を継続し、必要な伝送手段や放送設備の整備に努めます。

一人でも多くの生命と財産を守るために、ニュース・番組を通じてふだんから住

民の防災意識の向上・共有に貢献します。四国地方向けのラジオ番組を新設し、

地域の“安全・安心”情報の発信を強化します。災害時にはテレビ、ラジオ、デ

ータ放送、インターネットなどさまざまな手段を使い、自治体が提供する避難情

報などのデータも活用しながら、多くの人の役に立つ情報が届けられるよう総力

をあげて取り組みます。 

 

２．四国の“今”に向き合い、“明日”の元気につなげます 

四国で今起きていることの背景や疑問、課題を一つ一つていねいに解きほぐして、

視聴者の関心に応えます。特に、急速に進む高齢化や人口の減少、伊方原子力発

電所の動向、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）、消費税率の引き上げが地

域に与える影響などをニュースや情報番組で積極的に取り上げます。また、地域

で懸命に生きる“人”にも焦点をあて、明日への元気が湧いてくるような番組を

放送します。 

 

３．“地域が主役”の放送で、地域の活性化に貢献します 

  地域に密着し、ふるさとのありのままの魅力を引き出し、“自分も行ってみたい”

と思われるような番組を放送します。また地元と一緒になって作り上げる、ふる

さとの温かさを感じるドラマや地域の生活や自然をいきいきと描く番組など、“四

国の底力”を感じさせる多彩な番組を制作して全国に発信し、地域の活性化に貢

献します。 

  また、瀬戸内海が全国で初めて国立公園に指定されてから平成２６年（２０１４

年）で８０周年になります。四国と中国地方を囲む、太平洋・瀬戸内海・日本海

は、多様な表情を見せながら、そこに住む人たちの生活を支えてきました。経済

優先の時代から、環境と調和する時代を考える「海と生きる」キャンペーン２年

目も、海の恵みと人々の営みを四国と中国地方の各放送局が連動して伝えます。 
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４．四国遍路の魅力に迫ります 

  平成２６年は、四国八十八か所霊場が開創されて１２００年と言われ「遍路」は

四国独自の文化として根づいています。“歩き遍路”“お接待”など現代にも長く

続くその魅力を伝えます。  

 

５．スポーツを通じて、四国に明るい話題を提供します 

  四国で初めてサッカーＪ１に昇格した「徳島ヴォルティス」、そしてＪ２には「カ 

マタマーレ讃岐」が昇格し、「愛媛ＦＣ」とあわせて四国では３チームがＪリーグ 

に参加します。中継やニュース・情報番組を通じて地元チームを応援します。活 

躍が期待される四国勢の高校野球や、日本や世界の第一線で頑張る四国出身のア 

スリート、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指す若きアスリ 

ートにも注目して、地域に明るい話題を提供します。 
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≪各局の重点事項≫ 

松山放送局 

○ 暮らしに役立つニュース・情報番組で視聴者の関心に応えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組を中心に、地域の話題や暮らしに関わるニュ

ースを正確・迅速にわかりやすく伝えます。伊方原子力発電所の動向やＴＰＰ（環

太平洋パートナーシップ協定）の影響など、地域の今の課題に迫ります。防災・減

災などいざという時に役立つ情報から、県内の新たな試みや、県出身アスリートの

活躍など地域が明るくなる情報を伝えるコーナー、気象現象のしくみや注意点を詳

しく説明するコーナーなど、視聴者の興味・関心に応える放送を目指します。 

 

○ 選挙報道に万全を期します 

愛媛県知事選挙（任期満了日・平成２６年１１月３０日）と松山市長選挙（任期満

了日・平成２６年１１月２７日）など、県内では注目度の高い選挙が予定されてい

ます。正確かつ公平・中立な情報提供に努め、有権者の関心に応えます。 

 

○ 遍路文化の魅力を発信します 

四国八十八か所霊場が開創されて平成２６年（２０１４年）は１２００年と言われ

ています。多彩な番組を通じて、四国に根づいた“お接待”の精神である遍路文化

を見つめ直し、遍路の新たな魅力を再発見します。放送とイベントやホームページ

を連動させ、大型キャンペーンとして展開します。 

 

○ “海と生きる”キャンペーンを継続します 

瀬戸内海国立公園指定から平成２６年は８０周年となる節目の年です。四国と中国

地方の放送局が連動する「海と生きる」キャンペーンを継続し、瀬戸内海を中心に

海と人の営みを掘り下げる番組を引き続き制作します。また、しまなみ海道の国際

サイクリング大会など、瀬戸内の新たな動きも紹介します。 

 

○ 俳都・松山から俳句文化を全国に向けて発信します 

全国各地で公開収録を実施し、俳句を通して地域の魅力を再発見する番組を全国発

信していきます。また、幅広い世代に向けた俳句関連番組を制作し、俳句文化のす

そ野を広げていきます。 

 

○ デジタルコンテンツを充実させ、視聴者との結びつきを強めます 

金曜午後７時台・８時台をはじめとしたテレビ・ラジオの地域放送番組では、双方

向機能を活用したクイズやアンケートを実施するほか、ソーシャルネットワーキン

グサービス・ホームページ・携帯端末などを使った視聴者参加型の番組やコーナー

を展開し、視聴者との結びつきを強めます。また、県民の生命・財産を守るため、

データ放送やインターネットを通じて正確・迅速な情報を提供します。 
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高知放送局 

○ 南海トラフの巨大地震・津波などへの備えを万全にし、県民の命を守ります 
高台移転や津波避難ビル、食料備蓄など、刻々と変化する最先端の地震・津波対

策情報や、身を守るためのノウハウ知識をこまめに伝え、県民の生命と財産を守

るための情報を全力で発信していきます。また、災害時、特に発災当初に、その

効果が大いに期待されるラジオ放送のために、平時からラジオ番組も強化してい

きます。加えて、台風、局地的豪雨などの気象災害情報をデータ放送・ホームペ

ージでいち早く伝えるため、平成２６年（２０１４年）度から始まる予定の県の

公共情報コモンズの活用にも積極的に取り組みます。 
 

○ 高知で暮らす“幸せ”を発信していきます 
豊かな自然や文化、個性的な食、人と人の固いきずななど、高知の魅力をさまざ

まな角度から掘り下げ、高知で暮らす“幸せ”を伝えていきます。また、スポー

ツなどの分野でチャレンジする県民の活躍を伝え、視聴者の目線から地域に密着

した話題を届けます。ＮＨＫはふるさとに“誇り”をもたらし、地域を元気にす

る拠点となります。 
 

○ 地域の課題に向き合い、暮らしに役立つ情報を伝えます 
平日午後６時台のニュース・情報番組を中心に、地域の課題やその解決策を提言

し、わかりやすく伝えていきます。防災・減災対策に加え、加速する高齢化、Ｔ

ＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）や消費税率の引き上げなど、さまざまな

地域の課題を取り上げ、考える番組を積極的に制作します。 
 

○ 四国・高知の文化を発信します 
高知県最大のイベントであり、６０回目の大きな節目を越えた「よさこい祭り」

の新しいスタートを特集番組などで伝えていきます。また、四国八十八か所霊場

の開創１２００年と言われる平成２６年度は、四国の各放送局と連携を強化し、

四国独自の伝統文化である“遍路”を多角的に掘り起こし、その魅力を伝えてい

きます。合わせて、放送と連動してホームページでも“遍路１２００年”キャン

ペーンを展開し、視聴者に喜ばれるコンテンツを提供します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 69 -



徳島放送局 

○防災・減災につながる情報の発信に最大限取り組みます 

南海トラフ巨大地震に対して、より具体的な被害想定が国や県から公表され、県民

の防災意識が高まっています。日頃から防災・減災につながる情報を発信し、県民

の意識を喚起する番組を制作します。また地震だけでなく気象災害の発生時に備え

て、自治体から提供される災害情報、避難情報、生活安全情報を活用し、ホームペ

ージを中心に提供する体制を整えます。まさに県民の“いのち”を守る放送に最大

限力を入れます。 

 

○徳島が抱える課題に真正面から向き合います 

徳島県では過疎化、少子高齢化が進み人口減少が続いています。またＴＰＰ（環太

平洋パートナーシップ協定）や消費税率の引き上げが地域の暮らしにさまざまな影

響を与えることが予想されます。さらに本州四国連絡高速道路の料金見直しによる

観光面への波及効果も注目されます。このような地域が抱える課題や活性化への取

り組みなどについて、ニュースや番組でその背景や問題点、解決策などを提示し、

県民の安心につながる放送をお届けします。 

 

○徳島の魅力を広く発信し地域の元気を伝えます 

徳島には「阿波おどり」や、開創されて１２００年と言われる四国八十八か所霊場

などに代表されるさまざまな伝統文化があります。また平成２６年（２０１４年）

は瀬戸内海国立公園が指定されて８０周年、室戸阿南海岸国定公園と剣山国定公園

が指定され５０周年となります。豊かな自然と文化に恵まれた徳島県の姿や人々の

営みを広く発信することで、多くの人々に徳島県の魅力と活力をアピールします。 

 

○地域に根ざしたスポーツの発展に貢献します 

「徳島ヴォルティス」は四国初のＪ１昇格を果たし、新たな舞台での活躍が期待さ

れます。また、平成２６年は２０１４ＦＩＦＡワールドカップ ブラジルが開催され

ることもあり、サッカーへの県民の関心が高まることが考えられます。「徳島ヴォル

ティス」の関連番組を、これまで以上に強化して放送していきます。また、最新の

スポーツ情報をニュース・番組でもお伝えし、地域のスポーツ振興に寄与するとと

もに、地域を元気にする放送に取り組みます。 

 

○若い世代を中心に視聴者層拡大に努めます 

若者向け番組では双方向サービスなども駆使し、接触者率の向上につなげ、より若

者たちのパワーを巻き込んだ形の番組作りを行います。また、若者の夢や悩みにつ

いて考える番組を制作し、若い世代を応援するキャンペーンを展開します。また地

域に密着した放送・イベントを通じて、県民に親しまれる放送局を目指します。 
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高松放送局 

○地域の安全・安心のため災害・緊急報道に全力で取り組みます 

香川県の発表した想定では、南海トラフを震源とする巨大地震による県内の犠牲者

が最大で６２００人に達するとされています。防災・減災につながる企画や番組を

積極的に放送するほか、公共情報コモンズのデータ活用に向けた整備を進め、デー

タ放送やインターネットなどを通じた多角的な情報発信力を強化します。また、県

民の生命・財産を守る情報を伝え続けるため、局舎が大きく被災した際のバックア

ップ機能整備を一段と進めます。また、定期的な訓練に取り組むことで災害・緊急

報道への対応力を高めます。 

 

○身近で親しまれる放送局を目指します 

高松放送局は、平成２６年（２０１４年）５月１７日に開局７０周年を迎えます。

地域の魅力を描く地域発ドラマの制作に取り組むほか、アーカイブス番組、関連イ

ベントを通じて、ステーションイメージの向上を目指します。合わせてホームペー

ジをより使いやすく、わかりやすい内容に刷新し、幅広い年齢層との接触拡大につ

なげます。 

 

○地域の課題に向き合い、地域振興に役立つ情報を発信します 

平日午前１１時台と午後６時台の地域情報番組では、日々の暮らしに役立つ生活情

報のさらなる充実を図るほか、人口減少や少子高齢化など地域が直面する課題に向

き合い、解決や改善に向けた提言を発信することで、地域の活性化に貢献します。 

 

○正確・迅速な選挙報道に努めます 

香川県知事選挙（任期満了日・平成２６年９月４日）にあたっては、信頼される選

挙報道を行い、正確で迅速な開票速報を実施します。 

 

○地域の自然・文化・歴史の魅力発信を強化します 

平成２６年は瀬戸内海国立公園指定８０周年、そして四国遍路開創１２００年とさ

れる節目の年です。これらの話題を積極的に取材し、香川県の豊かな自然や多様な

文化、歴史を伝える番組制作に取り組みます。地域の視聴者の関心に応えるととも

に、香川県の魅力を全国に発信し、地域の応援団としての役割を果たします。 

 

○県内のさまざまなスポーツを応援します 

サッカーＪ２入りを果たした「カマタマーレ讃岐」の中継やニュース・情報番組を

積極的に放送し、地域の期待に応えます。また野球やバスケットボールなどの地域

のプロスポーツのほか、高校野球などのアマチュアスポーツについても幅広く取り

上げ、香川県のスポーツの発展に貢献します。 
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