
２０１９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≫ 
 

関東甲信越地方に暮らす視聴者の命と安全を守るため、管内の放送局と連

携して、防災や減災につながる報道を積極的に展開します。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多様なメディアを通じて、

視聴者が求める正確な情報を迅速に届けます。首都直下地震に備えて、取材・

制作体制の整備を着実に進めます。 

 

開催まで１年に迫った「東京オリンピック・パラリンピック」に関するニュ

ースや番組をさらに充実させます。関東甲信越ゆかりのアスリートや会場と

なる地域の取り組みなどを伝え、大会への機運を盛り上げていきます。オリン

ピックを前に変貌する首都圏の姿や課題を掘り下げるほか、パラスポーツの

紹介を通じて共生社会への理解を促すなど、幅広い視点で伝えます。 

 

事件・事故に迅速に対応し、的確な情報発信と、背景や影響などを探る報道

の充実に努めるほか、統一地方選挙（投票日・２０１９年４月７日、２１日）

や第２５回参議院議員通常選挙（任期満了日・２０１９年７月２８日）では、

視聴者の関心に応えながら正確・迅速な報道を実施します。加速する人口減少

と高齢化、増える外国人労働者、地域経済など、４８００万人を擁する関東甲

信越の多様な課題に向き合い、ニュースや番組へとつなげていきます。 

 

地域に寄り添い、頼りにされる放送局として、関東甲信越各放送局の県域放

送を充実させます。地域の魅力や課題を丁寧にすくいあげ、活用方法や解決へ

の糸口についてともに考えるほか、全国や世界への発信にも努めます。独自の

テレビ波を持たない、横浜、千葉、さいたまの各放送局は、首都圏放送センタ

ーとの取材・制作体制の一体化を進め、発信力を強化します。 

 

公共メディアへの進化を見据え、首都圏独自のデジタル展開を強化します。

ニュース・企画の動画発信を拡充し、インターネットでの独自企画やツイッタ

ー等ソーシャルネットワーキングサービスのさらなる活用で、現役世代に確

実に届くよう工夫します。本放送が始まった４Ｋ・８Ｋ番組の制作本数を増や

して、超高精細映像の魅力を広く伝え、スーパーハイビジョン放送の浸透に貢

献します。 

  



東京・首都圏放送センター 

○ 命と安全を守るため、防災・減災につながる報道を積極的に展開します 

上陸が相次ぐ台風や記録的な豪雨など、かつてない規模の自然災害によって地域の産

業や暮らしに大きな被害が出るおそれがあります。被害を抑えるために、視聴者が必要

とするきめ細かな情報を、テレビ、ラジオをはじめ、データ放送、インターネットとい

ったさまざまなメディアを駆使して正確かつ迅速に届けていきます。日頃から防災・減

災報道を充実させるとともに、首都直下地震などに備えた取材・制作体制を強化し、安

全・安心を確保する取り組みを続けていきます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」関連のニュース、番組を充実させます 

関東甲信越ゆかりの選手や、会場となる東京や近隣県の期待などを紹介し、開催まで

１年に迫った大会の機運を盛り上げるとともに、競技場建設などさまざまな動きや運営

の課題などを多角的に捉えて伝えていきます。パラリンピックの競技や選手に一層親し

んでもらうための企画や番組を、アニメなど多様な手法で制作、発信し、障害者スポー

ツへの関心を高めていきます。さらにさまざまなバックグラウンドを持った人々がとも

に生きる社会のあり方など、大会をきっかけに浮き彫りになった首都圏の課題を見つめ

ていきます。 

 

○ 関東甲信越の事件・事故への的確な対応と、正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

大規模な事件・事故に的確に対応し迅速に伝えるほか、その背景や影響などを丁寧に

取材し、視聴者の関心に応える報道を目指します。統一地方選挙や参議院議員選挙では、

関東甲信越の放送局と連携した取材・制作体制を構築し、正確・迅速な報道を実施しま

す。首都圏のこれからを見据え、少子高齢化、介護、外国人労働者といった社会や暮ら

しに大きな影響をもたらす課題を掘り下げて伝えるシリーズ企画や番組の制作にも積極

的に取り組んでいきます。 

 

○ 南関東エリアの地域情報の充実、強化を目指します 

人口３６００万を超える東京、神奈川、千葉、埼玉の南関東エリアについて、文化や

歴史、自然などの魅力を改めて見つめ直すとともに、都市圏に暮らす人たちが抱える固

有の課題を粘り強く取材し、ニュースや番組としての発信を強化します。首都圏放送セ

ンターと南関東の３つの放送局が一体となって、情報の発掘や取材制作を進め、南関東

エリア向けの放送の充実や地域貢献につなげていきます。 

 

○ 公共メディアを意識した多様な情報発信に取り組みます 

首都圏放送センターのホームページやツイッターアカウントを活用し、ニュース・企

画・番組の短い動画を掲載するなど、インターネットでの発信を強化し、現役世代の接

触率の向上やテレビ視聴への誘導を図ります。“東京２０２０”関連の企画や番組は、関

係部署と連携してインターネット独自のコンテンツを充実させ、幅広い年層の接触を目

指します。４Ｋ・８Ｋ番組は制作本数を増やし、スーパーハイビジョン放送に寄与して

いきます。  

≪各局の重点事項≫ 



横浜放送局 

○ ９００万人を超える県民の命と暮らしを守り、地域の多様な課題に向き合います 

大地震や、津波、火山の噴火などの大規模災害に加えて台風や局地的な豪雨などの

自然災害に迅速に対応するため、首都圏放送センターと一体化した取材・制作体制の

整備をさらに進めるとともに、放送だけでなくインターネット等のさまざまな伝送路

で命を守るための情報を伝えます。また、統一地方選挙や参議院議員選挙では、正確・

迅速な報道を実施します。頻発する大事件・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。 

 

○ 障害者殺傷事件の取材・制作を通し、今後の社会の構築に資する報道を展開します 

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３年にな

ります。被告の裁判を通して明らかになる事件の詳細な動機や背景を伝えるとともに、

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継続して伝えます。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」に向けた情報発信をさらに強化します 

開催まで１年に迫った「東京オリンピック」では、神奈川県内で、セーリング、野

球・ソフトボール、サッカーなどの競技が行われます。準備の状況や課題、地元の期

待などをきめ細かく伝えます。また、横浜市を中心に、アジアでは初めての「ラグビ

ーワールドカップ２０１９」が開催されます。大会の模様とともに、地元の盛り上が

りや、ラグビーを通した交流などを、放送やイベントで幅広く伝えます。 

 

○ 神奈川の多彩な魅力を全国・世界へ向けて発信します 

自然、歴史、文化・芸術、国際交流など、神奈川、国際都市・横浜の魅力を全国や

世界に向けて積極的に発信し、地域の活性化に貢献します。また、スーパーハイビジ

ョン（４Ｋ・８Ｋ）番組の制作に積極的に取り組むとともに、イベント等を通して、

超高精細映像と驚異の臨場感を作り上げる音響の魅力をより多くの視聴者に伝えま

す。 

 

○ ラジオ番組の発信力を強化します 

ＦＭ定時番組の内容をさらにブラッシュアップし、聴取者の満足度を高めるととも

に、全国放送に積極的に展開し、神奈川の魅力をより多くの視聴者に届けます。定期

的に開催しているスペシャルジャズライブなど、公開放送をより充実させます。 

 

○ 自治体や地域と連携し、放送やイベントを通して地域の活性化に貢献します 

横浜市が３年に１度開催する音楽フェスティバル「横浜音祭り２０１９」と連携し

た放送・イベント展開や、同じ施設にある神奈川芸術劇場とのコラボレーションなど、

地域とともにつくるコンテンツ展開を通して、ＮＨＫの存在感を高めます。  



前橋放送局 

○ 防災・減災に向けて、迅速に役立つ報道を一層充実させます 

２０１８年１月に噴火した草津白根山をはじめ日光白根山、浅間山などの火山噴火、

地震、台風、豪雨、突風などの自然災害から県民の命と暮らしを守るため、取材・放送

体制を一層強化します。地域の安全・安心の拠点として、災害発生時には、本部や近隣

の放送局と連携し、Ｌ字型画面やＬアラートを活用しながら、県民の的確な避難行動や

被災者の生活支援などにつながる正確でわかりやすい情報を、テレビ、ラジオ、データ

放送、インターネットなど多様なメディアで迅速に伝えます。 

 

○ ２０２０年の「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、活躍が期待される地元アスリート

や参加する国や地域との交流事業を担うホストタウンの話題など、地域や県民の取り組

みを多角的に取り上げます。また、障害者スポーツを巡る動きや競技の魅力を積極的に

伝え広く発信していきます。 

 

○ 地域の課題を深く掘り起こし、解決の道を探る情報発信に取り組みます 

少子高齢化による人口減少は、経済格差や伝統文化の継承、高齢者の孤立など、さま

ざまな生活の場面で深刻な影響を及ぼしつつあります。また外国人の受け入れ増加に伴

い、共生のための新たな取り組みが行われています。こうした現状や課題を伝え、多角

的な検証を通じて課題解決の気付きを得る機会を視聴者に提供し、打開策をともに考え

ていきます。地域放送サービスのさらなる充実のため、県民の関心が高いテーマをタイ

ムリーに深く掘り下げ伝えます。そして、群馬の未来を明るくすることを目指し、県内

の高校生など若い世代の活動を、積極的に発信します。また、群馬県が墜落現場となっ

た「日航ジャンボ機墜落事故」について、惨事の記憶を風化させないよう、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、ユネスコ「世界の記憶」へ登録された「上野三碑」や世界文化遺産である

「富岡製糸場と絹産業遺産群」などの歴史や伝統文化、さらに６５年ぶりに大規模な総

合学術調査が実施されている「尾瀬国立公園」や「みなかみユネスコエコパーク」など、

世界に誇るべき豊かな自然・観光資源に恵まれています。そうした多彩な魅力を発信し、

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。 

 

○ 的確な選挙報道に取り組みます 

統一地方選挙をはじめ、群馬県知事選挙（任期満了日・２０１９年７月２７日）、参議

院議員選挙など、県内の各選挙について、争点や地域への影響などをわかりやすく伝え

ます。そして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・迅速に報

じ、視聴者の期待と信頼に応えます。 

  



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、日頃から防災・減災に役立つ情報を提供するととも

に、各地の防災専門家とネットワークを築くなど、災害報道の体制強化をさらに進めま

す。災害発生時には、テレビ・ラジオの放送に加え、Ｌ字型画面やデータ放送、インタ

ーネットでマルチ発信を行い、きめ細かい情報で県民の命と暮らしを守る報道に全力を

尽くします。東日本大震災や関東・東北豪雨については、記憶の風化も指摘される中、

被災地の現状や課題を継続的に伝え、復興を支援します。 

 

○ より身近で信頼される放送局を目指して、平日午後６時台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、働き方改革

の推進など効率的な業務体制を築きながら、平日午後６時台のニュース・情報番組を一

層充実させます。各地からの中継を積極的に行うなどライブ感を大切にしながら、スタ

ジオでの記者や専門家の解説、ＮＭＡＰＳの活用でわかりやすい放送を目指します。 

 

○ 地域の課題と“これから”に向き合い、判断のよりどころとなる情報を伝えます 

人口減少や医師の偏在など、茨城が抱える課題と“これから”に向き合い、判断のよ

りどころとなる情報を多角的に伝えることで、課題解決の手がかりを視聴者と探ってい

きます。再稼働の是非が争点となっている東海第二原子力発電所については、３０キロ

圏内に住む全国最多９６万人の広域避難問題や自治体の動きをわかりやすく伝えます。 

 

〇 茨城の魅力を全国や世界に発信し、地域の活性化に貢献します 

民間の調査会社による都道府県の魅力度ランキングで、６年連続の最下位の茨城県。

豊かな自然や歴史、文化など地域の魅力を掘り起こし、全国第３位の産出額を誇る“農

業”、最先端の研究・学術機関が集まるつくば市の“科学”など、茨城県の底力や可能性

をスーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）制作の番組も含めて全国や世界に発信し、地域

の活性化に貢献します。 

 

○ スポーツの魅力を伝え、国体や“東京２０２０”に向けた地元の機運を高めます 

サッカーＪリーグやバスケットボールＢリーグ、県内出身力士が活躍する大相撲や高

校野球など幅広いスポーツを、中継を含めてたっぷりと伝えます。秋に開催される「い

きいき茨城ゆめ国体」や「いきいき茨城ゆめ大会」では、開会式や注目の競技の放送を

通じて県代表選手の活躍を後押しし、「東京オリンピック・パラリンピック」に向けては、

茨城ゆかりのトップアスリートをはじめ、ホストタウンとして海外のチームを受け入れ

る自治体の動き、聖火リレーへの取り組みなどを取り上げ、地元の機運を高めます。 

 

○ 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 

春の統一地方選挙や夏の参議院議員選挙をはじめ各種選挙では、地域の課題や選挙の

争点などをインターネットも含めてわかりやすく伝えるとともに、公平・公正、正確・

迅速な報道で視聴者の信頼に応えます。  



千葉放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る防災・減災報道に全力を尽くします 

県内の自治体やＦＭ局など関係機関との連携を進めて取材体制を強化し災害に備える

とともに、発災時にはテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどを駆使して視

聴者が知りたい情報をいち早く提供します。東日本大震災を教訓に千葉県東方沖や首都

直下などの大地震に備えた防災や減災に役立つ取り組みを積極的に取材し発信すること

で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」に向けて多彩な情報を発信します 

目前に迫った東京大会に向けて、活躍が期待される地元選手や地域の取り組みを紹介

するとともに、大会を支えるボランティアの課題、競技会場のセキュリティーやバリア

フリーの課題などを掘り起こして伝えます。放送と連動したイベントも活用し、障害者

スポーツの魅力の発信に力を入れ県民の関心を高めることで、多様な価値を認め合いと

もに生きる社会の実現に貢献します。 

 

○ 千葉の“いま”を見つめ地域の課題を多角的に伝えます 

成田空港の運用時間の延長や滑走路増設の動きと周辺地域への影響、農林水産業をは

じめとする地域振興の課題、少子高齢化と人口減少、外国人労働者の増加が地域社会に

もたらす影響など“都市と地方の課題を併せ持つ千葉”の現状を幅広く取材して伝えま

す。また、事件・事故の背景を掘り下げて伝えるとともに、住民の安全・安心につなが

る情報を発信します。 

 

○ 千葉の多彩な魅力を全国や世界に向けて発信します 

豊かな自然や歴史・文化、地域で活躍する人たちを見つめる番組を制作し全国に伝え

るとともに、国際放送を通じて世界に発信する機会を増やし外国人観光客の誘致や国際

交流に貢献します。 

 

○ ＦＭ県域放送で“千葉の元気”を応援します 

野球、サッカー、バスケットボール、ラグビーなど県内のさまざまなスポーツ競技や

芸術・文化など幅広い分野で活躍し地域を活気づけてくれる人たちをＦＭ県域放送で積

極的に紹介して応援します。 

 

○ “地域とつながる”取り組みを展開して放送局の存在感を高めます 

多彩な公開番組やイベントを県内各地で実施し視聴者との結びつきを強めます。また、

ＦＭ県域放送やインターネットを通じて千葉の魅力を多角的に発信し、より地域に親し

まれ信頼される放送局を目指します。 

 

  



宇都宮放送局 

○ 防災・減災報道に全力で取り組みます 

県民の命と暮らしを守る情報拠点として、地震や台風をはじめとしたさまざまな災害

の情報を正確かつ迅速にお伝えします。高温注意情報など日々の暮らしに密接に関わる

気象情報も、テレビ・ラジオとともにデータ放送、インターネットでマルチ発信し、視

聴者が知りたい情報をきめ細かくお伝えします。また、気象庁が常時観測している活火

山の那須岳と日光白根山についても、防災につながる情報発信に取り組みます。 

 

○ 公平・公正、正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

統一地方選挙や参議院議員選挙をはじめとする各種選挙において、地域の課題や選挙

の争点などをわかりやすく伝えるとともに、公平・公正、正確・迅速な報道を行い、視

聴者の期待と信頼に応えます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、ともに考えるニュースや番組を制作します 

日光や那須地域など全国有数の観光地を抱え、農業や工業も盛んな栃木の魅力を全国

に伝えるとともに、地域が抱えている少子高齢化や担い手不足による農業や祭りなどの

伝承の課題、人口減少による県内経済や観光等への影響、さらに医療、教育、外国人労

働者との関わりなどの課題を積極的に取材し、現場の生の声を掘り起こして、放送につ

なげていきます。また、こうした課題の解決に向けて、視聴者とともに考えるニュース

や番組を放送します。多発する特殊詐欺事件をはじめ、事件・事故も積極的に取材・放

送し、県民の暮らしの安全・安心につなげます。 

 

○ 地元の人たちに愛される、地域密着の放送、視聴者サービスに取り組みます 

栃木ならではの食文化、伝統、豊かな自然や歴史といった、身近な話題を積極的に取

り上げ、県内のみならず全国・世界にも広く発信します。地元“栃木”を学び、楽しめ

る放送に取り組むとともに、地域に根ざしたイベントと放送の融合や、データ放送を利

用した双方向番組など、視聴者がＮＨＫに親しみを感じてもらえるようなサービス向上

を目指します。金曜午後 7時台の地域放送番組では、今後も県内の魅力の発信や地元で

頑張る人々を追いかけたドキュメンタリーなど、さらに内容を充実させた放送になるよ

うに努力し、視聴習慣の定着を図ります。 

 

○ 栃木のスポーツを盛り上げ、未来のアスリートたちも応援します 

目前に迫った２０２０年の「東京オリンピック・パラリンピック」、さらには２０２２

年に栃木県で開催される「とちぎ国体」に向けて、日々練習に励んでいる地元出身選手

を取材し、栃木のスポーツを応援します。バスケットボールＢリーグ初代王者に輝いた

「栃木ブレックス」をはじめとする県内のプロスポーツチームの活動や、それを支える

人々の姿も追いながら、県民に関心の高いスポーツ情報をいきいきと幅広く発信してい

きます。 

  



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 

地震や豪雨による大規模な災害が全国各地で発生する中、全国で５番目に人口が多く、

河川面積の割合が日本一の埼玉県は、首都直下地震や豪雨による河川の氾濫で多数の被

災者が出ることが想定されます。災害発生時やそのおそれがある場合に備えてテレビや

ラジオ、データ放送、インターネットで多角的に伝える訓練を重ね、防災・減災に役立

つ情報発信を行って県民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・事故に際して的確に対応し迅速に伝え、その背景なども丁寧に取材し、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

局報道別館からの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ながら報

道別館での訓練を行うとともに、大規模災害時の取材、放送、ロジスティックスの体制

も整えていきます。 

 

○ 公平・公正、正確かつ迅速な選挙報道に取り組みます 

埼玉県では、統一地方選挙、参議院議員選挙に加えて埼玉県知事選挙（任期満了日・

２０１９年８月３０日）も予定されています。さいたま放送局では、それぞれの選挙に

おける課題や争点などを公平・公正に伝え、正確・迅速な報道で視聴者の信頼に応えま

す。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」などに向けた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

ゆかりの有力選手や運営ボランティアなどの話題を多角的に発信していくほか、放送や

イベントと連携して県内の機運を高めていきます。また、県内に試合会場がある「ラグ

ビーワールドカップ２０１９」の情報やサッカーＪ１「浦和レッズ」、サッカーＪ２「大

宮アルディージャ」、プロ野球「埼玉西武ライオンズ」、卓球など、県内の多様なスポー

ツの情報も発信し、スポーツ王国・埼玉を盛り上げます。 

 

○ 多彩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、多彩なメディアを通して全国・世界へ発信します。また、タッチポイント

を増やすため、地元の放送メディアやイベントとも連携するなど、視聴者コミュニケー

ション推進に取り組みます。さらに、本放送が始まったＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋでも埼玉県

の魅力を超高精細な映像で伝えていきます。 

 

  



長野放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る防災・減災報道を充実させます 

全国で地震や大雨、猛暑など災害や異常気象が頻発する中、長野県でも地震や火山噴

火、土砂災害などへの備えが重要です。県民の命と暮らしを守る放送局として、災害へ

の備えを万全にし、万一の際は必要かつ十分な防災・減災報道を実施します。状況に応

じてテレビやラジオ、インターネット、データ放送、Ｌ字型画面などさまざまなメディ

アを使い分けながら的確かつ迅速に情報を発信します。また、御嶽山噴火などの被災地

について、現状や課題を丁寧に伝えるなど、復興を後押しする放送を展開します。 

 

○ 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、正確さを第一に心がけます。参議院議員選挙や県議

会議員選挙（任期満了日・２０１９年４月２９日）の統一地方選挙など、有権者の関心

が高い選挙については、万全の態勢で臨み、選挙の争点や地域の課題などをわかりやす

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。 

 

○ 信州の魅力を全国や世界に発信して地域活性化に貢献します 

信州の豊かな自然や農産物、歴史・文化、それに地域の人たちなど、信州の魅力を発

掘・再発見し、ニュースや番組など、さまざまな形で発信します。こうした信州の魅力

を伝えるためにスーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）での制作に力を入れるとともに、

すばらしい自然や歴史、人々を描く「信州発地域ドラマ」の制作などを通じて地域を盛

り上げます。 

 

○ 信州の課題に向き合い、課題解決に役立つメディアを目指します 

少子高齢化や医師不足、農林業の衰退などの課題、外国人観光客増加などの新たな動

きについて深く丁寧に取材し、ニュースや番組でわかりやすく伝えます。信州が抱える

課題を多角的に検証して発信することで、地域の課題解決に向けた手がかりを探ります。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に紹介し、地域を元気にします 

地域のスポーツ“応援団”として、サッカーＪ１に復帰した「松本山雅ＦＣ」、注目を

集める大相撲の郷土出身力士など、信州のプロスポーツ選手・チームの話題を積極的に

伝えます。また、来年度に迫った「東京オリンピック・パラリンピック」を目指す県内

のアスリートたちをはじめ、高校野球やマラソン、男子バレーボールＶリーグ「ＶＣ長

野トライデンツ」や、男子バスケットボールＢリーグ「信州ブレイブウォリアーズ」な

どの情報も伝え、地域のスポーツ振興に貢献します。 

 

  



新潟放送局 

○ 県民の安全と安心を最優先に情報を伝えます 

大雨や大雪、地震などの自然災害が多発する中で、地域の命と暮らしを守る情報拠点

として防災・減災報道をさらに充実させます。ふだんから県民の防災意識を高める情報

を発信し、災害発生時はもちろん、災害のおそれがある段階で被害が最小限になるよう

にテレビ、ラジオ、データ放送、インターネットなどのメディアを通じて、地域のきめ

細かな情報を“ローカルファースト”で迅速に伝えます。新潟県中越地震から１５年、

中越沖地震から１２年、糸魚川の大規模火災から３年となり、復興への取り組みや今も

残る課題や教訓を伝えていきます。また、東日本大震災や原発事故以来、県内に暮らす

２０００人以上の避難者が抱えている問題を取材し、支援につなげます。 

 

○ 地域の課題解決・合意形成に役立つ情報を発信します 

深刻化する人口減少と高齢化、農林水産業や製造業、観光産業などの地域経済の活性

化、自治体の財政問題など、新潟県の課題について、平日午後６時台や金曜午後７時台

の地域情報番組で深い情報や多角的な視点を伝え、視聴者とともに課題解決や合意形成

の道を探っていきます。また東日本大震災以降、課題となっている柏崎刈羽原子力発電

所の再稼働問題では新潟県の検証委員会などの動きや原子力防災の課題、地域の声を丁

寧に伝えます。県民が注目する北朝鮮による拉致問題については、被害者家族の思いに

寄り添いながら、若い世代にも一層関心が広がるようニュースや企画を発信し続けます。 

 

○ 地域の魅力を再発見し、活性化に貢献します 

新潟の食や自然、ものづくりや文化、人や風土の多彩な魅力を掘り起こし、県内、全

国、世界に情報を発信し、インバウンドも含めて地域の活性化につなげます。県民が関

心を寄せる「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つながる動き、

「第３４回国民文化祭・にいがた２０１９」や新潟開港１５０年などの取り組みを伝え、

歴史・文化の継承や質の高い地域文化の創造に貢献します。発信にあたってはソーシャ

ルネットワーキングサービスやインターネットを活用し、現役世代のリーチ獲得を図り

ます。スーパーハイビジョンも活用し、超高精細の映像の力で地域の魅力を伝えます。 

 

○ スポーツ情報で地域に“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、新潟県にゆかりのあるアスリート、

事前合宿地やホストタウンの取り組みなど関連する情報を伝えます。今後の地域や共生

社会のあり方を見つめ直す絶好の機会と捉えて、幅広い視点から伝えます。サッカーＪ

１への再昇格を目指す「アルビレックス新潟」や高校野球、バスケットボールなど地域

に根ざしたスポーツを通して、県民が明るく元気になる情報を発信します。 

 

○ 的確な選挙報道で地域の健全な民主主義の発達に寄与します 

統一地方選挙や参議院議員選挙など各種の選挙では、事前報道に一層力を入れ、地域

が抱える課題や争点などを明らかにし、有権者の判断に役立つ情報をわかりやすく伝え

ます。選挙結果は正確・迅速に報道し、視聴者の信頼に応えます。  



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字型画面で情報提供を開始、テレビ・

ラジオとともにデータ放送・インターネットでマルチ発信を行い、きめ細かく情報を伝

えます。富士山噴火に備え、ロボットカメラ整備を加速させ、取材報道体制を強化しま

す。また、平日午後６時台のニュース・情報番組では、気象予報士によるわかりやすい

気象コーナーのさらなる充実を図るほか、ラジオ番組でも、身近に役立つ防災情報を丁

寧に伝え、いざというときに頼りになる放送局を目指します。 

 

○ 正確・迅速でわかりやすい選挙報道に取り組みます 

山梨県議会議員選挙（任期満了日・２０１９年４月２９日）など４年に１度の統一地

方選挙や参議院議員選挙では、地域の課題や選挙の争点など幅広い観点からわかりやす

く伝え、有権者の判断のよりどころとなる報道を行い、視聴者の信頼に応えます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、日々の暮らしを豊かにする放送を届けます 

平日午後６時台、金曜午後７時台の地域放送番組をさらに充実させ、人口減少の問題

や産業の活性化など地域の課題に向き合い、解決の糸口を探ります。また、皇位継承、

改元に伴い新たな節目の時代を迎える中での山梨の課題や将来像を深く掘り下げて報道

します。 

 

○ 山梨の魅力を全国や世界に発信し、地域の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、世界的に注目される甲州ワインや伝統の宝飾産

業、世界文化遺産に登録された富士山など、地域の魅力を掘り起こし、活性化に貢献し

ます。武田信玄の父・信虎が甲府に館を構えて５００年の節目の年に、地域の歴史や伝

統、文化に目を向け、ふるさとを見つめ直す情報を発信します。また、山梨県関連の番

組の情報を、会館１階にリニューアルしたハートプラザなども活用し、地域番組で積極

的に発信します。 

 

○ 「東京オリンピック・パラリンピック」に向けて機運を盛り上げます 

“東京２０２０”に向け、出場を目指すアスリートを幅広く紹介するとともに、各国

の事前合宿や、参加する国や地域との交流事業を担うホストタウンとなった県や市町村

の取り組みなどをきめ細かく紹介します。さらに平日午後６時台のニュース・情報番組

に設けた、山梨県を事前合宿地とする国のひとつであるフランスの言葉や文化を知るコ

ーナーなどを通して機運を盛り上げます。また開催１年前の節目などにあわせて、自転

車競技の会場となる山梨の観光への影響や課題を掘り下げて報道します。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に応援し、元気を届けます 

サッカーＪ１復帰を目指す「ヴァンフォーレ甲府」、大相撲の山梨県出身の力士、それ

にバスケットボール女子Ｗリーグ「山梨クィーンビーズ」や、高校・大学スポーツなど

を幅広く紹介し、地域のスポーツ振興に貢献します。 


