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平成２９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≫ 
  

関東甲信越地方の各放送局は、およそ４８００万人が暮らすこの地域で安

全・安心の拠点の役割を果たします。台風、豪雨、地震、火山噴火などの自

然災害が多発する中、データ放送やインターネットなどさまざまな伝え方を

駆使して、人々の命と暮らしを守る情報発信を丁寧に行い、防災・減災報道

に全力で取り組みます。首都直下地震に備え、取材・放送体制を強化すると

ともに、東日本大震災の復興に寄与する放送を続けます。 

 

少子高齢化・人口減少、雇用環境の変化による格差、地方の産業やコミュ

ニティーの衰退など、関東甲信越のさまざまな課題を掘り下げ、ニュースや

番組を通じて解決の糸口を探ります。視聴者の関心が高い事件・事故や身近

に潜む危険についても丁寧に取り上げ、暮らしの安全・安心に貢献します。 

 

千葉県知事選挙（任期満了日・平成２９年４月４日）、さいたま市長選挙

（任期満了日・平成２９年５月２６日）、千葉市長選挙（任期満了日・平成

２９年６月１３日）、東京都議会議員選挙（任期満了日・平成２９年７月２

２日）など、各地の選挙について、公平・公正かつ正確・迅速に報道し、視

聴者の期待と信頼に応えます。 

 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、関東甲信越のアスリートの

活躍や障害者スポーツのすばらしさを伝えるとともに、準備状況や地域・市

民の取り組みなどを積極的に発信していきます。２０２０年、そしてその先

の未来を見据えて、変貌する首都圏の姿や国際化、街づくりなど、多様な角

度で現状や課題を掘り下げ、わかりやすく伝えていきます。 

 

地域の暮らしに密着したニュースや話題、課題を県域放送や関東甲信越向

けの番組できめ細かく伝え、地域の視聴者に親しまれる身近な放送局を目指

します。関東甲信越各地の自然や文化、歴史に根ざした多彩な魅力などを、

スーパーハイビジョンも活用しながら全国放送や国際放送などで発信し、地

域の活性化に貢献します。 

 

関東甲信越各局のデジタルニュースを充実させるとともに、データ放送や

インターネットの内容を深化させ、防災・減災のための情報をはじめ、視聴

者が求める情報をきめ細かく提供し、視聴者の満足度を高めます。 
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≪各局の重点事項≫ 

東京・首都圏放送センター 

○ 命と暮らしを守る防災・減災報道を充実させます 

地震、津波、火山噴火、台風、豪雨、河川の氾濫、突風被害など、安全・安心を脅か

す自然災害が多発しています。関東甲信越の放送局と連携し、テレビ、ラジオ、データ

放送、インターネットなどさまざまなメディアで、人々の命と暮らしを守るための情報

発信を丁寧に行い、防災・減災報道に全力で取り組みます。首都直下地震、富士山噴火

などの大規模災害に備えた取材・放送体制をさらに強化します。東日本大震災の被災地

や首都圏への避難者を継続取材し、課題の解決に寄与する放送を続けます。 

 

○ 社会の多様な課題に向き合い、判断のよりどころとなる報道・番組を充実させます 

少子高齢化、平成３２年（２０２０年）を境に東京でも始まる人口減少、雇用環境の

変化による格差、育児や介護など、首都圏が抱える多様な課題に向き合い、ニュースの

シリーズ企画や番組で積極的に発信し、解決の糸口を探ります。注目を集める東京都政

の動きや豊洲市場への移転問題、“東京２０２０”をめぐる課題などを丁寧に報道する

とともに、重大な事件・事故についても、背景や問題点を掘り下げる報道を目指します。

小池都知事の就任後初めてとなる東京都議会議員選挙（任期満了日・平成２９年７月２

２日）では、選挙情勢や都政の課題を丁寧に取材し、公平・公正で正確・迅速な選挙報

道を実施し、視聴者の期待と信頼に応えます。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピック開催の２０２０年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、アスリートの活躍や障害者スポーツを

めぐる動きを積極的に取り上げるとともに、大会の準備状況や地域・市民の取り組み、

変貌する首都圏の姿などを継続的に取材し、積極的に発信していきます。 

 

○ 地域の情報を首都圏から全国・世界に発信し、地域の活性化に貢献します 

首都圏向けや関東甲信越地方向けのニュースや番組で、東京や関東甲信越各地のさま

ざまな課題や話題、魅力をきめ細かく丁寧に伝えます。自然や文化、歴史に根ざした多

彩な魅力などについて、全国放送や国際放送での発信を増やし、地域の活性化に貢献し

ます。 

 

○ 多様なメディアを活用した視聴者サービスを向上させます 

首都圏放送センターのデジタルサービスの強化を図ります。Ｌ字型画面のニュー

ス・防災アプリへの展開など、さまざまな手段での情報発信を充実させ、視聴者が

防災・減災のための情報にリアルタイムでアクセスできるようにするとともに、番

組情報をスマートフォンでも見やすくなるよう改善し、放送と連動した利便性・情

報性を向上させます。 
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横浜放送局 

○ 防災・減災報道に継続的に取り組みます 

大地震や津波、火山の噴火などの大規模災害に備えて取材体制をさらに整備し、災害

の発生時には命と暮らしを守るための報道に全力を尽くします。神奈川県内の各自治体

とも連携を深め、台風や豪雨など相次ぐ災害の際にも、防災や減災に役立つ情報をテレ

ビやラジオ、インターネットを通じて発信し、県民の生命と財産を守ります。 

 

○ 県内の課題に向き合い、地域の活性化に貢献します 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、自然、歴史、文化、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。県民９１０万人の関心に応えるため、人口減少や高齢化、医療

福祉、教育、貧困問題、それに１３の基地や施設が集中するアメリカ軍の問題など地域

が抱えるさまざまな課題を深く掘り起こすとともに、解決の糸口となる情報などもきめ

細かく伝えていきます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

任期満了に伴う横浜市長選挙（任期満了日・平成２９年８月２９日）と川崎市長選挙

（任期満了日・平成２９年１１月１８日）では、候補者の主張や選挙戦の争点など、有

権者が投票先を判断するために役立つ情報をわかりやすく伝えます。選挙当日には正確

で迅速な開票速報を実施し、有権者の関心にしっかりと応えます。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピックに向けて地域スポーツを発信します 

野球やサッカー、バスケットボールなど地域のプロスポーツチームの活躍やその魅

力を県域ＦＭ放送やイベントで伝えます。また甲子園を目指す高校野球をはじめとする

アマチュアスポーツ、さらには２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指

す選手や大会に向けた社会の動きを取材して発信します。 

 

○ ＦＭ定時番組の一層の定着と新規リスナーの獲得に取り組みます 

県内各地で展開しているＦＭ定時番組の出張スタジオを平成２９年度も継続し、番

組の新規ファンを獲得するとともに双方向性を高め、より親しみやすい番組を目指しま 

す。また、月１回開催しているスペシャルジャズライブだけでなく、新たに県内で活

動を続けるミュージシャンのライブなども開催してリスナーの満足度を高めます。 

 

○ 地域放送局としての存在感を高めます 

３年に１度開催する現代アートの国際展「ヨコハマトリエンナーレ」と連携し、関連

イベントを通じて国際性豊かな情報を発信します。また、平成２６年度から展開してい

る「子育て応援キャンペーン」を継続して若いファミリー層との結びつきをさらに深め、

地域放送局としての存在感を高めます。 
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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 

浅間山・草津白根山などの火山噴火をはじめ、地震、台風、豪雨などの自然災害から

県民の命と暮らしを守るため、取材・放送体制を強化します。本部や近隣の放送局、ま

た平成２９年度からＬアラート運用を開始する群馬県とも連携しながら、不断の備えを

進める一方、災害発生時には、視聴者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

様なメディアで伝えます。 

 

○ 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 

急速な人口減少・高齢化は、群馬県においても、地方自治、経済、伝統文化の継承な

ど、さまざまな分野に深刻な影響を及ぼしつつあります。こうした現状を伝え、多角的

な検証を通じて課題解決の気づ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。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、地元局として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、世界文化遺産である「富岡製糸場と絹産業遺産群」や平成２９年度にユネ

スコ記憶遺産への登録を目指す「上野三碑」など誇るべき歴史や伝統文化、また６５年

ぶりに総合学術調査が実施される「尾瀬ヶ原」をはじめ豊かな自然・観光資源に恵まれ

ています。そうした多彩な魅力を全国、海外へ積極的に発信していきます。また２０２

０年の東京オリンピック・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

や地域・市民の取り組みを継続的に紹介します。 

 

○ 群馬県にゆかりのある放送コンテンツを積極的にアピールします 

平成２７年の「花燃ゆ」、２８年の「真田丸」に続き、２９年も地元ゆかりの大河ド

ラマ「おんな城主 直虎」が放送されます。“ふるさとを見つめ直す”という県民の機

運は高まっており、こうした好機をとらえ、放送での関連情報の発信やイベントの開催、

ホームぺージの充実などを通して、前橋放送局の存在感を高めていきます。 

 

○ 的確な選挙報道に取り組みます 

太田市長選挙（任期満了日・平成２９年４月１６日）、渋川市長選挙（任期満了日・

平成２９年９月１２日）など、県内の市町村長選挙について、公平・公正かつ正確・迅

速に報じていきます。また、選挙の争点や地域への影響などをわかりやすく伝え、視聴

者の期待と信頼に応えます。 
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水戸放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点となります 

茨城県内では、東日本大震災以降、地震が相次いでいるほか、平成２７年９月の関東・

東北豪雨では常総市を中心に甚大な被害を受けました。地震や台風、大雨などの自然災

害に備え、日頃から防災・減災につながる情報や暮らしに役立つ安全・安心情報の提供

に努めます。そして災害発生時には、テレビ・ラジオをはじめ、データ放送やインター

ネットなど多様な手段を活用し、命と暮らしを守る正確・迅速な報道で、地域の安全・

安心の拠点となります。また東日本大震災から６年が過ぎ、関東・東北豪雨から２年と

なる中、被災地の現状や課題を継続的に伝え、復興を支援します。 

 

○ 判断のよりどころとなる情報を伝えます 

日々の出来事や話題に加え、少子高齢化の進展や地域間格差の拡大、東海第二原子力

発電所をめぐる動きなど、茨城県を取り巻く環境を多角的な視点で取り上げ、地域の

人々の判断のよりどころとなる情報をわかりやすく伝えます。平日午後６時台のニュー

ス・情報番組に加え、平成２９年度は視聴者の関心が高いテーマをタイムリーに深く掘

り下げた番組を定期的に放送します。そして課題の解決に向けた糸口を地域の人々とと

もに考えることで、より信頼され期待される放送局を目指します。 

 

○ 地元唯一のテレビ局として地域の活性化に貢献します 

県域放送の開始から平成２９年１０月１日で１４年目に入ります。茨城県内唯一のテ

レビ放送局として、県内の豊かな自然や歴史、育まれた文化などの多彩な魅力を全国や

世界にも発信し、地域の活性化に貢献します。平日午前１１時台の地域情報番組や午後

６時台のニュース・情報番組、ＦＭの県域放送などを通じて、茨城の魅力を地域の人々

と再発見していきます。また連続テレビ小説「ひよっこ」の関連情報を随時発信し、舞

台の一つとなる県北地域だけでなく茨城県全体を盛り上げます。 

 

○ 公平・公正、正確・迅速な選挙報道で信頼に応えます 

  茨城県知事選挙（任期満了日・平成２９年９月２５日）や原子力発電所がある東海村

長選挙（任期満了日・平成２９年９月２０日）など各種選挙では、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・迅速な報道で視聴者の信

頼に応えます。 

 

○ スポーツの魅力を伝え地元を盛り上げます 

  平成３１年に茨城県で開かれる第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」・第

１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」や東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、選手の活躍や地元の動きを丁寧に取材し、県内スポーツの振興につ

なげます。またサッカー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、春夏の高校野球やアマチュア競技などのスポーツの魅力を、平日午後６時台

のニュース・情報番組や中継でたっぷり伝え、地元を盛り上げます。 



- 6 - 

 

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します 

多発する自然災害に備えるとともに、災害発生時には千葉放送局および４か所の取材

拠点のネットワークを生かし、テレビ・ラジオ、データ放送、インターネットなどさま

ざまなメディアを通じてきめ細かな情報を迅速に提供します。日頃から県内ＦＭ局や自

治体との連携を強化するとともに暮らしの安全・安心につながる情報を発信します。 

 

○ 千葉の“いま”を見つめ、震災復興の歩みや地域の課題を多角的に伝えます 

東日本大震災の被災地の復興に向けた歩みや、震災以降に発生した地域の課題・災害

対策を継続して伝えていきます。また、滑走路の増設など成田空港の機能強化をめぐる

動きと周辺地域への影響、少子高齢化や人口減少といった社会構造の変化がもたらす影

響など、千葉の抱えるさまざまな課題を深く掘り下げ、わかりやすく伝えます。 

 

○ 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 

東京大会では、千葉県でも競技が開催されます。活躍が期待される地元選手をはじめ、

大会準備や地域・市民の取り組みなどを多角的に伝えます。また、障害者スポーツの魅

力を発信する放送番組・イベントを展開することで県内の機運を高め、多様な価値観を

持つ人々がともに生きる社会の実現を後押しします。 

 

○ 千葉の魅力を全国・世界へ発信し、地域の活性化に貢献します 

２０２０年に向けて世界中から東京および周辺地域に関心が高まる中、千葉の豊かな

自然・文化・歴史や地域で活躍する人々を見つめる番組を制作し、広く全国発信します。

また、国際放送を通じた海外発信を強化し、外国人観光客誘致や文化・産業面での海外

展開など、地域の取り組みを応援します。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に万全を期します 

県内最多の９７万人の人口を擁する千葉市の市長選挙（任期満了日・平成２９年６月

１３日）では、争点や市の抱える課題をわかりやすく伝えるとともに、選挙に関する情

報を正確・迅速に伝えます。 

 

○ 県内のスポーツ・文化を応援し、“千葉の元気”を発信します 

プロ野球、サッカーＪリーグ、昨年発足したバスケットボールＢリーグといったさま

ざまな競技のチームや選手をはじめ、芸術・文化活動など幅広い分野で活躍する人々を、

県域ＦＭ放送で積極的に取り上げます。 

 

○ 公開番組やＦＭ番組を通じて地域により親しまれる放送局を目指します 

多彩な公開番組を各地で展開し、視聴者とのふれあいの場を創出するとともに、地域

活性化・文化振興に貢献します。県域ＦＭ放送では５４市町村からの情報発信を強化す

るなど地域密着度を高め、より一層親しみやすい番組を目指します。  
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宇都宮放送局  

○ 命と暮らしを守る報道を充実させます 

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。栃木

県は、平成２７年９月、関東・東北豪雨により大きな被害を受けました。豪雨災害の教

訓を踏まえた防災の取り組みについて、きめ細かく伝えます。また、地震や竜巻などの

突風、大雪などによる災害にも迅速に対応します。テレビ、ラジオ、データ放送、イン

ターネットなどを通じて、災害の状況を伝えることはもちろん、生活に役立つきめ細か

い情報発信に努めます。さらに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。 

 

○ 東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の影響を継続取材します 

東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の教訓を防災に生かしていくうえでの課

題や、放射性物質を含む指定廃棄物の処分問題、農産物の出荷制限など、今なお残る原

発事故の影響を幅広く取材していきます。 

 

○ 山の魅力を再発見します 

８月に「山の日」記念全国大会が那須町で開かれます。栃木県には、那須岳や男体山

など県民のみならず全国の登山客に愛される山が多くあります。山々の自然と歴史・信

仰、人々の暮らしを掘り下げ、栃木の山の魅力を伝えます。 

 

○ 世界文化遺産「日光の社寺」を積極的に発信します 

国際的にも抜群の知名度を誇る世界文化遺産「日光の社寺」。中でも平成の大修理中

の東照宮に密着します。修理中の時期だからこそ見ることができる修復の伝統の技法、

鮮やかな色彩でよみがえる陽明門の姿など、東照宮に込められた日本の伝統美と精神を

全国放送や首都圏向けのニュース・番組、さらに国際放送で海外へも発信していきます。 

 

○ 視聴者の関心に応えるニュースや番組を制作します 

開始から６年目を迎えた県域テレビ放送の一層の充実と定着に努めます。人口減少、

医療・介護、地域経済、まちおこし、伝統文化など地域の課題や魅力を深く掘り下げ、

視聴者の関心に応えるニュースや番組を制作します。また、過去に栃木を扱い好評だっ

た番組を再放送します。“栃（とち）・土地を愛する”という意味“とちラブ”を合言葉

にしたキャンペーンを継続し、ホームページとも連動して、視聴者サービスの充実に取

り組みます。 

 

○ 放送で栃木のスポーツを応援します 

県民の関心の高いスポーツ情報を幅広く発信していきます。県内のプロチームの活動

や、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、平成３４年に栃木で開催される

国民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向けて有望なアマチュア選手を取材し、栃木

のスポーツを応援します。 
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さいたま放送局 

○ 多発する自然災害から７３０万人の県民の命と暮らしを守る放送に尽力します 

  河川面積の割合が日本一の埼玉県は、記録的豪雨の増加によって都市部の浸水被害や

山間部の土砂災害が目立ってきています。全国で５番目に人口が多い埼玉県の安全・安

心の拠点として、防災や減災に役立つ情報を迅速に伝えます。水害や地震などの自然災

害時には、デジタルによるインターネット展開やライフライン放送を積極的に行います。 

 

○ 大規模災害時に本部のバックアップ機能の使命を的確に果たします 

  首都直下地震などで本部が被災し放送が停止した場合、さいたま放送局からのラジオ

放送などに全力を挙げ、命と暮らしを守る公共放送としての使命を果たします。 

 

○ 地域から日本社会の課題を見つめ、解決への手がかりを探ります 

  埼玉県は都市部と農山村部が混在し“日本の縮図”とも言われています。人口減少や

格差、雇用など地域が抱える課題の深層に切り込み、改善や解決事例を発信します。ま

た、凶悪事件や重大事故に鋭く迫る放送を目指します。 

 

○ 地域の魅力や話題を国内外に広く発信し、活性化に貢献します 

４月の世界盆栽大会をはじめ、埼玉の豊かな文化、自然、歴史をニュースや番組で伝

えます。日本を訪れる外国人観光客が過去最多を更新する中、海外にも積極的に発信し

ます。 

 

○ 多彩な放送やイベントを通じて、さいたま放送局の存在感を高めます 

さいたま放送局で初めてとなる地域発ドラマの制作・プロモーションを実施するとと

もに、地域をＦＭ県域放送で集中的に取り上げる「ＦＭウイーク」を放送します。公開

番組も精力的に実施してさいたま放送局の存在感をアピールし、ＮＨＫへの期待に応え

ます。 

 

○ 公平・公正かつ正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

人口１２８万のさいたま市の市長選挙（任期満了日・平成２９年５月２６日）は、少

子高齢化が急速に進み３年後をピークに人口が減少に転じると推計される中で行われ

る重要な選挙です。正確・迅速な選挙報道に取り組み、視聴者の信頼度を高めます。 

 

○ スポーツ王国・埼玉をもり立てる放送に努めます 

  埼玉県では、ラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリンピック

で一部の試合と競技が行われます。世界を目指す若手アスリートの挑戦などを積極的に

取り上げるとともに、サッカーＪ１「浦和レッズ」と「大宮アルディージャ」の試合を

中継するほか、ＦＭの番組で紹介します。 
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長野放送局・松本支局 

○ 防災・減災報道に全力で取り組みます 

平成２８年は、熊本、鳥取など各地で地震が相次ぎました。長野県内でも平成２６年、

震度６弱の地震があり、大規模な災害に対する備えは、常に万全にしておく必要があり

ます。県民の命と暮らしを守る公共放送の使命を果たすため、防災・減災報道に最優先

で取り組みます。災害発生時は、テレビ・ラジオの放送だけでなく、インターネット、

データ放送なども十分に活用して、必要な情報をきめ細かく発信します。御嶽山などの

火山災害、地震・土石流の被害にあった地域については、復興の道のりを丹念に追うな

ど、被災地・被災者に寄り添った放送を展開していきます。 

 

○ 正確・迅速、公平・公正な選挙報道に力を注ぎます 

各種選挙の報道にあたっては、公平・公正を第一に心がけます。長野市長選挙（任期

満了日・平成２９年１１月１０日）など、有権者の関心が高い選挙については、取材態

勢を万全にして、正確・迅速に結果を伝えます。 

 

○ 信州の魅力を発信し地域を盛り上げます 

  “Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ信州！”を年間テーマに、信州にあるすばらしいもの、魅力的

なものをニュースや番組などで全国そして世界に発信します。長寿や健康、食、自然、

温泉など、長野県ならではの具体的なテーマを毎月設定し積極的に発信することで、地

域の活性化・振興を後押しします。 

 

○ 信州の課題を正面から取り上げます 

高齢化が進む長野県内の農家や、人口減少、観光振興など、地域が抱える問題・課題

について深く取材し、ニュースや番組で検証します。こうした取り組みの中で解決に向

けた道筋を探り、放送で提示することで、視聴者に信頼される放送局を目指します。 

 

○ 地域のスポーツ選手・チームを応援します 

大相撲で８４年ぶりに三役となった郷土力士など、信州のスポーツ選手、チームの話

題を分厚く発信します。ピョンチャンオリンピック・パラリンピックで活躍が期待され

る選手についてもしっかりと取り上げます。サッカーＪ１への再昇格を目指す「松本山

雅」や、女子サッカーなでしこリーグ１部「長野パルセイロレディース」など、地域の

プロスポーツチームの活躍、高校野球をはじめとする県内のアマチュアスポーツの情報

もふんだんに伝えます。 
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新潟放送局 

○ 県民の命と安全を守るための情報をきめ細かく伝えます 

大規模な噴火や記録的な豪雨による水害など、全国で災害が多発する中、新潟県でも

西部にある活火山・新潟焼山が常時観測火山として注視されています。新潟放送局は、

これまでの大規模災害の経験を生かし、地域の安全・安心を守る情報拠点としての報道

体制をさらに充実させます。日頃から県民の防災意識を高め、災害発生時にはさまざま

なメディアを通じて、県民の命を守るための情報を伝えます。 

 

○ 被災した地域の復興への取り組みや課題を取り上げます 

新潟県中越地震から１３年、中越沖地震から１０年。さらに平成２８年には、糸魚川

市で大規模な火災が発生しました。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引き続き取り上げていきます。また、東日本大震災や

原発事故によるおよそ３３００人の避難者が抱える問題を引き続き取材し、支援してい

きます。 

 

○ 原子力発電所の再稼働問題についてきめ細かく伝えます 

東日本大震災以降注目を集めている、柏崎刈羽原子力発電所の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ます。 

 

○ 日本人拉致問題について継続的に伝えます 

日本政府による北朝鮮との交渉や動きを伝えるとともに、拉致問題の解決に向け、被

害者家族に寄り添って取材を続けていきます。 

 

○ 暮らしと医療の課題を見つめます 

深刻な人口減少に加え、医師不足や高齢化など、新潟県が抱える課題を伝えるととも

に、地域の活性化につながる報道に努めます。 

 

○ 新潟県の魅力を掘り起こします 

美しく雄大な自然と、その中で育まれた人々の知恵が生きる独自の文化を持つ新潟。

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、全国放送や国

際放送を通じて海外に向けて、より積極的に発信していきます。また、「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向けた動きを取材します。 

 

○ 地域のスポーツ振興に貢献します 

サッカーＪ１昇格から１４年目。県民の関心が高い「アルビレックス新潟」を積極的

に取り上げます。また、２０１８年のピョンチャンオリンピック・パラリンピックや２

０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指す若いアスリートについて積極的

に発信します。さらに、さまざまな種目で新潟県に関わる競技者を取り上げます。 
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甲府放送局 

○ 県民の命と暮らしを守るため、災害・減災報道に全力を尽くします 

富士山噴火に備え、取材報道体制を強化します。大雪や豪雨などの自然災害時には、

自治体などとの連携を強化し、テレビ・ラジオ・データ放送・インターネットを通じて

地域の状況に即したきめ細かな情報を伝えます。また、生放送のラジオ番組では、毎月、

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ラジオ放送を目指します。 

 

○ 地域の課題に向き合い、山梨の未来を考えます 

急激に進む少子高齢化や人口減少、果樹王国・山梨をめぐる動きとＴＰＰ（環太平洋

パートナーシップ協定）の行方による影響など、直面する課題に正面から向き合い、解

決の糸口を探ります。また、平成３９年の完成を目指すリニア中央新幹線の動向など、

山梨の未来に関わる重要テーマを深く掘り下げわかりやすく伝えます。 

 

○ 山梨の魅力を全国・世界に発信します 

“やまなし応援団！”をスローガンに、今年度も魅力あふれる人や自然、文化を伝え

ていきます。世界文化遺産の富士山、全国１位の生産量を誇るぶどうや桃、伝統の宝飾

産業や世界的にも評価が高い甲州ワイン、男女ともに全国１位の健康寿命など、地域の

魅力を掘り起こし、地域の活力につなげます。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に紹介し、元気を届けます 

５年連続サッカーＪ１で戦う「ヴァンフォーレ甲府」、バスケットボール女子Ｗリー

グ「山梨クィーンビーズ」、大相撲の郷土力士、ピョンチャンオリンピック・パラリン

ピックに出場する山梨県ゆかりの選手、東京オリンピック・パラリンピックを目指すア

スリートたちのほか、自治体、ボランティアなどの動きも取り上げ、地域のスポーツ振

興に貢献します。 

 

○ 選挙報道に万全を期します 

県内の市町村長選挙の報道においては、有権者の判断のよりどころとなる情報を的確

に伝えます。県内の政治への関心に応える報道を行うとともに、正確・迅速な選挙報道

に対応できるよう備えます。 

 

○ 地域により親しまれる放送局を目指します 

開局８０年を迎える今年度、よりおもしろく、より役に立つ放送を届けます。平日午

後６時台のニュース・情報番組をリニューアルし、よりタイムリーでライブ感あふれる

放送を目指して、視聴者の“見たい”“聞きたい”“知りたい”に応えます。県内各地に

出向いて視聴者と一緒に番組を作るキャラバンや、甲府放送局のスタジオやロビーを活

用した番組やイベントなどを実施し、世代を超えて親しまれる放送局を目指します。 
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平成２９年度 近畿地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

関西地方の６つの放送局は、そのネットワークを生かし、取材・制作力を

さらに強化し、地域の安全・安心に役立つ情報を発信していきます。また、

関西の魅力や課題を丁寧に掘り起こし、多様化する視聴者ニーズを意識しな

がら、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などの大規模災害に備え、地域の防災・減災に全力で

取り組みます。また、首都直下地震に備え、本部バックアップ機能の運用・

実施体制を一層強化していきます。災害報道や緊急報道では、正確な情報を

迅速に伝え、さまざまなメディアを活用した報道の強化も継続します。選挙

報道においては、兵庫県知事選挙（任期満了日・平成２９年７月３１日）や

京都府知事選挙（任期満了日・平成３０年４月１５日）について、的確かつ

公平・公正な報道を堅持し視聴者の信頼に応えます。 

 

ニュース番組や報道番組では、地域が抱える課題を多角的に取り上げ、わ

かりやすく丁寧に伝えていきます。また、北陸新幹線のルート問題や大阪万

博の誘致をめぐる動向、観光客の増加による関西圏への経済効果など、地域

経済活性化に向けた取り組みを幅広く検証するとともに、加速する少子高齢

化に対応する地域のさまざまな動きなど、視聴者の関心が高いタイムリーな

テーマを綿密な取材で深く掘り下げ、課題解決の糸口を探ります。 

 

紀行番組や若者向け番組では、さまざまな面から関西の魅力を掘り起こし、

地域の活性化に貢献します。経済番組では、視聴者の暮らしや関心事に密着

したテーマを取り上げるとともに、関西と密接につながるアジアの視点も取

り入れつつ、地域経済の活性化に貢献します。また、ピョンチャンオリンピ

ック・パラリンピックでの活躍が期待される関西のアスリートを応援します。 

 

関西ならではの伝統芸能や上方演芸といった文化・芸術、世界的な歴史遺

産をはじめとした豊かな観光資源は国際的にも注目されています。デジタル

サービスやスーパーハイビジョンなども活用しながら、関西の多様な魅力や

価値を、全国そして世界へ発信していきます。また、関西には最先端のライ

フサイエンス研究を行う大学や研究機関、高い技術を誇る中小企業や世界的

な注目を集める地場産業などが集まっています。学術や経済の分野でも、関

西ならではの最新の動向を積極的に発信していきます。 
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≪各局の重点事項≫  

大阪放送局 

○ 正確・迅速な災害報道で視聴者の信頼に応えます 

南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、日頃からニュースや番組などを通じて、

大都市が抱える課題を検証していきます。台風や局地的な豪雨などの災害報道において

も、正確な情報を迅速に伝え、地域の防災・減災に全力で取り組みます。また、ホーム

ページやデータ放送など、さまざまなメディアを活用した報道の強化も継続します。 

 

○ 地域および全国の安全・安心を守ります 

首都直下地震などの際に本部に代わって正確・迅速な放送を行うために、大阪発の全

国向けニュースを継続するとともに、情報番組を新設します。一部ローカルニュースで

の２か国語放送を継続するなど、本部バックアップ機能の運用・実施体制を一層強化し

ていきます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、視聴者の期待に応えます 

大阪万博の誘致をめぐる動向、訪日観光客が求めるサービスの質的変化、また、これ

らを支えるインフラ整備の動きなど、地域経済活性化につながるヒントを探ります。加

えて、人口減少に転じた大阪府の課題や、今後ますます加速する少子高齢化への対策な

ど、視聴者の関心が高いタイムリーなテーマを綿密な取材で深く掘り下げ、課題解決の

糸口を探ります。 

 

○ 地域が誇る豊かな文化や歴史を全国・世界へ発信します 

漫才・落語といった上方演芸や文楽をはじめとした伝統芸能、関西が誇る奥深い歴史

を、さまざまな番組を通じて全国そして世界へ発信していきます。大阪が主な舞台とな

る今年度後期の連続テレビ小説「わろてんか」では、ドラマ本編をはじめ、関連番組や

イベントを通じて地域の魅力を伝えます。 

 

○ スポーツを通じて地域の活性化に貢献します 

新監督を迎えて２年目のシーズンに挑むプロ野球「阪神タイガース」、「オリックス・

バファローズ」や、サッカーＪ１「ガンバ大阪」、「セレッソ大阪」など、地元プロス

ポーツや高校野球をはじめとしたアマチュアスポーツを積極的に伝え、地域スポーツの

振興に貢献します。また、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックでの活躍が期待

される関西ゆかりのアスリートの動向を丁寧に伝え、地元での期待を後押しします。 

 

○ 視聴者との結びつきを強め、親しまれる放送局を目指します 

若者向け番組やエンターテインメント番組などの公開収録、アトリウムやＮＨＫ大阪

ホールで行われる番組と連動したイベントなど、ＮＨＫを身近に感じてもらえる取り組

みを通じて、地域の視聴者との結びつきを強め、親しまれる放送局を目指します。 
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京都放送局 

○ 防災・減災に役立つ情報発信に全力を尽くします 

直下型地震による災害が西日本で相次いでいます。また大雨、突風などの自然災害が

激甚化、突発化、多発化しています。こうした災害に日頃から備え、ロボットカメラ・

ＩＰ中継や、Ｌ字型画面などを活用し、地域に密着した正確で迅速な防災・減災報道に

全力を尽くします。「河川水位雨量情報」や、Ｌアラート情報などを、ホームページ、

データ放送など多様な手段できめ細かく発信することで、府民の安全・安心を守ります。 

 

○ 京都の魅力を全国にそして世界に発信します 

数多くの国宝や世界文化遺産を有する京都は、和食や漫画・アニメなど多様な文化の

発信地でもあります。平成２９年（２０１７年）には、文化庁の一部が先行移転され、

文化や芸術を生かした地方創生の機運が高まっています。さらに東京オリンピック・パ

ラリンピックを控え、全国で催されるスポーツ・文化イベントのけん引役として、京都

の文化力を世界に示すプロジェクトも加速しています。国内外から注目される京都にふ

さわしい高品質な番組を通し、古都の魅力を全国そして世界へ発信します。また、最先

端のスーパーハイビジョンで撮影する番組制作にも積極的に取り組みます。 

 

○ 親しまれる放送局として存在感を高めます 

京都放送局は、平成２７年２月の会館移転後、来館者が２０万人を超えました。常設

の２２０インチのスーパーハイビジョン（８Ｋ）マルチディスプレーを活用し、スーパ

ーハイビジョンの魅力を伝えます。また学生の街・京都にある放送局として、若者たち

が参加する番組内の企画を継続・発展させます。公開放送などを通じ、府民に親しまれ

る開かれた放送局としての存在感を高めます。 

 

○ 京都発のニュース・情報番組をさらに充実させます 

京都府内の景気は回復基調が続いており、府の観光入込客数は２年連続で過去最高を

記録しました。視聴者の関心が高い経済・産業の話題を丁寧に取材していきます。また、

京都府知事選挙（任期満了日・平成３０年４月１５日）では、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。地域放送の中核である平日午後６時台のニュ

ース・情報番組などでは、京都が抱える課題や出来事など府民が必要とする情報をわか

りやすく伝え、丁寧に掘り下げます。地域の活性化に資する放送を目指し、充実を図り

ます。 

 

○ 原子力発電所の動向と地域の安全対策を伝えます 

京都府に隣接する福井県にある高浜原子力発電所の３０キロ圏内には、京都府北部の

自治体が含まれます。裁判所による運転停止の仮処分や、原子力規制委員会による運転

延長の認可など、府民の関心も極めて高くなっています。原子力発電所の再稼働をめぐ

る動向とともに、自治体の安全対策や避難計画などをわかりやすく伝えます。 
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神戸放送局・姫路支局 

○ 阪神・淡路大震災の経験や教訓を伝え続けていきます 

  神戸市が三宮地区の再開発構想に着手するなど、阪神・淡路大震災からの復興を経て

新しい街づくりが大きく進み出す一方で、被災者の高齢化など、２０年以上が経過した

今だからこそ顕在化した課題もあります。それらの課題を検証するとともに、震災後に

時間をかけて培われた知識や教訓、防災・減災に対する意識を、全国の被災地や次の世

代へ伝えていきます。 

  

○ 命を守る防災・減災報道に全力で取り組みます 

  頻発する自然災害に対応し、緊急報道や災害報道では正確な情報を迅速に伝えます。

南海トラフ巨大地震などの大規模災害にも備え、地域の安全・安心の拠点として、防災・

減災報道に力を注ぎ、公共放送の使命を果たします。また、データ放送で、兵庫県内の

河川の様子を画像で新たに提供するなど、災害時や災害が予想されるときの情報発信の

充実に努めます。 

  

○ 公平・公正な選挙報道に努めます 

  兵庫県知事選挙（任期満了日・平成２９年７月３１日）や神戸市長選挙（任期満了日・

平成２９年１１月１９日）では、争点を多角的に分析し有権者の判断のよりどころとな

る情報を提供します。開票速報では万全を期し、正確かつ迅速な報道を行います。 
 

○ 兵庫県の動きをより深く、よりわかりやすく伝えます 

  平日午後６時台のニュース・情報番組では、兵庫県内の一日の動きをわかりやすく伝

えます。関心が高い話題を丁寧に掘り下げる記者解説や、県内各地の魅力や活躍してい

る人々、学校のユニークな取り組みを紹介する企画などをより充実させ、視聴者の期待

に応えます。また、神戸港の開港１５０年を祝う地元の動きと連動し、神戸の街と港が

歩んだ道筋の検証と未来を展望するニュース企画や番組を制作します。 

  

○ ドラマ制作や公開派遣番組・イベントの実施を通じて地域の活性化に貢献します 

  豊岡市、城崎温泉を舞台にした地域発ドラマを制作し、全国に向けて兵庫県の魅力を

発信します。ドラマ関連番組の制作や、県内各地で公開派遣番組・イベントを実施する

ことで、地域の活性化に貢献し、身近で親しまれる放送局を目指します。 

  

○ 新しい技術を生かしたコンテンツ制作に取り組みます 

  県内の豊かな自然や文化・芸術、震災が残した傷痕を今に伝える歴史的遺構を、スー

パーハイビジョンで撮影し放送します。また、それらをオープンスタジオ「トアステー

ション」の８Ｋシアターで公開することで、新しい放送サービスに触れてもらう機会を

作ります。 
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和歌山放送局 

○ 南海トラフ巨大地震に備えます 

南海トラフを震源とする巨大地震の発生確率は今後３０年間に７０パーセントとさ

れ、最悪の場合、県の人口の１割近い９万人が犠牲になると想定されています。県民の

命と暮らしを守り“犠牲者ゼロ”を目指す「守るプロジェクト」を全局体制で展開しま

す。平日午後６時台のニュース・情報番組の中で防災・減災に関するニュースや企画を

重点的に放送します。災害時の情報発信・収集に力を発揮するラジオを活用してもらう

ために、ＦＭで地域向けの防災番組を放送します。さらに、防災に関するイベントを実

施し地域住民の意識を高めるとともに、放送にも展開して広く県民に伝えます。自治体

や防災機関、地域の人々と積極的に連携して、災害に負けない街づくりにつなげます。 

 

○ 紀伊半島豪雨の教訓を伝え復興を支援します 

平成２３年に紀伊半島を襲った大水害から６年がたちます。引き続き土砂災害、大雨

洪水に対する体制を整え、県民の意識を高めるニュースや企画を放送していきます。ま

た、復興に取り組む地域の人々や活気を取り戻しつつある街の姿を紹介するとともに、

被災地に役立つ情報を発信します。２月には水害の被災地の一つとなった田辺市から

「ＮＨＫのど自慢」を放送し、地元の復興を引き続き支援します。 

 

○ 地域の魅力を多面的に伝えます 

地域活性化に貢献するとともに、視聴者から親しまれる放送局を目指します。平成２

９年は知の巨人と言われる南方熊楠生誕１５０年にあたります。番組やイベントを通じ

て、熊楠の足跡をたどり、和歌山の魅力を再発見します。また、和歌山局が取り組む番

組やニュース、イベントは、ホームページやソーシャルネットワーキングサービスを使

い、より多くの人に届けるよう努めます。さらに国際放送局と連携して世界に発信する

など多面的な展開を目指します。 

 

○ 公平で信頼される選挙報道に取り組みます 

平成２９年度、和歌山県では１１の市や町の首長が任期満了を迎えます。視聴者の判

断のよりどころとなる的確な情報提供に努め、公共放送として公平で信頼される選挙報

道に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

奈良放送局 

○ 地元・奈良の情報発信を強化し続けます 

平日午後６時台のニュース・情報番組の充実に引き続き取り組みます。奈良の情報や

人に徹底的にこだわり、記者や専門家の解説も加えて厚く伝えます。観光などの産業、

山間地域の振興、子どもの安全など、奈良の課題と向き合い、奈良の活性化につながる

情報の発信強化に努めます。 

 

○ 開局８０年、より親しまれる放送局を目指します 

平成２９年９月に奈良放送局は開局８０年を迎えます。９月に向けたキャンペーン企

画として県内全市町村の“いちおし”を取り上げて連日放送するほか、“おくやまと”

と呼ばれる県南部や東部の山間地域の話題や魅力を重点的に紹介する取り組み、またこ

れまでの歩みを振り返る企画などを展開し、地域により親しまれる放送局を目指します。 

 

○ 地域の安全・安心の拠点を目指します 

大規模化する自然災害に備えて、山地が多い奈良県の特性を踏まえた防災や減災に役

立つ生活情報を発信するとともに、発災時には地域の安全・安心の拠点として、放送や

インターネットなど多様なメディアを通して、きめ細かい情報を提供していきます。平

成２３年の豪雨災害からの復興状況や教訓なども引き続き伝えていきます。 

 

○ 奈良の豊かな文化や歴史を発信し続けます 

３つの世界文化遺産をはじめとする多くの文化財や、１３００年以上にわたって続く

数々の伝統文化、また、奈良の各地に連綿と伝えられた歴史や人々の営みなどを丁寧に

掘り起こし、奈良の持つさまざまな魅力を伝えます。またスーパーハイビジョン試験放

送でも奈良の文化財や自然の魅力を発信し続けます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に万全を尽くします 

奈良市長選挙（任期満了日・平成２９年７月３０日）をはじめ、平成２９年度には 

１０の市町村の首長選挙が実施されます。各選挙については、争点や地域への影響など

をわかりやすく伝え、正確・迅速な報道に万全を尽くし、公正で信頼される選挙報道を

行います。 

 

○ 放送とホームページの連携を強化します 

奈良放送局のホームページでは、自然災害発生時の最新情報はもちろん、平日午後６

時台のニュース・情報番組などで発信する情報や開局８０年に関連した取り組みなど、

引き続き情報の充実を図るとともに、ホームページならではのサービスのあり方の検討

を進め、放送とともにより多くの方に接触してもらえるよう努めます。 
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大津放送局 

○ 滋賀県民の命と暮らしを守る報道に全力を挙げます 

滋賀県では、琵琶湖西岸断層帯を震源とする地震で震度６強以上の揺れが想定されて

います。また、毎年のように各地で大きな被害が出ている局地的豪雨にどう備えるかも

課題です。正確で迅速な報道を実施するとともに、わかりやすく役に立つ防災・減災情

報を積極的に発信し、安全・安心の拠点として県民の信頼に応えます。 

 

○ 地域活性化に貢献する放送を届けます 

  滋賀県の人口は、平成２６年８月から４８年ぶりに減少局面に入りました。将来の県

税収入の減少、高齢化に伴う社会保障費の増大などが懸念されています。産業振興の取

り組み、医療・介護、子育て支援、いじめ防止など滋賀県の課題を深く掘り下げ、地域

活性化のヒントを県民とともに考えていきます。 

 

○ 滋賀県の魅力を広く全国に発信します 

  琵琶湖に代表される豊かな自然と歴史や文化財、伝統行事に恵まれた滋賀県の魅力を

丁寧に掘り起こし、全国に発信します。比叡山延暦寺の国宝・根本中堂の工期１０年間

にわたる大規模改修や、大河ドラマ「おんな城主 直虎」とゆかりの深い井伊家の文化

財などをスーパーハイビジョンの美しい映像で撮影し、紹介していきます。 

 

○ 的確かつ公平・公正な選挙報道に取り組みます 

  平成２９年度、滋賀県では彦根市、長浜市など４市町の首長選挙が予定されています。

各選挙について地域の課題や争点を多角的に伝え、的確かつ公平・公正で信頼される選

挙報道を実施します。 

 

○ 地域のスポーツを積極的に紹介し、応援します 

  ２０１８年のピョンチャンオリンピック・パラリンピック、２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックを目指す県内のアスリートを継続的に紹介していきます。また、

バスケットボールＢリーグに所属する「滋賀レイクスターズ」、２０１７年からＢＣリ

ーグに参加する「滋賀ユナイテッドベースボールクラブ」など、滋賀県の地元チームを

全力で応援していきます。 
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平成２９年度 中部地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

中部地方は南海トラフ巨大地震が想定されているほか、全国的にも活断層

が集中している地域です。また、各地で頻発する大地震や記録的な大雨など

を契機に、自然災害への関心がこれまで以上に高まっています。中部地方の

放送局は、緊急報道に万全を期し、インターネットなどデジタルメディアも

駆使して防災・減災情報を発信し、人々の命と暮らしを守ります。 

 

地域の景気や雇用、少子・高齢化のほか、高速増殖炉「もんじゅ」といっ

た原子力施設をめぐる課題など、さまざまな問題に向き合い、議論を深める

きっかけや解決に向けた糸口を視聴者とともに考えます。各地の選挙報道は、

公正かつ正確に実施するとともに、人々の暮らしに影響を及ぼす社会の動き

を、生活者の目線に立ってわかりやすく丁寧に伝えます。 

 

中部地方の豊かな自然と歴史、そこで育まれた独自の文化や“ものづくり”

の力など、各地の魅力を全国、世界に向けて発信し、地域の活性化に貢献し

ます。また、ドラマ、エンターテインメント、ドキュメンタリーなど多彩な

番組を放送し、視聴者の幅広い関心に応えます。さらにインターネットの展

開や、スーパーハイビジョン時代に向けたコンテンツの開発、蓄積によって、

新しいサービスを推進していきます。 

 

中部地方はプロからアマチュアまで、スポーツが盛んです。平成２９年（２

０１７年）度は、夏に大相撲名古屋場所が６０年を迎え、冬にはピョンチャ

ンオリンピック・パラリンピックで地元選手の活躍が期待されます。地域を

元気にする話題や、東京オリンピック・パラリンピックに向けた次世代の選

手の活躍も紹介し、スポーツの魅力を存分に伝えます。 
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≪各局の重点事項≫ 

名古屋放送局・豊橋支局 

○ 地域の人々の命と暮らしを守る情報の発信に全力を尽くします 

東海地震を含む南海トラフ巨大地震や台風、大雨などの自然災害に備え、日頃から地

域に必要な防災・減災のための情報発信を行い、人々の命と暮らしを守ります。災害時

には、データ放送やインターネットなどあらゆる手段を駆使し、避難やライフラインに

関する情報をきめ細かく伝えます。また、平日午後５時台のラジオの生放送番組では、

自治体・コミュニティーＦＭなどともネットワークづくりを強化し、“安全・安心ラジ

オ”の機能を高めます。 

 

○ 地域の“いま”を伝え、未来を考えます 

国産初の小型ジェット旅客機実用化への動き、リニア中央新幹線開業に向けた名古屋

駅周辺の再開発など、東海地方の景気や雇用、暮らしに関わる日々の情報を平日午後６

時台のニュース・情報番組や金曜夜間の番組などで多角的にわかりやすく伝えます。ま

た、都市部への一極集中や少子高齢化、身近な安全・安心に関わる問題など、地域が抱

える課題についても解決に向けた糸口を探ります。名古屋市長選挙（任期満了日・平成

２９年４月２７日）をはじめとする選挙報道は、正確・迅速に行います。 

 

○ 地域の特色や魅力を全国・世界に発信し、地域の活性化につなげます 

“ものづくり”の力とその情熱を描く番組や地域を舞台にしたドラマを、全国・世界

に向けて発信します。金曜夜間や日曜午後の番組では、中部地方の豊かな自然、文化、

歴史などの魅力を伝えます。また、そこに生きる人々を描くとともに、隠れた観光資源

を掘り起こし地域を応援します。スーパーハイビジョンの番組や映像蓄積にも積極的に

取り組み、世界に誇る地域の自然・文化を伝え残していきます。 

 

○ 多彩な番組を放送し、視聴者の幅広い関心に応えます 

名古屋放送局ならではのドラマ、エンターテインメント番組や、ドキュメンタリー、

生活情報番組など、多彩な番組で幅広い視聴者を惹きつけます。また、ソーシャルネッ

トワーキングサービス、データ放送、公開収録などを活用し、番組への参加感や満足度

を高め、視聴者との結びつきを深めます。 

 

○ 地元のスポーツを応援し、地域を盛り上げます 

プロ野球「中日ドラゴンズ」、サッカーＪ１復帰を目指す「名古屋グランパス」、６０

年を迎える大相撲名古屋場所など、視聴者の関心が高い地元スポーツを積極的に取り上

げ、スポーツの魅力を伝えます。また、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックで

活躍が期待される地元選手や、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを目指

す若い世代を継続して取材・紹介し、地域を盛り上げます。 



- 21 - 

 

金沢放送局 

○ 地域の人々の命と暮らしを守る報道に全力で取り組みます 

  巨大地震や津波、台風、豪雨、大雪などさまざまな自然災害の発生が危惧されていま

す。日頃からテレビ・ラジオ双方で防災・減災につながる情報発信に積極的に取り組み

ます。災害時は、Ｌアラートにより自治体とも最大限連携しながら、テレビ・ラジオの

ほかインターネットやデータ放送でもきめ細かい情報発信を行い、命と暮らしを守る報

道に尽力します。また、志賀原子力発電所については、断層をめぐる動きや地域経済へ

の影響など多角的に課題を掘り下げ、生活者の目線に立ってわかりやすく伝えます。 

 

○ 地域が直面する課題を掘り下げ、多角的に伝えます 

北陸新幹線開業以降、多くの観光客が県内を訪れる一方で、急速に進行する人口減

少・少子高齢化は深刻な課題をもたらしています。半数の自治体が消滅の可能性を指摘

される中、行政、経済、福祉、文化など多角的な視点で諸課題を掘り下げ、解決への糸

口を探ります。同時に、厳しい現実に直面しながらも、再生に向けて奮闘する人々の姿

にもスポットを当て、地域を応援します。 

 

○ 石川県の多彩な魅力をスーパーハイビジョンも活用して全国・世界に発信します 

  石川県は伝統工芸や和食文化、重要伝統的建造物群保存地区に指定される古い町並み

など、加賀百万石の歴史に培われた豊かな伝統的文化が今も受け継がれ、多くの重要無

形文化財保持者（人間国宝）を輩出しています。また、日本三名山の一つ白山や世界農

業遺産「能登の里山里海」をはじめ北陸独特の豊かな自然にも恵まれ、人々の魅力ある

暮らしが息づいています。特に、平成２９年度に開山１３００年を迎える白山について

は新たなサービスも視野に入れ、スーパーハイビジョンによる番組制作にも取り組みま

す。地域の放送局として石川県が持つ独特で多彩な魅力を全国・世界に発信します。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に万全を期します 

  平成２９年度は、石川県知事選挙（任期満了日・平成３０年３月２６日）や８市町の

首長選挙が予定されています。公平・公正、正確・迅速な選挙報道を行うために万全の

態勢を整え、公共放送としての使命を全うします。 

 

○ 地域のスポーツ選手やチームを応援し、スポーツ振興に寄与します 

  大相撲の郷土出身の力士について、各場所での活躍を地元の期待や声援とともに紹介

します。また、２０１８年のピョンチャンオリンピック・パラリンピックや２０２０年

の東京オリンピック・パラリンピックを目指す県内の選手のほか、地域にゆかりのある

アマチュアスポーツ、プロスポーツの選手やチームを継続的に取材し、地域のスポーツ

振興に寄与します。 
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静岡放送局・浜松支局 

○ 地域の“防災放送局”として災害報道と情報発信の強化に努めます 

南海トラフ巨大地震や富士山の火山活動など静岡県が抱える防災上の課題をはじめ、

全国で頻発・激甚化する巨大台風や記録的大雨などの自然災害、さらに原子力発電所の

事故に対する備えを怠らず、県民の命と暮らしを守る報道に全力を尽くします。また、

日頃から防災・減災に向けた情報をテレビやラジオ、ホームページ、データ放送を駆使

してきめ細かく伝え、災害時のいち早い避難など具体的な行動を促す情報の発信に取り

組みます。 

 

○ 大河ドラマと新放送会館を契機に視聴者に一層、親しまれる放送局を目指します 

静岡県を舞台とする大河ドラマ「おんな城主 直虎」の放送に合わせ、静岡県の魅力

と歴史を掘り起こし積極的に発信します。さらに、平成３０年３月に予定している新放

送会館への移転に向けて、平成２９年度後半から平日午後５時台のラジオ特集を定期的

に放送するなど地域に根ざした放送と事業の強化に取り組み、視聴者に一層親しまれる

放送局を目指します。 

 

○ 地域の課題に向き合い、豊かで安心できる社会の実現に貢献します 

人口流出や少子高齢化、景気と雇用など地域の課題に向き合いながら、放送を通じて

解決の糸口を探ります。また、世界文化遺産・富士山の環境保全や浜岡原子力発電所の

再稼働をめぐる動きなど、地域の取り組みや社会の動きを多角的に伝え、視聴者の関心

に応えます。５年目に入る「振り込め詐欺撲滅キャンペーン」も継続し、豊かで安心で

きる社会の実現に貢献します。 

 

○ 正確・迅速、公平・公正な選挙報道に万全の態勢で臨みます 

静岡県知事選挙（任期満了日・平成２９年７月４日）など注目度の高い選挙を控え、

正確で迅速、公平で公正な選挙報道に万全の態勢で臨みます。さらに、有権者の判断材

料となる選挙の争点や暮らしに与える影響を、生活者の目線でわかりやすく伝えていき

ます。 

 

○ スポーツと文化を通じ、魅力ある地域づくりに取り組みます 

サッカーＪリーグでは、静岡県の２チームが４年ぶりにそろってＪ１で戦います。“サ

ッカー王国・静岡”の復活への動きを厚く丁寧に取材し、視聴者の高まる期待に応えま

す。さらに東京オリンピック・パラリンピックを目指すアスリートの情報に加え、自転

車競技の会場となった伊豆市、各国のキャンプ地誘致を進める自治体など、地域の動き

も伝えていきます。静岡県で盛んな演劇や音楽など、芸術・文化活動も広く紹介し、魅

力ある地域づくりに貢献します。 
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福井放送局 

○ 原子力発電所に関するニュース・番組をわかりやすく伝えます 

廃炉が決まった施設も含め、国内最多１４基の原子力発電所が立地する福井県。高速

増殖炉「もんじゅ」の動向や、運転期間が４０年を超える古い発電所の運転延長認可、

再稼働をめぐる裁判など、国のエネルギー政策に引き続き注目が集まっています。原子

力災害への備えや地域経済への影響など、原子力発電所を取り巻く課題を、地域の放送

局として幅広く丁寧に取材するとともに、国や県の動きも迅速にキャッチし、視聴者に

わかりやすく伝えます。 

 

○ 災害・緊急報道体制をさらに強化し、地域の安全・安心に貢献します 

県民の命と暮らしを守るため、防災・減災情報を的確に伝えるとともに、緊急報道体

制の整備を進めます。災害時には、最新の技術や、県内各地のロボットカメラなどを駆

使して現場の情報を速やかに伝えます。午後５時台のラジオ番組は“安全・安心ラジオ”

として防災情報の充実に努めます。また、どこでも誰にでもニュースが伝わるよう、イ

ンターネットなどのデジタルメディアでもきめ細かく情報を発信します。 

 

○ 暮らしや地域経済の本質に目を向け、福井の未来を考えます  

“幸福度日本一”といわれる福井県でも、人口減少、高齢化、地域経済衰退などの課

題が浮き彫りになっています。福井県を離れた若者がどうすれば戻ってくるのか、県内

企業がいかにグローバル化に対応していくかなどの課題について、解決につながる放送

を目指すとともに、全県的な取り組みにつながるよう関係機関との連携も図ります。敦

賀以西ルートの準備が進む北陸新幹線については、期待感を伝えるだけでなく、開通に

伴う経済効果や、街づくりへの影響を検証します。 

 

○ 福井の文化や自然を広く紹介し、地域活性化に貢献します 

大本山永平寺などの神社仏閣、越前和紙や若狭塗り箸などの伝統工芸、サバや越前ガ

ニに代表される食文化、越前海岸や若狭湾といった豊かな自然など、福井の文化や風土

を深く掘り下げ、国内のみならず世界に向けても発信します。撮影にあたっては、超高

精細なスーパーハイビジョンを積極的に活用し、きたるべきスーパーハイビジョン時代

に向けたコンテンツの蓄積を進めます。 

 

○ スポーツを通じて“福井の元気”を届けます 

リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでは、フェンシングやバドミントン

などの競技で福井県出身選手の活躍が大きな感動を呼びました。平成３０年開催予定の

第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」・第１８回全国障害者スポーツ大会「福

井しあわせ元気大会」に向けて、引き続き地元選手の頑張る姿を伝えることで、福井を

一層盛り上げ、元気にします。東京オリンピック・パラリンピックも見据え、次世代の

選手も積極的に伝えます。 
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富山放送局 

○ “多様性”を見つめるキャンペーンを展開します 

異なる意見や価値観を認め、支え合うことが大切だという認識が広がりつつあります。

これを踏まえて“多様性”をテーマにした年間キャンペーンを展開します。さまざまな

生き方を見つめるとともに、誰もが輝ける社会を実現するための取り組みや課題をきめ

細かく伝えるリポートや特集番組を放送し、イベント、ホームページも利用して多角的

に発信していきます。 

 

○ 地域放送を一層充実させて、視聴者の“知りたい”に応えます 

午後６時台のニュース・情報番組や、午後５時台のラジオ番組を一層充実させます。

開業３年目を迎えた北陸新幹線の地域経済への影響や人口減少・高齢化に伴う働き手の

不足、交通事故や特殊詐欺の防止策など、視聴者の幅広い関心に的確に応えます。 

 

○ 公平・公正な選挙報道に万全を期します 

富山市議会などの不正発覚を機に、地方議会の政務活動費のあり方について、全国で

問題意識が高まっています。富山市長選挙・富山市議会議員選挙（任期満了日・平成２

９年４月２３日）では、候補者の政務活動費に対する意識や政策など論点を深く掘り下

げ、有権者の判断材料となる情報を伝えます。 

 

○ 災害報道に全力であたり、防災・減災に寄与します 

地震や、豪雨による河川氾濫・土砂崩れなど、自然災害への備えの重要性を伝え、防

災・減災に対する意識を高めます。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メディアで正確・迅速な緊急報道を行い、県民の安全・安心を

守る公共放送の役割を果たします。 

 

○ スーパーハイビジョンで地域の“宝”を記録します 

県内の貴重な文化遺産や美しい自然を超高精細なスーパーハイビジョンの機材で撮

影・記録するプロジェクトを継続し、魅力的なコンテンツを開発・蓄積します。あわせ

て、放送局ロビーのスーパーハイビジョンシアター（８Ｋ）では番組公開を積極的に実

施し、最先端の映像技術の魅力を発信していきます。 

 

○ 地域に根ざしたスポーツの発展に貢献します 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックで活躍が期待される県内ゆかりの選

手たちの成長を丁寧に追い、スポーツの祭典に向けて機運を高めます。また、バスケッ

トボールＢリーグ「富山グラウジーズ」をはじめ、県内のさまざまなスポーツ活動を精

力的に取り上げ、地域とともに盛り上げていきます。 
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津放送局 

○ 南海トラフ巨大地震に備えた情報発信を強化します 

  南海トラフ巨大地震では三重県を最大震度７の揺れが襲い、地域によっては２０メー

トルを超える大津波が押し寄せると予想されています。東南海地震から７０年以上が過

ぎ記憶が遠ざかる中、改めて大地震の恐怖を伝えるとともに、地域の防災力向上につな

がる情報をニュースや番組で幅広く発信します。また、大津波に備え、報道拠点からい

ち早く情報を伝える訓練を継続して行います。 

 

○ 災害・緊急報道に全力で取り組みます 

台風や集中豪雨などの自然災害や事件・事故発生時は、県民の安全・安心を守るため、

インターネットやデータ放送なども駆使して迅速で正確な情報発信に努めます。Ｌアラ

ートを活用し、避難情報などもきめ細かく発信します。県域ＦＭ放送では、引き続き県

内各地から生中継を行い、緊急時のラジオ発信力強化につなげます。 

  

○ 地域の課題に真摯（しんし）に向き合います 

  平成２８年５月に伊勢志摩サミットが開催され、三重の魅力を世界にアピールしまし

た。一方で、世界に通じるブランドの確立や県財政の悪化など残された課題も多く、継

続的に取材を続けます。また、人口減少や少子高齢化、地場産業の衰退、介護や医療サ

ービスの不足など、県民の関心が高い課題にもしっかりと向き合い、わかりやすく伝え

ます。 

 

○ 三重県の魅力を全国・世界に発信します 

  伊勢神宮や世界文化遺産の熊野古道など、三重県には古代からの伝統文化が息づいて

います。平成２８年には、地域が継承してきた「山・鉾・屋台行事」が無形文化遺産に

登録されました。また、今年度は「全国菓子大博覧会」が県内で開催され、歴史ある三

重の和菓子が注目を集めます。こうした伝統や海と山が織り成す豊かな自然など、三重

の魅力を全国・世界に発信します。 

 

○ 選挙報道に万全を期します 

  公職選挙法の改正で三重県の衆議院選挙区の定数は５から４に削減されます。選挙区

再編についてわかりやすく伝えます。各市町長選挙などの選挙報道にあたっては万全の

態勢で臨み、公平・公正で正確な情報を有権者に伝えます。 

 

○ スポーツ情報に力を注ぎ地域を元気にします 

  津市に総合スポーツ施設「サオリーナ」がオープンするなど、三重県で開催される平

成３０年の全国高等学校総合体育大会、平成３３年の国民体育大会・全国障害者スポー

ツ大会に向け準備が加速しています。また、県内のサッカーチームが初めてＪＦＬに昇

格し、Ｊリーグを目指し奮闘しています。こうしたスポーツ情報を存分に伝え、地域を

盛り上げていきます。 
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岐阜放送局・高山支局 

○ 緊急報道に万全を期し、人々の命と暮らしを守ります 

岐阜県には警戒・留意すべき活火山が５つあります。また、豊かな水量を誇る木曽三

川が流れ、大きな水害に見舞われた歴史を持ちます。大規模な活断層も多く、内陸直下

型地震による被害も懸念されます。日本の各地で起きている震災などの教訓を生かし、

突発的で深刻な自然災害の被害を最小限に防ぐため、地域に密着した防災や減災につな

がる情報発信に努めます。南海トラフ巨大地震、隣県の原子力発電所の問題など、広域

かつ複合的な災害に備え、近隣局と連携し、正確・迅速な情報を伝えていきます。 

 

○ 岐阜の課題、社会の動きを的確に伝えます 

国内・国外のさまざまな動きが、岐阜県の農林工業や観光などの産業、ひいては人々

の暮らしにどのように影響を及ぼすのか、注視していきます。また人口減少が加速する

中、工業団地、ベッドタウン、山村でどのような影響が顕在化してくるのか、暮らしに

関わるさまざまな課題に真摯（しんし）に向き合い、解決に向けた糸口を探ります。平

成２９年度、岐阜市、大垣市といった県下有数の都市で行われる市長選挙など、公平か

つ正確な選挙報道を実施します。 

  

○ 岐阜の魅力を全国・世界へ発信し、地域の活性化に貢献します 

岐阜県が誇る雄大な自然や豊かな風土、歴史、伝統、文化は、国内はもとより世界か

らも高い評価を受けています。また、漫画やアニメーション映画などの舞台になったこ

とで、さらに注目が集まっています。平成２９年は織田信長が岐阜城に入城して４５０

年の節目の年です。「『信長公のおもてなし』が息づく戦国城下町・岐阜」として日本遺

産に認定された岐阜市や県内各地の魅力を多彩な番組で発信します。 

 

○ スポーツや芸術の魅力を存分に伝え、地域に元気を届けます 

平成２９年はサッカーＪ２において「ＦＣ岐阜」と「名古屋グランパス」が対戦しま

す。また、岐阜県では女子ソフトボール、ハンドボール、卓球、カヌー、スキーなど多

くのアマチュア競技が盛んです。冬に開催されるピョンチャンオリンピック・パラリン

ピックで活躍が期待される地元選手の話題や、東京オリンピック・パラリンピックへの

出場を目指す県内の選手にも注目し、継続的に取材していきます。さらに、陶芸、クラ

シック、文学など芸術の分野で活躍する岐阜ゆかりの表現者を取材し、地域に元気を伝

えるとともに文化を育む一助となります。 
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平成２９年度 中国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

 中国地方の５つの放送局は、地域の安全・安心の拠点として、人々の命と

暮らしを守る情報を正確・迅速に提供します。近年は、平成２８年（２０１

６年）１０月の鳥取県中部で起きた地震や平成２６年の広島土砂災害など中

国地方でも大規模な自然災害が発生しています。日頃から防災や減災につな

がる情報発信に努めるとともに、災害時には、きめ細かな報道に尽力します。 

 

平成２８年５月、被爆地・広島に初めて現職のアメリカ大統領が訪問した

ことで、広島への関心が、全国、世界で高まっています。この機をとらえ、

平和・核兵器廃絶や、広く中国地方の観光振興につながる地域の魅力や現状

について、全国、世界に向けて発信していきます。風化が懸念される被爆体

験については、ビッグデータの分析やデジタルサービスへの展開などさまざ

まな手法を用いて、国内・国外の次の世代への継承を図ります。 

 

地域が抱える課題に向き合うとともに、豊かな文化や自然などの各地の魅

力を積極的に取り上げることで、地域振興に貢献します。人口減少や地域経

済の活性化をはじめとした中国地方を取り巻くさまざまな課題について、多

角的な視点から取り上げ、議論を深めるとともに、課題解決につながるヒン

トを提示します。 

 

東京オリンピック・パラリンピックに挑戦する中国地方ゆかりの選手や、

野球やサッカーをはじめとした人々の関心の高い地元スポーツを積極的に

取り上げることで地域を盛り上げます。 

 

スーパーハイビジョンや、インターネットをはじめとしたデジタルサービ

スを積極的に活用することで、平和のメッセージの発信や地域の魅力の再発

見、さらに新たな視聴者との接触を目指します。 
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≪各局の重点事項≫ 

広島放送局・福山支局 

○ 地域の命と暮らしを守る、防災・減災報道に全力で取り組みます 

自然災害に備え、テレビ、ラジオ、さらにデータ放送やインターネットなどで、日頃

から防災・減災につながる情報を積極的に提供するとともに、平成２８年から広島版が

始まったインターネットラジオ「らじる★らじる」の普及に努めます。また、緊急報道

時には、正確かつ迅速な報道をし、公共放送の使命を果たします。 

 

○ 被爆体験の記録と継承に取り組みます 

広島原爆の日を中心に、広く国内・国外に平和へのメッセージを伝えます。ビッグデ

ータ解析を活用した被害の分析や、スーパーハイビジョン、デジタルサービスなどさま

ざまな手法と手段で、風化が進む被爆体験の記録と若い世代への継承に取り組みます。

また、広島を訪れた観光客の理解の手助けになるようなサービスの開発も目指します。 

  

○ “東京２０２０”に向け地元スポーツを盛り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックに挑戦するアスリートを積極的に取り上げ、視聴

者の関心を高めるとともに、地域のスポーツ振興に貢献します。また、２５年ぶりに優

勝したプロ野球「広島カープ」をはじめ、サッカーJ１「サンフレッチェ広島」や「ひ

ろしま男子駅伝」など関心の高いスポーツの中継に力を入れ、視聴者の期待に応えます。 

 

○ 中国地方の魅力の国際発信を強化します 

  広島をはじめ中国地方各地の豊かな文化や自然など数々の魅力を伝える番組を制作

し、全国や世界に向け積極的に発信することで、地域の発展、観光振興に寄与します。 

 

○ 中国地方ならではのスーパーハイビジョン番組の制作に取り組みます 

  本格的なスーパーハイビジョン時代に備え、被爆体験の記録や地域の伝統芸能、風土

に根ざした文化遺産など、広島や中国地方ならではのスーパーハイビジョン番組の制作

に積極的に取り組み、地域の映像文化の発展をリードします。 

 

○ 地域の課題や関心の高い話題を掘り下げ、地域を応援します 

  人口減少や地域経済の活性化など地域の抱える課題や、暮らしに直結した話題を掘り

下げ、視聴者と議論を深めることで、解決策を探り、地域を応援する番組を放送します。

また、広島県知事選挙（任期満了日・平成２９年１１月２８日）では、正確で迅速な選

挙報道に万全を期し、視聴者の信頼に応えます。 

 

○ 広島放送局開局９０年に向け、視聴者とのつながりを一層強めます 

これからも公共放送としての役割を果たすため、平成３０年７月に迎える開局９０年

に向け、平成３０年１月から大型番組の制作やさまざまなサービスに取り組みます。 
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岡山放送局 

○ 地域の安全・安心に貢献します 

地震・台風などの災害報道や事件・事故などの緊急報道では、ＩＰ中継などの技術や

機材も駆使して正確な情報をいち早く県民に伝えます。災害時には、テレビのＬ字型画

面を積極的に活用するとともに、データ放送やインターネットなども使って生活に必要

な情報を迅速に伝えます。 

 

○ 信頼され親しまれる放送局を目指します 

金曜午後７時台の番組を県民により身近で親しみやすいものに刷新します。岡山県ゆ

かりの人の魅力を掘り起こしたり、地域の課題について考えたりします。平日午後６時

台のニュース・情報番組は、公開生放送やシリーズ企画などを一層充実させ、地域との

結び付きを強めます。 

 

○ スポーツで地域を盛り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックへの出場を目指すアスリートや、ピョンチャン

オリンピック・パラリンピックでの活躍が期待される岡山県ゆかりの選手を紹介する

ほか、サッカーＪ２「ファジアーノ岡山」、女子バレーボールＶプレミアリーグ「岡

山シーガルズ」などの試合をニュースや中継で伝え、地域を元気にします。 

 

○ 地域の課題に取り組みます        

人口減少、地域経済の活性化、観光振興など岡山県が直面しているさまざまな課

題を、ニュースや番組を通して多角的な視点から取り上げ、解決につながるヒント

を探ります。 

 

○ 公平・公正で正確・迅速な選挙報道を実施します 

岡山市長選挙（任期満了日・平成２９年１０月８日）では、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、選挙結果を正確・迅速に伝え、県民の関心に応え

ます。 

 

○ 岡山と瀬戸内地方の魅力を国内・国外に伝えます 

岡山県の歴史、文化、産業を見つめたニュース企画や番組を制作し、地域の魅力を

日本全国はもとより世界に伝えます。瀬戸内の絶景をスーパーハイビジョンで記録し、

視聴者が触れる機会を積極的に設け、観光の振興にも役立てます。 
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松江放送局・浜田支局 

○ 命と暮らしを守る情報を、きめ細かく迅速に伝えます 

台風や集中豪雨、地震など大きな自然災害に備え、日頃から防災・減災につながる放

送に取り組みます。災害時にはいち早く初動態勢を構築し、ニュースをはじめ、Ｌ字型

画面やデータ放送、インターネットなどさまざまな手段で、地域の人々の命と暮らしを

守るため、正確で迅速な報道、きめ細かい情報発信に努めます。 

 

○ 島根原子力発電所をめぐる動きや地域の安全対策を詳しく伝えます 

全国で唯一県庁所在地にある松江市の島根原子力発電所のさまざまな動きをつぶさ

に取材・検証するとともに、自治体の避難計画など安全への取り組みや課題をわかりや

すく伝えます。地域の安全・安心を守るため、緊急時にも放送を継続するための機能強

化を図ります。 

 

○ 地域の課題に向き合い、地域の未来を考えます 

人口減少など極めて深刻な課題に向き合い、よりよい未来を創造するため、経済や教

育など地域活性化につながる取り組みを丁寧に取材・発信し、幅広い議論の喚起に努め

ます。平成３０年３月末に廃止が予定される三江線については、重点的に取材を行い、

沿線地域のこれからを考えていきます。また、出雲市長選挙（任期満了日・平成２９年

４月１６日）、松江市長選挙（任期満了日・平成２９年４月２３日）など４市２町の首

長選挙では、正確でわかりやすい選挙報道に努めます。 

 

○ 地域の多彩な魅力を掘り起こし、国内・国外に向けて発信します 

豊かな自然に恵まれ、独自の歴史や伝統文化を育んできた島根の多彩な魅力を、地域

放送はもとより、全国放送、国際放送を通して発信します。地元の人では気づきにくい

地域のすばらしさを発見したり、都会にはないライフスタイルを提示するなど、あらゆ

る世代に向けて島根の魅力を発信していきます。 

 

○ 地域の生きた情報を的確に伝え、地域を応援します 

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や、視聴者が知りた

い話題を掘り下げて伝えるとともに、新鮮な情報を中継などで生き生きと紹介します。

また、平成３０年のピョンチャンオリンピック・パラリンピックに出場する島根県出身

選手の動向や、地元ゆかりの選手やチームが活躍するプロスポーツの情報などを詳しく

伝え、地域を応援します。 

 

○ スーパーハイビジョンやデジタル展開など新しいサービスに積極的に取り組みます 

スーパーハイビジョン時代に向け、貴重な風土を記録する番組など４Ｋ撮影による番

組制作に力を入れるほか、ホームページをはじめとするデジタルサービスを充実させ、

視聴者の期待や関心に応えます。 

 

sawada.k-jc
テキスト ボックス



- 31 - 

 

鳥取放送局・米子支局 

○ 県民の安全・安心につながる情報を発信します 

地域の暮らしを守る防災・減災に役立つ情報を発信し、視聴者のニーズに応えます。

地震などの災害に備え、日頃から訓練を重ね、ロボットカメラなどの設備も整え、体制

を強化します。さらに、平成２８年に鳥取県中部で起きた地震の被害から立ち上がって

いく県民・企業の姿も継続的に取材し、復興する故郷の活力となる放送を目指します。

島根原子力発電所の安全性や事故対応、行政が策定した避難計画や訓練なども継続的に

検証し、原子力災害に備えた緊急報道体制を構築します。 

 

○ 地域の課題を掘り下げ、地域の活性化に貢献します 

深刻化する過疎・高齢化の問題をはじめ地域の現状を丁寧に取材し、課題解決につ

ながるニュースや番組を制作します。また、データ放送を活用した双方向サービスも

取り入れ、視聴者の声を生かした番組制作に取り組みます。 

 

○ 地域の魅力を探り、県民に希望や元気を届ける放送局を目指します 

中国地方最高峰の大山をはじめ、自然豊かなふるさとの魅力を積極的に全国、海外

へ発信します。５３年ぶりに鳥取県出身の幕内力士が誕生した大相撲をはじめ、各種

スポーツ、伝統文化など県民が関心を寄せる話題を発信し、視聴者の期待に応えます。 

 

○ 正確で迅速な選挙報道に万全を期します 

米子市長選挙（任期満了日・平成２９年４月２３日）や５つの町長選挙では、的確

かつ公平・公正な報道で視聴者の信頼に応えます。また、選挙権年齢が１８歳以上へ

と引き下げられたことも考慮し、視聴者にわかりやすい報道に取り組みます。 

 

○ 県民のチャレンジする姿を積極的に取り上げます 

東京オリンピック・パラリンピックに挑戦する鳥取県ゆかりの選手たちを取り上げ、

地域を盛り上げます。パラリンピックだけでなく、障害のある人々の幅広い分野での

活動についても積極的に伝え、障害の有る人と無い人がともに暮らす社会に向けて、

課題解決につながるヒントを提示します。 
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山口放送局・下関支局 

○ 地域の“いま”をしっかり伝え、地域の力となります 

地域の“いま”をしっかり取材し、未来への道しるべとなるニュース・番組を制作し

ます。東アジア最大規模のアメリカ軍拠点となる岩国基地や、上関原子力発電所の建設

計画、人口減少などの課題に向き合い、県民とともに考え、地域で最も身近で信頼され

る放送局を目指します。 

 

○ 地域の安全・安心を全力で守ります 

台風、地震などの災害報道や事件・事故などの緊急報道では、ＩＰ中継などを駆使し

て正確・迅速に情報を提供し、地域の安全・安心を守ります。日頃から地域の防災・減

災に役立つ情報を提供するとともに、災害時はテレビ・ラジオ、データ放送、インター

ネットなどあらゆる手段を活用し、きめ細かな報道に努めます。 

 

○ 地域の動きを多角的に伝え、視聴者とのつながりをさらに深めます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、県内各地の大学などから中継することで

若者参加を強化し、ライブ感あふれる番組とします。自治体や公共施設、県内各地のケ

ーブルテレビ事業者とも連携し、放送やイベントを通して地域との一体感や視聴者の参

加感を高めます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に万全を期します 

山口県知事選挙（任期満了日・平成３０年２月２２日）、山口市長選挙（任期満了日・

平成２９年１１月１２日）では、正確で迅速な選挙報道に万全を期すとともに、有権者

の判断のよりどころとなる選挙の争点や政治課題などをわかりやすく伝えます。 

 

○ 地域の宝を再発見し、その魅力を国内・国外に発信します 

平成３０年の明治維新１５０年に向け盛り上がる山口県内各地の動きに合わせ、豊か

な自然や風土、文化、人々の暮らしなどの地域の宝を再発見し、さまざまな番組を通じ

その魅力を全国・世界に発信します。 

 

○ スポーツで地域を盛り上げます 

サッカーＪ２「レノファ山口」や高校野球など、県民の関心が高いスポーツを中継

やニュース企画で伝えます。また、東京オリンピック・パラリンピックに挑戦する山

口県ゆかりの選手を積極的に取り上げ、地域に元気を届けます。 
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平成２９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、取材力・制作力の強化をさらに進めます。視聴者

の関心やニーズに的確に応える質の高い放送を追求し、これまで以上に視聴

者から親しまれ信頼される放送局を目指します。 

 

熊本地震は地震による直接の被害だけでなく、経済や観光など地域全体に

大きな影響を及ぼしています。地域が直面している課題を検証して解決に向

けたヒントを探るとともに、復興を支え地域を応援する放送に取り組みます。 

 

台風や大雨、地震や火山噴火などの自然災害に日頃から備え、９つの放送

局がネットワークと機動力を生かし、命と暮らしを守る、正確・迅速で頼り

になる報道に努めます。 

 

地域に密着して情報をきめ細かく伝えるとともに、原子力発電所や基地を

めぐる動きなど地域全体が抱える課題を深く掘り下げて検証し、視聴者とと

もに地域の未来を考えていきます。また、戦争体験や平和をめぐるさまざま

な動きを丁寧に伝えていきます。九州沖縄の多様な伝統、文化、歴史のすば

らしさを再発見する番組やドラマ、地域ならではのエンターテインメント番

組にも引き続き取り組み、幅広い世代の期待に応えていきます。 

 

各種選挙には万全の態勢で臨みます。正確・迅速、公平・公正な報道を行

い、地域への影響など有権者の判断のよりどころとなる情報を提供します。 

 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて各種スポーツや地元の選手に

注目し、九州沖縄からも機運を高めていきます。 

 

アジアと地理的・歴史的につながりの深い地域ならではの視点で、九州沖

縄とアジアの関わりを見つめます。また、国際放送を通じて地域の情報を広

く世界に発信していきます。 

 

公共放送として新しいサービスを積極的に行い、デジタルツールを活用し

たインターネット展開をさらに進め、視聴者に幅広く情報を伝えます。スー

パーハイビジョンの番組制作にも取り組みます。  
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≪各局の重点事項≫ 

福岡放送局 

○ 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。平成２９年（２０１７年）４月

で熊本地震の発生から１年、日頃から防災・減災につながる情報の提供を心がけ、デー

タ放送・インターネットなども活用し多方面に届けます。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、定期的に各局からの放送も継続し、ネットワーク

の強化を図ります。 

 

○ 地域の課題とこれからを考えます 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、福岡県内の一日の動きをわかりやすく伝

えます。金曜夜間の番組では、人口流出や地域経済の衰退、平和や基地問題などのテー

マに鋭く迫り、視聴者の幅広い関心に応えます。若い世代がさまざまなテーマを討論し、

自分たちの未来を考える番組を引き続き制作します。 

 

○ 地域の魅力を届けます 

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、地元を強く意識したエンタ

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。ユネスコの無形文

か、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録に向けた動きを継続

的に取材します。平成２９年１０月に宗像市で予定されている「全国豊かな海づくり大

会」を機に、水産資源に恵まれた福岡県の魅力を全国に届けます。 

 

○ 地域とアジアの未来を見つめます 

地理的にアジアと深く関わりを持ってきた地域ならではの視点で、日本と世界の“い

ま”を見つめ、相互理解を深めることを目指します。国際放送を通じて九州沖縄の魅力

的な人々や文化などを世界中に伝えていきます。 

 

○ 地域のスポーツを応援します 

プロ野球やサッカーＪリーグ、九州場所をはじめとした大相撲、バスケットボー

ルＢリーグなど、地域に根づいたプロスポーツを全力で応援します。ラグビーワー

ルドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリンピックに向けて各種スポーツの

魅力をさまざまな視点で伝え、地域のスポーツを後押しします。 

 

○ スーパーハイビジョンで地域の自然・文化を記録します 

  スーパーハイビジョン番組の制作に積極的に取り組み、地域の豊かな自然や多彩な文

化を記録していきます。新サービス普及のため、地域放送での活用も進めます。 
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北九州放送局 

○ 地域の課題を見つめ、未来をともに考えます 

全国の政令指定都市の中で高齢化率が最も高く、少子化や人口減少の問題にも直面す

る北九州市は、日本の大都市の近未来図といわれます。北九州市では対策として、新た

な産業を立ち上げ雇用を増やすなどの取り組みが続けられています。官民を挙げて行わ

れているアジアへのインフラ輸出や、国際会議・映画ロケの誘致などの現場を深く掘り

下げて取材します。平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜午後７時台の番組など

で放送し、北九州地域の将来像を視聴者とともに考えます。 

 

○ 地域に安全・安心を届けます 

災害・防災・緊急報道に全力で取り組みます。台風や大雨・地震など自然災害への備

えを怠らず、緊急時には地域に安全・安心情報をいち早く届けます。福岡放送局と連携

し、日頃からデータ放送やインターネットなどでも防災・減災のためのきめ細かい情報

を提供します。また、地域で起こる事件や事故にも即応します。海上交通の難所・関門

海峡に面する放送局として、海難事故の際には山口放送局と連携し迅速に対応します。 

 

○ 北九州発ドラマで地域を元気にします 

  “映画の街・北九州”を盛り上げている市民の姿を描く地域発ドラマを制作し、全国

放送します。地元のさまざまな場所でロケを行うほか、市民が参加できる関連イベント

を数多く展開し、地域を盛り上げます。 

 

○ 地域の歴史・伝統・文化を発信します 

  ユネスコの無形文化遺産に登録された「戸畑 園大山笠」をはじめ、地域には多くの

伝統文化が根づいています。さらに北九州市は最近、漫画や“コスプレ”などのサブカ

ルチャーの発信地として若者の人気を集めています。こうした地域の魅力を丁寧に取材

し、ニュースや番組で取り上げます。国際放送を通じて世界に発信します。 

 

○ 地域スポーツの振興に貢献します 

地域で唯一のプロスポーツチーム・サッカーＪ３「ギラヴァンツ北九州」がＪ２再昇

格に挑戦する姿を伝えます。また、マラソンや駅伝・ラグビーなどアマチュアのさまざ

まな競技も取り上げ、地域スポーツの振興に貢献します。視聴者の関心が高い東京オリ

ンピック・パラリンピックについては、将来有望な若手選手などを積極的に取材し、紹

介します。 
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熊本放送局 

○ 熊本地震を教訓に、命と暮らしを守ります 

震度７を２回記録した熊本地震から平成２９年４月で１年。いざというとき、頼りに

なる地域放送局であり続けるため、防災・減災報道を強化します。今後起こりうる地震

や台風、それに噴火などの被害を最小限に食い止めるため、日頃から情報の提供を心が

け、気象予報士による解説の拡充、ロボットカメラ体制の強化、データ放送・インター

ネットの活用などを通じて、最新の気象情報や警戒すべきことなどを、いち早く、詳し

く伝えます。 

 

○ 水俣病や人口減少など、地域の課題を掘り下げます 

平成２８年に公式確認から６０年となった水俣病は、問題が風化しないように、伝え

続けていきます。人口減少や、少子高齢化に伴って深刻化する介護の問題など地域の課

題を掘り下げます。熊本市内の病院が貧困や望まれない妊娠によって生まれた子どもを

預かる「こうのとりのゆりかご」は、開始から１０年となります。さまざまな角度から

問題の背景や課題に向き合います。 

 

○ 熊本の元気を伝えます 

地域の元気につながる明るい話題を届けます。地震や噴火で被害を受けた阿蘇など観

光資源の復興も取材し、ニュースや番組で積極的に取り上げるほか、アジアをはじめ世

界からの観光客を呼び戻すことにも貢献するため、国際発信します。被災地を元気づけ

る公開イベントを開き、放送で紹介します。東京オリンピック・パラリンピックや、熊

本が舞台となる平成３１年の女子ハンドボール世界選手権、ラグビーワールドカップ２

０１９も見据えて、スポーツ界の動きに注目し、地域に根ざしたサッカーやバスケット

ボールのプロチームの活躍を伝えます。 

 

○ 熊本地震を伝え続けます 

熊本地震からの復旧・復興に向けて、被災者の暮らし、経済再生や雇用、社会資本の

整備、被災者の心のケアまで、現状はどうか、何が必要なのかを検証します。県外の関

心が薄れていくことを心配する声も出ています。取り上げられることの少ない地域にも

積極的に足を運び、生の声を伝え続けます。また、熊本市などとも協力して熊本城再建

をテーマにプロジェクトを立ち上げており、熊本城の復旧を継続的に撮影し、節目で放

送するなど、息の長い報道に取り組みます。 

 

○ 新熊本放送会館から発信します 

平成２９年６月にオープンする新放送会館を情報発信の拠点とし、スタジオ・演出・

内容も刷新して、地域の話題や重要なニュース、気象情報をよりわかりやすく伝えます。

人々が交流し、にぎわう空間となるよう、放送と連動したイベントの展開を図り、地域

の活性化に貢献します。 
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長崎放送局・佐世保支局 

○ 核兵器廃絶や平和を願う長崎の声を国内外へ発信します 

  被爆から７０年以上がたち、被爆者の平均年齢が８０歳を超える中で、当時の惨状や

その後の苦しみなど、話を聞くことができる時間が少なくなっています。被爆者の証言

を記録するとともに、体験の継承に努める被爆２世や、平和のためにできることを模索

している若者を取材し、ニュースや番組で伝えます。８月９日に行われる平和祈念式典

の生中継を中心にさまざまな番組を放送し、核兵器の廃絶や平和を願う長崎の声を、国

際放送を通じて海外にも発信します。 

 

○ 視聴者の安全・安心を守るための防災報道を強化します 

  全国各地で地震や台風、豪雨の被害が相次ぎ、長崎県でも“５０年に１度の大雨”に

何度も襲われるなど、災害への備えが緊急の課題となっています。視聴者の安全・安心

を守るため、災害発生や、そのおそれがあるときは、正確・迅速な報道に全力で取り組

みます。また防災や減災につながる情報を積極的に提供します。 

 

○ 長崎県が持つ歴史や魅力を発信し、観光振興に貢献します 

  世界文化遺産では「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が国の推薦候補とし

て選定され、平成３０年の登録を目指すことになりました。登録に向けた地域の取り組

みや、登録後を見据えた課題について幅広く取り上げます。鎖国時代に海外との窓口と

なった「出島」の復元整備や、海外航路で栄えた当時をしのばせる、異国情緒あふれる

街づくりも進められています。長崎が持つ魅力を多くの人に知ってもらい、基幹産業で

ある観光にも貢献します。 

 

○ 地域が抱える課題を提示し、県民とともに解決策を探ります 

  人口減少や少子高齢化が全国を上回るスピードで進行する長崎県。離島が多い、平た

んな土地が少ないといった地理的条件も加わり、問題がさらに深刻になっています。開

門の是非をめぐりこう着状態が続く諫早湾干拓事業、車両開発の遅れで計画が見直され

た九州新幹線西九州ルート、県庁の移転に伴う周辺地区の都市計画など、今後も状況が

めまぐるしく変化していく地域の課題を、わかりやすくお伝えし、県民とともに解決策

を探ります。 

 

○ 公平・公正な選挙報道に万全の態勢で臨みます 

  平成２９年度は県知事選挙（任期満了日・平成３０年３月１日）が行われます。また

４つの市と町で首長選挙が、８つの市と町で議会議員選挙が予定されています。選挙で

は公平・公正を貫き、万全な態勢を築いたうえで、正確で迅速な選挙報道を行います。 
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鹿児島放送局 

○ 正確かつ丁寧な防災・減災報道に取り組みます 

台風や大雨による被害が想定される鹿児島県では、安全・安心に役立つ情報を、テレ

ビ・ラジオはもちろん、データ放送、ホームページなどを通じて正確・迅速に届けます。

また、県内には活発な火山活動が続く桜島や平成２７年５月に爆発的な噴火を起こした

口永良部島新岳などがあります。県民の生活に大きな影響を及ぼす火山活動について、

きめ細かく伝えるとともに、防災対策や火山研究の最前線の情報をニュースや番組で詳

しく伝えます。 

 

○ 正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

鹿児島県内では、平成２９年度に１０の市の市長が任期満了を迎えます。テレビ・ラ

ジオに加え、データ放送やインターネットでも情報をきめ細かく伝え、正確・迅速な選

挙報道を行います。 

 

○ 地域のニュース・話題を発信します 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、防災・減災や少子高齢化、介護など地域

が抱える課題について詳しく伝えるほか、数多くの離島を含む県内各地のさまざまな情

報を発信します。金曜午後７時台の番組では、郷土に生きる人々のひたむきな姿、知ら

れざる活躍や困難への挑戦に光を当てます。鹿児島の風土、魅力を伝え、地域の活性化

にも貢献します。 

 

○ 明治維新１５０年と大河ドラマ「西郷（せご）どん」を盛り上げます 

平成３０年は明治維新１５０年の節目を迎えるとともに、１月からは鹿児島県出身の

西郷隆盛を主人公にした大河ドラマ「西郷（せご）どん」も始まります。鹿児島県は明

治維新の立て役者を多く生み出しており、ご当地局として明治維新や大河ドラマに関連

する番組を放送することで地域を盛り上げます。さらに、県内各地で展開される、大河

ドラマに関連する取り組みも積極的に伝えます。 

 

○ 幅広いスポーツ情報を発信します 

サッカーＪ３に参入し、好成績を挙げた「鹿児島ユナイテッドＦＣ」を中継やニュー

スなどで引き続き取り上げていきます。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

クや同じ年に開催される第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」に向けて、スポーツ情報を幅広く

伝えます。 
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宮崎放送局 

○ 命と暮らしを守る、正確・迅速で頼りになる報道に取り組みます 

宮崎県の想定では南海トラフ巨大地震による津波の人的被害として最大で約３万５

０００人の死者が想定されています。霧島連山の噴火への警戒も続き、台風、大雨、地

震、火山など自然災害への備えが欠かせません。地域の防災への取り組み、課題などを

継続的に取材し、県民の防災意識の向上、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の提供に努めます。 

 

○ 開局８０年を機に地域との一体感をさらに高めます 

平成２９年４月に宮崎放送局は開局８０年を迎えます。かつて空前の新婚旅行ブーム

を招き、和牛やマンゴー、焼酎の日本有数の産地となった宮崎県。一方で、幾多の自然

災害や家畜伝染病などの困難も乗り越えてきました。その歩みを振り返るとともに、今

後の姿を展望します。また、地域の魅力を発信する番組やイベント展開により、視聴者

との結びつきを強化して地域との一体感を高めます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、解決策を探ります 

県の基幹産業である農林水産業を取り巻く状況は厳しさを増し、過疎化や少子高齢化、

若者の県外流出も深刻になっています。地方の活力をどう取り戻すのか、地域を支える

後継者をどう育てるのか、高齢者の福祉をどう充実させるのか、課題は山積しています。

解決策を探る番組を放送し、地域の取り組みを支援します。 

 

○ 地域の魅力を再発見し、全国・世界へ発信します 

ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）登録を目指す「祖母・傾・大崩地域」や、平

成２７年に世界農業遺産に認定された「高千穂郷・椎葉山地域」の自然豊かな風景、各

地に息づく神楽をはじめとした伝統・風俗・文化など、地域の魅力を全国・世界へ発信

します。 

 

○ 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、宮崎県にゆかりのある選手の活躍を伝え

ます。また、野球やサッカー、ラグビーなど多くの競技でキャンプ地、合宿地として利

用される宮崎県のスポーツ環境の魅力やアスリート情報などを全国に発信し、地域のス

ポーツ振興に寄与します。 
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大分放送局 

○ 大分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 

南海トラフ巨大地震が発生した場合、大分県によると県内沿岸部では最大で１０メー

トルを超える大津波が到達し、死者は最大で２万人以上になると想定されています。ま

た県内には３つの活火山があり、活動を注視していく必要があります。大雨や台風も含

めたさまざまな災害による被害を最小限に食い止めるため、テレビ、ラジオ、データ放

送、インターネットを通じて、防災・減災につながる情報をきめ細かく県民に伝えます。 

  

○ 熊本地震からの地域の復興を支援します 

熊本地震では、大分県内でもおよそ８０００棟の住宅に被害が出たほか、主要産

業である観光や農業なども大きな影響を受けました。復興への取り組みを幅広く紹

介するとともに、地域再生への課題を検証して解決への道を探るなど、復興を全力

で支援します。 

 

○ 地域が抱える課題を深く掘り下げて検証し、地域の未来を考えます 

平成２８年８月に再稼働した愛媛県の伊方原子力発電所をめぐっては、事故が起きた

際の海を越えた避難住民の受け入れや、放射性物質の飛散の可能性など、大分県も大き

な課題を抱えています。こうした課題のほか、過疎や高齢化、それに人口の減少など地

域が抱える課題を深く掘り下げ、その対応策を探ります。 

  

○ 大分県の魅力を国内外に広く発信し、地域の振興につなげます 

“日本一のおんせん県”として広くＰＲ活動を展開する大分県は豊かな自然に恵まれ、

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ます。大分県の自然、

文化、食など多彩な魅力を、県内外のニュースや番組を通じて幅広く発信します。また

平成３０年に大分県で開かれる「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」に向けた

県内での取り組みや話題を積極的に紹介していきます。 

 

○ 各種選挙に万全の態勢で臨み、正確・迅速な選挙報道に取り組みます 

大分県内では、平成２９年度に７つの市の市長が任期満了を迎えます。選挙情勢をき

め細かく取材し、有権者の判断のよりどころとなる情報を伝え、選挙の結果を正確・迅

速に報道します。 

 

○ 県民の関心の高いスポーツ情報を幅広く発信します 

サッカーＪ２に復帰した「大分トリニータ」の再建に向けた取り組みを詳しく伝えま

す。また大分県でも試合が行われるラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた話題を積極的に紹介し、活気のある地域づくりに寄与しま

す。 
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佐賀放送局 

○ 命と暮らしを守る報道を強化します 

  平成２８年４月の熊本地震では、県内でも大きな揺れがあり、県民の防災意識が高ま

りました。県民の命と暮らしを守るための情報を、テレビ・ラジオはもちろん、データ

放送やインターネットなどあらゆる手段で正確・迅速に伝えます。平成２８年に運用を

開始したＬアラートの活用をはじめ、各自治体や河川事務所などとも緊密に連携します。 

 

○ “原子力発電所”、“オスプレイ”を徹底的にわかりやすく伝えます 

玄海原子力発電所は、再稼働に向けて手続きが進んでいます。また、佐賀空港への自

衛隊輸送機オスプレイの配備計画についても、事態が動いています。有明海の再生、九

州新幹線の延伸、農業問題など、県の将来を大きく変える動きをタイムリーに伝え、ニ

ュースや番組で詳しく、かつわかりやすく解説していきます。 

 

○ 佐賀発地域ドラマで地域を元気にします 

美しい自然や温泉などの観光資源を背景に、地域で頑張る人々を描くドラマを制作し、

佐賀の魅力を全国に発信します。さらに、ドラマに関連した番組やイベントの展開によ

り、視聴者との結びつきを強め、より親しまれる放送局を目指します。 

 

○ 「サガン鳥栖」をテレビとラジオで応援します 

九州で唯一のサッカーＪ１チーム「サガン鳥栖」の試合を中継するほか、ニュース・

番組で、チームの最新情報などとともに積極的に伝えます。さらに、「サガン鳥栖」の

情報を伝えるラジオの県域定時番組を継続し、ラジオの地域放送を強化します。 

 

○ 地域放送番組を充実させます 

平日午後６時台のニュースは、“これさえ見れば佐賀がすべてわかる”を目指します。

平日午前１１時台の情報番組では、県内の文化情報をきめ細かく発信します。金曜夜間

や日曜午後１時台などで、地域の社会問題、産業、芸能を取り上げた番組や、明治維新

１５０年に向け地域の歴史や文化を再発見する番組を制作し、視聴者の期待に応えます。 
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沖縄放送局 

○ 沖縄戦と基地問題を通して、平和のメッセージを発信します 

県民の４人に１人が犠牲となった沖縄戦。６月２３日「慰霊の日」の前後にニュース

企画や番組を数多く放送するほか、「沖縄全戦没者追悼式」の模様を中継することで、

苛烈な地上戦を語り継ぎます。また、国と県が対立する普天間基地の移設問題などアメ

リカ軍基地をめぐる動きを継続的かつ多角的に伝え、県民とともに平和を考えます。 

 

○ 手厚い報道で、頻繁に襲来する台風から県民を守ります 

数多くの台風に見舞われる沖縄県では、たびたび暴風警報が発表され、県民の台風報

道への関心は極めて高くなっています。台風の襲来時には、テレビ・ラジオをはじめ、

データ放送・インターネットなど、あらゆる方法を駆使して手厚く報道し、地域の安全・

安心の拠点としての役割を果たします。 

 

○ 本土復帰４５年、沖縄の過去を見つめ未来を考えます 

平成２９年５月に本土復帰から４５年の節目を迎える沖縄。経済的に大きく発展した

一方で、依然、アメリカ軍基地の負担は重く、改めて沖縄と本土の関係を問い直す動き

が強まっています。さまざまな角度から本土復帰以降の歴史や課題を掘り下げる番組を

発信し、沖縄のあるべき未来を模索します。 

 

○ 沖縄独特の豊かな文化・自然の魅力を、全国・世界に届けます 

沖縄には、琉球王国時代から受け継がれた伝統芸能や“しまくとぅば（島言葉）”な

どの独特の文化、島々が育んできた豊かな自然が息づいています。さらに平成２９年は、

沖縄戦で破壊された琉球文化の象徴・首里城が復元されて２５年となります。そうした

沖縄の魅力を全国に発信し、国際放送で世界にも届けます。 

 

○ 県民の関心に応える情報を伝え、沖縄をもっと元気にします 

平日午後６時台のニュース・情報番組では、観光や農業、子どもの貧困や高齢者福祉

など、県民の関心が高い、暮らしに直結する課題を深く丁寧に掘り下げていきます。ま

た、公開生放送や中継などを通じて地域の話題を積極的に取り上げ、さらにスポーツコ

ーナーではバスケットボールＢリーグ「琉球ゴールデンキングス」や沖縄発祥の空手な

ど、沖縄で人気のスポーツの話題を継続的に伝え、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。 

 

○ 宮古・八重山テレビ放送開始５０年、離島で多彩な番組を展開します 

沖縄放送局の前身、沖縄放送協会（ＯＨＫ）が昭和４２年（１９６７年）に宮古・八

重山でテレビ放送を開始してから半世紀になります。宮古・八重山でさまざまな公開番

組を展開するなどして個性あふれる離島の魅力を発信するとともに、視聴者と触れ合う

機会を増やします。 
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平成２９年度 東北地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故から６年が過ぎま

した。進む復興の陰でいまだに多くの人が仮設住宅での暮らしを余儀なくさ

れるなど、被災地は過去の災害では経験したことがない厳しい状況に置かれ

ています。また、福島県では避難指示の解除が進む一方で、住民の帰還に向

けた課題が山積しています。被災地の現状や被災者の声をしっかりと全国に

伝え、震災の記憶の風化を防ぎます。 

 

平成２８年（２０１６年）８月、東北地方の太平洋側に初めて台風が上陸

し、岩手県で大きな被害が出ました。また、大きな地震や噴火も全国各地で

相次いでいます。地域の安全・安心の拠点として、災害への備えをさらに強

化するとともに、重要な情報がきちんと伝わるよう、命と暮らしを守る報道

に全力で取り組みます。 

 

東北地方は、急速に進む人口減少に加えて、地域経済を支える農林水産業

の競争力強化や国内外からの観光客獲得など多くの共通の課題を抱えてい

ます。こうした課題を丁寧にすくい上げ多角的に伝えるとともに、東北の魅

力を地元ならではの視点で掘り起こして国内外に発信し、地域に貢献します。

また、スーパーハイビジョンを活用した番組制作や普及にも取り組んでいき

ます。 

 

震災からの復興を理念に掲げる２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

ックに向けた地元の動きや若手選手の活躍を積極的に伝えます。ピョンチャ

ンオリンピック・パラリンピックでは地元ゆかりの選手を応援するとともに、

プロ野球、サッカーＪリーグ、バスケットボールＢリーグなど地元スポーツ

チームの活躍を、中継やニュースで幅広く伝えていきます。 
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≪各局の重点事項≫ 

仙台放送局 

○ 被災地の現状や被災者の声を広く発信します 

震災から６年が過ぎ、被災者が直面する課題は、生活環境の変化に伴う孤立や心身の

不調、仮設住宅での生活が長期化することで難しくなる経済的自立など、これまで以上

に多様化・複雑化しています。こうした課題を丁寧にすくい上げ、解決策を探るととも

に、被災地の現状や被災者の声を多くの人に伝え、記憶の風化を防ぎます。 

 

○ 地域の安全・安心を守ります 

非常災害時には機動力とネットワークを生かした迅速な緊急報道に加え、データ放送

やインターネットを活用した多角的な情報発信で、地域の安全・安心を守ります。また

大規模災害に備え、ライフライン放送の体制を強化するとともに、災害時の重要な情報

源であるラジオに日頃から接してもらえるよう、平日午後５時台の地域情報番組などで

身近で親しみのある放送に努めます。 

 

○ 新たな放送会館で、地域文化の発信・交流拠点を目指します 

平成３０年２月、仙台放送局は新会館に移転します。地元の文化と活気を発信する多

彩な番組を制作するとともに、公開スペースを活用したイベントや大型スーパーハイビ

ジョンモニターでの東北各地のコンテンツの上映などを通じて、杜（もり）の都の新た

なランドマークとして地域に愛される交流拠点となることを目指します。また被災地の

放送局として、震災の記憶や、防災・減災に資するメッセージを発信し続けます。 

 

○ 地域が抱える課題に真摯（しんし）に向き合います   

宮城県では、仙台都市圏以外の地域、とりわけ震災で津波の被害を受けた沿岸部で人

口減少が進んでいます。地域経済を支える農林水産業の競争力強化や、国内外からの観

光客獲得などへの対応も急がれます。こうした課題を丁寧に掘り下げ、解決への糸口を

探ります。そして地域の魅力を引き続き国内外へ発信し、観光振興に寄与していきます。 

 

○ スポーツへの高い関心に応えます 

ピョンチャンオリンピック・パラリンピックでは地元ゆかりの選手を応援するととも

に、南東北で開催される全国高等学校総合体育大会を通じて、東京オリンピック・パラ

リンピックを目指す若手選手の活躍を伝えます。プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグ

ルス」やサッカーＪ１「ベガルタ仙台」など、地元スポーツチームの戦いぶりや最新情

報を中継・番組で伝え、地域の高い関心に応えます。 

 

○ 公平・公正な選挙報道に努めます 

宮城県知事選挙（任期満了日・平成２９年１１月２０日）や仙台市長選挙（任期満了

日・平成２９年８月２１日）では、有権者の判断材料となる正確な情報を提供します。 
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秋田放送局 

○ 地域の安全・安心を守ります 

大雨や地震に加えて、大雪のような北国特有の災害に備えます。平日午後６時台のニ

ュース・情報番組では平成２８年度に引き続き、気象コーナーの充実を図り、より丁寧

に気象情報を発信します。緊急時には、Ｌ字型画面、データ放送、ホームページなどさ

まざまなツールを使って視聴者に情報が届くように努めます。ラジオ番組は気象予報士

を起用し、気象情報や災害情報を拡充。新たな聴取者層の獲得を目指すとともに、県内

各地にネットワークを広げ、災害時のきめ細かな情報発信に備えます。 

 

○ 地域とともに課題に向き合い、地域とともに考えます 

秋田県の人口減少率は全国ワースト１位で、平成２９年度に人口が１００万人を下回

ると言われています。秋田放送局ではこうした課題と向き合い、平成２７年から開始し

た「２０４０“７０万社会”と向き合う」と銘打った人口減少について考えるキャンペ

ーンを、平成２９年度も継続します。平日午後６時台のニュース・情報番組や金曜夜間

の地域情報番組などで、課題解決に向けた地域の取り組みを紹介し、スタジオ討論を通

して解決策について考えます。 

 

○ スーパーハイビジョンを通じ、地域の魅力を発信します 

秋田放送局では、平成２９年度も秋田の魅力をスーパーハイビジョンで放送します。

全国的にも有名な大曲の花火など、“秋田の宝”を全国に届け、地域活性化につなげま

す。 

 

○ スポーツを積極的に取り上げて、地域の活力につなげます 

東京オリンピック・パラリンピックを目指す秋田ゆかりの選手や、世界各国との交流

事業を担うホストタウンに登録されている地域の盛り上がりなどを積極的に取り上げ

ます。また、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックに出場が期待される地元選手

を紹介するとともに、バスケットボールＢリーグ「秋田ノーザンハピネッツ」やサッカ

ーＪ３「ブラウブリッツ秋田」など、地元スポーツチームの活躍を中継やニュースで幅

広く伝えることで、地域を盛り上げます。 

 

○ 選挙報道を正確・迅速に行います 

秋田県知事選挙（任期満了日・平成２９年４月１９日）など県内各地の選挙では、争

点をわかりやすく伝え、正確・迅速に開票結果を報じます。 
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山形放送局・鶴岡支局 

○ 正確で迅速な緊急報道体制を強化します 

  日頃から、県民の安全・安心の拠点として、地震、津波、火山噴火などの大規模な災

害への備えを強化します。特に日本海の津波対策と蔵王山の防災対策を、ニュースや番

組で放送し、災害への意識を高めます。災害時には、命と暮らしを守るため、テレビ・

ラジオのニュースに加え、Ｌ字型画面、データ放送、インターネットを駆使して、防災・

減災報道に取り組みます。また、ラジオ放送では、地域番組を通じて、県内各地のネッ

トワークを強化し、身近な情報を伝えます。 

 

○ 地域の課題と向き合い、地域放送を刷新します 

  平日午後６時台のニュース・情報番組を刷新します。“山形のその日のニュース”にこ

だわり、問題点をわかりやすく伝えます。人口減少や農業問題、東北の中でも伸び悩む

訪日観光客などの山形の現状を丁寧に伝え、課題解決の道筋を提示していきます。 

 

○ 地域を応援、地域の魅力を全国・世界へ発信します 

  芭蕉の名句で知られる山寺をはじめ、国際的にも知名度の高い県内の歴史や文化を、

積極的に発信し、訪日観光客の誘致に力を入れる地域の取り組みを後押しします。旧庄

内藩と縁のある西郷隆盛が主人公となる平成３０年の大河ドラマ「西郷（せご）どん」

に向けて、県内の歴史を改めて掘り起こします。また、有機ＥＬなどの最先端技術を生

かした県内の産業や、さまざまな分野で活躍する人に注目し、地域を熱く応援していき

ます。 

 

○ 山形から東京オリンピック・パラリンピックへ向け、山形のスポーツ振興に貢献します 

山形県をはじめ、南東北３県で夏に開催される全国高等学校総合体育大会では、東京

オリンピック・パラリンピックへの出場を目指す高校生たちの活躍を伝えます。ピョン

チャンオリンピック・パラリンピックを見据え、蔵王で開催されるスキージャンプ女子

ワールドカップをはじめとした山形のウインタースポーツを盛り上げます。サッカーＪ

２「モンテディオ山形」、バスケットボールＢ２「パスラボ山形ワイヴァンズ」など、

地元スポーツチームを取り上げ、地域スポーツの振興に貢献します。 
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盛岡放送局 

○ 東日本大震災や台風１０号などの被災地の“いま”を伝え、復興を支援します 

東日本大震災から６年がたち、被災地では新たな街づくりが始まりつつありますが、

多くの方々が今も仮設住宅での暮らしを余儀なくされている現状や、急速な高齢化など

さまざまな課題が浮き彫りになっています。大震災や台風の被災地の現状や課題、復興

への取り組みをきめ細かく取材し全国に発信します。 

 

○ あらゆる自然災害に備え、防災・減災報道に全力を尽くします 

平成２８年８月、台風１０号は観測史上初めて岩手県に上陸し、大きな被害をもたら

しました。地震、津波、台風や記録的な大雨などの自然災害から命と暮らしを守るため、

テレビ、ラジオやインターネットなどあらゆる手段を生かして、正確・迅速かつ一人ひ

とりに伝わる防災・減災報道に取り組みます。災害時に強いメディアであるラジオを日

頃から聴いてもらえるよう、平日午後５時台の番組をより充実させ、地域情報のネット

ワークを強化します。 

 

○ 岩手の魅力を再発見し、次の世代につなぎます 

各地に息づく伝統芸能などの大切な文化や豊かな自然、それらを守り継承する人々や

地域の姿を記録し、次の世代につなぐとともに、岩手の魅力を全国・海外に向けて積極

的に発信します。 

 

○ 地域の課題を見つめ、岩手の未来を考えます 

独自の技術を世界に発信しようと頑張る企業や、ふるさとの再生に取り組む人など、

未来の岩手を築く力を応援し、地域の活性化を後押しします。若い世代の県外流出や急

速な人口減少、農業を取り巻く環境の激変など、直面するさまざまな課題を深く掘り下

げ、解決に向けた取り組みを伝えます。 

 

○ 地元のスポーツチームや選手を応援し、地域を盛り上げます 

  釜石市で開催されるラグビーワールドカップ２０１９や東京オリンピック・パラリン

ピックなどを見据えて、地元のスポーツチームや若手選手などの活躍を積極的に取り上

げ、地域を盛り上げます。 
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福島放送局・郡山支局・いわき支局   

○ 福島の“いま”を地域、全国、そして世界へ発信します 

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６年。県内では避難指示

の解除が進み、被災者はさまざまな選択を迫られる一年となります。故郷の再生、廃

炉への道のりは遠く、農林水産業や観光への影響、賠償問題など課題は山積みです。

県民の声に十分に耳を傾けて解決の糸口を探るとともに、風評被害を払拭（ふっしょ

く）し、新たな歩みを支援できるよう、福島の情報を全国へ世界へと発信します。 

                   

○ 緊急報道の発信力を高め、防災・減災に努めます 

  地震・台風など自然災害が相次ぐ中、防災・減災のために、緊急報道の体制強化に全

力で取り組みます。災害時にはインターネットを活用した中継、L 字型画面、ホームペ

ージなどあらゆる情報伝達手段を駆使して、命と暮らしを守る情報を発信します。ラジ

オ放送では、平日午後５時台の地域情報番組を通じて築いた聴取者とのネットワークを

さらに強固なものとし、災害時の情報収集や発信に生かします。また、県民の関心が高

いテーマで特集番組を放送し、緊急時に役立つ身近なラジオを目指します。 

 

○ 迅速かつ正確な選挙報道に徹し、地域の未来を考えます 

平成２９年度には、郡山市、いわき市、福島市、南相馬市など多くの自治体で首長

選挙が予定されています。農林水産業などの基幹産業や、エネルギー政策の行方とい

った課題を取材し、有権者の判断材料となる情報を伝えます。また、次世代を担う若

者たちにも解説や画面上の工夫で争点などをわかりやすく伝え、地域のこれからに貢

献します。 

 

○ 多彩な番組で若者応援キャンペーンを展開します。 

福島の未来に向けて挑戦する若者たちを、テレビ・ラジオの定時番組のほか、短時間

の番組を多数放送するなどして応援します。ホームページやイベントなどとも連動して

若者たちの明日への取り組みを県内外に紹介し、地域づくりの輪を広げます。 

 

○ ２０２０年に向けた地元スポーツ界の動きを見つめます 

東京オリンピックの開催では、原発事故対応の拠点とされてきたＪヴィレッジの活

用が検討されるなど、２０２０年に向けて地元スポーツ界の動きが活発化しています。

こうした中、南東北で開催される全国高等学校総合体育大会などの取材を通じて、東

京オリンピック・パラリンピックを目指す選手を発掘し、その挑戦を全力で応援しま

す。また、地元が期待を寄せるプロスポーツや高校野球の熱戦を引き続き丁寧に伝え

ます。 

 

 



- 49 - 

 

青森放送局・弘前支局・八戸支局 

○ 事件・事故などの緊急報道や災害報道を正確・迅速に行います 

県民の安全・安心を守るため、災害時には、テレビ・ラジオで正確・迅速な報道に努

めるとともに、Ｌ字型画面やデータ放送、インターネットなども駆使し、避難情報や交

通情報などをきめ細かく発信します。 

 

○ 平日午後６時台のニュース・情報番組をさらに充実させます 

人口減少や経済・雇用問題、農林水産業や医療・福祉、原子力関連施設をめぐる動き、

全国最下位の平均寿命など、県内の課題を多角的に捉え、わかりやすく伝えます。また、

平成２８年度から始めた「特殊詐欺撲滅キャンペーン」を継続し、安心して暮らせる地

域社会の実現に貢献します。 

 

○ 青森と道南の魅力を全国・世界に発信していきます 

北海道新幹線がもたらす、観光面や経済面への波及効果などを幅広く取材し、ニュー

スや番組で伝えます。函館局との“青函連携”を今まで以上に強化し、共同での取材や

番組制作を目指します。また、青森県の豊かな自然や伝統文化、豊富な食材など、他県

にはない魅力を題材にしたニュースや番組を制作し、インターネットサービスの充実に

も積極的に取り組み、より多くの魅力を全国や世界に発信します。 

 

○ ラジオ番組の充実を図り、より親しみをもってもらえるよう取り組みます 

防災情報を定期的に発信することで、災害報道をはじめとしたラジオの重要性への理

解を深めます。特集番組を制作するとともに、ソーシャルネットワーキングサービスな

ども活用して、ラジオと地域聴取者との結びつきをより強めます。 

 

○ スポーツ選手の活躍を通して、青森県の元気を視聴者に届けます 

東京オリンピック・パラリンピックで活躍が期待される県内の注目選手を継続的に取

材し、東京大会に向かって取り組む人々を応援していきます。また、ピョンチャンオリ

ンピック・パラリンピックでは青森県ゆかりの選手の活躍を伝えるとともに、バスケッ

トボールやサッカーなど関心の高いスポーツだけでなく、県内で競技者の多い卓球など

も取り上げながら、地域のスポーツ振興に貢献します。 
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平成２９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つの放送局が一丸となって、地域の安全・安心の拠点

の役割を果たし、地域の活性化に積極的に貢献することに全力を挙げます。

北海道の魅力を広く発信し、地域からの信頼と期待に応える放送局を目指し

ます。 

 

北海道は豊かな自然の恩恵を受ける一方で、地震や津波、火山噴火、暴風

雪などさまざまな自然災害と隣り合わせです。平成２８年（２０１６年）に

は、相次いで上陸・接近した台風により大きな被害を受けました。被災地域

の状況を継続して取材するとともに、防災・減災につながる発信を行います。

道内７つの放送局ネットワークの総力を結集し、テレビ・ラジオをはじめ、

データ放送、インターネットなど多様な手段を活用して、道民の命と暮らし

を守る災害報道に取り組みます。 

 

人口減少社会の中での自治体の未来、鉄道路線見直しをはじめとする公共

交通の行方、地域産業や経済を取り巻く課題など、北海道が抱える問題に視

聴者とともに向き合い、地域の人々の関心の高い情報をタイムリーにわかり

やすく届けます。北方領土について幅広く取材し、これまでの歴史をひもと

きながら、日ロ関係の動きとともに継続して伝えます。また、平成３０年は、

北海道と命名されてから１５０年目です。“北海道１５０年”に向けて、北

海道の歴史や文化を見つめ直します。そして、地域の魅力を伝える多彩な番

組を放送し、全国、世界へ向けて積極的に発信します。スーパーハイビジョ

ンを活用した番組制作にも取り組みます。 

 

北海道の魅力を地域に暮らす人々とともに再発見し、地域を盛り上げてい

く地元応援キャンペーン「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道」を継続しま

す。１０年ぶりの日本一を果たしたプロ野球「北海道日本ハムファイターズ」、

５年ぶりのサッカーＪ１復帰を決めた「北海道コンサドーレ札幌」をはじめ、

北海道を拠点に活躍するスポーツチームを応援し、地域スポーツ振興に貢献

します。そして、平成３０年に開催するピョンチャンオリンピック・パラリ

ンピックに向けて、北海道ゆかりの選手を紹介するなど、ウインタースポー

ツを盛り上げます。 
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≪各局の重点事項≫ 

札幌放送局 

○ 北海道７局の中核として各放送局と緊密に連携し、地域の安全・安心を守ります 

災害時には、当該地域への支援態勢を速やかにとり、テレビ・ラジオをはじめ、Ｌ字

型画面、データ放送・インターネットなど多様な手段を用い、道民の命と暮らしを守る

情報をきめ細かく伝えます。また、災害の検証報道や防災・減災に役立つ放送、そして

季節ごとに防災のポイントをわかりやすく伝える防災キャンペーンの全道展開を引き続

き行います。 

 

○ 北海道の話題を全道的な視野で伝えるとともに、北海道の魅力を積極的に発信します 

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、政治、経済、社会

の動向や抱える課題を全道的な視野で幅広く伝えます。“北海道１５０年”に向け、全

道各地の歴史や文化を見つめ直します。そして、北海道の魅力を全国、世界に積極的に

発信し、地域の振興や活性化に貢献します。 

 

○ 北海道に暮らす人々を応援し、地元への愛着がより深まる取り組みを行います 

地元応援キャンペーン「Ｉ ＬＯＶＥ ＪＩＭＯＴＯ 北海道」を継続し、道内各局と

連携して、地域を元気づける発信やイベントに取り組みます。プロ野球「北海道日本ハ

ムファイターズ」、サッカーＪ１「北海道コンサドーレ札幌」をはじめとした北海道を

拠点とするスポーツチーム、そして、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックで関

心が高まるウインタースポーツを盛り上げるとともに、東京オリンピック・パラリンピ

ックも視野に入れて、北海道ゆかりの選手を応援します。 
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函館放送局 

○ 地域の人々の安全と暮らしを守るため、全力を尽くします 

  平成２８年の道南地方は自然災害が相次ぎ、６月に函館市南茅部地区で震度６弱の地

震が起きたほか、８月には台風が接近しました。災害に関する視聴者の関心が高まって

いる中、防災・減災に役立つ放送に全力を挙げて取り組むとともに、緊急報道に万全を

期します。 

 

○ 地域の課題や関心の高いテーマを掘り下げて伝えます 

  急激な人口減少や若年層の流出など、道南地方が直面している課題を積極的に取り上

げ、多くの人々が議論できる材料を提供し、解決への糸口を探ります。また、北海道新

幹線による経済効果や交流人口の拡大など、地元の視聴者にとって関心の高いテーマを

多角的に取材し、タイムリーに放送します。 

 

○ 青森放送局をはじめ東北地方の放送局とも連携し、地域情報発信や地域振興に努めます 

  道内局との協力を強化するとともに、青森放送局との青函連携をはじめ、北海道新幹

線でつながった東北地方の放送局との連携を深め、青函交流の動きや観光面での展開な

ど、２つのエリアに関連した地域情報を発信していきます。さらに人口流出の問題など

共通の課題に連携して取り組み、地域振興に役立てていきます。 

 

旭川放送局 

○ 住民の命と暮らしを守る緊急報道、防災・減災報道に取り組みます 

平成２８年は４つの台風が上陸・接近し、道北地方も大きな被害を受けました。また、

局地的な豪雨、暴風雪の被害も増えているほか、十勝岳の火山活動、地震や津波のおそ

れもあります。住民の命と暮らしを守る緊急報道、防災・減災報道に全力で取り組むと

ともに、被災地の状況を継続して取材し、教訓や課題を発信します。 

 

○ 道北地方の課題を見つめます 

  鉄道路線の見直しに伴い、地元の産業や人々の生活に大きな影響を与える公共交通機

関の行方に関心が高まっています。また、ロシアとの経済関係の変化、深刻化する高齢

化と人口減少、さらに、増加する外国人に対応した観光産業、雇用の問題など、道北地

方の課題について、視聴者とともに考えます。 

 

○ 豊かな自然と職や暮らし、オリンピックに向けた地元の動きを世界に発信します 

大雪山系など道北地方の豊かな自然や食、暮らしや風土を全国、世界に紹介します。

また、ピョンチャンオリンピック・パラリンピック、東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて道北地方ゆかりの選手を積極的に取り上げます。公開番組やイベントを通じ

て、視聴者との結びつきを強め、親しまれる放送局を目指します。 
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帯広放送局 

○ 地域の命と暮らしを守る緊急報道、防災・減災報道に全力で取り組みます 

十勝は、地震・津波による災害をはじめ、雌阿寒岳や十勝岳の噴火による災害のおそ

れもあります。また、平成２８年夏には相次いで台風に見舞われ、大きな被害が出まし

た。こうした大規模災害から命と暮らしを守る緊急報道に万全を期すとともに、日頃か

ら防災・減災につながる情報を積極的に発信します。台風の被災地の復旧状況や防災対

策の見直しについても引き続き取材し、伝えていきます。 

 

○ 地域が直面する課題やそれを克服しようという新たな取り組みを発信します 

食料自給率１２００パーセントを誇る十勝の農業も、国際的な貿易交渉や農業改革に

よって、大きな岐路に立たされています。生産現場の実情や、食品の加工・サービスに

まで展開する６次産業化、ブランド化など最新の取り組みを発信します。少子高齢化や

人口減少が懸念される中、地域が課題にどう向き合い、活性化しようとしているのか伝

えます。 

 

○ 十勝の魅力・元気を積極的に発信します 

とびきりおいしい食材や美しい自然、多彩なイベント、地域おこしに挑戦する人々な

ど、十勝は魅力満載です。その魅力と元気を地域の情報番組で伝えるとともに、全道・

全国に向けて発信します。 

 

釧路放送局 

○ 地域の命と暮らしを守るための防災・減災報道に全力で取り組みます 

世界有数の地震・津波の多発地帯を抱える放送局として、地域の安全・安心につなが

る情報を発信するとともに、災害報道に全力で取り組みます。増加傾向にある暴風雪や

台風に対して、防災・減災に役立つ放送を行います。さらに噴火のおそれのある雌阿寒

岳、アトサヌプリに対しても、取材を継続し、情報を提供していきます。 

 

○ 北方領土をはじめとした釧路・根室地方の“いま”に向き合います 

北方領土問題を丹念に取材し、交渉の行方や影響を継続して伝えます。また、国際的

な貿易交渉の行方による畜産業や農業への影響や気候変動による水産資源の変化など、

課題を掘り下げます。国立公園指定から３０年を迎えた釧路湿原や世界自然遺産の知床

など、豊かな環境や自然を全国・世界に発信します。 

 

○ 開局８０年に向け、地域により親しまれる放送局を目指します 

釧路放送局は平成３０年２月に開局８０年を迎えます。地域の魅力を再発見する番組

やイベントを展開するほか、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックに向けて、地

元のウインタースポーツの選手を積極的に取り上げるなど、身近な放送局としての存在

感を高めます。 
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北見放送局 

○ 安全・安心を守る災害報道に万全を期します 

  オホーツク地方では、暴風雪や台風による大雨、河川の氾濫などの自然災害が増加し

ています。安全・安心を守る災害時の緊急報道に万全を期すとともに、地域住民の防災・

減災意識を高めます。 

 

○ 地域の課題に向き合い、未来への展望を描きます 

  鉄道路線の見直しや、国際的な貿易交渉で影響を受ける農業、地球温暖化による環境

の変化など、地域が抱える課題に真正面から向き合います。解決策を探るニュースや番

組を発信し、地域の人々に寄り添います。 

 

○ オホーツク地方の魅力を全国や海外に届けます 

  貴重な自然が残る世界自然遺産・知床などの地域の魅力や、ピョンチャンオリンピッ

ク・パラリンピックでの活躍が期待されるカーリングなど、地域の話題をさまざまなメ

ディアで全国や海外に積極的に発信します。 

 

室蘭放送局 

○ 地域の安全・安心の拠点として、防災・減災報道に全力で取り組みます 

胆振地方に３つある活火山、樽前山・倶多楽・有珠山について、防災対策などを積極

的に発信して視聴者の安全・安心につながる放送を目指します。また、地震や津波、暴

風雪や局地的豪雨などへの防災・減災報道に万全を期すとともに、キャンペーンなどを

通じて、地域住民の防災・減災意識を高めます。 

 

○ 地域放送局としての存在意義を高めて、地域放送の充実に努めます 

がんの死亡率全国ワースト２位の北海道。室蘭はその中でも、特にがんが深刻な地域

で、対策が急務です。放送やイベントを通じて「がんを防ごうキャンペーン」を積極的

に進め、予防対策や検診の重要性を伝えます。また、人口減少や公共交通機関に関する

問題、地域産業が抱える課題や新たな取り組みを全道・全国に向けて発信します。 

 

○ “地域の応援団”として、胆振・日高地方の魅力を発信します 

胆振・日高地方に受け継がれているアイヌ文化の魅力を、平成３２年までに白老町に

整備する「国立アイヌ民族博物館」の情報とともに継続的に伝えます。また、世界文化

遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」をめぐる動きや、馬産地・日高の取

り組みを発信するなど、“地域の応援団”として視聴者サービスに努めます。 
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平成２９年度 四国地方向け地域放送番組編集計画 

 

≪基本方針≫ 
 

 四国地方の各放送局は、住民の安全・安心の拠点となり、正確・迅速な報

道に全力で取り組みます。地域の課題に向き合い対策を考えるとともに、四

国の魅力を伝える多彩なコンテンツをデジタルサービスも駆使して全国・海

外にも発信し、四国の活性化に貢献します。また視聴者との触れ合いを大切

に、身近で役に立ち信頼される放送局を目指します。 

 

 熊本地震を踏まえ、中央構造線断層帯が走る四国で、活断層が引き起こす

直下型地震への対応は、南海トラフ巨大地震に加えた喫緊の課題です。四国

は台風、洪水、高潮など、災害リスクの高い地域も多く抱えています。最新

設備の導入やデジタルメディアの活用など報道機能を不断に強化し、各局は

もちろん、４局合同での訓練も行い、命と暮らしを守る災害報道にオール四

国で取り組みます。 

 

全国の中でも人口減少が急速に進む四国では、“将来、ふるさとがなくな

る”危機感を多くの住民が抱いています。地域存続のため課題を掘り下げ処

方箋を考える、４局合同年間キャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」を継続

展開します。ニュース企画に加え、金曜午後７時台の報道番組を中心に、観

光や移住、新産業や教育環境の整備など、地域活性化への道を多角的かつ徹

底的に探ります。 

 

四国の人々が誇りとする、豊かな自然や祭り、食、俳句など個性あふれる

文化については、視聴者の幅広い期待に応える魅力的な番組を、スーパーハ

イビジョンも活用して制作します。四国・全国はもちろん、国際放送やイン

ターネットを通じて世界にも情報発信していきます。また地元で開催される

スポーツ大会、オリンピック・パラリンピックを目指す注目選手と地域の動

きは、ニュースや番組で積極的に取り上げ応援していきます。 

 

平日午前１１時台の情報番組を刷新し、健康や食、趣味など暮らしの話題

をより楽しくわかりやすく届けます。平日午後 6 時台のニュース・情報番組

では、伊方原子力発電所の動向、全国・世界の情勢を受けた地域経済・産業

の最新の動きと課題など、関心が高いテーマを丁寧に解説し、親しみやすい

演出で伝えます。また、４局で平日夕方の各県向けラジオ番組を充実させ、

身近で頼れるメディアとしてアピールしていきます。 



- 56 - 

 

≪各局の重点事項≫ 

松山放送局 

○ 県民の命と暮らしを守る防災・減災報道に全力で取り組みます 

地震、台風、大雨、洪水など頻発する自然災害に対して、防災・減災につながる映像・

情報をいち早く入手し、放送はもちろんインターネットなどあらゆる手段で、正確・迅

速に情報発信するよう全力を尽くします。南海トラフ巨大地震や直下型地震など大規模

災害に対しては、日頃から備えや対処について継続的に伝えるとともに、松山局はもち

ろん４局合同でも訓練を重ね、生命・財産を守る災害報道に万全を期します。 

 

○ 地域活性化に貢献する年間キャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」を継続します 

人口減少と高齢化の著しい四国で地域存続の道を発見していく年間キャンペーン 

「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」を継続します。道後温泉やしまなみ海道など観光の振興、産

業・雇用の活性化、移住やインターンの促進、教育・子育て環境の整備など、地域活性

化の鍵と課題を、ニュースと番組で継続的に伝えます。またニュース企画は、国際放送

や英語版も含むホームページで発信するなど、国内外に広く伝えていきます。 

 

○ 四国・愛媛の魅力を伝える多彩な番組を制作し内外に発信します 

俳句や遍路など文化と歴史、個性あふれる食、海、山、川の豊かな自然など、四国・

愛媛の多彩な魅力を伝える番組を制作します。番組は四国や全国に加えて、国際放送を

通じて海外にも積極的に発信していきます。瀬戸内海の美しい独特の自然、貴重な歴史

的建造物などについては、スーパーハイビジョンも活用した番組を制作していきます。 

 

○ 地元のスポーツを積極的に応援します 

６４年ぶりに愛媛で開催される第７２回国民体育大会「愛顔（えがお）つなぐえひめ

国体」・第１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」は、中継や関連番

組、ニュースで全国に伝えます。またオリンピック・パラリンピックに挑戦するアスリ

ートや地元の動きを積極的に取り上げます。関心が特に高い高校野球や、サッカー、野

球などのプロスポーツについても丁寧に伝え、地域スポーツの振興に貢献します。 

 

○ 身近で役に立つ親しみやすい番組・ニュースを日々届けます 

平日午後 6 時台のニュース・情報番組では、再稼働した伊方原子力発電所の安全性、

経済・産業の動きや気象など、関心が高いテーマをわかりやすく解説し親しみやすい演

出で伝えます。また、平日午前１１時台の情報番組は内容を刷新し、四国の情報を丁寧

に伝えるほか、健康や食、趣味など暮らしの話題をより楽しくわかりやすく届けます。 

 

○ 県域向けラジオ放送を充実させます 

平日午後５時台のラジオの地域情報番組を大幅に拡充します。地域の小さな話題も取

り上げ、お便りやリクエストなど聴取者とのコミュニケーションを充実させます。イン

ターネットラジオ「らじる★らじる」の利便性も伝え、災害時にも頼りにされるメディ

アを目指します。 
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高知放送局 

○ 県民の命と暮らしを守ります 

南海トラフ巨大地震に備え、避難方法や食料備蓄、耐震化工事など、防災・減災のた

めのきめ細かな最新情報を発信します。加えて、毎年のように接近する台風や局地的豪

雨など、気象災害の緊急報道に万全を期します。発災時には速やかにテレビやラジオ、

データ放送、インターネットなどを用いて正確・迅速に情報を提供し、県民の命と暮ら

しを守ります。 

 

○ 地域に密着したニュース・情報を届け課題の解決策を探ります 

  平日午後６時台のニュース・情報番組は、県民の関心の高いニュースを深く掘り下げ、 

 わかりやすく解説するほか、気象情報もさらに充実させます。急速に人口減少が進む中

での地域の再生・活性化の課題については、県域のニュース・番組だけでなく、四国合

同キャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」などを通じて解決策を探ります。 

 

○ 高知の多彩な魅力を全国や海外に発信し、地域活性化に貢献します 

平成２９年（２０１７年）は大政奉還から１５０年という節目の年にあたり、３月か

ら県内全域で、「志国高知 幕末維新博」が開催されます。歴史をはじめ、自然・食な

ど、高知の多彩な魅力を地域だけでなく、全国、海外に積極的に発信します。県内最大

の観光資源「よさこい祭り」についても生中継や関連番組で多角的に伝え、地域活性化

に貢献します。 

 

○ スポーツ報道を通じて地域を応援します 

  サッカーＪリーグ入りを目指す「高知ユナイテッドＳＣ」やプロ野球独立リーグの「高

知ファイティングドッグス」、相撲など地域の関心が高いスポーツの情報を積極的に伝

えていきます。また、東京オリンピック・パラリンピックを目指して奮闘する、高知県

ゆかりのアスリートの活動を継続して取り上げ、応援します。 

 

○ 視聴者に親しまれ信頼されるラジオ放送を充実させます 

  午後５時台のラジオの地域情報番組を拡充します。暮らしに密着した話題や命を守る

防災情報で聴取者との結びつきを強め、災害時に多くの県民にラジオを通じて安心を提

供します。 

 

○ 幅広い世代に親しまれる放送局を目指します 

より多くの若者や子育て世代に親しんでもらえるようイベントの充実を図り、放送に

取り上げていきます。データ放送やインターネットなどデジタルサービスを積極的に活

用し、これまで以上に幅広い世代に親しまれる放送局を目指します。 
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徳島放送局 

○ 命と暮らしを守る情報の発信と防災・減災意識向上のための放送に全力を挙げます 

  徳島県は南海トラフ巨大地震への対応が最大の課題です。また、熊本地震によって、

中央構造線断層帯による直下型地震にも改めて関心が集まっています。さらに、台風に

よる大雨や洪水などの災害の危険性に、県民は毎年、直面しています。放送やインター

ネットなどあらゆる手段を活用して命と暮らしを守る情報を速やかに発信します。巨大

地震で最も懸念される津波への対策や震災後の避難生活などをめぐる自治体・地域の動

き、調査研究などは丁寧に伝え、平時から防災・減災意識向上に努めます。 

 

○ 徳島が抱える課題にしっかりと向き合い、解決策を探ります 

  過疎化・少子高齢化で人口減少が急速に進む徳島県。相次ぐ廃校や休校、商店街の衰

退は地域の活力を失わせています。訪日外国人２０００万人時代に入って観光地の地域

間競争は激しさを増し、観光の振興が大きな課題です。一方で、インターネット環境の

充実などもあって、消費者庁移転の試みや移住者の増加、サテライトオフィスの進出と

いう光明も見えています。ニュース企画などでの徹底した取材により課題を深く掘り下

げ、解決策を探ります。 

 

○ 徳島の魅力や元気を全国や世界に向けて発信します 

日本の夏祭りを代表する「阿波おどり」では、踊りの特徴に加え、真夏の熱狂も伝え

る特集番組を制作します。アジアで初めてとされる、徳島県鳴門市でのベートーベンの

交響曲第９番の演奏から、平成３０年で１００年になります。記念の年を前に、地元と

世界の歴史的なつながりや交流などを多角的に取材してニュースや番組で伝えます。徳

島特産の藍をはじめ、豊かな自然や文化の魅力を全国、世界に向けて発信し、地域振興

に貢献します。また、スーパーハイビジョンも活用して番組制作を進めます。 

 

○ スポーツ報道を通じて地域活性化につなげます 

  平成２９年１０月、吉野川で国内初となるラフティング世界選手権が開催されます。

トップ選手が競う大会の模様だけでなく、地元の動きも積極的に発信します。また、“東

京２０２０”に向け、徳島でも新たな選手の活躍が期待されています。徳島県は、国内

有数のサーフポイントとして知られるほか、バドミントンではリオオリンピック金メダ

リストを輩出しました。県民の関心が高い競技のアスリートを取り上げて応援し、機運

を盛り上げ地域 活性化につなげます。 

 

○ より楽しく親しみのある情報番組・特集番組で視聴者層拡大を目指します 

  午後６時台のニュース・情報番組では、ニュースをわかりやすく伝えることをはじめ、

より親しまれるよう地域密着の話題や生活に役立つ情報などを充実させます。また、県

内の若者の活動やメッセージ、トレンド情報などを伝えるテレビ・ラジオの地域情報番

組と徳島局ホームページとの連動を進め、幅広い世代に支持・信頼される放送局を目指

します。 
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高松放送局 

○ 災害・緊急報道や防災・減災意識を高める情報発信に努めます 

  多発する集中豪雨や地震、台風などに備えて、防災・減災意識を高める番組発信にも

力を入れます。南海トラフ巨大地震や直下型地震、高潮による浸水被害などに備え、四

国の各放送局との連携強化に加え、対岸の岡山局とも連携を築き 四国全体が被害を受

けた場合でも迅速に充実した放送が届けられるよう努めます。また、緊急報道の際には、

テレビやラジオ、データ放送、ホームページなど、さまざまな手段を駆使して、県民の

生命と財産を守る情報を迅速にきめ細かく伝えます。 

 

○ 地域の課題に積極的に向き合い 暮らしに密着した情報を届けます 

  平日午後６時台のニュース・情報番組を、“香川がイチバン”をコンセプトに、さら

に親しみやすい番組を目指して刷新します。注目される人々へのインタビュー、旬の食

材や地域イベント、暮らしに役立つ情報などを伝え、地元がイチバンと感じられるよう

に県民の目線に沿った内容の充実に努めます。四国４局合同の年間キャンペーン「Ｄｉ

ｓｃｏｖｅｒ四国」と連動し、シリーズで放送します。人口減少や経済格差、観光や移

住、地域で芽生えつつあるドローンやクラウドファンディングを活用した地域再生事業

といった新産業の創出など、地域の課題を深く掘り下げて伝え、今まで以上に県民のニ

ーズに応えます。 

 

○ 香川の魅力を再発見し 地域・全国・世界に発信します 

香川の歴史、文化、自然などの多彩な魅力を積極的に発信し、地域の活性化に貢献し

ます。毎年香川県で開催される中四国最大級の野外音楽イベントを番組で取り上げ、地

元の盛り上がりを伝えます。また、ラジオの地域情報番組をスタートさせ、旬の人物イ

ンタビュー、道の駅リポートなど“香川ならでは”の話題を伝えることで、より身近で

親しみやすい放送を目指します。また、瀬戸内海に面したＮＨＫ各局が連携して、スー

パーハイビジョンも活用した、瀬戸内の魅力を伝える番組を制作します。 

 

○ 地域スポーツに注目し 視聴者の期待に応えます 

サッカーＪ２「カマタマーレ讃岐」をはじめとする地域のプロスポーツチームの試合

や話題を積極的に伝えます。また、東京オリンピック・パラリンピックへ向けて、香川

県ゆかりの選手の奮闘する姿を伝え、スポーツの魅力を幅広く伝えます。 

 

○ さまざまなサービスを通して地域放送を充実させます 

テレビやラジオの公開放送、地域に密着したイベント、ソーシャルネットワーキング

サービスでの情報発信などを積極的に行うことで、身近で親しみのある放送局を目指し

ます。また、データ放送や高松局ホームページなどのデジタルサービスと番組の連携を

強化し、幅広い世代に支持されるよう努めます。 

 

 


