
東海テレビ 社長会見 資料

2023年3月1日（水）

東海テレビは、１９５８年１２月に開局し、今年６５周年を迎えます。
昭和、平成、令和とこの地域の今を伝え続け、視聴者との信頼と絆を
育んでまいりました。これからもしっかりとこの地域に寄り添い、一緒に
歩んでまいります。未来へ向けてSDGs、CSR活動にも積極的に取り
組み、地域に貢献していく所存です。これまで以上にアンテナを高くあ
げ、より柔軟な発想を持って、この時代の多様性に対応していきます。



開局65周年テーマ
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昨年7月にCSR推進部を新設！「わたしたちのアクションで未来をつくる！」
SDGsの理念に込められた「誰一人取り残さない」。その想いを形にしながら

「信頼されるテレビ局」として地域で暮らす人々が豊かに暮らせる社会づくりに向け

スモールアクションを実践しています。

2022年の活動

■ ペットボトルキャップを世界の子どもたちのワクチンに

全社でペットボトルキャップの回収を行い、世界中の子どもたちにポリオワクチンを寄付。これまでに250人のワクチンに。

■ 「イッチー文庫」の活動や「絵本の日」（11月30日）に児童養護施設の子どもたちに絵本の寄贈と朗読会を実施

これまでに従業員から集めた約100 冊の絵本を、地域のこども食堂や子育てサークルに寄贈。アナウンサーが朗読会を実施。

■ 多様性をテーマにしたSDGs絵本「イッチー！キミのいいところ」を配信

多様性をテーマにした「イッチー絵本」の第3話が、3月30日～Locipoで配信。

■ 地域からSDGsを考える！「NEWS ONE」 キャンペーン企画「ミライノニュース」放送

平日夕方放送の「NEWS ONE」では、未来を変える取り組みをしている人たちを紹介する「ミライノニュース」を放送。

■ その他

名古屋市東区と「スモールアクションプロジェクト」を実践。地域連携の一環で社屋周辺のゴミ拾いやチャリティ講演会を実施。

名古屋市とは温暖化対策の「水うち」活動も。

東海テレビのＳＤＧｓとＣＳＲ活動
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東海テレビのＳＤＧｓとＣＳＲ活動
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【2023年の活動】

■中学生の職業体験

名古屋市の「子供キャリアサポートモデル事業」の一環としての当社での職業体験は初。

■ ＜FNSチャリティキャンペーン＞フジテレビアナウンサー モザンビーク共和国報告会

2022年にモザンビークを訪れたフジテレビの堀池亮介アナウンサーが、今年2月1日（水）名古屋市東区で現地の様子や

懸命に生きることもたちの取材を通じて感じたことや、放送で伝えきれなかったことなどを報告。募金活動も実施。

■従業員のメンタルヘルス 「フラワーバレンタイン」 開催

「NEWS ONE」のミライノニュースで取材した愛知県田原市「平原バラ園」の規格外バラを使用し、

従業員がフラワーアレンジを体験。

■地域コラボCSRイベント 「家族でまなぼうさい」 （名古屋市千種区）

トヨタモビリティ中京・東海テレビ・社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会のコラボで

地域の防災力を向上するためのイベントを実施。毎月、「非常食」「車中泊」「トイレ」など様々なテーマで実施。

■「多様性」をテーマにした「出前授業」の実施

ドキュメンタリーを制作しているスタッフが、多様性をテーマに出前授業の先生に。取材体験を交えて、子供たちと一緒に考えます。

東海テレビのＳＤＧｓとＣＳＲ活動
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会期
会場
備考
愛知県市町村対抗駅伝競走大会
2023年
1月14日（土）
モリコロパーク
決定
反田恭平×務川慧伍２台ピアノ2023
2月5日（日）
豊田市コンサートホール
決定
スケスケ展
3月18日（土）～6月11日（日）
名古屋市博物館

決定スケスケ展 3月18日（土）～6月11日（日） 名古屋市博物館 決定
鬼滅の刃 吾峠呼世晴原画展 3月25日（土）～5月28日（日） 金山南ビル美術館棟（旧
ボストン美術館） 決定
スーパークラシックコンサート＜5公演＞ ５月～12月 愛知県芸術劇場大ホール 決定
"ミュージカルファインディング・ネバーランド" 6月30日（金）～7月1日（土） 愛知県芸術劇場大ホー
ル 決定

開局65周年記念イベント
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「子どもたちの未来のために」豊かな芸術体験の場をプレゼント

＜開局65周年記念事業＞

■「スーパークラシックコンサート」特別企画＜イッチーみらいシート＞

2023年5月～12月 愛知県芸術劇場コンサートホール

1997年にスタートした東海テレビ主催「スーパークラシックコンサート」は、年間を通じて国内外で活躍する

世界一流の演奏家によるステージを提供しています。開局65周年を迎えるにあたり、 「イッチーみらいシート」を新設、今年開催する

全５公演を対象に東海地区で暮らす子どもたち５０名（各公演10名）を無料招待します。

■「グラン・ドリーム・バレエ・フェス2023」 世界で活躍するトップバレエダンサーと共演できる夢のステージ

2023年10月8日（日）、9日（月祝）愛知県芸術劇場 大ホール

東海地区のバレエ界がバレエ団の枠を越えて総集結する祭典。

上野水香（東京バレエ団 プリンシパル）、倉永美沙（サンフランシスコ・バレエ団 プリンシパル）ら

世界で活躍するトップダンサーをゲストに迎えます。オーディションで選ばれた東海地区の小中高生を中心とした

バレエダンサー延べ250人がトッププリマと共演できる夢の舞台。

この地方の若い才能を育成すると共に舞踊芸術の活性化に寄与します。

＜その他 今後の主な開局65周年記念事業＞

「スケスケ展～スケると見える仕組みの世界～」 3月18日（土）～6月11日（日）名古屋市科学館

「鬼滅の刃 吾峠呼世晴 原画展」 3月25日（土）～5月28日（日）金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）

「ミュージカル『ファインディング・ネバーランド』」 6月30日（金）～7月1日（土）愛知県芸術劇場 大ホール
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1991年４月にスタートした子ども向け番組「すくすくぽん！」。2022年４月から32年目に突入します。

番組のテーマをこれまでの「ごかん、ろっかん」から「ぽん！」に変更。「ぽん！」は、弾けるイメージで、こ
どもたちに元気や楽しさを伝える言葉です。

大きな変更は、毎週幼稚園を回り踊っているダンスです。これまで、ニッチェさんをイメージキャラクター
としていた「ごかん！ろっかん！ロケンロール」を、「ジャン・ポン・パン・ダンシング」に変更、
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開局65周年番組

開局65周年期間（2023.1～2024.3）に
いくつかの番組を放送します。

◆65周年番組

◎ネット番組
・3月12日（日） 「名古屋ウィメンズマラソン」（スポーツ）

・4月 1日（土）「GPSつけてみた」（バラエティ）
身の回りにあるいろいろなものにGPSを付け、その移動経路から
「何につけたのか」を予想します。出演は、カズレーザーほか。

・4月16日（日） 「運搬千鳥」 （バラエティ）
MCを千鳥が務める人気シリーズ第4弾。モノの運び方＆運ばれ方
の裏には知られざる人間ドラマがある。

◎ローカル番組
・ゴールデンウィーク「スイッチ！10周年スペシャル」 （情報）

・5月 「令和 ふるさと紀行 」（教養）

※タイトルは仮題のものがございます。
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■放送日時 毎週月～金曜 午前９時５０分～１１時１４分

■MC 速水里彩 前田輝 （東海テレビアナウンサー）

「スイッチ！」は10周年に突入！新キャッチフレーズは ・・・ 「いっしょにアップデート」
地元密着の情報や暮らしに寄り添う情報をいち早くお届け、日々のアップデートの一助に

■10周年SP企画

① 「10周年感謝ウィーク」

10周年にちなんで 「10の恩返し」 をテーマに、来るゴールデンウイークを「10周年感謝ウィーク」と位置づけ、

視聴者から募集した 願いごと をスイッチ！ファミリーが実現する企画を毎日OA。スペシャル番組も制作予定。

② 農業企画「スイッチ！ファーム」の実施

愛知県内の体験農園の一角を借り、「スイッチ！ファーム」 として季節の野菜を栽培。

食の原点でもある農業に注目し、野菜づくりを通じて地元の人たちと触れ合い、

さらに秋のイッチー祭で収穫した野菜を還元します！

■マツケンさんぽ 毎週月～木曜

愛知県豊橋市出身の俳優・松平健（69）による街歩きコーナー。

篠田愛純アナウンサー が加わり 東海地方に笑顔の花を咲かせます。

情報番組
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時代を敏感にとらえたドキュメンタリーを制作

■映画「チョコレートな人々」

日本民間放送連盟賞テレビ部門グランプリ受賞作が、ついに映画化！

1月～公開中。『人生フルーツ』『さよならテレビ』の

東海テレビドキュメンタリー劇場第14弾。

■ 「センチメンタル・ミュージック・ドキュメンタリー」 3月25日（土） ※タイトルは仮題です。

センチメンタル・シティ・ロマンスという名古屋で生まれた日本最古のロックバンドを 追いかける。現在も活動を続けており、

日本を代表するミュージシャンらとも親交が深く その道では有名なバンド。その活動やロックへのこだわり等伝える。

◆「NEWS ONE」 毎週月～金曜 午後４時５０分～

■新企画「コドモのミカタ」をスタート。

今年は、「こども家庭庁」や「異次元の少子化対策」で、より「こども」に注目が集まる一年に。

■キャンペーン「かわるＰＴＡ」

ＷＥＢとの連動を強化。地上波で放送後、ＷＥＢ記事を見たエリア内外の保護者から想像以上に大きい反響があります。

ドキュメンタリー・ニュース

7



SCENE PA LIGHT CONTENTSSCREEN

今という時代、多様性を見つめ続けるエンターテインメント「土ドラ」枠

「自由な女神ーバックステージ・イン・ニューヨークー」
■放送日時 3月4日（土） 夜11時40分スタート 全4話

■出演 井桁弘恵 古川雄輝 三浦獠太 宇垣美里/武田真治

■主題歌 ALI「LONELY LONELY」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

■原作 「バックステージ・イン・ニューヨーク」（オーツカヒロキ）

■脚 本 櫻井智也 下田悠子

■監 督 池田千尋

■プロデューサー 後藤勝利（東海テレビ） 齋藤寛朗（カズモ）

■制作 東海テレビ カズモ

■内容 新生活が始まる春にお届けする、三角関係あり、

ファッションありの、ちょっとディープな上京物語。

空気読み過ぎのさえない女性が、自分を解放して

ファッションデザイナーとして評価されるまでの成長を描きます。

ショーを通して悩める人の人生を変える、伝説のドラァグクイーンにも注目です！

ドラマ
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■自治体とコラボしてSDGｓ・多様性がテーマのコンテンツを配信

「トータルテンボスと学ぶ ＳＤＧｓツアーin 豊橋」
令和元年に「ＳＤＧs未来都市」に選ばれた愛知県豊橋市。実は「５３０（ゴミゼロ）運動」発祥の地でもあり、「ＳＤＧｓ」が一般的に

浸透する前から市民の草の根活動が盛んな地域！この番組では豊橋市の取り組みを通して、楽しくＳＤＧｓを学べるツアーを開催！

トータルテンボス・おかずクラブが豊橋市民のＳＤＧｓの現場へ行って・見て・学んで・体験！

「Takayama Dish-covery」
総務省の令和4年度「映像コンテンツを活用した地域情報発信」実証事業の一環で

岐阜県の高山市と連携した海外向けのコンテンツを制作。

美しい山々に囲まれた山の都・高山市。 ナビゲーターが高山を旅する目線を通して

飛騨地方の風土から生まれた料理（＝Dish）を紹介。 今回のターゲットである欧州の

高知識層の観光客へ向け、飛騨牛や高山ラーメンなどのメジャーなグルメ ではなく

食を通して歴史・文化を感じられる料理をセレクトし、新たな発見（＝Discovery）を提案しています。

※映像は英国『Discovery Channel UK』及びフランス『Discovery Channel FR』で放送。

高山市 の英語版スペシャルサイト『JOURNEY HOME WITH US TO TAKAYAMA』ほかで配信中です。

■
4月でサービス開始から4年目に突入。昨年10月にはアプリを中心にリニューアルし大きくパワーアップ。

11月に開催された「春高バレー 愛知県大会」は、１回戦から準決勝まで全60試合をアーカイブ配信。

3月12日に行われる「名古屋ウィメンズマラソン」では、昨年に続きリアルタイム配信を実施します。

来期は、より地域へ密着したサービスをお届けするべく、会員登録ができる機能、および地方自治体との連携を目指します。

配信

9


