
直売所を作ろう

保育所がない

棚田を守りたい

在宅の患者を支えたい

シャッター通りをなんとかしたい

あなたの声と受信料で
公共放送

引きこもりの問題を解決したい

地方に移住して
自然の中で暮らしたい

孤独死のない
団地にしたい

地元の食材を
生かしたい

子育ての悩みを
相談したい

ふるさとで
安心できる老後を

認知症でも安心して
暮らしたい

さまざまな課題を抱える日本の「地域」。

過疎・高齢化、農林水産業の衰退、シャッター通りと化す商店街、ごみ屋敷、ひきこもり…。

そうした地域の課題解決をサポートするため、

ＮＨＫは新たなインターネットの動画サイト「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」を開設しました。

「ＮＨＫスペシャル」「プロフェッショナル」「明日へ支えあおう―復興サポート」「ハートネットＴＶ」など様々な番組の、

全国の地域づくりの映像が見られる、無料視聴サイトです。
全国の先進的な取り組みの動画を見て皆で話しあうなど

地域づくりのヒントにご活用ください。

http://nhk.jp/chi iki
パソコンでもスマホでも見られます！



地域での課題解決に活用しましょう！

いろいろなジャンル！
動画は、8ジャンル！

ホームページトップ画面

‘‘興味のあるテーマ ’’ から検索していただくことができます。

「地産地消」「地域包括ケア」といったキーワードや

市町村や地域の名前 から検索することもできます。

農林水産・食 環境･エネルギー 共生経済・観光 コミュニティ･商店街

教育・子ども・若者 医療・介護 福祉・生活支援 災害復興・防災

こんな動画が見られます！
ネットで少量多品種の魚を直送

農林水産・食

再生可能エネルギーで地域おこし

環境･エネルギー

ＩＴで過疎の町がよみがえる

共生経済・観光

地域のライフスタイルをブランドに

コミュニティ･商店街

ＮＰＯと行政が連携する
子育て先進地

教育・子ども・若者

ボランティアを楽しんで
高齢者が安心できる地域づくり

医療・介護

町おこしを担うひきこもり

福祉・生活支援

農地を除染した菜種で
質の高い食用油づくり

災害復興・防災

❶地域の課題を見つける

自治会・町内会、商店会、公民館、学校、
NPO や地域活動団体、自治体などで、
地域にどんな課題があるのか話しあって
共有します。

❷先進事例の動画を見る

解決すべき課題について、地域づくり
アーカイブスで検索。各地の取り組みを
動画で視聴します。

❸解決策を話しあう

動画をヒントに、場合によっては講師を
呼んで話を聴いたりもした上で、どうす
れば課題を解決できるかアイデアを出し、
話しあいます。

孤独死が心配

地域で見守りを

交流サロンつくろう

買い物が不便

弁当配達したら

山が荒れている

農業衰退

過疎化

孤独死を防ぐには...
支えあいマップを

つくろう



 

 

～地域づくりの優良事例を動画配信～ 

「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」   

 

 

 

 

ＮＨＫは、各地の優れた地域づくりの取り組みの映像をインターネットで無料公開する「ＮＨＫ地域づく

りアーカイブス」を 10月から開設しました。 

 

過疎・高齢化、農林水産業の衰退、商店街の衰退、ひきこもりなど、今、「地域」は様々な課題を抱えて

います。東京や大阪のような大都市も、防災や介護、孤独死対策といった課題を抱えており、「地域の再

生」は、まさに全国的な課題です。 

 その一方で、日本の各地には、農林水産の特産品開発、商店街再生、介護での雇用創出、空き家の活用な

ど、知恵を働かせ力を合わせて課題に向きあい、地域づくりを成し遂げてきた事例があります。そしてＮＨ

Ｋは、そうした地域づくりの優良事例を数多く取材し、番組化してきました。 

 

そこで、ＮＨＫ番組で取り上げてきた全国の地域づくりの優れた事例の映像を、数分～数十分に再編集し

てアーカイブ化。ユーザーは「農林水産・食」「医療・介護」「コミュニティ・商店街」といったジャンル

や地域名、キーワードなどで検索して映像を視聴できます。住民や行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ関係者な

ど、地域づくりに関心のあるさまざまな立場の方々に見ていただくことができます。これは、放送と通信が

融合する時代に、日本の「地域」の再生をサポートする、新しい公共放送のサービスです。 

 

「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」 http://www.nhk.or.jp/chiiki 
 

 

 

サイト内容について 

・配信動画は、以下の８つのジャンルに分けられています。 

農林水産・食    環境・エネルギー    共生経済・観光    コミュニティ・商店街 

教育・子ども・若者   医療・介護    福祉・生活支援   災害復興・防災 

 

・これらジャンルから調べたり、日本地図上の都道府県から探したり、「地産地消」「地域包括ケア」といった任意

のキーワードから検索することができます。オープン当初の配信動画数はおよそ１００件ですが、これからどんどん

増やしていきます。 

・さらに今後、地域づくりに関する特集記事を載せるなど、サイトの充実を図っていきます。 

http://www.nhk.or.jp/chiiki


トップページ 

 

 

個別動画再生ページ 

 



配信動画例 

 

動画はＮＨＫのこれまでの番組から数分～２０分程度を切り出し、解説文をつけて配信しています。地域づくりの現

場のほか、教育現場や学習会、シンポジウムなどで活用していただければ幸いです。パソコンのほか、スマートフォ

ンでも視聴いただけます。 

 

コンテンツ名 
都道府

県 
地域 ジャンル サブジャンル 年 番組名 尺 

直売所で山間地域を元気に 大分県 
日田市大

山町 
農林水産・食 

直売所・農家レ

ストラン 
2007 NHKスペシャル  4分 58秒 

ユズで山村の新たな産業を 高知県 馬路村 農林水産・食 ６次産業化 2007 NHKスペシャル  4分 51秒 

I ターンの若者が特産品開発 島根県 海士町 農林水産・食 ６次産業化 2007 ＮＨＫスペシャル 6分 01秒 

ネットで少量多品種な魚を直送 山口県 萩市大島 農林水産・食 水産業 2014 明日へ支えあおう 7分 35秒 

1000人の出資でできた石蔵カフェ 宮崎県 高千穂町 共生経済・観光 
コミュニティビジ

ネス 
2014 明日へ 支えあおう 6分 16秒 

観光客をひきつける離島の「民泊」体験 長崎県 
北松浦郡

小値賀島 
共生経済・観光 ツーリズム 2012 明日へ 支えあおう 6分 23秒 

ITで過疎の町がよみがえる 徳島県 神山町 共生経済・観光 雇用創出 2015 
ふるさとの希望を旅

する 
7分 40秒 

コウノトリと共生する米作り 兵庫県 豊岡市 環境・エネルギー 生物多様性 2004 NHKスペシャル  10分 28秒 

市民と農家でつくる生ゴミ堆肥の地域内

循環 
山形県 長井市 環境・エネルギー 

リサイクル・地

域内循環 
2007 ＮＨＫスペシャル 4分 23秒 

住民自治で暮らしを守る 広島県 

安芸高田

市川根地

区 

コミュニティ・商店

街 

住民参加・まち

づくり 
2007 ＮＨＫスペシャル 4分 54秒 

地域のライフスタイルをブランドに 滋賀県 長浜市 
コミュニティ・商店

街 
商店街活性化 2013 明日へ 支えあおう 5分 50秒 

地域の担い手を育てる教育 島根県 海士町 教育・子ども・若者 地元学・地域学 2015 
ふるさとの希望を旅

する 
7分 10秒 

住民ボランティアを活用し地域ぐるみで介

護を支える 
兵庫県 尼崎市 医療・介護 高齢者介護 2014 明日へ 支えあおう 6分 55秒 

認知症になっても安心して暮らし続けられ

る街 
静岡県 富士宮市 医療・介護 地域包括ケア 2014 ハートネット TV 6分 56秒 

町おこしを担うひきこもり 秋田県 藤里町 福祉・生活支援 
ひきこもり・ニ

ート 
2015 

ふるさとの希望を旅

する 
7分 00秒 

住民の協力で孤独死対策 大阪府 豊中市 福祉・生活支援 
ひきこもり・ニ

ート 
2014 明日へ 支えあおう 7分 25秒 

有償ボランティアがお年寄りの生活支援 岐阜県 大垣市 福祉・生活支援 
見守り・生活支

援 
2014 ハートネット TV 10分 53秒 

 

 

 

今後の展開 

・来年４月にはサイトをさらに充実させて本格オープンの予定です。 

・関連する特集番組やイベントの展開も予定しています。 
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