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１．放送時間について 

総放送時間は、平成３０年度下期に比べて若干の減少となっています。 

《放送時間の推移》  ※４月基本タイムテーブルの状況 

２．改編率等について  
◆改編率  １８．３％（平成３０年度下期比 ＋５．９ポイント） 
◆自社制作比率 （４月期） ３１．０％（平成３０年度下期比 ＋１．０ポイント） 

■改編の主な内容 

①開局４０周年を記念した新アニメ枠や新しいゴルフ番組がスタート！ 

 開局４０周年を迎える２０１９年度は、テレ玉と同世代の方が子供の頃に夢中になった懐かしの 

アニメ枠を新設し、「プロゴルファー猿」と「忍者ハットリくん」の放送をスタートします。 

当アニメはデジタルリマスター作品としては、地上波初登場です！ 

また、長年に渡り放送を続けた「ビッグスギのステップアップゴルフ」を２０１９年３月いっぱいで終了し、 

４月から新番組「塩谷育代のベストショット」をスタート。新たなゴルフファンの獲得を目指します。 

②テレビショッピング枠の活性化を図った番組の配置転換 

 平日の午前９時台に放送していた「時代劇必殺アワー」を、１時間繰り上げて午前８時台に移行。 

また、月曜日昼帯の「カラオケ１ばん（再）」や土曜日昼帯のドラマ「馬医」など人気のあるコンテンツの 

直後にテレビショッピング枠を配置し、リアクションの更なる強化を狙います。 

③深夜帯での若年層の取り込み 

 共同製作番組として、人気ゲームが原作の実写ドラマ「明治東亰恋伽」を放送。「いろはに千鳥」や 

「東野・岡村の旅猿シリーズ」、「板尾壇（談）」や「ゴリパラ見聞録」などの人気バラエティ番組に加えた 

強力ラインナップで、ティーンからＦ１・Ｍ１層の取り込みを目指します。 

平成３１年度 テレ玉上期番組編成について 
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①「塩谷育代のベストショット」 

 ■放送枠  

   毎週木曜日２２：００～２２：２９ ※４月４日スタート！ 

   （再）毎週日曜日６：００～６：３０ 

 ■番組概要 

   ツアー通算２０勝の塩谷育代プロが３０年間の実績と経験をふまえ、 

最大のパフォーマンスを引き出すゴルフをレッスンします。 

 ■出演者 塩谷育代 ほか 

３．この春スタートの新番組 

ⓒ藤子スタジオ／シンエイ 

  ②「プロゴルファー猿」 

   ■放送枠 

     毎週火曜日１９：３０～２０：００ ※４月１６日スタート！ 

   ■番組概要 

     猿谷猿丸は、木の根を削って作った手製のドライバーを使う自称 

「プロゴルファー」。ある日猿丸は、影のゴルフ界の首領ミスターＸに 

そのゴルフテクニックを見初められる。ミスターＸは猿丸を 

自分の配下にしようと、刺客を猿丸に勝負をさせるが、猿丸は 

テクニックや機転を駆使し退けていくのだった。 

   ■出演者（声） 

     頓宮恭子 高木早苗 峰あつ子 原えりこ ほか      

③「忍者ハットリくん」 

 ■放送枠 

   毎週火曜日２０：００～２１：３０ ※４月１６日スタート！ 

 ■番組概要  

   伊賀の里で修行を積んだ忍者ハットリくんが東京に修行の場を移し、 

ひょんなことから三葉家の居候に。三葉家のひとり息子の“ケンイチ”と 

その友達、ケンイチと同じ小学校に通うライバルの甲賀忍者“ケムマキ”たちと 

毎回、様々な事件に巻き込まれてしまう。今回はどんな忍術が飛び出すのか！！  

 ■出演者（声） 

   堀絢子 菅谷政子 三田ゆう子 肝付兼太 ほか       

新アニメ枠 「アニメ４０ʼｓ」 

ⓒ藤子スタジオ／シンエイ 
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  ④「明治東亰恋伽」 

   ■放送枠 

     毎週金曜日２３：３０～２４：００ ※４月１２日スタート！ 

   ■番組概要 

     累計プレイヤーが４０万人を超える大人気ゲームが原作の 

    実写ドラマ化。女子高生が明治時代にタイムスリップ！ 

そこは、物の怪が存在する少し不思議な“東亰”だった。 

時空を超えた恋物語です。 

   ■出演者 

     伊原六花、小林豊、宮崎秋人 ほか 

© MAGES./LOVE＆ART ©ドラマ／映画「明治東亰恋伽」製作委員

 

⑤「Ｇ７３５ ＴＶ」  
 ■放送枠  

   毎週水曜日２１：４５～２２：００ ※４月１０日スタート！ 

   （再）毎週金曜日１４：１５～１４：３０ 

 ■番組概要  

    仕事に趣味に全力投球！そんな魅力的な方をゲストに、その生き様や人柄をトークを通して紹介します。 

各界の成功者や企業人など第一線でご活躍するゲストを招き、仕事・趣味・クルマなどについて 

思う存分語っていただきます。                   

  ⑥「Ｓｔｒｉｋｅ！！」 

   ■放送枠 

     毎週月曜日２１：５５～２２：００ ※４月8日スタート！ 

     （再）毎週土曜日２３：３０～２３：３５ 

   ■番組概要 

     素人美女を紹介する「街美女アルバム」のスピンオフ企画で、 

２０１９年３月まで放送していた「ＧＩＲＬＳ ＣＡＴＣＨＢＡＬＬ」の続編で、 

番組には引き続き女子プロ野球チーム「埼玉アストライア」の選手達が出演し、 

新ＭＣ“三遊亭鬼丸”と、野球からプライベートまで様々なトークを繰り広げます！    

   ■出演者 

     埼玉アストライアの選手達、三遊亭鬼丸 
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⑦「イージーフィッシング」  

 ■放送枠  

   毎週土曜日１１：００～１１：３０ ※４月６日スタート！ 

 ■番組概要  

   関東で釣りを楽しみたい方必見の釣り番組。関東地区の地元の釣り情報や、釣りのテクニックなどを 

  紹介します。 

 ■出演者 

   高野桃子、星カオル、朝倉未菜、あさいあみ                 

ⓒ共同テレビジョン 

⑧「振り返れば奴がいる」 

 ■放送枠 
   毎週木曜日１０：３０～１１：２５ ※３月２１日スタート！ 
 ■番組概要  
   天真楼（てんしんろう）病院に熱血漢の青年医師、石川が赴任する。 

勤務先の外科には天才的なメス捌きをもつ医師、司馬がいた。患者に 

最善の努力を尽くそうとする石川に対し、司馬は医療の際限について 

冷酷なまでの判断を下す。ふたりは、医師としての信念を巡って激しく衝突する。   
 ■出演者 
   織田裕二 石黒賢 千堂あきほ 松下由樹 ほか           

⑨「王様のレストラン」 

 ■放送枠 
   毎週金曜日１０：３０～１１：２５ ※４月２６日スタート 
 ■番組概要  
   三谷幸喜脚本の料理エンタテイメントドラマ。父のフランス料理店を 

継ぐことになった禄郎は、父の親友で名ギャルソンだった千石に復帰して 

ほしいと頼んだ。店のサービスが落ちぶれたことに失望した千石は、 

シェフ・しずかの卓抜した才能を発見。禄郎の熱意にも打たれ、店の再建に乗り出す。 

 ■出演者 
   松本幸四郎、筒井道隆、山口智子、鈴木京香 ほか          

ⓒ共同テレビジョン 
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  ⑩「金田一少年の事件簿R」 

   ■放送枠 
     毎週木曜日１８：１５～１８：４５ ※４月２５日スタート！ 
   ■番組概要 
     高校２年生の金田一一（はじめ）は、いつもは気の抜けた 
    ひょうきん者だが、実は、かの名探偵・金田一耕助の孫！ 
    ひとたび事件に関われば、明晰な推理力で犯人が仕掛けた 

難解なトリックに、幼なじみの七瀬美雪と共に挑んでいく！ 
   ■出演者（声） 
     松野太紀 中川亜紀子 小杉十郎太 森川智之 ほか      

⑪「機動戦士ガンダムAGE」 

 ■放送枠 
   毎週木曜日２４：３０～２５：００ ※４月２５日スタート！ 
 ■番組概要  
   フリットの孫でありアセムの息子、キオ・アスノ。キオに眠る力は、 

果たして戦争を終結に導くことはできるのか？ 大きなうねりを見せる、 

ガンダム大河ストーリー第3章。アセムの息子・キオは１３歳になり、 

心優しい少年に育っていた。キオが暮らす平和な町オリバーノーツに、 

突如ヴェイガンが襲い来る。そして、ヴェイガンの首領イゼルカントは、 

全面的な地球侵略を宣言する。この危機的状況の中、キオとフリットは、 

新たなるガンダム『AGE‐3』を起動する！  
 ■出演者（声） 
   豊永利行 井上和彦 江口拓也 山本和臣 ほか       

ⓒ天樹征丸・さとうふみや・講談社／ 

読売テレビ・東映アニメーション 

ⓒ創通・サンライズ 

「埼玉 平成のあゆみ」 

 ■放送日時 

   ４月３０日（火）１９：００～２１：００ 生放送 

 ■番組概要  

   平成最後の日に、埼玉の平成３１年間を振り返ります。事件・事故・政治・経済・スポーツなど、 

あらゆるジャンルの埼玉県内の出来事を、テレ玉第一スタジオから生放送でお送りします。 

 ■出演者 

   塩原桜、山崎彩紗、落合由佳、荒木優里（以上、テレ玉アナウンサー） 

   川口一晃（金融ジャーナリスト）、はなわ（スペシャルゲスト）                

４．この春の特別番組 
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◆Ｊリーグ中継 
 ＜浦和レッズスーパーマッチ 中継予定試合＞ 
        ①３月 ２日（土）  浦和レッズ×コンサドーレ札幌       埼玉スタジアム２００２ 

        ②３月３０日（土）  浦和レッズ×ＦＣ東京              埼玉スタジアム２００２ 

        ③４月２０日（土）  浦和レッズ×ヴィッセル神戸      埼玉スタジアム２００２ 

        ④５月３日（金・祝） 浦和レッズ×ジュビロ磐田          埼玉スタジアム２００２ 

           ほか年間で１４試合程度中継予定 

        

 

 ＜アルディージャエキサイトマッチ 中継試合＞ 

       ①２月２４日（日） 大宮アルディージャ×ヴァンフォーレ甲府 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮 

       ②３月２３日（土） 大宮アルディージャ×水戸ホーリーホック ＮＡＣＫ５スタジアム大宮 

           ほか年間で６試合程度中継予定 

     

 

 

◆ライオンズアワー（埼玉西武ライオンズ中継） 

           ホーム２８試合・ビジター３試合の計３１試合を中継予定！ 

           ＜基本放送枠＞ 平日１８：１５～２１：３０ 

（１８：１５～１９：００はＳＶ２のみ） 

          ■開局４０周年記念中継「ライオンズシリーズ」 

           ２０１９年４月１日に迎える開局４０周年を記念して、８月２０日～２５日の 

夏休み６連戦を「テレ玉開局４０周年記念中継『ライオンズシリーズ』」として 

中継予定です。 

          ■テレ玉開局４０周年記念 テレ玉スペシャルナイター 開催 

           今年は開局４０周年記念事業として、テレ玉スペシャルナイター（テレ玉冠協 

           賛試合）を、８月２３日（金）東北楽天ゴールデンイーグルス戦で実施予定です。 

５．スポーツ番組もますます充実！ 
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 ◆４０周年キャッチフレーズは「感謝！感謝！４０周年！」 

  １９７９年４月１日に開局したテレ玉は、来年度で開局４０周年を迎え、 
  ４０周年事業として以下の取り組みを実施いたします。 

  

 ①情報番組マチコミ「ご当地中継６３」 
   平日夕方の情報番組マチコミ内のコーナーとして、埼玉県内の全 
  ６３市町村から生中継を実施します。１ヶ月に３回程度行い、およそ 
  ２年をかけて埼玉県内全市町村を巡り、埼玉県の魅力を発信します。 

  

 ②夏休みライオンズ６連戦中継＆テレ玉スペシャルナイター開催 
   上述した通り、８月２０日～２５日の夏休み６連戦の生中継を行い、 
  さらに８月２３日（金）に「テレ玉スペシャルナイター」を実施します。 
  

③ブロードウェイミュージカル「ピーターパン」上演 
   １９８１年から日本で上演されている大人気ミュージカル「ピーター 
  パン」を、７月２７日（土）に彩の国さいたま芸術劇場で、テレ玉の 
  冠公演として上演いたします。１６時３０分開演予定です。 

６．テレ玉は今年開局４０周年を迎えます！ 
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 埼玉県をディスる映画として話題沸騰の映画「翔んで埼玉」が大ヒットを記録する中、この映画の 

主題歌「埼玉県のうた」を歌うのが、埼玉県春日部市生まれのお笑い芸人“はなわ”さんです。 

 そのはなわさんが歌う「咲きほこれ埼玉」（埼玉県のうたのカップリング曲）が、テレ玉開局４０周年 

記念ソングに決定しました！「咲きほこれ埼玉」は、埼玉県を応援する歌詞となっており、「感謝！ 

感謝！４０周年！」をキャッチコピーに掲げて、視聴者に感謝の気持ちを届けたいコンセプトとぴった 

りだったことから、テレ玉開局４０周年記念ソングに決まりました。この楽曲は、情報番組マチコミの 

開局４０周年記念企画「ご当地中継６３」のテーマソングとして展開する予定です。 

＜はなわさんコメント＞ 

  実は、僕が産まれたのは「佐賀県」ではなく「埼玉県」なんです。親の転勤で 小学生の頃に佐賀へ 

引っ越した事もあり、当時「佐賀県」の歌を作りました。 自分も親となり、最近仕事で埼玉を訪れる事 

がよくあるのですが、その度に 「この街に親が住んでいなければ今の自分はいないんだよなぁ」と考 

えるようになりました。そしてこの度「咲きほこれ埼玉」という歌を作らせて頂き、この曲で、自分が産 

まれた街「埼玉県」を盛り上げる事ができればと本気で思っています！ 埼玉を愛する全ての人と共に 

埼玉ブームを巻き起こしたいです！  

７．テレ玉開局４０周年記念ソングが決定！ 



 

番組情報やニュース・天気のほか、埼玉県や埼玉県内の各市町村からのお知らせなど、便利な情報が満載のテレ玉の

データ放送。現在は、２４時間放送に取り組んでおり、緊急時などいつでも防災情報を発信できる体制を整えていま

す。現在は、埼玉県及び埼玉県内各市町村の情報に加えて、埼玉県社会福祉事業団、埼玉県物産観光協会、 

日本工業大学、獨協大学のページを設けており、埼玉県内の様々な情報を提供しています。 

◎平成３１年３月１日現在

上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、小鹿野町、小川町、桶川市、越生町、春日部市、加須市、神川町、上里

町、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、

幸手市、狭山市、白岡市、杉戸町、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、滑川町、 

羽生市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、三郷市、皆野町、宮代町、三芳町、

毛呂山町、吉川市、吉見町、寄居町、蕨市 の計５０市町の情報を提供しています。 

２０１６年から、「あなたにカンケイあるテレビ」というタグラインをより 

具現化させるためにスタートした、「あなたのＣＭ作ります、流します」がコンセプトの 

『私ＣＭ（わたくしーえむ）』。２０１９年３月末から、第７弾となる新シリーズがスタート 

します。今回も「愛する地元（埼玉）をより多くの人に知ってもらいたい」と応募された 

埼玉県在住の方の私ＣＭを制作・放送いたします。ご期待ください！ 

■当企画の過去の受賞歴

 平成２９年日本民間放送連盟賞ＣＭ部門 最優秀賞 「中島千裕篇」 

 第６６回ＡＣＣ ＣＭフェスティバル テレビＣＭ部門 ＡＣＣゴールド＆地域賞 「中島千裕篇」

８．私ＣＭ 新作放送スタート！ 

９．ますます充実！データ放送
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