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【北海道ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ  ６：２５から 

１６（月）自由民主党  日本共産党 

１７（火）自由民主党  公明党 

１８（水）新党大地   社会民主党  幸福実現党 

１９（木）希望の党   立憲民主党  日本維新の会 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１６（月）希望の党   立憲民主党  日本維新の会 

１７（火）新党大地   社会民主党  幸福実現党 

１８（水）自由民主党  公明党 

１９（木）自由民主党  日本共産党 

 

【東北ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ  ６：２５から 

１３（金）希望の党   自由民主党 

１６（月）希望の党   自由民主党 

１７（火）幸福実現党  日本のこころ 日本維新の会 

１８（水）公明党    社会民主党  希望の党 

１９（木）自由民主党  立憲民主党  日本共産党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１３（金）自由民主党  立憲民主党  日本共産党 

１６（月）公明党    社会民主党  希望の党 

１７（火）幸福実現党  日本のこころ 日本維新の会 

１８（水）希望の党   自由民主党 

１９（木）希望の党   自由民主党 

 

【北関東ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

日本テレビ ４：００から 

１６（月）公明党    自由民主党  幸福実現党  希望の党 

１７（火）日本共産党  希望の党   社会民主党  自由民主党 

１８（水）希望の党   自由民主党  立憲民主党 

１９（木）自由民主党  日本維新の会 希望の党 

ＮＨＫ １０：０５から 

１６（月）日本維新の会 希望の党   自由民主党 

１７（火）自由民主党  日本共産党  希望の党 

１８（水）社会民主党  希望の党   幸福実現党  自由民主党 
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１９（木）立憲民主党  希望の党   公明党    自由民主党 

 

【南関東ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ １１：０５から 

１６（月）公明党    自由民主党  希望の党 

１７（火）希望の党   立憲民主党  日本維新の会 自由民主党 

１８（水）幸福実現党  希望の党   自由民主党  立憲民主党 

１９（木）社会民主党  自由民主党  希望の党   日本共産党 

ＮＨＫ １７：０５から 

１６（月）社会民主党  自由民主党  希望の党   日本共産党 

１７（火）幸福実現党  希望の党   自由民主党  立憲民主党 

１８（水）希望の党   立憲民主党  日本維新の会 自由民主党 

１９（木）公明党    自由民主党  希望の党 

 

【東京都ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＴＢＳテレビ ４：００から 

１７（火）支持政党なし 日本維新の会 日本のこころ 希望の党   幸福実現党 

１８（水）日本共産党  社会民主党  自由民主党  立憲民主党  公明党 

フジテレビ ４：４５から 

１７（火）立憲民主党  希望の党   自由民主党 

１８（水）日本共産党  自由民主党  希望の党 

１９（木）自由民主党  希望の党 （４：５５から放送） 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１３（金）立憲民主党  希望の党   自由民主党 

１６（月）日本共産党  希望の党   自由民主党 

１７（火）支持政党なし 日本維新の会 幸福実現党  希望の党 

１８（水）自由民主党  社会民主党  日本のこころ 公明党 

１９（木）希望の党   立憲民主党  日本共産党  自由民主党 

 

【北陸信越ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ  ６：２５から 

１６（月）自由民主党  希望の党 

１７（火）希望の党   立憲民主党  社会民主党 

１８（水）自由民主党  日本共産党  公明党 

１９（木）自由民主党  日本維新の会 幸福実現党 

ＮＨＫ ２２：２５から 
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１６（月）自由民主党  日本維新の会 幸福実現党 

１７（火）自由民主党  日本共産党  公明党 

１８（水）希望の党   立憲民主党  社会民主党 

１９（木）自由民主党  希望の党  

 

【東海ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ  ８：１５から 

１３（金）自由民主党  日本維新の会 

１６（月）自由民主党  希望の党 

１７（火）希望の党   自由民主党  公明党 

１８（水）日本共産党  幸福実現党  自由民主党 

１９（木）希望の党   社会民主党  立憲民主党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１３（金）希望の党   社会民主党  立憲民主党 

１６（月）日本共産党  幸福実現党  自由民主党   

１７（火）希望の党   自由民主党  公明党       

１８（水）自由民主党  希望の党 

１９（木）自由民主党  日本維新の会 

 

【近畿ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ １１：０５から 

１３（金）日本維新の会 希望の党   自由民主党   

１６（月）自由民主党  日本維新の会 希望の党 

１７（火）公明党    希望の党   幸福実現党  日本共産党 

１８（水）希望の党   自由民主党  社会民主党  立憲民主党 

１９（木）日本維新の会 日本共産党  自由民主党  立憲民主党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１３（金）日本維新の会 日本共産党  自由民主党  立憲民主党 

１６（月）希望の党   自由民主党  社会民主党  立憲民主党 

１７（火）公明党    希望の党   幸福実現党  日本共産党       

１８（水）自由民主党  日本維新の会 希望の党 

１９（木）日本維新の会 希望の党   自由民主党 

 

【中国ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ ６：２５から 

１６（月）自由民主党  公明党 
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１７（火）希望の党   社会民主党  日本共産党 

１８（水）自由民主党  幸福実現党  立憲民主党 

１９（木）日本維新の会 自由民主党  希望の党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１６（月）日本維新の会 自由民主党  希望の党 

１７（火）自由民主党  幸福実現党  立憲民主党 

１８（水）希望の党   社会民主党  日本共産党 

１９（木）自由民主党  公明党 

 

【四国ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ ６：２５から 

１６（月）立憲民主党  公明党 

１７（火）日本維新の会 自由民主党 

１８（水）社会民主党  希望の党   日本共産党 

１９（木）幸福実現党  希望の党   自由民主党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１６（月）幸福実現党 希望の党   自由民主党 

１７（火）社会民主党  希望の党   日本共産党 

１８（水）日本維新の会 自由民主党 

１９（木）立憲民主党  公明党 

 

【九州ブロック比例・テレビ政見放送】 放送順 

ＮＨＫ ６：２５から 

１３（金）公明党    自由民主党   

１６（月）自由民主党  希望の党 

１７（火）希望の党   社会民主党  幸福実現党 

１８（水）希望の党   日本共産党  自由民主党 

１９（木）日本維新の会 自由民主党  立憲民主党 

ＮＨＫ ２２：２５から 

１３（金）日本維新の会 自由民主党  立憲民主党 

１６（月）希望の党   日本共産党  自由民主党 

１７（火）希望の党   社会民主党  幸福実現党       

１８（水）自由民主党  希望の党 

１９（木）公明党    自由民主党 


