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平成２０年度業務報告書および財務諸表は、放送法に基づ

き、６月末に総務大臣に提出の予定で、現在とりまとめ作

業を進めているところです。このため、今期の四半期業務

報告書には、財務諸表を掲載していません。 
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（単位 万件）

　【 契 約 総 数 】 （単位 万件）

　【 衛 星 契 約 】 （単位 万件）

40 49.5 123.7% 45 52.8 117.4% 1,386.5

区　分
19年度 20年度

うち衛星契約

21年3月末
契約現在数年間目標 3月末累計 達成率 年間目標 3月末累計 達成率

契 約 総 数 20 22.3 111.6% 25 21.9 87.6% 3,662.4

目標45万件
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１ 受信料契約状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受信料契約状況 

衛星契約・契約総数の対前年度増減数の推移 

・契約総数は、訪問集金廃止後の対策強化や事業所割引の導入により取次数が増加した

ものの、10 月からの障害者免除拡大による全額免除件数の見込みを上回る増加により、

計画を 3万件下回った。ただし、21 年度予算編成時に見込んだ 19 万件よりも 3万件上

回ることができた。 

・衛星契約は、順調に推移して計画を 8万件上回る増加となった。 

・未収数は、訪問集金廃止後の対策を強化したものの、未収認定基準の見直しの影響に

より、計画を 5万件下回る削減となった。ただし、21 年度予算編成時に見込んだ 18 万

件よりも 7万件削減することができた。 

未収数の状況 

21 年 3 月末 243 万件 （19 年度末 268 万件に対して △25 万件） 

※21 年 3月末 地上契約件数 2,275.9 万件
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２ 事業計画の執行状況  

（１） 国内放送 

 

 “ＮＨＫだからできる”放送を通して放送の公共的役割を追求 

 

１月から３月にかけては、アメリカのオバマ新政権関連の報道、世界経済の悪化による

国内への影響、政局をめぐる動きのほか、教育テレビ放送開始 50 年を機に、その蓄積を生

かした多彩な趣味・実用番組や青少年こども向けの特集番組、阪神・淡路大震災関連番組、

放送記念日の「テレビの、これから」「市民発ニュースが社会を変える」といった放送の未

来を探る番組など、幅広い番組を放送した。 

ゴールデンタイム（夜７時－９時台）の視聴率は平均 12.6％（第１四半期 12.7％、第２

四半期 14.5％、第３四半期 12.6％）。通年では 13.1％で、フジテレビ（13.3％）と僅差の

２位だった。（平成 19 年度は 12.1％で日本テレビと同率２位） 

３月に行った「放送評価調査」（3/6～8 ＮＨＫ放送文化研究所実施）によれば、「信頼」

「社会貢献」（ともに 64％）の評価が高く、「親しみ」（50％）が低い、という全体的な傾

向はこれまでと大きく変わっていないが、過去３回の平均（平成 20 年 6、9、11 月）と比

較すると「親しみ」は評価が上がった（46％→50％）。年度平均では、「社会貢献」（63％）

と「信頼」（62％）の項目は前年度（62％、61％）同様、各項目の中では高いが、親しみ（47％）

は前年度（48％）同様低い。     

 

幅広い世代に親しまれる多彩な番組 

（主な実績） 

・ 大河ドラマ「天地人」、第１話から第 12 話まで視聴率はすべて 20％以上。 

・ 「ためしてガッテン」が前四半期にひきつづき好調。今年度の 高視聴率を２回更新。

・ ＮＨＫスペシャル「シリーズ 女と男 ～ 新科学が読み解く性～」「うつ病治療常識が

変わる」に大きな反響。 

・ 成人の日（1/12）、若い世代に向けて各波で特集番組を編成。 

「あしたをつかめスペシャル 日本の食はオレたちに任せろ！私たちが作るぞ！」（教

育テレビ）、「小さな旅 25 周年特集 故郷のまなざし 若者たち」「爆笑問題のニッポン

の教養成人の日スペシャル“大人になる”ということ」（総合テレビ）など 

・ ＢＳ放送開始 20 周年企画「手塚治虫 2009～いのち・科学・未来へＧＯ！」として 9

時間 52 分にわたる特集編成。 

・ 激動の昭和史を駆け抜けた白洲次郎の生涯を初めて映像化した３回シリーズの特集ド

ラマ、その第１回と第２回を放送。 
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・ 教育テレビ 50 周年関連企画として、開局 50 年となるフジテレビと「若者」をテーマ

にしたコラボレーション編成を 3月 21、28 日の深夜に実施。 

 

（評価） 

・ 「天地人」の平均視聴率（１月～３月）は 23.1％で「篤姫」の平均（１月～３月 22.6％）

と同程度の高さ。ホームページ（ＰＣ版）のアクセス数は「篤姫」の約２倍を記録し

ており、ネット世代からの反応も高い。 

・ 「ためしてガッテン」20 年度視聴率ベスト３ 

 ① 頑固なコリの真犯人！“慢性痛”徹底対策２（19.2％）3/4 放送 

② 低カロリーダイエット失敗と成功の分岐点（17.5％）1/21 放送 

③ ？にお答えします ～ダイエット特集（17.3％）3/11 放送 

  …ほかにも視聴率上位には「安全入浴術」「“慢性痛” 新治療術」など健康に関

するテーマが続き、視聴者の関心の高さがうかがえる。 

・ ＮＨＫスペシャル「うつ病治療常識が変わる」（13.7％・日曜ＮＨＫスペシャル平均

9.9％） 

番組に登場した出演者や病院の連絡先や再放送の予定などへの問い合わせが、放送か

ら 1週間で 2,000 件近くに達した。 

・ 10 代の子とその母をターゲットにした「ドラマ８」の第５シリーズ「Ｑ.Ｅ.Ｄ. 証明

終了」は、世帯視聴率平均 5.1％（第１シリーズ「バッテリー」7.9％）。「ドラマ８」

では、番組開発段階（19 年度）に複数の企画（状況設定や出演者のキャラクターなど）

についての意見をターゲット層（10 代男女）に尋ねるコンセプト調査を行っている。

「Ｑ.Ｅ.Ｄ.  証明終了」は、この調査で評価が高い番組の一つだったが、視聴率には

結びつかなかった。 

・ 21 年度夜 10 時台の新番組「世界遺産への招待状」「歴史秘話ヒストリア」についての

グループインタビューを実施。（「歴史秘話ヒストリア」は昨年８月につづき２度目）。

２番組とも関心のあるテーマをとりあげ興味を引いてはいるが、充分な視聴満足度を与

えるまでのインパクトを持つには至っていないことがわかった。 

・ フジテレビとのコラボレーション番組。「復活？真剣中年しゃべり場」（0.8％）、「若者

の底力」（0.4％）。ホームページには「ＮＨＫに親近感が持てた」「もっと早い時間帯の

大きな企画にして」などの好意的な声が多く寄せられた。うち 89％が 30 代以下の若年

層からのものだった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 「ドラマ８」は、20 年 8 月に実施したコンセプト調査でターゲット層（10 代男女）の

評価が も高かった「ゴーストフレンズ」を４月から放送。寄せられる反響や視聴率

を番組制作や今後の調査の方法にもフィードバックしていく。 

・ 深夜０時台の若年層向け「ＥＹＥＳ」ゾーンの、各番組のコラボレーション企画を試

みるなど、ゾーン全体の活性化をさらに図り、視聴者層の拡大につなげる。 

・ 夜 10 時台の新番組では、「ソクラテスの人事」、金曜ドラマ「コンカツ・リカツ」につ

いても４月中にグループインタビューを実施し、内容のブラッシュアップを図る。 
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信頼に応える迅速・的確な報道 

（主な実績） 

・ 世界的な経済不安の中、 新の経済ニュースを詳しく伝えるほか、さまざまな番組で

国内に広がるその影響を取材、背景を含めて深く掘り下げ、様々な切り口から現状と

課題を分析し伝えた。 

 －おもな番組－ 

ＮＨＫスペシャル 「緊急報告 製造業派遣は何をもたらしたか」（2/7 放送） 

双方向解説・そこが知りたい！「どうする雇用と経済」（2/11 放送） 

週刊こどもニュース「ＧＤＰって何？なぜマイナスに」（2/21 放送） 

「特集 雇用不安時代～あなたはどう生き抜きますか～」（2/11 放送） 

・ 阪神・淡路大震災から 14 年になる今年 1 月 17 日（土）の前後に、総合テレビとラジ

オ第１で多くの関連番組を放送した。17 日は、早朝の追悼行事を中継で伝えたほか、

ＮＨＫスペシャル「阪神･淡路大震災 秘められた決断」では、防災専門家が行った聞

き取り調査から改めて阪神・淡路大震災の真実に迫り、今後起こりうる大災害に備え

るうえでの教訓を探った。 

・ 後を絶たない振り込め詐欺の被害に、ＮＨＫスペシャル「職業“詐欺”～増殖する若

者犯罪グループ～」（2/9）では、振り込め詐欺を「仕事」、騙し取った金を「給料」と

呼び、ビジネスのように犯行を繰り返す新たな犯罪集団に、数か月に及ぶ取材で“彼

らはなぜ詐欺に走ったのか”、その行動の軌跡に徹底的に迫った。 

・ オバマ大統領就任式の模様をテレビとラジオで生中継（1/20 深夜）。就任式前後の動き

をニュースできめ細かく伝えた。また、歴史的な演説を肉声で聴く「英語で聴く オバ

マ大統領就任演説」を後日（1/24 深夜）放送、演説の全文を英語でＮＨＫホームペー

ジにも掲載し、視聴者の高い関心に応えた。 

 

（評価） 

・ ＮＨＫスペシャル「職業“詐欺”」の視聴率（8.5％）は月曜のＮＨＫスペシャルの平

均（6.2％）に比べて高く、アンコール放送（3/1 午後 4時台）でもこの時間帯として

は異例の高視聴率（7.0％）となった。 

・ オバマ大統領就任式は、放送予定への問い合わせ 200 件以上。深夜（1/20 午前 2:00

～）にもかかわらず、総合テレビの視聴率は 5.8％（瞬間 高 7.2％）。  

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 新のニュースに臨機応変に対応しながら、さまざまな番組へ展開し、より詳しく多

角的な視点で、分かりやすく伝えていく。 
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地域からの情報発信力の強化 

（主な実績） 

・ 地域発全国向け番組  

…地域の課題や特色を普遍的なテーマとして全国に向けて発信。 

【震災関連】 

ホリデーにっぽん「止まった時を動かしたい～“震災障害者”１４年目の挑戦～」 

（神戸局）1/12 放送 

ＮＨＫスペシャル「阪神･淡路大震災 秘められた決断」（神戸局）1/17 放送 

【地域経済】 

地域発！どうする日本「危機の自治体」（札幌局・仙台局・盛岡局・甲府局・名古屋局・

大阪局）2/13 放送 

ドキュメントにっぽんの現場「わしらの給料どうなるんか ～広島路面電車運転士の本

音～」（広島局）2/28 放送 

【人もの】 

「にっぽん紀行」3/16～18 総合テレビ 午後 7：30～8：00 

山のシャンツェで大きくはばたけ～北海道美流渡ジャンプ少年団～（旭川局） 

    島のきずなで挑め～沖縄 伊良部高校男子バレーボール部～（福岡局） 

 “あかんたれ”からの卒業試験～大阪 定時制高校の塗装道場～（大阪局） 

・ 地域放送番組の全国向け再放送  

…地域を丹念に見つめた地元局ならではの番組や地域で好評の番組を紹介。 

   「福岡発地域ドラマ 博多はたおと」（福岡局） 

（九州ブロック放送：12/12 放送、全国放送：2/11 放送） 

・ 地域放送番組を紹介する定時番組  

…編成局地域支援事務局へ毎週送付される地域放送番組の中から優れた番組を紹介。

  ふるさと発スペシャル「俳優～脚本家・池端俊策が見つめた緒形拳～」（広島局） 

   （中国ブロック放送：1/16 放送、全国放送：2/8 放送） 

 

（評価） 

・ ＮＨＫスペシャル「阪神･淡路大震災 秘められた決断」(5.5％)はギャラクシー賞 1

月の月間賞を受賞。 

・ 「にっぽん紀行」は３本とも視聴率 10％を超え、よく見られた。旭川局（12.2％）、福

岡局（11.1％）、大阪局（10.3％）。 

・ 地域放送番組の全国発信枠である「地域発！ぐるっと日本」（総合テレビ・日曜午前 10：

05～、又は 10：50～）は第４四半期９本（年間 37 本）、「ふるさとから、あなたへ」（Ｂ

Ｓハイビジョン・月～木 午後 4:00～5:00）は 32 本（年間 124 本）放送。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 地域発のドラマや特集番組には、地域局ならではの視点や継続的な取り組みを高く評
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価する意見が多く寄せられている。21 年度は、地上波、音声波、衛星波、それぞれに

地域からの全国発信枠を拡充し、地域の抱える課題や人々の暮らし、文化、地域の「今」

を多角的に伝えていく。 

（地域発全国放送のおもな新番組と制作担当局） 

   「ドキュメント 20min.」総合テレビ（６月～）・各局 

   「コミ☆トレ」教育テレビ・大阪局 

   「ふるさとから、あなたへ」衛星ハイビジョン（枠拡充）・各局 

   「ゆきねえの名古屋なごやか喫茶」ラジオ第 1・名古屋局 

   ｢博多屋台  こまっちゃん｣ラジオ第 1・福岡局 

・ 地域放送局が保存するアーカイブス映像の整理やデジタル化を本部からもサポート、

貴重な映像資料の活用を促進することで、地域からの情報発信の強化を進める。 

 

 

地球環境など公共放送キャンペーンの展開 

（主な実績） 

・ 環境キャンペーンの核となる番組の一つ「世界一周！地球に触れる・エコ大紀行」。 

去年１年間に放送した内容をＶＴＲで振り返る総集編（16 本）を衛星ハイビジョンで

１月に集中編成。 

・ 教育テレビの 21 年度番組編成では、深夜放送時間のさらなる短縮を検討し、一週間あ

たり 20 年度後期より 30 分短縮することを決定。これにより１日の放送休止時間は 2

時間 56 分となる。（電波も止める停波時間は 1日あたり 2時間 21 分） 

・ 教育テレビ（アナログ波）の深夜の放送休止中の停波につづき、デジタル波の停波に

向けて機器整備等の対応やデジタル放送推進協会（Ｄｐａ）などの外部団体との調整

を実施。 

 

（評価） 

・ 21 年度、教育テレビ（アナログ）の停波によって、1年間に電力量で約 112.8 万 kWh、

ＣＯ２換算で約 630 トンの削減効果がある。 

・ 21 年 4 月 6 日より東名阪エリアでデジタル教育テレビの深夜停波を実現。その効果を

1年間に電力量で約 8.7 万 kWh、ＣＯ２換算で約 48 トンと試算。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 環境キャンペーン「地球エコ 2009」については、ひきつづき放送を通じて展開し、視

聴者の理解とＣＯ２削減への取り組みを促進するよう努める。 
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次の世代を担う青少年に向けた教育番組の充実 

（主な実績） 

・ 1 月 5 日(月)～10 日(土)の 1 週間にわたって、教育テレビ放送開始 50 周年の関連番組

を編成。多彩な分野でこれまで培ってきた制作ノウハウやネットワークを 大限に活

かした番組を放送した。 

 （おもな関連番組） 

「ＥＴＶ50 もう一度見たい教育テレビ」 1/5～9 放送  

「教育テレビが見つめた くらしまるごと半世紀」 1/5 放送 

「教育テレビの逆襲」 1/6 放送 

「こどものきもち 24 じ」 1/7 放送 

「青春集合！アラハタのすべて」 1/8 放送 

「あつまれ！キッズソング 50 ～スプー・ワンワン 宇宙の旅～」 1/10 放送 

「子どもサポートネット 親と子を支えるために」 1/10 放送 

  

（評価） 

・ 「もう一度見たい教育テレビ」の投票総数は３月末で 18 万件超。 

・ 「あつまれ！キッズソング 50」の再放送希望は約 800 件。2月 11 日（祝日）午前の再

放送は、視聴率が 5.0％とよく見られた。 

・ 視聴者からは「面白かった。ＥＴＶの映像はまさに財産。10 代のころは小難しくて敬

遠していたものも、今見ると実におもしろいです。」（男性 30 代「教育テレビの逆襲」）、

「13 歳の娘と一緒に拝見しました。子どもには子どもの言葉が一番届くようです。時々

挿入される昔の映像は母娘の会話のきっかけになり、あっという間の２時間でした。」

（女性 30 代「こどものきもち 24 じ」）など、全体に好評意見が多く寄せられた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ ４月以降も「もう一度見たい教育テレビ」のリクエスト投票を継続し、人気の高いア

ーカイブス特集を計画的に編成するほか、幼児から大人までが一緒に楽しめる番組を

放送することで親子での視聴機会の拡大を図る。 

 

“ともに生きる社会”の実現をめざす番組の充実 

（主な実績） 

・ 「福祉ネットワーク」（月～木・教育テレビ 後８時）では、 近の厳しい経済・雇用

情勢のなか、既存の福祉施策ではカバーしきれない人たちを救う新たな地域福祉を模

索する現場や、介護保険制度の抱える課題、自殺予防など社会性の高いテーマを毎月

シリーズで取り上げた。 

・ 自殺者が 11 年連続３万人突破という未曾有の事態に、地域局も含めた全局的な体制で
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自殺防止のための関連番組を制作、編成した。 

 「ニュースウオッチ９」深刻な実態と、自殺防止の取り組み（3/10） 

  福祉ネットワーク「自殺者急増の危機 いま私たちにできること」（3/11） 

    〃    「自殺者１０年連続３万人 いま私たちにできること」（3/12） 

 「ＮＨＫニュース おはよう日本」 

福井県東尋坊で自殺志願者を保護する活動の 新状況（3/12）

特報首都圏「自殺者急増の危機～緊急提言 いま何が必要か～」（3/13） 

福祉ネットワーク「緊急シリーズ 自殺と向き合う」（3/30～4/2） 

※ 秋田局、富山局、福井局が制作参加 

・ インフルエンザ対策など、緊急性や関心度が高いテーマを扱った番組に対して、生字

幕をつけることに柔軟に対応。ためしてガッテン「緊急生放送！インフルエンザ 新

対策」（2/4）、ドキュメント にっぽんの現場「寝台特急 ラストラン～人生を運び続け

た半世紀～」（3/14）。 

 

（評価） 

・ 「福祉ネットワーク」をはじめさまざまな部局が日ごろの取材の蓄積とネットワーク

を生かして連動することで、３月中２度にわたって関連番組の集中編成を組むことが

できた。 

・ 教育テレビ放送開始 50 年関連の特集として放送した「子どもサポートネット」（1/10）

には 1,200 件以上の投稿が寄せられた。「福祉ネットワーク」では、その投稿をもとに

「シリーズ 子どもたちを支えるために」（2/2～4）を放送し、視聴者やホームページ

にアクセスしてくれた人たちの反響にきちんと応えた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 子どもサポート、自殺防止の他に介護やリハビリなどのテーマでも、様々な番組や、

インターネット、携帯を連携させたサービスなど多角的な展開を図り、人と人をつな

ぐ公共放送としての役割を果たしていく。 

・ 新年度の「福祉ネットワーク」では、社会の動きをより一層受け止め、ジャーナル性

の高い番組作りを行う。インターネットや携帯を効果的に活用し、視聴者とともに制

作していく。 

・ ３月に生字幕放送の試験運用を実施した「週刊こどもニュース」は４月から毎週の放

送に字幕を付与、また「大相撲中継（中入り企画）」の生字幕については、夏場所以降

の完全実施を目指す。 

・ 今後も必要に応じ、タイムリーに生字幕放送を実施していく。 
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“ラジオルネサンス”音声放送の大幅刷新 

（主な実績） 

・ 日本の、これから「雇用危機」（総合テレビ）と連動、「特集 雇用不安時代～あなたは

どう生き抜きますか～」を編成。（2/11 放送） 

・ ＦＭ本放送開始 40 年を記念して「ＦＭ40 ラジオデー」を実施（2/28、3/1 放送）。48

時間にわたって多彩な音楽番組を放送。 

・ 若年層の聴取者拡大を目指し、「特集 渋谷アニメランド ～今夜は学園天国～」を放送

（1/25）。従来のアーカイブス中心の構成に、 近作の４本を加えた。 

・ 大学生をターゲットとした開発番組「渋マガＺ」の特集を夜 2時間 40 分にわたり生放

送。（3/8） 

 

（評価） 

・ 「日本の、これから」の議論を踏まえる形で三宅キャスターも前半部分に出演。テレ

ビで紹介しきれなかったメールやＦＡＸを紹介するなど連携度を高めた。ラジオ放送

中にもメール、ＦＡＸ300 通が寄せられ、テレビからのリレーという連携の形式に可能

性を示すことができた。 

・ 「ＦＭ40 ラジオデー」には 40～50 代を中心に 1,500 件のリクエストメールやＦＡＸが

寄せられた。ＦＭポータルサイトへのアクセスは、３月に入ってから１日当たり３倍

の 30,000 件に達し、ラジオデー初日は 80,000 件を記録した。 

・ 「特集 渋谷アニメランド」には、ねらいどおり 10 代、20 代から多くの反響が寄せら

れた。メール 384 通、ホームページへのアクセス 27,000PV はともに過去 多。特にホ

ームページへのアクセスは過去３回（平成 19 年 11 月、20 年 5 月、7 月）平均の 3.5

倍にのぼった。 

・ 「渋マガＺ」へのメールは予想に反し 40 代が 多（26％）で、10 代 23％、20 代 20％、

30 代 13％。ターゲットに聴いてもらえる番組には必ずしもならなかった。 

・ “ラジオルネサンス”として取り組んだ 20 年度編成は、おおむね期待していた効果を

上げることができた。11 月に放送文化研究所が行った調査でもラジオ第１放送の接触

者率が 19％台に上がったほか、ホームページのアクセス数は前年度より倍増、また各

番組へのメール、ファックスなども増加している。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 今後もテーマによっては「日本の、これから」と連携した特集を放送していく。 

・ ＦＭ放送では、大型連休や夏の特集などで 40～50 代をターゲットにした特集番組を集

中編成する。 

・ 若者向けの新番組「渋マガＺ」では、開発番組の課題をふまえ内容の充実を図る。ま

た、アニメ特集は随時放送し、22 年度以降の定時化を目指す。 

・ 21 年度は 20 年度に未着手の番組について改定をすすめ、更に聴取者の拡大を目指す。
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多様なメディアに向けたサービスの展開 

（主な実績） 

・ 特集「リトル･チャロ ケータイで試そうあなたの英語力３、４」を放送。（1/11、3/22）

・ 都道府県対抗女子・男子駅伝中継（女子：1/11、男子：1/18）のワンセグデータ放送

で、先頭走者の位置や応援するチームの順位、先頭との差を確認できるサービスを提

供。 

・ ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクのＮＨＫ公式携帯サイトでニュースの提供を

開始（2/2 午前 11:00～）。 新ニュース７項目を表示。 

・ 「天才てれびくんＭＡＸ ビットワールド」（3/6） 9 月、12 月に続きパソコンと連動

した生放送を実施。これまでで 高の視聴率、参加者数を記録。 

 

（評価） 

・ 「ケータイで試そうあなたの英語力」への参加登録者数は第３回 25,046 人、第４回

25,553 人と回を重ねるたび増加。（第１回 19,741 人、第２回 22,963 人） 

・ 都道府県対抗駅伝中継のワンセグ、ＰＣ、携帯へのアクセスは、女子 126 万件、男子

178 万件。男子は去年 12 月の全国高校駅伝のアクセス数（154 万件）を上回った。 

・ 携帯ニュースへのアクセス状況は、ＮＨＫサイト内で上位７、８位。 

・ 「天才てれびくんＭＡＸ ビットワールド」は、視聴率 3.6％（9月 2.6％、12 月 3.4％）、

ホームページへのアクセス 310 万ページビュー（9 月 170 万ページビュー、12 月 490

万ページビュー）、生放送中のゲーム参加者数 10 万人（12 月 6 万人）。 

・ 第４四半期の実績、咋年の「第５９回ＮＨＫ紅白歌合戦」の視聴者審査員の投票数

317,530 票（ケータイ、ワンセグ、デジタルＴＶ）や「ケータイ大喜利」の毎回 10 数

万件を超える投稿数に表れているように、パソコンや携帯電話と連動したサービスや

視聴者参加の企画は、視聴者の大きな支持を集めている。 

・ ワンセグ独自サービスの定時番組（試作）に関して実施したグループインタビューで

は、昼の生番組「ワンセグ ランチボックス」内の情報コーナーや双方向クイズ番組

「クイズでチャージ！にっぽん力 mini」が好評。特に、後者では、「答えを送り自分の

ランキングを知ることができる」など、視聴者参加型であることに高い評価が寄せら

れた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ パソコンや携帯電話と連動した新たなサービスや視聴者参加の企画は、今後も積極的

に開発していく。 

・ ワンセグ独自サービスについてはグループインタビューの結果を受け、各コンテンツ

の内容改善・取材テーマの絞り込みを行い、21 年度 4月からのサービス開始に備える。

 

（注） 視聴率については、特に表記のない限り、ビデオリサーチ社、関東ピープルメーターによる

視聴率調査のデータを使用 
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＜第４四半期の主な受賞＞ 

 

● ＦＩＰＡ国際テレビ映像祭（1月 25 日） 

【 金賞（時事問題）】  

ＮＨＫスペシャル 激流中国「病人大行列～13 億人の医療～」  

(平成 20 年 6 月 15 日放送)   

●  ニューヨーク・フェスティバル（2月 2日） 

【 銅賞 (地域社会番組部門) 】  

ＢＳドキュメンタリー アジアに生きる子どもたち 

「友達とまた遊びたい フィリピン 農地改革に揺れる島で」 

(平成 19 年 10 月 28 日放送)  

● 第 50 回 科学技術映像祭（2月 23 日） 

【 文部科学大臣賞（ポピュラーサイエンス部門）】  

ＮＨＫスペシャル「雨の物語 ～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～」 

（平成 20 年 11 月 30 日放送） 
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地域放送充実への取り組み 

 

地域社会に貢献する放送の充実 

（主な実績） 

・ 神戸局では、阪神・淡路大震災から 14 年になる今年、1月 17 日午前５時過ぎの特別番

組から終日、震災関連の特別編成を実施。前日も含め、多くの特集番組を放送した。

（1/16、17 近畿ブロック） 

・ 富山局では県内の小中学生から「アニメ」の企画を公募、280 の応募の中から３作品を

選び実際にアニメーションを制作した。北陸スペシャル「無限大∞少年 ～描け、未来

の富山 主役はキミだ～」（2/6 北陸ブロック）。富山出身のアニメ監督のサポートで、

絵やナレーションは地元の子どもたちが担当した。 

・ 大河ドラマ「天地人」ゆかりの新潟、山形、福島の３局は共同で特集番組「クイズと

ことん直江兼続」を制作、放送。（1/9 新潟局、東北ブロック）。また、原作「天地人」

を３局のアナウンサーが朗読するラジオの定時番組「朗読『天地人』」を開始（1月～）。

ほかにも直江兼続や「天地人」にまつわるロビー展を開催。 

・ 山形局では、オール山形弁の特集番組「今夜はなまらナイト」を昨年 10 月に引き続き

金曜のゴールデンタイムに放送、前回を上回る好評。（3/6） 

・ 札幌局では、観光をテーマに北海道の活性化に貢献するキャンペーン「まるごと体感！

北海道」の一環として、ＮＨＫワールドＴＶ用にミニ番組（５分）を 10 本制作。道内

に向けても日本語字幕をつけて放送した。 

（評価） 

・ おもな震災関連番組と視聴率（ビデオリサーチ社 関西ピープルメーター） 

かんさい熱視線特集「終わらない“あの日”～阪神・淡路大震災から 14 年」7.7％ 

「ウィークエンド関西～震災特番」7.8％、「震災特番 思いつなぐ」2.3％ 

・ 富山局のアニメ「無限大∞少年」は視聴率 9.8％（ビデオリサーチ社富山地区） 

・ 「クイズとことん直江兼続」の視聴率は、新潟 17.9％、山形 21.8％、福島 12.6％。 

（ビデオリサーチ社新潟地区、山形地区、福島地区） 

・ 「今夜はなまらナイト」は視聴率 25.3％（ビデオリサーチ社、山形地区）、前回（22.8％）

を上回った。ホームページにも当日 6,000 件を超えるアクセス。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 神戸局、大阪局では、震災から 15 年の節目となる平成 22 年 1 月 17 日に向け、年間を

とおして多彩な展開を進めていく。 

・ 新潟局、福島局、山形局のラジオ番組「朗読『天地人』」（25 分）は、６月まで放送の

予定。 

・ 山形局では、21 年度からＦＭ放送で高校の放送部などが参加する「なまらナイトジュ

ニア」を放送。 
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放送設備のハイビジョン化、老朽化した放送会館の建て替え等、地域放送局の設備投資 

（主な実績） 

・ 放送設備のハイビジョン（ＨＶ）化を推進 

 －拠点局のスタジオＨＶ化整備：松山局が完了し、大阪、名古屋、札幌と合わせて今年

度４局が完了した。 

 －拠点局ＨＶ中継車の更新整備：広島局が完了した。 

 －ＤＡＷ(デジタル音声編集機)整備：本部９式、仙台１式の計 10 式。今年度 36 式が完

了した。 

 －拠点局の音声ダビング（ＭＡ）スタジオ更新整備：仙台局が完了し、大阪、広島、札

幌、松山と合わせて、今年度５局が完了した。 

 －ＦＰＵ（無線中継）基地局のＨＶ化整備：今年度 12 か所で完了した。（札幌：手稲山、

福井：久須夜、函館：木地挽山、神戸：粟鹿・六甲山、鹿児島：阿久根、長野：美ヶ

原、福島：片曽根山・水石山、山口：火の山、広島：福山、大阪：大阪会館南） 

 －衛星伝送車（ＣＳＫ）のＨＶ化整備：今年度放送局６台、拠点局１台の整備が完了し

た。（秋田、高松、岐阜、旭川、鳥取、佐賀、大阪） 

 －ニュースカーのＨＶ化整備：今年度９台の整備が完了した。（本部２台、福山支局、札

幌、仙台、佐世保、八戸、いわき、下関） 

－緊急パック（コンパクト緊急報道用伝送装置）のＨＶ化整備：ＦＰＵ、映像モニター、

エアー受信機能をまとめた緊急パックを 20 年度分 39 式整備し、全国に配備した。全

局 65 式のＨＶ化整備が完了した。 

－本部・拠点局のテロップ設備（ＨＶ動画スーパー可能）の整備：78 式を競争契約によ

り発注し、製造を完了した。うち本部２スタジオで整備が完了した。 

・ 地域素材交換システムの整備：大阪、福井、岡山、鳥取、徳島の５局に地域素材交換シ

ステムを整備し、2月 26 日から本格運用を開始した。 

・ 太陽光発電システムを福岡局、大津局に整備した。 

・ 空調設備更新にあたり、福岡局に高効率冷凍機を導入し、会館全体のＣＯ２排出量の

３％を削減した。合わせて水力発電システムも整備した。 

・ 放送会館の建て替えでは、太陽光発電など自然エネルギーを積極的に導入した環境負荷

の小さい会館建設・設計を推進している。 

 －横浜会館：建設工事中（平成 22 年建物完成予定）。太陽光発電や外気活用など自然エ

ネルギーの利用、屋上緑化、空調システムや照明設備の高効率化により環境負荷の低

減を目指す。 

 －千葉会館：基本設計が完了（平成 23 年度建物完成予定）。設計コンセプトに「環境に

やさしいエコ会館」を掲げ、ＣＯ２排出量の 30％削減を目指す。 

 －甲府会館：プロポーザル技術提案により設計者の選定作業中。（平成 23 年度建物完成

予定） 
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（評価） 

・設備整備は計画通り完了 

 －全拠点局のテレビ制作スタジオ 12 室のＨＶ化が完了した。 

－ＣＳＫのＨＶ化率は、平成 20 年度目標である 84％を達成した。ＨＶ化更新にあたっ

ては、半導体を用いた電力増幅器を新たに開発・導入し、これまで以上に迅速な伝送

対応、保守経費の削減を実現した。 

 －ニュースカーのＨＶ化率は、平成 20 年度目標である 90％を達成した。 

－緊急パックの今年度整備分は、送信用チャンネルが複数利用できることや、省電力化

により電源を切ることなくバッテリー交換が可能になるなど運用性を大幅に向上し

た。また、一括発注と競争入札により約 50％のコスト削減を達成した。 

－地域素材交換システムにより、四国管内で大阪局のニュース素材を放送するなど、地

域ブロックを越えた素材活用が活発化している。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 21 年度建設計画に沿って着実に整備を進め、放送サービスの充実を図っていく。 
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（２） 国際放送 

 

国際放送による海外への情報発信の強化 

 

テレビ国際放送の充実・強化 

（主な実績） 

・ 2 月 2 日午前 9時より、新たに建設したニューススタジオから、外国人向けテレビ国際

放送「ＮＨＫワールドＴＶ」で 24 時間毎正時英語ニュースを開始。 

・ アジア、欧州で地域衛星のチャンネル借り上げやケーブルテレビによる再送信など、

ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備を実施。インドネシア 360 万世帯、ベトナム 10 万

世帯、西ヨーロッパ 2,630 万世帯が視聴可能になった。（アジアは２月、欧州は３月末

に実施） 

 

（評価） 

・ ホームページ「ＮＨＫワールド・オンライン」へのアクセスが 2 月 2 日以前の２倍強

に増え、１日の平均ページビューは 20 万を超えた。ＮＨＫワールドＴＶを同時再送信

しているニュース・番組動画へのアクセスはアジア、ヨーロッパ、アメリカからが多

い。 

・ 関係部局の連携が深まり、国内・海外からの英語リポートが格段に増加した。また、

スタジオのゲストや記者の解説も増え放送に厚みが出た。 

海外の視聴者からは、「はじめの 10 分で全世界の様々な 新ニュースを伝え、ほぼ全

ての大陸から少なくとも１つのニュースを取り上げていることは、アメリカのメディ

アとくらべてよいと感じた」（アメリカ・弁護士 37 歳）、「画面全体のデザインがよく、

スマートでプロフェッショナルな 30 分の報道番組という印象」（香港・会社員 36 歳）

など好評意見が多く寄せられている。 

・ 日本の中小企業の技術を紹介する英語番組「Ｊ－ＴＥＣＨ」を２月から新設した。こ

れにより番組の新設は年間目標である４本を達成した。 

・ ＮＨＫワールドＴＶの視聴可能世帯数は、第４四半期末で、1億 1,000 万世帯の目標を

達成した。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 国内の地域番組の世界発信強化に向けて、㈱日本国際放送をはじめとする関連団体と

連携し、制作をさらに拡大する。 

・ 受信環境整備について、20 年度に実現できなかったマレーシアに加え、北米、南米、

アフリカ、中国において衛星等による受信環境整備を行う。受信環境が整った地域ご
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とに、視聴実態調査を行う。 

・ ＮＨＫワールドＴＶの認知度調査を５月に実施する。（２月のリニューアル前に行った

調査で「知っている」と回答したのは５人に１人） 

※ 前回の調査時期：2008 年 11 月 18 日～12 月１日／調査方法：インターネット調査

※ 調査対象：香港のケーブルテレビ 3局の契約者もしくはその家族で、香港在住の 18

歳以上 69 歳以下の男女（日本国籍保有者・マスコミ関係者を除く） 

 

 

＜ラジオ国際放送の主な取り組み＞ 

 

・ 中東・北アフリカ、モスクワ、インドネシア（ジャカルタなど主要都市）、タイの視

聴者向けに、現地ラジオ局による再送信の準備を行った（平成 21 年 4 月から実施予

定）。 

・ ニュースの充実と強化のために 20 年 12 月に立ち上げたプロジェクトでは、ニュース

に関連する情報や解説を加えるなど、ラジオ国際放送としての独自性を持たせなが

ら、原稿を多言語で共有する効率的な制作体制を検討、実現させた。 
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（３）契約収納 

 

受信料の公平負担に向けた契約収納活動の強化と経費の削減 

 

訪問集金の廃止と、それによる効果的・効率的な契約収納体制の構築 

（主な実績） 

・ 訪問集金に費やしていたパワーを未契約対策や未収対策に着実にシフトさせ、新しい契

約・収納体制のさらなる定着を図ることで、契約総数の確保に努めた。 

・ 従来は訪問集金で 10 月以降継続振込を利用している方を中心に、確実に払い込みいた

だくために電話等でご説明し、それでもお支払いいただけない状況が続く場合は、２月

以降、払込用紙の送付に加え、訪問によりお支払いをお願いした。 

・ 受信料収納率を維持・向上させるため、従来は訪問集金で 10 月以降継続振込を利用し

ている方を中心に、引き続き口座振替・クレジットカード継続払の利用を促進した。 

 

（評価） 

・ 訪問集金に費やしていたパワーを未契約対策や未収対策にシフトした結果、委託契約収

納員の下半期の契約総数取次は前年度比で約 16％増加し、約 89 万件となった。 

・ 口座振替・クレジットカード継続払のさらなる利用促進の結果、利用者は 19 年度末に

比べて 89 万件増加した。障害者免除の拡大により増加数に影響があったものの、前年

度（62 万件）を大きく上回る実績を確保した。 

・ 従来は訪問集金でお支払いいただいていた契約者からの受信料収納については、訪問集

金廃止前と同程度の水準を確保することができた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 新しい契約・収納体制を定着させていくことで、未契約対策や未収対策を強化して、契

約総数の増加、未収の削減に一層取り組んでいく。 

・ 受信料を確実にお支払いいただくため、引き続き口座振替・クレジットカード継続払の

利用を促進していくとともに、必要に応じて電話や訪問によりお支払いをお願いしてい

く。 

 

 

外部委託の強化・促進による契約収納活動の展開 

（主な実績） 

・ 受信料の契約・収納業務の公開競争入札について、業務委託契約締結後、４か月の準備

期間を経て、2月 1日より東京都荒川区、神奈川県厚木市の一部、大阪府大阪市天王寺
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区・生野区で、落札した３つの事業者による業務が開始された。 

・ 受信料の契約・収納業務に初めて従事する事業者もいたことから、準備期間においては、

各事業者に対し、業務に関する講習会の実施、業務習熟のための研修用実施地域の提供、

職員による現場帯同指導などの支援を行った。 

 

（評価） 

・ 業務開始以降に、定期的な打合せをはじめとして各事業者と日常的な連携を深め、相互

の情報共有や日々の活動状況の分析など必要な対応を実施し、業務の早期定着に双方で

取り組んだ。 

・ 各事業者の取り組みにより、第６期（２月・３月）は各事業者ともほとんどの項目で標

準進捗水準を上回る業績を確保することができた。 

・ 視聴者対応上、クレームの発生、トラブルへの対処などは報告されておらず、委託事業

者としての問題は生じていない。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 今後も各事業者との連携を密にし、必要に応じた支援を行うなど、安定的な業務遂行に

向け支援を行っていく。 

 

 

多様な活動による未契約・未収対策の強化 

（主な実績） 

・ 不動産会社と引越し会社による新規契約・住所変更取次件数は、３月末で 9.8 万件、電

器店・量販店による衛星契約取次件数は 7.7 万件となった。 

・ 未収者に対しては、新しい契約・収納体制により強化された訪問対策に加え、４月から

３月末までにのべ 1,184 万件の郵便による受信料請求を行った。 

・ 支払督促の申立てを、１月に新潟県で 4 件、茨城県で 4 件、大阪府で 3 件、兵庫県で

10 件、和歌山県で 11 件、奈良県で 8件、滋賀県で 5件、宮城県で 3件、福島県で 4件、

北海道で 12 件実施した。また、３月に東京都で 27 件、広島県で 8件、岡山県で 7件、

愛媛県で 5件、高知県で 3件、香川県で 7件実施した。これにより、申立て総件数は３

月末までに 407 件となっている。 

・ ２月に未契約の事業所 1件に対して、交渉窓口を現場の営業センターから本部の受信料

特別対策センターに変更する旨の通知を送付した。 

 

（評価） 

・ 不動産会社や引越し会社による取次件数は、前年度を上回る実績を確保した。 

・ 未収者への郵便による受信料請求の結果、３月末で約 7.7 万件の払込みがあった。払込

率は低いものの、入金額は約 25 億円となっている。 

・ 支払督促に向けた事前対策については、21 年 3 月末までに 27 都道府県（47 営業部・セ
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ンター）で着手した。 

・ 407 件の支払督促申立て総件数のうち、３月末までに 296 件が支払い、または支払意思

を表明している。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 委託先会社との連携強化や、新規業務委託会社の開発により、面接困難世帯を中心とし

た未契約者・未収者へのアプローチをさらに強化していく。 

・ 支払督促に向けた事前対策については、22 年 3 月末までに 41 都道府県（69 営業部・セ

ンター）で着手する予定である。支払督促の実施地域を今後も拡大していくとともに、

未契約者に対する民事手続きを進めていく。 

 

 

より公平で合理的な受信料体系への改定 

（主な実績） 

・ 事業所割引について、対象となる事業所に対して事前の周知や受付を進め、２月に円滑

に導入した。 

a. ８月から事業所による問い合わせに対応する専用のコールセンターを運用 

b. ８月から段階的に事業所の契約者に対し申込書等を郵送（1月末までに約 27 万件）

c. 訪問による周知も進めながら事前受付を実施 

・ 家族割引拡大を 2月から実施し、視聴者への周知を継続的に実施した。 

a. 広報スポットを１月からテレビで放送（３月末までに約 150 回放送） 

b. 「三つのたまご」「週末プレマップ」といった広報番組の中で、家族割引拡大につ

いて案内 

c. 新聞紙面に家族割引拡大の案内広告を掲載 

・ 訪問集金廃止について、払込用紙による払込みのお願いと、未契約対策等で訪問活動を

継続していくことを案内する広報スポットを２月から３月にかけて９回放送。 

 

（評価） 

・ 事業所割引適用に伴う契約内容の見直し等により、３月末までに事業所契約件数は

約７万件増加し、約 223 万件となった。 

・ 事業所割引コールセンターには、手続きに関する詳細など、３月末までに約 4.2 万件の

問い合わせが寄せられた。 

・ 家族割引については、割引拡大の事前受付を 12 月から開始するなど、３月末までに利

用件数は約 10 万件増加し、約 36 万件となった。 

・ 10 月実施の障害者免除拡大については、３月末までに全額免除・半額免除あわせて約

21 万件の申請を受け付けた。また、有料契約から全額免除となる件数が当初想定して

いた４万件を大きく超えて３月末までに約 12 万件となった。 
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（課題・今後の取り組み） 

・ 公平負担を徹底し、不公平感を解消していくために、今後も様々な媒体を活用し視聴者

への周知を継続して実施するとともに、新しい制度を利用して契約総数取次の増加に取

り組んでいく。 
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（４）調査研究 

 

新たな放送サービスの開発や放送の発展に向けた調査研究の推進 

 

放送と通信の連携サービスの開発 

（サービス概要） 

ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）は、放送法の改正を受け、ＮＨＫが放送した番組を、ブ

ロードバンド回線を通じてＰＣや高機能テレビ等に有料で配信するビデオ・オン・デマン

ド（ＶＯＤ）サービスである。現在放送中の番組の中から毎日 10～15 番組とニュース５番

組を放送後一週間程度配信する「見逃し番組」サービスと、過去に放送したアーカイブス

番組の中から配信する「特選ライブラリー」サービスがある。サービスの形態としては、

ＰＣを提供端末として配信する形態と、以下のテレビ向けプラットフォーム３社のＶＯＤ

サービスを通じて提供する形態の計４つがある。 

㈱アクトビラ の「アクトビラビデオ」 

㈱ジュピターテレコム の「Ｊ：ＣＯＭ オン デマンド」 

㈱ＮＴＴぷらら の「ひかりＴＶ」 

 

（主な実績） 

・12 月 1 日にＮＯＤサービスを開始した後、３月末までの４ヶ月間の配信数は、「見逃し

番組」1,705 本、「ニュース番組」522 本、「特選ライブラリー番組」1,740 本に達し、順

調にサービスの拡大を行っている。 

・一方、ＰＣとテレビ向けの合計で、３月の月間購入者数は推計 1.4 万人（計画 8.1 万人・

計画比▲6.7 万人）にとどまり、大幅な未達となった。 

・ＮＯＤサービスの充実と販売促進のため、次の施策を実施 

① ２月上旬～３月中旬にＰＣとアクトビラで「見逃し番組体験パック」などＮＯＤサー

ビスを気軽に体験できる商品を提供 

② ３月下旬にＰＣで「見逃し見放題パック」の初月無料トライアルを実施 

 

（評価） 

・自宅などでいつでもＮＨＫの良質な番組を見ることができることについて、多くの利用

者から評価の声を頂いたが、一方で、景気の低迷、有料サービスに対する抵抗感等の問

題があり、視聴料収入は伸び悩んだ。 

・ＰＣで動画再生ができないという事象への対応策として、動画再生を誘導する画面を導

入したことにより、この件のコールセンターへの問い合わせが半減し、問題が大きく改

善したことが検証できた。 
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（課題・今後の取り組み） 

・３月に実施した「見逃し見放題パック」の初月無料トライアル等の施策については、効

果の測定と分析を行い、今後のサービス展開に生かしていく。 

・視聴期間が短いなどの利用者の声を生かして、一部システムを改修し、21 年度から「見

逃し番組」の視聴期間を現在の７日から 10 日に延長するとともに、対象番組数も 30％

近く拡大する。 

・テレビ向けプラットフォーム２社で、４月より「見逃し見放題パック」の初月無料を実

施する。また、一部の「特選ライブラリー」のドラマの初回無料や、若者向け番組の価

格の見直しを実施する。 

・８月より新たにテレビ向けプラットフォームを追加し、ＫＤＤＩ系のＣＡＴＶにもサー

ビスの供給を開始する。 

 

 

スーパーハイビジョン等未来を創造する技術研究 

（主な実績） 

ＮＨＫ放送技術研究所は、スーパーハイビジョン（ＳＨＶ）について、基礎研究から

超高速インターネット衛星(ＷＩＮＤＳ)を用いた伝送実験に向けた事前実験に至るま

で、幅広く研究を展開した。加えて、「かぐや」が撮影した月面映像の２眼立体化や高品

質ライブ音場再現実験を実施した。また、2011 年の完全デジタル化への円滑な移行に貢

献するため地上デジタル放送の妨害波除去装置を開発し、有効性をフィールド実験で確

認した。 

・ スーパーハイビジョンの研究 

－サービス実現に向けた基盤研究として、５月の技研公開に向けＷＩＮＤＳを用いた

伝送の事前実験を実施したほか、「かぐや」が撮影した月面映像の２眼立体化を実施

した。 

－東京フィルハーモニー交響楽団と共同でコンサートホールの演奏を別会場に伝送す

るライブ音場再現実験を実施した。 

－放送実現に向けた機材の開発では、ＳＨＶの小型ダウンコンバーターのほか、ＳＨＶ

カメラ用レンズとして視野角100度の高臨場感を実現する水平画角100度の超広角単

焦点ワイドレンズや、より多彩な撮影を可能にする 10 倍ズームレンズを開発した。

－ＳＨＶカメラの感度をＨＶ標準カメラと同程度まで向上させ、夜の祭り（ねぶた祭り）

や水族館などこれまで難しかった暗い場所での撮影に挑戦し、多彩な映像表現を盛り

込んだ新しいコンテンツを制作した。米国ＮＡＢ２００９（4/20～23）や横浜開港

150 周年記念イベント（4/28～9/27）、技研公開（5/21～24）で展示する予定。 

・ ユースフル・ユニバーサルサービスと次世代コンテンツ制作環境の研究 

－“人にやさしい放送”のための技術として、地震・津波速報読み上げシステムにおい

て、家庭まで音声データを届ける新たな伝送方式を開発した。 

－視聴者心理状態など人間科学的研究として、番組視聴時の視線を５名同時に計測・収

集できる装置を開発し、実証実験を実施した。 
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－新しいサービスの研究として、Ｊａｖａを用いた新しいデータ放送方式である拡張Ａ

ＲＩＢ－Ｊの仕様についてＡＲＩＢ（（社）電波産業会）で規格化の作業を進めてい

る。 

－次世代放送システムであるテープレスシステムの要素技術として、「番組転送用ファ

イルシステム」を開発した。 

・ 地上デジタル放送のあまねくに向けた研究 

－放送波中継局において遠方からの反射波等の妨害（マルチパス妨害）による影響を補

償して正しく受信するための、高性能の「マルチパス等化技術」について、高知県土

佐町中継局において高知局と共同でフィールド実験を実施した。 

－技術局と共同でデジタル－デジタル混信対策用の家庭用受信機向け干渉除去技術の

試作装置を開発し、フィールド実験を実施した。 

・ 国際共同研究・国際標準化の推進 

－スーパーハイビジョンの 22.2ch 音声をＡＡＣ規格（音声圧縮規格）に追加する修正

案を、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）に提案し承認された。 

・ 研究成果の社会還元と副次収入の増加施策の推進 

 －ＡＲＩＢ規格デジタル放送パテントプールとＣＡＴＶデジタル放送パテントプールに

ついて、ＮＨＫの必須特許追加を行うと共に必須判定を係属中。 

（※）パテントプール：複数の特許権者から持ち寄られた必須特許を、ライセンス管理を任されたプ

ール管理会社などが利用を希望する企業に一括ライセンスする仕組み。 

 

（評価） 

・ ＷＩＮＤＳを用いた伝送実験では、札幌局～技研間伝送実験のための実験局免許を取得

した。 

・ 「かぐや」が撮影した月面映像の２眼立体化の効果を確認できた。 

・ 「高品質ライブ音場再現方式」の有効性・有用性が示された。 

・ 番組視聴時の視線の計測・収集装置の開発では、統計的分析に必要な視線データを短時

間に計測・収集できる見通しを得ることができた。 

・ 拡張機能を含むＪａｖａデータ放送規格の改定案をＡＲＩＢに提案し審議に寄与した。

・ マルチパス等化技術については、さまざまな中継局の受信環境で特性を評価、把握し、

良好な効果を確認することができた。 

・ デジタル－デジタル混信対策として、劣悪な受信環境でも安定に動作する家庭用受信機

向けの干渉除去技術を開発し、有効性をフィールド実験で確認できた。 

・ スーパーハイビジョン関連の規格化では、ＳＭＰＴＥ（米国映画テレビ技術者協会）で

の映像及び音声フォーマットの規格化（S2036-1,2）に続き、ＭＰＥＧ、ＩＥＣ（国際

電気標準会議）において音声の規格化を進めたことで、スーパーハイビジョンシステム

の国際標準化がさらに前進した。 

・ ＮＨＫ保有のパテントプール特許では、ＡＲＩＢプールでは計 23 件、ＣＡＴＶプール

では計 14 件の必須特許を保有するに至り、副次収入の拡大に繋がった。 
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（課題・今後の取り組み） 

・ 衛星伝送実験で明らかになった課題について、技研公開までに対策を実施する。 

・ 「かぐや」の立体映像を展示などさまざまな場で活用するとともに、さらに高度な２眼

立体化の表示変換を検討する。 

・ 大空間における再生だけでなく、家庭などの小空間でも同様の臨場感や音響空間の印象

が得られる音響再生システムを検討する。 

・ 脳活動や視線の計測手法を確立し、生体反応による視聴者心理状態の推定技術の開発を

推進する。 

・ Ｊａｖａデータ放送については、システムの設計・実装、標準化をさらに推進する。 

・ 高性能マルチパス等化技術については、さまざまな受信環境での使用を想定し、開発し

た技術の適用範囲の拡大を継続して図るとともに、試作装置の開発を推進する。 

・ デジタル－デジタル混信の干渉除去技術の試作装置を用いて本格的なフィールド実験

を行い、開発した技術の適用可能範囲を把握する。 

・ ＵＨＤＴＶ映像フォーマットの追加修正、インターフェース、三次元音響の規格化を推

進する。 

・ 必須特許候補の掘り起こしとプールへの追加投入により、実施料配分比率の維持増強に

継続して取り組んでいく。 

 

 

放送の発展に向けた調査研究の推進 

（主な実績） 

・ デジタル化に向けた「日本人とメディア総合調査」を実施（全国成人男女 2,000 人・

1/9～20）。これに関連して、業界（９業界 800 事業者・3/5～23）、共聴施設利用者（1,100

人・3/23～26）、デジタルヘビーユーザー（1,600 人・3/23～26）にアンケートを実施。

・ 接触者率拡大に向けた研究の一環で、35～49 歳の視聴ニーズとＮＨＫ視聴の可能性を

探る取り組みを行なっている。２月には情報・教養番組についてのグループインタビ

ューを実施。民放をよく見るグループとＮＨＫをよく見るグループで、テレビの見方

や番組ニーズに対する違いなどについて調査した。 

・ 「３月放送評価調査」の実施・分析・報告（3/6～8 実施、3/30 報告） 

・ 地域番組への視聴者意向調査および地域局へのサポートを実施。（徳島局:調査 1/26～

28・報告 3/11・12、札幌局：グループインタビュー調査の設計と現場報告に協力） 

 

（評価） 

・ 「日本人とメディア総合調査」については、現在調査結果を分析中。「春のシンポジウ

ム 岐路に立つテレビ～ピンチとチャンスにどう対峙するのか？～」（4/16）の中で報

告する。 

・ 視聴率データがない徳島において、今回の調査は初めての本格的な番組の客観判断材

料となった。報告会では番組改善のための細かな提言のみならず、地域局ブランドの
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確立など、地域放送支援の立場からの議論を行なうことができた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 平成 21～23 年度ＮＨＫ経営計画の経営目標である「接触者率 80％」達成にむけて研究

を継続。 

・ グループインタビューの結果を踏まえて、接触者率拡大の足がかりとなるターゲット

と攻略手法を見出すべく、４，５月にウエブ調査を実施し、得られた知見は番組改定

への提言の基礎資料として活用予定。 

・ 徳島局の 22 年度に向けたリニューアルの検討に対して今後も可能な限り支援してい

く。地域局への調査協力のモデルケースを目指す。 

・ 地域番組の調査については、希望に対応しきれない場合のバックアップ体勢を様々な

形で検討していく。 
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（５）その他特記事項 

 

地上デジタル放送の普及促進 

 

地上デジタル放送中継局の整備とＮＨＫ共同受信施設のデジタル化対応による視聴可能

地域の拡大 

（主な実績） 

 地上波テレビの 2011 年完全デジタル化に向けて、デジタル中継局の整備、ＮＨＫ共聴

へのデジタル導入を推進するとともに、「新たな難視」の調査、自主共聴など共同受信施

設への地上デジタル導入の促進、受信課題地区の把握に取り組んだ。 

・ デジタル中継局は75局を整備し、ＮＨＫ共聴へのデジタル導入は591施設が完了した。

今年度累計で、中継局 446 局、ＮＨＫ共聴 1,984 施設の整備が完了した。 

・ 「新たな難視」調査では、各地域の地上デジタル放送推進協議会（地域協議会）で約

5,600 地区（約 12,800 地点）を選定し、11 月から実測調査を開始した。今四半期には、

約 180 地区の調査を行った。 

・ 「デジタル混信」調査では、「総務省 テレビ受信者支援センター」による調査実施に

向けて、サンプル調査への支援及び調査要領書の策定、調査ポイント（約 1,300 地区、

6,100 地点）の選定を実施した。 

・ 自主共聴(約 6,000 施設)への地上デジタル導入促進では、自治体や共聴組合への説明

会を 24 回開催、受信点調査を 718 施設で実施したほか、共聴組合への技術支援を１月

から受付開始し 1,173 施設から依頼を受け付け対応中。また、11 月から共聴組合への

直接訪問及び自治体等からのヒアリングによる自主共聴実態把握調査（直接訪問活動）

を実施し、今四半期で直接訪問を 3,600 施設、ヒアリングを 4,900 施設に行った。 

・ 障害対策共聴や集合住宅など共同受信施設へのデジタル導入促進では、主要不動産団

体を通じた改修促進と進捗状況の把握を推進した。 

 －集合住宅では、地デジ受信簡易確認サービスを通じて１万棟の集合住宅情報を収集し

たほか、管理会社社員による管理物件の地デジ対応確認調査を実施した。 

 －障害対策共聴についても、地デジ受信簡易確認サービスを開始した。 

 －全国のＣＡＴＶに加入している集合住宅の情報を 30 万棟分収集した。 

・ 受信課題地区の把握では、エリア内で電界不足が懸念される地区の調査地点の検討と

298 局所の現地調査を実施した。 

 

（評価） 

・ デジタル中継局整備、ＮＨＫ共聴へのデジタル導入ともに、今年度の目標を達成した。

３月末で、親局を含む 785 局所の送信所でサービスを開始しており、世帯カバー率は

96.9％に達した。 
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・ 「新たな難視」調査では、ＮＨＫ担当分の 4,050 地区で実施し、民放分と合わせて 20

年度分の約 5,600 地区(約 12,800 地点)の調査を完了した。ＮＨＫの難視地区について

は、ＮＨＫ内で対策手法の検討を完了した。 

・ 「デジタル混信」調査では、約 850 地区の支援センター調査完了にＮＨＫとして貢献。

・ 自主共聴関連では、平成 20 年 2 月から累計で 187 回の説明会を実施し、自主共聴に対

するＮＨＫの取り組みが広く理解された。また、11 月から開始した自主共聴への直接

訪問活動等により、全国の自主共聴施設の現状とデジタル化の進捗状況を把握でき、

受信点調査、技術支援さらに助成制度の活動指針を明確にすることができた。 

・ 約 2,400 施設の受信点調査を完了したほか、直接訪問活動等で約 4,000 施設のデジタ

ル化対応済・廃止状況を確認できたことで、合計約 6,400 施設の対応を完了した。こ

れらの取り組みにより、自主共聴への地上デジタル導入促進に大きく貢献した。 

・ 集合住宅については、地デジ簡易確認サービスにより、集合住宅情報を今年度累計で

10 万棟分収集したほか、管理会社社員による管理物件の確認調査により計 7.5 万棟の

情報を得ることができた。これらデジタル対応状況把握と管理会社を通じた集合住宅

へのデジタル化促進スキームの構築により、21 年度からのテレビ受信者支援センター

と連携した活動に繋げることができた。 

・ 受信課題地区の現地調査では、20 年度に 464 局所を終了した。調査結果に基づき課題

地区を整理し、各地域協議会で必要に応じて対策計画案を検討する。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 21 年度はデジタル中継局約 600 局、ＮＨＫ共聴のデジタル化約 1,600 施設の整備を予

定しており年間を通じた工程標準化と工程管理に取り組む。 

・ 「新たな難視」については、調査結果を踏まえ地域協議会で調整し対策計画案を策定

する。 

・ 「デジタル混信」調査については、テレビ受信者支援センターによる残り 450 地区の

調査と各地域協議会での対策計画策定を支援していく。 

・ 障害対策共聴や集合住宅については、引き続き主要不動産団体や管理会社を通じた改

修促進と情報把握の取り組みを実施し、テレビ受信者支援センターの活動に繋げてい

く。また、国による経費補助施策の活用などテレビ受信者支援センターと連携し、不

動産団体や管理会社を通じた障害対策共聴へのデジタル化対応を促進する。 

・ 主要な受信課題地区について対策計画案を策定する。2009 年度開局予定の局所につい

ては、調査結果を踏まえ対策の実施内容を検討する。 

  

 

地上デジタル放送の普及促進と国や民放と連携した難視聴解消策の検討 

（主な実績） 

・ 地上デジタル放送の普及、衛星セーフティネット、アナログ放送終了に向けた課題へ

の対応について、全国地上デジタル放送推進協議会（全国協）の技術部会、対策部会、
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・ 総合推進部会および各ＷＧで各種施策の検討を進めている。 

－「新たな難視」調査及び対策手法検討に向けた「地上デジタル難視対策計画ＤＢ」の

開発を完了し、全国協で運用を開始した。 

－衛星セーフティネットに係わる委託放送事業者の認定取得や設備・運用の課題検討の

ほか、セーフティネット事業の基本的な運用事項を示す運用指針の取りまとめに主導

的な役割を果たした。衛星セーフティネットの対象地域（ホワイトリスト）の作成や

運用について検討するため連絡会に参加した。 

－完全デジタル移行後のチャンネル再編（リパック）の基本方針を取りまとめた実施計

画を作成した。 

－アナログ終了リハーサルの候補地区選定、地元対応を行った。 

・ 諸外国におけるアナログ終了／デジタル移行に関する事例調査として、ハワイ（１月

に先行終了）及び米国本土におけるアナログ放送終了について、現地の準備状況、終

了後の状況調査を実施した。 

・ 自主共聴等へのデジタル化支援策として、「自主共聴改修への経費助成施策」と「ＮＨ

Ｋ共聴等が不要となる代替手段への移行助成」について大臣認可を受け、21 年 4 月か

らの助成金支払い開始に向けて、1月 13 日から受け付けを開始した。 

・ 「総務省 テレビ受信者支援センター」は、10 月の先行 11 か所に続き、21 年度予定さ

れていた残り 40 か所の開所が２月に前倒しされた。20 年度中に全国 51 か所の支援セ

ンターに全国の放送局からＮＨＫ職員、ＯＢ合わせて 104 人の要員を派遣し、支援セ

ンターの組織および業務の立ち上げに中核的な役割を果たした。 

・ ＢＳアナログ放送の円滑な終了に向けた取り組みとして、ＢＳ共聴継続視聴対策につ

いて検討を開始した。 

・ あまねく受信にむけた新技術開発 

 －「簡易型デジアナヘッドエンド」の開発 

   集合住宅などのテレビ共聴で、アナログテレビを継続して利用できるように、地上

デジタル放送信号をアナログ放送信号に変換して伝送する装置を開発した。音声モ

ードの判定により、２ヶ国語放送にも対応した。 

 －「ワンセグ再放射システム」の開発 

   地上デジタル放送の電波が届かない共聴エリアでは、ワンセグを受信することがで

きないため、共聴に伝送されている地上デジタルの信号をＵＨＦ帯に再変換し、複

数の場所から放射するシステムを開発した。実験局免許を取得して、フィールド実

験を行い、良好に受信できることを確認した。 

 －「家庭用同一チャンネル干渉除去装置」の開発 

   送信側だけでは改善が困難なデジタル混信に対し、受信側の対策として家庭に設置

して妨害波を取り除き地上デジタル放送を受信できるようにする装置を開発した。

実際に難視が発生している地域で干渉除去実験を行い、良好に受信できることを確

認した。 
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（評価） 

・ 「地上デジタル難視対策計画ＤＢ」の開発にあたっては、難視対策用と混信対策用の

統一データベース仕様の合意を図り、今後の計画策定作業を効率的・効果的に進める

スキームを整備した。 

・ 全国協の総合推進部会のもと衛星セーフティネットの運用指針をとりまとめた。セー

フティネットのホワイトリスト作成に向けて、難視対策計画を検討する全国協の技術

部会と連携を開始した。 

・ 53ch 以上を使用しているデジタル中継局のチャンネル再編（リパック）について基本

方針を作成して全国協の技術部会で承認された。 

・ 21 年度のアナログ終了リハーサルに向けた具体化検討を完了した。 

  ハワイ及び米国での調査は、日本でのアナログ停波・完全デジタル移行に向けた貴重

 な参考情報となった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 衛星セーフティネットについては、具体的な運用フローなど運用開始に向けた検討を

行うほか、ホワイトリスト作成に向けて内容や作成基準、スケジュールについて調整

を行う。 

・ リパックについては、調査や周知広報など実施施策の検討、局所ごとの具体的な整備

計画の作成を進める。 

・ アナログ終了リハーサルについては、実施のための詳細手順の検討を行う。 

・ 諸外国でのアナログ終了事例調査については、６月に延期された米国のアナログ放送

終了に関するフォローアップを実施していく。 

・ テレビ受信者支援センターについては、平成 21 年度の円滑な業務実施に向けて引き続

き連携・支援を行っていく。 

・ ＢＳアナログ放送の円滑な終了、受信契約者のデジタル放送への確実な移行について

は、ＮＨＫが主体となって総務省など関係機関と連携しながら計画の策定・具体施策

の実施に向けて取り組んでいく必要があり、全局体制で推進していく。 

・ あまねく受信にむけた新技術開発は、フィールド実験等の結果を踏まえ、実用化に向

けて開発を継続する。 

 

 

 

＜設備整備等の主な実績＞  

・ ワンセグ独自サービス（ＮＨＫワンセグ２）の整備 

本部先行設備（手動割込み送出）及び地域局 34 局の整備が完了し、４月からサービス

開始。本部本格設備（自動送出）は 21 年 12 月に向けて製造・工場試験段階であり、

計画通り進行中。 

・ ラジオ／ＦＭ回線の更新整備 

放送局間の回線切り替えに続き、11 月から 3月にかけて、各放送局と全国 117 放送所
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間の回線切り替え作業を完了した。回線の信頼性向上と音質改善を図った。 

・ テープレスシステムの開発・整備 

－番組系テープレス小規模システム： 制作から送出までファイルベースでの運用が可能

になりいくつかの番組で検証を行っていく。２月から番組「産地発！たべもの一直線」

を本システムで送出し、安定に運用している。運用を通じて大規模システム化に向け

た検証を行う。 

 －テープレス制作システム： プロデューサー用のノンリニア編集機 31 式の整備を行い、

今年度 80 式の整備が完了した。 

 －ニュースセンターの報道系テープレスシステム： プロポーザル技術審査を経て、第一

位契約候補社と開発仮契約を締結、基本仕様を決定した。詳細な仕様策定を進め、21

年度早期に本契約締結を予定している。 

－新放送情報システム： 「編成・送出系システム」のデータベース更新を１月に完了し、

本運用を開始した。「要員管理システム」の開発を完了、４月から本運用を開始。 

・ 本部番組制作設備のハイビジョン（ＨＶ）整備 

ＣＴ109、411 スタジオのＨＶ化を実施し、本部の全テレビ制作スタジオ 26 室のＨＶ化

が完了した。また、手話ニューススタジオ（ＮＣ－Ｄ）のＨＶ化整備も完了した。 

・ 本部音声中継車の更新整備 

音声中継車（Ａ－１）の更新整備が完了し、5.1ch サラウンド音声対応とシステムの

フルデジタル化が実現した。 

・ 小型衛星伝送車の整備 

災害等の緊急初動に対応できるよう、悪路に強く登坂能力に優れた四輪駆動車に超小

型の衛星伝送装置（ポータリンク）を搭載し、衛星自動捕捉機能を付加した小型衛星

伝送車を開発、本部に１式配備した。今後運用性の検証を行う。 

・ ＮＨＫオンラインに、放送と同じ地震津波画像を作画するインターネット地震津波作画

システムを整備し、3月 30 日に運用を開始した。 

・ 営業ホストコンピュータを更新し、新システムでの運用を１月から開始した。約 30％

の性能改善と信頼性向上を実現した。 

・ 環境に配慮した設備開発・整備 

－空調設備更新にあたり、放送センター北館に高効率の冷凍機を整備した。同じ冷房能

力で比較して 30％の電力削減を実現。福岡局にも整備し、会館全体のＣＯ２排出量の

３％を削減した（再掲）。 

 －菖蒲久喜ラジオ第２放送機の固体化更新により、総合効率が向上したことで、消費電

力が 635kw と真空管放送機に比べ 265kw 減少、使用電力量が大幅に減少した。年間約

1,000 トンのＣＯ２削減を見込んでいる。使用エネルギー量が減少したため、事業所の

扱いを第２種エネルギー管理指定工場に変更することができ、エネルギー管理士の選

任等が不要になった。 

 －本部スタジオ整備にあたり、ＣＴ109 スタジオの映像スイッチャーの低消費電力化、

液晶モニターの全面採用など省エネに取り組んだ。映像モニターの液晶化で消費電力

を約 1/3 に低減した。 
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 －テレビ国際スタジオ（ＣＵ777／778）の整備にあたり、ＮＨＫが開発したＬＥＤスポ

ットライトと蛍光灯ライトを照明設備に採用したほか、副調整室内のモニターをすべ

て液晶モニターとした。照明設備では、従来のハロゲンライトに比べ消費電力を約 1/5

に削減できた。映像モニターは、消費電力と発熱量を従来の約 1/4 まで削減できた。

 －広島局中継車の更新では、低公害型シャーシの採用や、車両の小型・軽量化により、

想定走行燃費が約 15％向上、環境に配慮した設備を整備した。中型車両で大型中継車

相当の制作機能を実現した 

－太陽光発電システムを福岡局、大津局に整備した。 

 

 

 

 

（参考）調達契約の状況 

                                 （単位 百万円） 

平成 20 年度(1～3 月） 平成 19 年度(1～3 月） 
区  分 

件 数 金 額 
 

件 数 金 額 

合  計 2,243 36,698 1,981 33,125 

競 争 契 約 1,143 23,584 841 21,941 

随 意 契 約 1,100 13,113 1,140 11,184 

 

 
 

  （単位 百万円）   

平成 20 年度累計 平成 19 年度累計 
区  分 

件 数 金 額 

比 率 

（金額ベース） 件 数 金 額 

比 率 

（金額ベース）

合  計 7,711 165,508 100.0% 6,890 154,691 100.0%

競 争 契 約 4,160 93,030 56.2% 3,290 85,664 55.4%

随 意 契 約 3,551 72,477 43.8% 3,600 69,027 44.6%

 

（注１） 調達契約・業務委託契約（番組制作関係を除く）を集計 

（注２） 平成 20 年度の数値は速報値（概算） 
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視聴者のみなさまとの結びつきの強化  

 

ＣＳ（お客様満足）向上活動の推進 

（主な実績） 

① 電話への応答数は、24 万 6,871 件で、前年同期を約 9,200 件上回った。一方、「ＮＨＫ

スペシャル」「日本の、これから」など大型番組への反響が大きかったことなどから総

着信数も約 25,000 件増加した。 

② メール着信数は 12,397 件。２日以内の返信数は 9,581 件で前年同期に比べて 949 件増

加した。 

③ コールセンターに視聴者対応品質管理チームを新設した。 

④ コールセンター刷新に向け国際調達による一般競争入札によって開発業者を決定。落札

金額も当初計画していた範囲内で決定した。 

⑤ 20 年度に寄せられた視聴者の声や放送局のＣＳ活動などをまとめた「視聴者サービス

報告書」の編集作業を行った。 

⑥ 関連部局が連携し、学生・社会人の新生活応援として「がんばれ。ルーキー！」キャン

ペーンを展開。ＥＹＥＳなどの若者番組への接触度を高めるとともに、学生や単身者

に対する「家族割引 50％」の周知と受信契約勧奨を実施。今期は携帯サイトに加え、

ＰＣサイトも特設し、番組ホームページへの誘導、投稿コンテンツ、インターネット

からの受信契約や各種届出などを促進している。 

 実施期間：3/5～6/30 

 目標：①期間中の「家族割引取次」 全国で 10 万件 

    ②期間中のキャンペーンサイト アクセス数  

→ＰＣサイト 5万ページビュー、携帯サイト 90 万ページビュー 

⑦ 放送や業務の改善件数は、累計で 1,196 件となり目標の 1,000 件を達成した。改善の内

容では、松山局が朝のニュース番組時のお天気マークスーパーにデータ放送を活用し

た事例や、熊本局が地上デジタル放送の受信エリアがわかるマップをホームページに

掲載した例など、視聴者の声に迅速に対応した改善を全国各局に周知し、広がりを図

った。  

⑧ 20 年度のふれあいミーティングの実施回数は全国で 1,900 回、43,822 人が参加した。

このうち「企画型」は 279 回。本部で実施している「公募型」は計画通り 10 回実施し

た。 

 

（評価） 

① 総着信数が増加したため応答数が追いつかず、応答率は 86.6％となった。年間応答率

は 84.9％で年度目標の 89％に達しなかった。 

② ２日以内返信率は、77.3％で前年同期を 5.3％下回った。これは年末年始分(９日休務)

を正月休み明けに対応していることや、総着信数が前年同期より 18.7％多かったため。

しかし年間返信率は 84.8％となり、目標の 84％を達成した。 
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③ 民間のノウハウを導入してコミュニケーターのモニタリング評価を行うなど、組織だっ

た改善指導を行い、対応品質向上を図ることができるようになった。 

④ 価格を抑える一方で要求していた機能を反映させるシステムの提案を受けることがで

き、国際調達のメリットを生かすことができた。 

⑤ 予定通り５月上旬の発行(18,000 部)に目途がついた。今回初めてコンパクト版(13 万

部)も作成。 

⑥ ３月時点の目標に対する進捗状況として、キャンペーンサイトのアクセス数は、ＰＣサ

イト 19 万ページビュー、携帯サイト 27 万ページビューと、好調なスタートを切った。

⑦ 部局目標に掲げた年間改善件数 1,000 件に対する進捗率は 119％に達し、目標を達成し

た。 

⑧ 目標 270 回を掲げた「企画型」ふれあいミーティングの実施回数は 279 回で、目標を達

成した。全国各局の活動が活性化したことで目標にたどり着いた。「企画型」ふれあい

ミーティングのアンケートでは、好感度が上がったと答えた人は 74.3％、理解度が深

まったと答えた方は 74.6％だった。 

（参考：19 年度アンケート結果） 好感度上がった 78％、理解度深まった 79％ 

 

（課題・今後の取り組み） 

① 番組変更への問合わせが増加する祝日の要員パワーを増やす。(25 名体制→34 名体制)

また、事前に想定応答要領を準備するなど迅速な対応を図る。 

② メール対応業務を土日も継続して行ったほか、平日も 30 分拡大するなどして体制を強

化している。メールは増加傾向が続いているので、引き続き体制を維持する。 

③ コミュニケーターを指導するスーパーバイザーについても対応スキル向上のための支

援策を検討。 

④ 21 年度第１四半期中にシステムの基本設計を終えるなど、22 年 10 月の運用開始に向け

着実に業務を進める。 

⑤ より多くの視聴者に届けて理解促進に役立てる。 

⑥ 引き続きキャンペーンに力を入れていく。 

⑦ すぐれた改善事例の情報共有と展開を課題とし、21 年 4 月から運用を開始する地域放

送局の取り組みをまとめたイントラネットのサイトを活用していく。 

⑧ 21 年度は、「公募型」開催 100 回を目標に全国展開を図っていく。 

 

 

イベントや携帯サイトを活用した若い世代との結びつきの強化 

（主な実績） 

① ハートプラザ巡回展は、20 年度末までに 31 局で計 63 回実施し、来館者数は累計で 283

万 4,132 人となった。 

② 演劇やダンスなどの舞台芸術をテーマにＮＨＫとの接触者率が低い若年層にアプロー

チする「ＮＨＫシアター・コレクション」をＮＨＫふれあいホールで開催。注目を集め
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る４劇団による 12 公演を実施し、若い世代を中心に 2,081 人が参加。 

・モダンスイマーズ（1/10、11） 

・イキウメ（1/24、25） 

・劇団昴（2/7、8） 

・ミクニヤナイハラプロジェクト（2/21、22） 

③ 「ふるさとの食にっぽんの食」全国フェスティバルを放送センターで開催。ファミリー

層を中心に多くの来場者が訪れた。また、「食育」に関わりのある活動を行っている大

学生（昭和女子大、東京家政大、女子栄養大）によるワークショップを実施し“若い世

代と共に創る”イベントを展開。（3/7～8 54,556 人参加） 

④ 若者向け公開番組（爆笑オンエアバトル、ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ、ウエンズデーＪ-

ＰＯＰ、ザ少年倶楽部、“笑”たいむ等）をＮＨＫホール、ふれあいホール等で 19 本実

施。 

⑤ 美術大学生等の作品を展示するアートギャラリー「エコール・ド・渋谷」の第３弾とし

て日本大学芸術学部の学生による「日藝展」をＮＨＫふれあいホールギャラリーで実施。

（1/27～3/22 4,318 人来場） 

⑥ 小学校へ出向き実施する「ＮＨＫ朗読ひろば」を 21 年度の全国展開を視野に首都圏で

３回試行。 

 ・相模原市立青葉小学校（横浜、1/30） 

 ・長野市立大豆島小学校（長野、2/10） 

 ・新座市立新開小学校（さいたま、2/17） 

⑦ Ｎ響メンバーが学校を訪ねる「ＮＨＫこども音楽クラブ」を３か所で実施。 

 港区立御田小学校（2/3）、岡山市立津島小学校（2/24）、福岡市立三苫小学校（3/13）

⑧ 教育テレビ 50 年を記念し、ＮＨＫふれあいホールで 21 年度「ＮＨＫ全国学校音楽コン

クール」の課題曲発表イベントを初めて開催。石田衣良さん、千住明さんなど作詞者、

作曲者が出演。コンクールを盛り上げるイベントとして大きな成果をあげた。（3/21 入

場者 225 人） 

⑨ 教育テレビ 50 年企画として取り組む公共放送キャンペーン「子どもサポートネット」

関連イベントとして「中学生の本音＠ハート」を都内の中学校に出向いて２回実施。い

じめや不登校など、中学生を取り巻くさまざまな問題を考えるきっかけ作りを目指して

展開。（練馬区立豊玉中学校（3/10）、荒川区立第九中学校（3/12）） 

⑩ ＮＨＫスタジオパークで「春“スタパ祭り２００９”」を開催。春休み中のファミリー

層を対象に幼児番組のキャラクターとの記念撮影会、教育テレビの人気出演者のショー

を中心に展開。（3/20～4/1 41,757 人来館） 

⑪ 若年層対策・新年度番組広報イベントとして、第一線のアニメ監督、声優等を講師に、

映像制作をめざす学生を対象にしたワークショップ「神南アニメクラブ」（3/31 ふれあ

いホール）を実施。21 年度のアニメ新番組「グイン・サーガ」、「獣の奏者エリン」の

番組広報や、「アニメ制作コーナー」を実施した。 

⑫ 10 代向けの番組パンフレット「ワンダー」は、全国の若者向け事業イベントや公開番

組で１～３月期、41,000 部配付。その他各放送局の広報活動でも配付、活用した。ま
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た、今年度、開発した 20～30 代向けの番組ガイド「ウォッチ」についても、公開番組、

イベント会場のほか、視聴者活動や採用説明会などで配付、コミュニケーションツール

として幅広く活用した。 

⑬ 番組予告動画（オンエア用の 30 秒スポット流用）を掲載したＮＨＫオンラインのサイ

ト「インターネットテレマップ」で１～３月期、578 本（本年度累計 2，105 本）の番

組を紹介。番組制作発表会見、ロケ取材会の映像や出演者コメントを掲載した「コレ見

て！ムービー」で１～３月期、11 本（本年度累計 101 本）の番組を紹介。 

⑭ 特集ホームページにより「春の新番組」のＰＲを行った。3月 16 日に制作し、102 番組

をＮＨＫオンラインとＮＨＫケータイで配信。ＮＨＫオンラインでは今回から始めて文

字情報に併せて動画を付加して掲載、訴求性を高めた。 

⑮ 大河ドラマ「天地人」のホームページは、外部ポータルサイトとの相互協力（番組情報、

動画提供）を実施。 

 

（評価） 

① 20 年度のハートプラザ巡回展は、実施回数は 63 回で、年度当初予定の 49 回を上回っ

たが、来館者数は、部局目標 300 万人に対し、95％の進捗となった。 

② 参加者の半数以上（53.4％）が 30 歳以下で若年層向けに開発したイベントとして成果

を挙げた。また、来場者のうちＮＨＫのイベントに初めて参加した方が 72％を占め接

触者の拡大に寄与した。 

③ 「食料」という身近なテーマで大学生と共に創るイベントを展開。イベント終了後、ワ

ークショップに参加した大学生とのふれあいミーティングを実施し、ＮＨＫと若い世代

をつなぐ“架け橋”として成果を挙げた。イベント満足度は 80.2％ 

④ 若者向け公開番組は 19 本で約 19,000 人が参加。（年間実施本数 128 本。満足度 平均

82.6％） ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ、ザ少年倶楽部でウエブ応募を試行。 

⑤ 「エコール・ド・渋谷」は、将来の文化の担い手世代をサポートするとともに、開かれ

たＮＨＫを体現する事業として取り組む 20 年度の新規イベント。ふれあいホールギャ

ラリーの認知度も高まり外部利用率が昨年比約 30％増となった。年間３校（東京藝術

大学、桑沢デザイン研究所、日本大学芸術学部）を対象に実施し、118 日間で 17,267

人来場。 

⑥ 学校へ出向く事業、ＮＨＫのノウハウを地域社会へ還元する社会貢献事業として 20 年

度に開発。20 年度は、東京都内２か所、首都圏３か所の計５か所で様々な構成で試行。

21 年度の全国展開の基礎を確立した。 

⑦ Ｎ響のメンバーによるトークとミニコンサートで構成。参加児童、教諭、保護者から好

評。21 年度も全国展開を継続。20 年度は全国９校（小学校７校、中学校２校）で実施。

⑧ 関連部局で連携して課題曲発表イベントに初めて挑戦。初の試みだったが多くの観覧希

望が寄せられ当選倍率は 3.5 倍（3/21 入場者 225 人）。教育テレビで放送（3/27）。大

きな成果をあげた。 

⑨ ＮＨＫハート・プロジェクトの新たなイベントとして展開。北京オリンピック銀メダリ

ストの太田雄貴さん、コメディアンのなだぎ武さん、ＴＫＯなどが自身の経験からいじ
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めや不登校について直接語りかけ好評を得た。 

⑩ 多彩なファミリーイベントに加え、3 月 22 日には無料公開を行い来館者が大幅に増加

（昨年比で約 3,400 人増）。20 年度の年間入館者は４年ぶりに 80 万人を超え、低落傾

向に一定の歯止めがかかった。年間入館者数 804,348 人（19 年度入館者数 718,109

人）。 

⑪ イベント告知、参加者募集をＮＨＫオンライン、「ＮＨＫミニミニ映像大賞」ホームペ

ージ、出演者のホームページやブログ、アニメ専門誌のホームページなどに掲載。春休

み期間中の学生を中心とした若年層を狙い、ウエブ広報を展開した。その結果、ふれあ

いホールにほぼ満席の 240 名の参加者を集めた。また、来場者には若年層向けの広報冊

子「ワンダー」、「ルーキーキャンペーン・ガイド」を配布するなどＰＲを展開した。 

⑫ 「ウォッチ」について、電通により実施した 20～30 代層向けのモニター調査で、紙面

を読んで番組を見たいと思った割合が 76％、紹介した番組のうち、ひとつでも実際に

テレビで視聴したいと思うようになった割合が、同じく 76％。普段ＮＨＫに接触しな

い層でも 54％がテレビで視聴したいと思うようになったという調査結果を得た。この

番組情報誌が、視聴促進の訴求力があるとの高い評価を得た。 

⑬ トップページから「インターネットテレマップ」のアクセス数は、１～３月の月平均で

93,000 ページビュー、「コレ見て！ムービー」は、同期間の月平均で 68,000 ページビ

ュー。ＮＨＫオンラインのトップページにバナーを設置した効果があり、昨年度同期比

で「インターネットテレマップ」は２倍、「コレ見て！ムービー」は４倍に増加、ネッ

ト広報の充実につながった。 

⑭ 「春の新番組」ホームページの１日平均アクセス数は 26,300 ページビュー。19 年の２

倍。動画コメントの掲載がアクセス数を高めた。 

⑮ 「天地人」ホームページの月平均アクセス数は 900 万ページビュー。外部ポータルサイ

ト３社からの流入率は、全アクセス数の 6％。ネットユーザー層の拡大につながった。

 

（課題・今後の取り組み） 

① 21 年度は夏以降に巡回実施する「地デジ」関連の巡回展を利用し、各局の活用を促進

させたい。 

② 21 年度も、事業業務の重点事項のひとつにイベントを通じた若い世代との接触機会拡

大、若い世代の理解促進を掲げ、全国で展開。 

③ 「福祉」「環境」「食料」など、社会的なテーマを扱うイベントへの若い世代の参画を一

層推進しいていく。 

④ 21 年度も若者対象の公開番組を各地で実施予定。 

⑤ 21 年度は春と秋の会館公開イベント（「渋谷ＤＥどーも」「秋のふれあい広場」）と連動

し効果的に展開する予定。 

⑥ 21 年度も、未来を担う子どもたちを対象としたイベントの積極的な展開を重点事項と

して掲げ、全国で展開。「ＮＨＫ朗読ひろば」は、21 年度の全国 10 会場で本格的に展

開予定。 

⑦ 「ＮＨＫこども音楽クラブ」は、21 年度も全国８会場で展開予定。 
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⑧ 初の試みであったが非常に好評。3 月 27 日の放送後は課題曲演奏部分の動画をホーム

ページに掲載するなど、音楽コンクールのホームページを刷新。 

⑨ 21 年度も公共放送キャンペーン「子どもサポートネット」と連携を強化し首都圏を中

心に６つの中学校で実施する予定。 

⑩ 21 年度も引き続き、効果的にイベントを集中展開することにより入館者数の増加を追

求。 

⑪ ウエブ広報の成果を踏まえ、21 年度「第７回ミニミニ映像大賞」、「第２回神南アニメ

クラブ」参加者募集への展開につなげたい。 

⑫ 年代別に応じて、10 代向け「ワンダー」、20～30 代向けの「ウォッチ」の活用を一層推

進し、接触率向上につなげていく。「ウォッチ」（フレッシャーズ版）について、「がん

ばれ。ルーキー！」キャンペーン期間中、営業部門のフレッシャーズ施策（大学・企業・

寮対策）や事業イベント「ＮＨＫ大学セミナー」などで活用を図る。 

⑬ 今後も番組出演者の会見動画の配信などネット広報の充実を図りたい。 

⑭ 今後も、番組ＰＲのホームページに、番組文字情報とあわせて可能なかぎり出演者から

の動画コメントを取り込み、訴求性を高めたい。 

⑮ 「大河ドラマ」「連続テレビ小説」のホームページは、今後も外部ポータルサイトとの

相互協力を図っていく。 

 

 

公共放送の理解促進に向けた活動の推進 

（主な実績） 

① 記者会見やブリーフィング、ホームページなどを通じて、経営情報・番組情報を可能な

限り発信した。主な項目は次のとおり。 

○ 21 年度予算・事業計画                            

・1 月定例会長会見（1/8） 

・21 年度予算・事業計画の記者ブリーフィング（1/14） 

・番組「三つのたまご」 21 年度予算・事業計画について概要報告（1/18） 

○ 国際放送 

２月、一新されて始まったＮＨＫワールドＴＶのＰＲを行った。内外のメディアの取

材対応、外国特派員協会での今井副会長のスピーチ、大学生への新スタジオ案内など

を行った。 

  ・番組「三つのたまご」「生まれ変わった国際放送」（2/1 今井副会長出演） 

○ ＥＴＶ50 周年、ＦＭ40 周年、ＢＳ20 周年 

第４四半期はＥＴＶ、ＦＭ、ＢＳが放送開始 50、40、20 年の節目を迎えることもあり、

関連部局で連携をとり、放送総局長会見や各種ブリーフィングなどを通して積極的な

ＰＲを行った。 

・フジテレビとＥＴＶ50 年のコラボレーション「イチか？バチか？プロジェクト」の

発表会見（1/7） 
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（評価） 

① 

○21 年度予算・事業計画 

会長就任１年にあたってのインタビューが全国紙などに掲載された。予算・事業計画

発表翌日は、全国紙全紙、主要スポーツ紙などに、記事が掲載された。 

○国際放送 

視聴者コールセンターには、国際放送について 14 件のご意見や感想が寄せられた。Ｎ

ＨＫワールドＴＶをインターネットで見るにはどうすれば良いかという問い合わせが

８件あった。 

○ＥＴＶ50 周年、ＦＭ40 周年、ＢＳ20 周年 

「イチか？バチか？プロジェクト」の会見には報道関係者等約 50 名が出席。フジテレ

ビの広報と十分な協力ができた。同じ 50 周年を迎えたフジテレビとのコラボレーショ

ンに関して、「これまでになかった番組が制作されることを期待する」「フジテレビ以

外とのコラボレーションもやってほしい」などの反響が寄せられた。 

「ＥＴＶ50 もう一度見たい教育テレビ」のリクエストは順調。普段取り上げられるこ

との少ない音声波についても「サウンドストリート」を中心にスポーツ紙でとりあげ

られている。                                 

○新年度番組 

視聴率 菅野美穂と見つめるスペシャルドラマ「坂の上の雲」 

（1/2 本放送 4.6％、1/4 再放送 8.9％）

視聴率「見どころ満開！ ＮＨＫ春の新番組」（3/27 本放送 4.2％） 

連続テレビ小説「つばさ」のラッピング列車を運行、西武は西武新宿駅から本川越駅

間、東武は池袋駅から小川駅間、渋谷駅から和光市駅など、都内有数の交通機関を使

った広報展開、若者層などに対する訴求効果に期待したい。 

○振り込め詐欺防止キャンペーン 

２月は振り込め詐欺の件数が減ったことから、公共放送キャンペーンの役割を果たせ

ていると評価。 

② スタッフが少ない米子支局のキャスターの何役もこなす活躍ぶりが好評。 

③ 本放送の視聴率は５～８％、再放は２～３％であった。ホームページのアクセス数は

34,941 件で、第３四半期（30,461 件）より増加した。 

④ 受信料スポットは、訪問集金廃止、家族割引の取り組み開始の周知に貢献できた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

① 

○21 年度予算・事業計画 

21 年度予算・事業計画の取り組み状況に加え、20 年度決算や約束評価などの経営情報

を的確に発信していく。 

○国際放送 

ＮＨＫ視察に国際放送スタジオを組み入れるなど、新年度番組編成後も適宜ＰＲ活動
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を行う。 

○ＥＴＶ50 周年、ＦＭ40 周年、ＢＳ20 周年 

ＥＴＶ50 年、ＦＭ40 年、ＢＳ20 年と節目を迎えるチャンネルが多く、広報時期が重な

るなど効果を相殺してしまう場合もあったため、改めて計画的効果的な広報を行って

いく。「ＥＴＶ50 周年」は、総合テレビでの放送回数を増やしたり、イメージキャラク

ターの認知度アップを図ったり、４、５秒のＰＲ映像をできる限り多くの番組につけ

るなど、新たな取り組みを始めている。 

○新年度番組 

「プロジェクトＪＡＰＡＮ」などの新年度の大型企画や公共放送キャンペーンを、各

セクションと早めに緊密に連絡をとり、広報番組、特別番組などで戦略的に広報した

い。 

② 特定の地域の話題であっても、他の地域の視聴者の共感や納得が得られる形で、情報提

供していく。 

③ 新年度は、新たに視聴者の好感度が高い瀬川瑛子さんをレギュラーゲストに迎え、より

デジタル化への共感を得る番組に変身させる。番組を継続して視聴してもらえるようホ

ームページも充実させる。7月、12 月には特別番組で理解促進を図る。 

④ 今後も様々な番組ＰＲやＮＨＫの取り組みを効果的に発信することで、一層の理解促

進、信頼回復を図る。新年度、「もうすぐ９時プレマップ」に変更するため、新たな時

間帯における視聴者層を意識した内容・演出を探り、今年度以上に視聴され、共感して

もらえる番組をめざしていく。 

 

 

＜情報公開＞ 

 

（主な実績） 

①「開示の求め」の受付および対応 

 １．「開示の求め」の件数 

   ・情報公開     19 件 

   ・個人情報保護   0 件 

 ２．対応結果 

   ・情報公開 

開示 1件、一部開示 1件、不開示 6件、情報提供 11 件 

② ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会へ新規案件２件の諮問を行った。 

「海老沢元会長の退職金 職員時代の退職金および経営者となってからの退職金」 

（2月 19 日 諮問 92 号） 

「特別職に関して その人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額」 

（3月 16 日 諮問 93 号） 

③ ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会から 2件の答申を得た。 
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「コールセンターへ再就職した職員の数、及び職員時代の役職」 

（1月 22 日 答申第 81 号） 

「海老沢元会長の職員時代の退職金および経営者になってからの退職金」 

（3月 16 日 答申第 82 号） 

④ 本部各部局、各拠点局および拠点局の担当者等を対象とした「情報公開・個人情報保護

及び情報セキュリティ」講習会を今期集中的に行った。（福岡局、本部、松山、札幌、

広島、編成局ほか 11 回開催。1/21～3/2） 

⑤ 備え置き文書に、新たに「マニュアル改訂版」をＰＤＦ資料化して掲載した。 

 

（評価） 

・ 経営情報に関する「開示の求め」が多数寄せられたが、第４四半期の件数全体は、前年

同期比で減少した。経営情報に関する案件は、関連部局との調整も含め迅速な返答に努

めるとともに、不開示案件の場合でも情報提供を行うなど透明性の確保に腐心しつつ、

説明責任を果たした。第４四半期末までの累計開示率は 71％。 

・ （コールセンター関連）文書不存在としたＮＨＫの判断は妥当とされた。ただし、審議

委員会の指摘もあり、転籍者数については調査のうえ、情報提供を行った。 

（退職金関連）個人情報であること、および文書不存在であり不開示としたＮＨＫの

判断は妥当とされた。 

・ 講習会は「関連団体の社員参加」をテーマに、ＮＨＫ職員やスタッフ以外に各地域の関

連団体社員にも積極的に参加を勧奨した。奈良局では、地域スタッフ全員が参加。また、

地域情報番組終了後の時間帯にも開催し、ニュース等の放送現場職員も多数参加した。

・ ホームページのダウンロードサービスを通じた視聴者提供資料のさらなる充実を図っ

た。 

 

（課題）  

・ 経営の説明責任を果たし透明性を確保するため、２月から「文書目録」の公開に向け、

ＮＨＫ公開文書の整備に着手。第一段階として放送関係以外の文書整備及び公開作業を

行っている。今後は、放送関係の文書整備について検討を進めたい。 

・ 新たな諮問 93 号は、職員の処遇について６月末の決算発表に合わせて何らかの形で公

表することを検討しており、こうした動きも睨みながら審議を進める必要がある。 
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信頼される公共放送のための業務運営の改革  

 

内部統制機能の整備、コンプライアンスの徹底 

（主な実績） 

・ リスクマネジメント委員会を第４四半期で２回開催し、福岡局放火未遂事件への対応

の協議、「ＩＴ統制委員会」規程の制定、「情報管理規程」の制定（21 年 4 月 1 日施行）、

21 年度アクションプランの承認などを行った。 

・ 日常業務に潜むリスクの抽出、対策立案を目的とする｢業務プロセスの見える化」作業

は、本部および放送局で推進中。 

・ 適正経理構築状況の点検を本部、放送局で実施した。今後の自走体制に向けて内部統

制の業務マニュアル作成作業を行うとともに、これまでに抽出されたリスクへの対策

状況の点検も行った。 

・ 全関連団体に実施したヒアリングをもとに、２月末までにＮＨＫグループの経営リス

ク抽出作業を終了した。 

・ 倫理・行動憲章及び行動指針の全面改定を受けて、ｅラーニング研修「ＮＨＫ倫理・

行動憲章」「行動指針」を実施した。 

・ 第４四半期のコンプライアンス通報件数は５件（内部窓口受付４件、外部窓口受付１

件）。 

・ 福岡局放火未遂事件、実弾郵送事件については、各放送局や関連部局で連携して対応

にあたるとともに、警備体制の強化などを実施した。 

・ 報道、制作、営業、技術、管理等の各現場から寄せられる様々な相談に対して、法的

問題点の抽出・法的検討等を行い、相談者が理解して対応できるよう助言・指導して

いる。 

・ 内部統制、リスクマネジメント、クライシスマネジメント、コンプライアンスに関す

る職員研修や各部局・関連団体で開催される内部統制・リスクマネジメントの勉強会

に講師派遣。第４四半期で 32 回（今年度累計 122 回）。 

 

【研修】（※上記と一部重複） 

・ コンプライアンスに関する講義を 15 本の研修（コンプライアンス推進研修、入局１年

目研修、デスク研修など）で実施した。 

・ 入局 10 年目および管理職（Ｄ１）、マスター級Ⅱ、Ｄ３、Ｄ６昇進者の公金意識研修

（受信料収納）を継続して実施した。（平成 20 年度受講対象者 約 1,000 名） 

・ コンプライアンス推進研修（入局７年目職員対象）のカリキュラムを見直し、身近な

具体事例をもとに、コンプライアンスとは何かを考え議論する時間を拡充した。 

・ コンプライアンスの徹底に向けて、全国各部局において自主的に実施された研修・勉

強会等の件数は年間で 200 件を超えた。 

・ 人事部から地域拠点局７局と関東甲信越各放送局を訪問して、管理職事例研修、考課
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者の役割、職場研修の取り組みの３点について、現場管理職の役割とコミュニケーシ

ョンを中心に講義を行った。 

【職場環境】 

・ 20 年度の職場環境評価の調査結果を全職員に公開するとともに、部局長には、職員か

ら寄せられた建設的な提言をまとめて、該当部局分を報告した。 

 

（評価） 

・ 内部統制の構築は、リスクマネジメント委員会で議決された平成 20 年度アクションプ

ランに従って取り組み、第４四半期では、情報管理規程の制定など、計画が達成でき

た。 

・ 第２次コンプライアンス委員会答申の重要課題であるＩＴ統制の構築の第一歩として

第８回リスクマネジメント委員会（12 月開催）で「ＩＴ統制委員会」の設置が決議さ

れた。これを受けて、第 10 回リスクマネジメント委員会（3/17）にて「ＩＴ統制委員

会」制定の議決が行われた。グループ横断で一元的に統制するための機能や役割の明

確化、権限・規程などの整備を完了することができた。 

・ 「見える化」作業は、本部、地域とも作業が順調に進捗している。21 年 5 月までに本

部全部局、全拠点局、各管内パイロット局で完了見込み。 

・ 全関連団体ヒアリングをもとに行われた、個別リスクの洗い出し、グループ共通の経

営リスク抽出などを通じて、多様な業務を踏まえたＮＨＫグループ全体としてのリス

クマネジメント体制の構築を図ることができた。 

・ ｅラーニング研修「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」は全職員が受講を完了した。

・ コンプライアンス通報に対して、適切に対応した。 

・ 福岡局放火未遂事件・実弾郵送事件については、関係部局や担当役員と迅速に情報を

共有し、広報対応や必要な安全措置等も素早く実施できた。 

・ 法務関連では、1 日平均 10 件程度の相談に対応しており、法務職員と職員弁護士が連

日フル稼働状況である。気軽に相談できる体制を整え、リスクが顕在化する前の予防

法務的な相談対応に力を入れている。 

【研修】 

・ 研修においては、法務知識や適正経理に止まらない、さまざまな切り口での「コンプ

ライアンス（公共放送の使命、倫理・人権、職場改革などを含む）」や、コミュニケー

ション、マネジメントの講座を盛り込み、グループ討議や事例を多く取り入れて、コ

ンプライアンスやマネジメントの課題を‘自分に引き寄せて’‘自分で考える’ことを

促進した結果、参加者同士の異なる視点や講師の指導による気づきを含め、研修参加

者が自分自身で仕事の本質を考える場となり、納得性が高まった。 

【評価の高かった事例】 

・コンプライアンス事例演習（ＮＨＫ倫理・行動憲章） 

・グループ討議「放送倫理からみた取材・制作上の疑問や悩み」 

・職場のリーダーシップ（ケース演習） 
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【職場環境】 

・ 「建設的提言集」の送付によって、数字だけでは読み取れない、職員の思いを直接受

け止めることができるようになったとの声が寄せられている。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 「情報管理規程」の周知・定着など 21 年度アクションプランの計画的実施を図る。 

・ 「ＩＴ統制委員会」は、４月開催に向けて準備を進めるとともに、調査等から浮上し

た必要な施策の検討を始め、各種施策を引き続き推進する。 

・ 「見える化」については、平成 21 年度上半期で１回目の作業完了の予定。２回目以降

の実施方針の周知を図る。経理の運用評価については 21 年度自走体制構築に向けて準

備を進めていく。 

・ ＮＨＫグループの経営リスク抽出結果についてはリスクマネジメント委員会に報告

し、重要な共通課題については、必要な対策の検討を予定。 

・ 「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」の順守は、21～23 年度ＮＨＫ経営計画の組織風

土改革に向けた課題であり、さまざまな施策を繰り返し行う必要がある。 

・ コンプライアンスはもちろん、リスクマネジメント・情報管理について職員の理解を

深める研修施策を引き続き実施する。 

・ 各部局において自律的なリスクマネジメント推進体制が機能するよう協会全体で進め

ていく。特に各部局にリスクマネジメント委員会を設置するよう指導していく。 

・ 引き続き、発生事案への危機管理、日常の法務業務の推進に万全を期す。 

【研修】 

・ 21 年度に向けて、アンケート評価・研修レポートをベースに各研修のカリキュラムを

検証し、より参加者に伝わる研修を目指してブラッシュアップを図っている。 

・ 職場での意識の浸透に向けて、関連部局の連携や各研修での事例収集などを通じ、職

場で役立つ仕組み・ツールの開発に引き続き取り組む。 

【職場環境】 

・ 部局の要望に応じて、本部局単位、拠点局単位で行う説明会に人事部から職員を派遣

し、理解促進を図っており、これを継続していく。 

 

 

徹底した業務の見直しと経費削減の継続（含・要員削減） 

（主な実績） 

・ 徹底した業務改革とスリム化を推進するため、継続して要員の効率化やすべての業務

を見直し、効果的・効率的な事業運営を図った。この結果、予算で計画した経費削減

172 億円を上回る、221 億円の削減を実施した。 

・ 主な経費削減の事例は、以下のとおり。 

〔番組関係〕 

○ 番組素材のマルチ展開等効率的な番組制作による削減 

○ 契約交渉努力等による放送素材回線料の削減 
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〔技術関係〕 

○ 放送設備の効率的運用による補修費の削減 

○ 放送設備の再リース促進や保守費の見直しによる維持運用費の削減 

〔営業関係〕 

○ 地域スタッフ要員体制の見直しによる手数料の削減 

○ 郵政委託の廃止による郵政委託手数料の削減 

〔管理関係等〕 

○ 要員効率化に伴う人件費の削減 

○ 研究の仕様や計画の見直しによる調査研究費の削減 

○ 効率的な業務実施による管理関係経費の削減 

・ 18 年度から３か年で職員の 10％にあたる 1,200 人の削減を進めてきた。 終年度とな

る 20 年度は 420 人の削減達成に向け、個別計画を着実に実施した。削減にあたっては、

あらゆる部門で業務や組織の見直しを行う一方で、全部門一律の削減ではなく、放送

サービスの質の確保、放送制作力を高めることに重点をおいた。組織の統廃合や事務

部門等の要員削減のほか、番組制作や技術関係の業務については、アウトソーシング

を拡大した。 

≪部門別削減率⇒放送:6.1％、技術:11.5％、営業:11.4％、事務:18.5％≫ 

・ また、本部に比べ地方の削減率を抑制し、地上デジタルによるサービス拡大など地域

放送全体の質の確保に留意した。1,200 人削減のうち、放送局放送部門の削減は 19 人

（削減率:1.6％）である。 

≪本部・地域別削減率⇒本部:14.0％、拠点局:11.3％、放送局:5.9％≫ 

（評価） 

・ 個々の削減の内容は、番組の制作手法の見直しや編成の工夫を行ったものから、身の

回りの消耗品の節減や消灯の励行など、職員ひとり一人が各自の職場において、「受信

料の重み」を意識しながら、業務にあたった結果、効果的・効率的な事業運営を行う

ことができた。 

・ 経営計画で掲げた要員数 1,200 人の削減は，20 年度末で達成した。また、1,200 人削

減にあたっては、アウトソーシング（700 人程度。関連団体への業務移行を含む）だけ

ではなく、業務のスクラップによる 550 人程度の削減もあわせて実施し、より効率的・

効果的な業務実施体制の実現に努めた。 

・ 要員が減少する一方で、新たに地上デジタルなど放送サービスの充実、コンプライア

ンスや内部統制の強化、受信料収入確保への対応などの新規重点業務等へ要員を配置

する必要が生じたが、すべての現場には十分な要員配置が行えなかった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

20 年度決算を踏まえ、すべての業務を点検・検証し、ＰＤＣＡサイクルを回していく

ことによって、経営計画に掲げた構造改革を推し進め、諸計画の達成に向けて取り組

みを進めていく。 
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・ 公共放送の使命達成のためには一定の要員規模が必要であり、現場の繁忙感・疲弊感

をできる限り解消するべく、21 年度の採用者数は，1,200 人削減以前の規模としてい

る。しかし，単純な要員増は将来のリスク要因でもある。このため、21 年度以降にお

いても、組織・業務の不断の見直しによる構造改革を推進し、必要な部門・組織に要

員をシフトするとともに、関連団体も含めたＮＨＫグループ全体として、効率的・効

果的な体制の構築をめざしていく。 
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子会社等の改革  

 

子会社等の再編・統合 

（主な実績）  

・ 21 年 4 月に向けて報道系子会社２社、業務支援系子会社２社をそれぞれ１社に統合す

るための調整を進めた。報道系子会社は「ＮＨＫグローバルメディアサービス」、業務

支援系子会社は「ＮＨＫビジネスクリエイト」として合併することについて、それぞ

れ１月中旬の臨時株主総会で承認を得た。 

・ 関連公益法人のあり方について、公益法人改革検討プロジェクト（団体ごとにＮＨＫ

と団体側メンバーで分科会を組織）で、グループ内での業務の重複を含め、各団体の

業務の洗い出しを実施。また、外部コンサルティング事業者による各団体の業務内容・

財務状況等の分析、業務の公益性に関する評価、新制度対応上の課題の抽出を実施し

た。 

・ 放送法の改正を受けて設立した「日本国際放送」は、２月から、ＮＨＫの外国人向け

テレビ国際放送の一部時間帯を借りて独自番組の放送を開始した。 

 

（評価） 

・ 地域子会社６社統合によるＮＨＫプラネットが制作した、“日本一”をテーマにした４

時間の生放送番組「東西対抗 今年も元気だ！いよっ！日本一 スペシャル」（1/1）で

は、１つの番組に初めて全総支社が参加、協力し、元日の表情と各地の日本一を伝えた。

また、統合効果の向上に向け、社員全員で議論して「３か年中期経営ビジョン」を策定

し、「何を目指し、そのために何をすべきか」を明確にした。 

・ 技術系２社が統合したＮＨＫメディアテクノロジーでは、「ＮＨＫオンライン地震津波

作画システムの施工・ソフト開発」など、統合の目的でもあった放送技術とＩＴ技術を

融合した事業を実施した。また、新たなＩＴソリューションを提供する企業を目指す「３

か年中期計画」を策定することができた。。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 21 年４月の報道系子会社および業務支援系子会社の統合により、ＮＨＫの子会社の数

は 17 社から２社削減となり 15 社となる。 

・ 関連公益法人の見直しについては、各分科会による検討および外部コンサルティング

事業者の見直し等方針案をもとに、ＮＨＫとしての改革の大枠を４月末までにまとめ

あげ、各団体との協議を行ったうえで、５月中の合意を目指す。 
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大型配当によるＮＨＫ財政への貢献 

（主な実績） 

・ 子会社各社の 19 年度業績に基づく 20 年度配当総額は 73 億円で、このうちＮＨＫの

受取額は 53 億円。 

 

（評価） 

・ 20 年度配当総額 73 億円は、過去 大規模である。これは、デジタル化に向けた設備

投資の規模が具体的に見えてきたことから、ＮＨＫ財政が厳しい状況にあることを踏

まえ、これまで以上に積極的な財政貢献をさせるよう指導し、ストックである利益剰

余金を取り崩す特例的な大型配当を実施したことによるものである。 

なお、直近３か年（18～20 年度）の配当額は 156 億円で、このうちＮＨＫ受取額は

108 億円となり、ＮＨＫ財政に大きく貢献している。 

 

（課題・今後の取り組み） 

・ 「平成 21～23 年度ＮＨＫ経営計画」に記載した配当総額 25 億円の実現に向けて、経

営に余力があると認められる子会社と大型配当の実施について協議し、合意が得られ

た。 

 

 

 

＜子会社等の番組活用による副次収入状況＞ 

  

（主な実績） 

・ メディアミックス（ＭＭ）権料は３月末現在 15億 1,700 万円で、前年同期比 2億 1,000

万円減となったが、昨年度ＭＭ提案のドラマ番組や幼児番組などの配分が好調で、今

年度の権料の減少分をカバーし、ＭＭ収入としては昨年度実績をほぼ確保する見込み

である。 

 

（評価） 

・ メディアミックスは、ＤＶＤなどの映像パッケージ商品の発行点数が 40％以上の減、

番組関連書籍の出版点数が 20％近く減という状況で、ＭＭ展開の２大展開項目が大幅

減になっている。前者はブルーレイディスクへの過渡期であること、後者は出版不況

の影響と分析している。 

・ ＮＨＫテキストに関しては、家庭誌の売上は昨年度比で落ち込んでいるものの全体で

は語学系テキストの健闘もあり昨年度を若干上回る権料を得る見込みである。書店の

閉鎖等状況は好転していないが、21 年度からの施策として従来別々に販売していた語

学テキストとＣＤをあわせたＣＤテキスト発行を一部の語学番組で開始するなど、さ

まざまな施策を検討している。 
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（課題・今後の取り組み） 

・ 「副次収入タスクフォース」（副次収入増収施策の検討プロジェクト）で子会社ごと

に関連事業と二次展開活性策や増収策を議論しており、21 年度副次収入増収・副次収

入 105 億円（番組活用・テキストによる収入は 73.8 億円）達成につなげていく。 
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３ 地域放送局の取り組み  

 

第４四半期は、視聴者とのふれあいを重視したイベントの開催や３-Ｓcreens を見据え

た事例、安全・安心を意識した取り組みなど活動が多岐にわたった。砕氷船に設置したカ

メラによる迫力ある流氷映像の全国放送発信（北見局）や、吉野の桜を考えるフォーラム

開催（奈良局）は、地域放送局ならではの特色が生かされた事例である。また、ご当地ド

ラマを後押する活動を通じて地域を盛り上げる報告もあり、平成 21 年度予算・事業計画の

実施に向け、“放送局のちから”を意識した取り組みが各局で動き出した。 

 20 年度は、７月の北海道洞爺湖サミットをきっかけに環境問題をテーマにした番組やイ

ベント、日本在住の外国人を対象としたホームページの立ち上げ（名古屋局）、韓国のテレ

ビ局との提携を通じた地域放送の充実（鳥取局）など、地域の中にとどまらず、普遍的な

課題への取り組みや広がりを持った活動が目立った。また、ラジオの緊急警報放送、緊急

地震速報を受信し屋外等で業務中の職員等に周知するシステム（大阪局）、バーコードリー

ダーを使って携帯サイトのアドレスに誘導する「二次元バーコード」の活用（和歌山局）、

「ＮＨＫのど自慢」予選会出場者への画像サービス（福岡局）などの取り組みが複数放送

局に広がった。こうした“放送局のちから”を 21 年度に本格化させる。  

 

“放送局のちから”の策定 

（主な実績） 

21 年度を初年度とする経営計画を見据え、各局とも「放送局のちから」の策定にあたっ

た。第３四半期で報告のあった秋田・福島・岐阜に続き、今期も局内にプロジェクトチー

ムを立ち上げるなどして方針を策定した。 

鳥取「３-Ｓcreens 実行プロジェクト」立ち上げ 

 従前のＨＰ委員会などを発展解消する形で局内横断的な組織として「３-Ｓcreens 実行プ

ロジェクト」を立ち上げた。ホームページの管理・更新作業は、ややもすると個人に頼

る不十分な体制だったが、これを見直し「実行プロジェクト」のもとでホームページの

リニューアルや携帯サイトへの取り組みを開始する。 

大津 「環境こだわり放送局」を旗揚げ 

 琵琶湖で起きている問題を多角的・継続的に取材して県域放送の「おうみ発６１０」の

環境コーナーの充実に努めるほか、３-Ｓcreens 展開を軸に全国発信する。また、美化活

動にも参加して地域に溶け込み、ともに環境問題を考える。 

神戸「いのちを守る放送局」取り組み強化へ 

 「いのちを守る放送局」として阪神・淡路大震災から復興した兵庫県の知恵を分かち合

い、さらなる発展に貢献。大震災から 15 年目を迎える被災地の思いや教訓を国内外に発

信する。 

 



 52

（評価）（課題・今後の取り組み） 

評価や課題などについては、活動の進捗状況などを見ながら 21 年度の四半期業務報告で

検証。 

 

地域の拠点として、地域社会に貢献する取り組み 

（主な実績） 

北見 移動天カメを砕氷船に設置 迫力ある流氷映像を提供 

 移動式のお天気カメラを有効活用して紋別の砕氷船に設置した。オホーツク海沿岸を埋

め尽くした流氷帯を突き進む砕氷船からの迫力映像を発信した。 

帯広 全十勝小中学校選抜スピードスケート選手権 放送 

 帯広をはじめとする十勝地方の小中学生が参加して競い合うスピードスケート選手権。

地域の一大イベントを 75 分サイズの中継録画で単ローカル放送した。 

山形 わたしたち、まるごとやまがた応援隊↑ 

 サッカーＪ１開幕前にモンテディオ山形の特別番組をＲ１で放送。また、映画「おくり

びと」のアカデミー賞受賞にあたり、舞台となった山形の人々の製作支援を描いた特別

番組を全国発信した。 

仙台 番組関連の新規イベントでふれあい 

 「パパサウルス」関連の新規イベント「あつまれパパサウルス～きょうはおむすび日和

～」を実施。家族連れなどでにぎわった。 

千葉 成田空港で相次ぐ事故に対応 

 成田空港で乱気流事故（２月）、貨物機が着陸に失敗し炎上する事故（３月）が発生。東

京をはじめ関東各局からの素早い応援で、きめ細かい緊急報道を実施した。 

甲府 ＮＨＫシンポジウム「地域が生み出す観光地」開催 

 俳人の黛まどかさんなど著名な６人によるパネルディスカッション。「地域再生」をテー

マに地域主導の新しい観光開発や課題を掘り下げた。県域の「金曜山梨」で放送。 

宇都宮 各地で展開 ＦＭキャラバン公開生放送 

20 年度２回目のＦＭキャラバンを実施した。栃木県内の道の駅を会場に地元ケーブル会

社と連携し番組の制作にあたった。 

金沢 能登半島地震復興支援コンサート「のと自慢」開催 

 去年に続き２回目。９倍の応募があり 1,093 人が入場した。５人の歌手が出演したほか

能登半島の祭りや郷土芸能・味自慢なども紹介。総合テレビでは「石川スペシャル」と

して、また、ＢＳ２で全国放送した。 

大阪 １４年目の「阪神・淡路大震災」関連番組発信 

 生活ほっとモーニングで、災害復興住宅の高齢化問題をリポート。「かんさい特集」では、

震災被害者とともに震災の記憶の継承について考えるドキュメンタリードラマを放送し

た。 

奈良 吉野の桜を救え「吉野フォーラムｉｎ奈良」開催 

 菌類などの影響で吉野の桜に立ち枯れが広がりつつある現実を知ってもらうため、地元
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関係者などとの共同企画で開催。吉野の桜への思いや守り継ぐ方策など、活発な議論が

繰り広げられた。ＢＳ２の「ＢＳフォーラム」で放送。 

広島 「発達障害」フォーラムを実施 

 ２回目の今回は、適切な支援を受けて成長した発達障害児の事例報告や、文科省の 21

年度の発達障害支援施策について討論した。 

岡山 「地域素材交換システム」を稼働 

岡山と大阪、福井、鳥取、徳島の５放送局間のニュース素材の交換が可能となった。地

域放送局の間でこうした素材交換システムが運用されるのは初めて。 

名古屋 サービス向上へ「携帯フォトサービス」実施 

 放送体験スペース「遊＆放プラザ」で、携帯電話で撮影した写真をプリントするサービ

ス。写真にはＮＨＫのロゴや季節に応じたフレームをつけたほか、コールセンターの案

内を載せて受信料制度の理解促進もＰＲ。 

富山 「ひとりじゃないキャンペーン｣プロジェクト 

 「自殺」「病気」「介護」などの問題に向き合いながら、人と人との絆を見つめつながり

の大切さを訴える番組やイベントに、一年を通して取り組んだ。 

福岡・宮崎・佐賀 「徹底討論 ふるさと再生スタジアム」討議白熱 

 ～景気悪化 この不況 暮らしをどう守りますか～ をテーマにしたテレビ討論を放送し

た。景気悪化の現状や雇用確保について活発な討議が行われた。 

宮崎 自殺防止へ 県と連携しキャンペーン展開 

 宮崎県は人口 10 万人当たりの自殺者の数が全国２位と深刻な状況で、厳しい経済情勢に

よる影響も懸念されるため、自殺を食い止めるキャンペーンを県の取り組みとも連携し

展開した。 

沖縄 不発弾の爆発事故 迅速な対応で信頼に応える 

 不発弾の爆発事故（１月・糸満市、３月・米軍基地内）にヘリコプター取材などで対応

した。また、沖縄戦当時の不発弾処理を巡る問題を継続して取材した。 

 

（評価） 

北見 流氷の接岸の遅れや海明けの様子などを全国放送、北海道管内放送で中継。高い評

価を受けた。 

帯広 地域に根ざした青少年のスポーツを放送することによりスポーツの振興に貢献。 

山形 夕方６時台の平均視聴率は 15.3％。金曜夜間の地域番組は 19.3％とそれぞれ前年

比２～５ポイント近く上がり好調。 

仙台 ＮＨＫイベントに初めて参加した来場者が 80％を占めた。 

千葉 いずれの事故も、データ放送やインターネットでも情報提供することができた。 

甲府 会場からも活性化に対する意見が飛び出すなど盛況だった。番組モニターからは

「よい企画だった。今後もつづけて欲しい」など多くの反響があった。 

宇都宮 聴取者との交流を通じ、宇都宮放送局のステーションイメージが向上した。 

金沢 輪島市長からも感謝の言葉をいただくなど好評だった。 

大阪 いずれも視聴者から好評を得、地域放送局としての使命を果たした。 
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奈良 およそ 500 人が来場、熱気にあふれ関心の高さがうかがえた。 

広島 アンケートでは、感謝の声とともに継続した実施を求める声が多数を占めた。 

岡山 同時に整備したノンリニア編集機とニュース卓送出サーバーにより、迅速な送出が

可能となり、緊急時の即応性を高めることができた。 

名古屋 開始から２か月で、約 1,000 枚をサービス。来場者からも好評。 

富山 放送やイベント、インターネットを通じて多角的に展開し、地域における公共放送

の存在感を高めることができた。 

福岡・宮崎・佐賀 北部九州視聴率としては過去５回の放送で２番目に高い 9.6％を得た。

宮崎 41 本のスポット番組を制作して放送。県民に向けたメッセージ効果に期待。 

沖縄 素早い緊急対応による放送内容は、他社を圧倒した。 

 

（課題・今後の取り組み） 

北見 21 年度も、設備の改善や設置場所の工夫で魅力ある映像の開発に努める。 

帯広 地元の期待もあり 21 年度も放送を検討。 

仙台 新たなファミリー向けイベントの企画開発に努める。 

山形 選挙速報の演出向上や中継リポーターの育成強化などを通して「まるごとやまがた

応援隊」の力を上げる。 

千葉 データ放送の内容充実をさらに図る。 

甲府 引き続き、地域が抱える様々な問題や課題を、放送と連動させながらタイムリーに

取り上げる。 

宇都宮 21 年度は、月１回のＦＭ公開番組を新設。イメージアップと接触率向上を図る。

金沢 復興支援のイベント開催のほか、防災意識の向上につながる放送の発信に努める。

大阪 震災 15 年目に向け、神戸局とともにプロジェクトを立ち上げ検討開始。視聴者の

要望に応えていく。 

広島 要望に応えていけるよう 21 年度以降も引続き取り組む。 

岡山 広島、高松のニュース素材活用も検討。隣県地の情報の積極利用を図る。 

名古屋 フォトサービスなど様々な機会をとらえて、視聴者との回路作りを継続する。 

富山 「ひとりじゃないキャンペーン」を継続事業として展開。 

宮崎 21 年度も内容を検討しつつキャンペーンに取り組む。 

沖縄 地域の信頼に応えられる対応と放送の質の向上に努める。 

 

大河ドラマなど、ドラマを通して存在感をアピール 

（主な実績） 

新潟 ３放送局のアナ集合 「朗読『天地人』」ラジオ展開 

 大河ドラマ「天地人」の放送に合わせ、火坂雅志氏の原作を地域放送局のアナウンサー、

外部キャスターの朗読で伝えるシリーズ番組「朗読『天地人』」（ラジオ第一放送ローカ

ル）をスタートさせた。毎回放送終了後、新潟局のホームページで内容を聴くことがで

きる。 
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さいたま 連続テレビ小説「つばさ」に連動し様々な活動を展開 

「つばさ」のご当地サイトを立ち上げたほか、放送開始に合わせた広報活動を集中展開

した。路線バスの車内放送広告やのぼりの配布。ドラマの舞台、川越にロボットカメラ

を設置するなど「つばさ」を応援。 

松山 ｢坂の上の雲｣放送日発表にあわせた周知活動 

 愛媛県内の新聞、雑誌、ＣＡＴＶおよび自治体等に報道資料を配付。オリジナルの絵は

がきやパンフレットを希望者などに配布し番組への支援を呼びかけた。 

長崎 大河ドラマ「龍馬伝」をアピール 

 2010 年の大河ドラマ「龍馬伝」への関心を高める取り組みを開始。金曜夜の「ながさき

新紀行」で龍馬のブーツ復活を目指す靴職人や龍馬が食べた幕末の南蛮料理などを紹介。

ニュースでも龍馬ゆかりの写真などを紹介した。 

松江・鳥取 連続テレビ小説にちなみ「だんだん朗読シアター」開催 

 松江・鳥取の山陰両局の共催で「だんだん朗読シアター」を開催。第１部は「だんだん」

に出演の石倉三郎さんと“ことばおじさん”梅津アナウンサーによる、方言をテーマに

したトークショー。第２部は「だんだん・ありがとう」をテーマに山陰にちなんだ作品

などを朗読。 

（評価） 

新潟 テレビドラマとは味わいの違うラジオでの朗読により、「天地人」への関心をさら

に高めた。 

さいたま 昼前の情報コーナーの月曜日を「つばさデー」としてドラマ連動地域参加型番

組を実現させるなど、「つばさ」への関心と親近感を深めた。 

松山 放送日決定を、18 時台の「いよかんワイド」でも取り上げて幅広く周知し、県内の

視聴者から「番組が楽しみだ」との意見が寄せられた。 

長崎 「龍馬について勉強したい」「是非現地を訪ねてみたい」など関心が高まった。 

松江・鳥取 600 人を超える人たちが来場。アンケートでは 90％以上が「満足」と答え「お

客様満足度」抜群のイベントとなった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

新潟 新潟局のほか、山形・福島両局のアナウンサーも加わり、全 21 章を毎週１回、お

よそ半年間にわたり放送していく。「天地人」に関連しては、携帯メールマガジン配信や

トークショー、ラッピングトレインの運行に合わせたイベントを展開するなど、引き続

き活動を継続する。 

さいたま 番組に対する視聴者の声を反映させ、地域情報の発信に厚みを持たせる。 

松山 ｢坂の上の雲｣に関連して、地域を元気にするイベントや広報活動に積極的に取り組

む。 

長崎 多彩なイベントを計画し、「龍馬伝」を一層盛り上げる活動を継続。 

松江・鳥取 連続テレビ小説以外の番組とも連動した活動を展開し、お客様満足度を深め

ていく。 
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地域防災に資する取り組み 

（主な実績） 

静岡 事前予告なし 東海地震抜き打ち訓練 

 ローカルニュースが終わった午前８時に、観測情報・注意情報、そして警戒宣言を経て

地震が起きたという想定で実施。へリコプターの出動、回線確保、県庁や駅前での中継

立ち上げ、無線統制、災害ホームページの立ち上げや備蓄の点検、携帯メールを使った

安否確認など、様々な初動訓練を実施した。 

前橋 浅間山噴火 機敏に対応 

 群馬・長野の県境にある浅間山で小規模な噴火が発生。噴火の一報は、局内の「火口 24

時間監視カメラ」を観察していた泊まり勤務の記者が、首都圏放送センターへ連絡した

もの。雑感の取材を行い、朝のニュースから中継などで現地の様子を伝えた。 

福井 プルサーマル計画について勉強会 

 全国で も多い 14 基の原発を抱える福井局では、毎年勉強会を開催。関西電力の講師か

ら、高浜発電所３、４号機におけるプルサーマル計画の経緯、燃料の安全性や調達、今

後の予定などについて説明を受けた。 

函館 火山の噴火を想定し中継訓練 

 北海道駒ケ岳の噴火を想定し中継訓練を実施。山麓に近い２つの町に衛星伝送車（ＣＳ

Ｋ）と取材クルーが出動。特設ニュースを想定し、刻々と変わる山の状態や住民の動き

をリポート訓練した。 

高知 非常災害対策総合訓練を実施 

 報道局災害・気象センターなど本部関係部局、四国域内各局、広島局で実施。同時発生

した東南海・南海地震が 大震度７で高知市を直撃、津波による浸水被害も受けるとい

う想定に基づき、中継拠点を局以外に置くべきか、ヘリコプターやＣＳＫの活用のあり

方や、職員とその家族の安否確認をどのようにするのかなどを議論した。 

高松 東南海・南海地震に備えて活動強化 

 初動訓練や、緊急報道用の通信機器の整備に加えて、防災情報の配信に関する県との打

合せを実施。 

佐賀 県内ラジオ 3 局合同防災特別番組を同時放送 

 佐賀局とＦＭ佐賀、ＮＢＣラジオ佐賀が共同で防災特集「どう守る、災害弱者」を 30 分

間同時放送。佐賀大学の教授をゲストに招き、県内で唯一災害弱者の避難計画を策定し

ている唐津市の例などを通して防災のあり方を考えた。 

 

（評価） 

静岡 訓練では、要員や機材の習熟などの課題などが確認できた。また、市町村合併など

に合わせた速報スーパーの見直しなど反省点が明らかとなった。 

前橋 浅間山の非常時に対応する日ごろの取り組みが速やかな放送に結びついた。 

福井 質疑応答では、かなり踏み込んだ質問が出されるなど、充実した勉強会となった。

函館 新人記者やディレクターにも重要な役割を担ってもらい、参加者全員が万一の心構

えを確認しあった。 
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高知 大規模災害における緊急報道の困難さや課題を改めて認識できた。 

高松 非常災害訓練にも参加するなど、対応手順を確認。高い意識を保っている。 

佐賀 自力での避難が難しく助けが必要な災害弱者の支援方法を探る、意義深い取り組み

となった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

災害や事故の緊急報道に備えて、訓練や検討会を引き続き積極的に実施していく。 

 

 

若年層との接触を高める取り組み 

（主な実績） 

和歌山 新企画「ＷＡＫＡ葉サポーター」スタート 

 ホームページやスポットで募集し、県内の中学生と高校生 22 人を選出。テレビ、ラジオ、

ＦＭ放送から指定した番組を２回程度視聴していただく。レポート、サポーター会議、

局内見学会などを通じて意見や要望をいただき、放送に反映させていく計画。 

盛岡 ＮＨＫ盛岡学生フォーラムを実施 

 およそ 60 人の学生が参加した。若手記者、ディレクターが自分の就職活動体験談を交え

ながらリポートや番組を紹介し、担当業務の苦労や喜びを説明。 

京都 放送と連動「若気の至りロックフェスティバル」 

 有志の学生が運営の主体となって実施。番組も放送した。 

山口 「こどもみらいキャンペーン」を全局体制で実施 

 「こどもみらいキャンペーン」月間の 後をかざり、教育テレビの「ヒミツのちからん

ど」の公開収録を行った。収録した番組は、教育テレビで全国放送した。 

 

（評価） 

和歌山 第１回のサポーター会議を開催。「面白い番組があるのに広報できていない」「地

域番組はほとんど見ないが『あほやねん！すきやねん！』は見ている」など素直で貴重

な意見を聞くことができた。 

盛岡 学生たちからは、「堅いイメージから身近な存在に変わった」「ＮＨＫを一層好きに

なった」など好意的なアンケート結果が寄せられた。 

京都 番組は、ローカル放送、近畿ブロック放送、全国放送と理想的に展開できた。 

山口 保護者などを含めおよそ 500 人が楽しみ、ふれあう活動に結びついた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

和歌山 若い世代をつなぐ架け橋づくりがスタートしたばかりであり、若者の接触率向上

にどう結びつけていくか、今後の活動に注目したい。 

盛岡 若者たちとふれあう場として、積極的に進めていく。 
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京都 イベントで経験したノウハウを今後の若者対策にもつなげていく。 

山口 継続した取り組みでふれあい活動の充実を図る。 

 

地域スポーツを積極的に支援 

（主な実績） 

水戸 金曜茨城スペシャル ３連覇に挑む鹿島アントラーズ 

 「金曜茨城スペシャル」として、Ｊ１史上初の３連覇に挑む鹿島アントラーズを特集。

キャンプ取材やトレーニング、監督や選手へのインタビューを交え放送した。 

大阪 「ＮＨＫジュニアバレーボール教室」の開催 ～松原市～ 

 オリンピック出場経験を持つ高橋有紀子さん、杉山明美さんを講師に迎え「ＮＨＫジュ

ニアバレーボール教室｣を開催。教室終了後には指導者対象のセミナーも実施。 

青森 「第２６回 日本カーリング選手権」中継 

 青森市スポーツ会館カーリングホールから「第 26 回日本カーリング選手権女子決勝」を

中継した。（決勝進出を果たしたチーム青森と本橋選手の母校常呂高校の対戦） 

大分 「別府大分毎日マラソン」ラジオ第１で感動を中継 

 スタート・ゴール地点の大分市営陸上競技場内に放送席を設け、テレビ放送を担当する

民放から映像配信を受けるオフチューブ実況を実施する一方、独自にラジオ中継車を配

置し、後続集団等のレース情報を伝えた。 

北九州 北九州放送局初のサッカー中継で地元も注目 

 サッカーＪＦＬ開幕戦の開催に合わせ、地元チームのニューウエーブ北九州戦を、拠点

局からの応援も受けて初めて中継した。 

福島 「フリースタイルスキー世界選手権」を放送 

 ＦＩＳフリースタイルスキー世界選手権大会を夕方６時台の「はまなかあいづ Today」

で放送。期間中の競技映像は民放の配信映像を使用。応援団や町の取り組みなどを取材

し放送に付加価値をつけた。 

 

（評価） 

水戸 Ｊ２の「水戸ホーリーホック」の開幕直前情報も伝えるなど、県内のサッカーファ

ンに応えた。 

大阪 市内の６つの中学校からバレーボール部所属の女子生徒 106 名が参加し、講師の直

接指導に「メニューが新鮮」との声。教諭からは、「指導者としての心構えがよくわかっ

た」と好評だった。 

青森 大会当初からデータ放送で情報提供。デジタル総合のマルチ編成と合わせて地デジ

の機能を 大限活用し、接触率向上を図った。 

北九州 地元スポーツを応援する北九州局のアピールにつながった。 

大分 中間地点や定点からのリポートも交えるなどして立体的に構成、感動を伝えた。 

福島 女子モーグルの第一人者、上村愛子選手が金メダルを続けて取るなど、熱気あふれ

る１週間が伝えられた。 
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（課題・今後の取り組み） 

今後も取り組みを継続し、視聴者の期待に応えるとともに、地域のスポーツを支える放

送の実現に努めていく。 

 

 

視聴者とのつながりを深める取り組み 

（主な実績） 

長野 討論番組、新しいメール投稿システムで視聴者の意見を紹介 

 「徹底討論 どうする信州」（生放送）では「信州経済・再生への道」をテーマに、視聴

者からの意見を募集。「メール投稿システム」を使い、メールで寄せられた意見をほぼリ

アルタイムで集計、テロップで紹介。 

横浜 横浜開港１５０周年 各種活動で地域局をアピール 

 会館公開のほか「ななみちゃん」をあしらったピンバッチやシールを作成し広く地域局

のＰＲにつとめた。「華僑の歴史を伝えたい」や「開国博会場を公開」など開港記念に関

連したニュース・企画を放送した。 

神戸 初の「トアステフルートコンサート」盛況 

 局のオープンスペース「トアステーション」で初の「フルートコンサート」を実施（神

戸市と共催）。親しみやすいクラシック音楽や映画音楽などを中心に演奏。 

秋田 「県内市町村との意見交換会」を開催 

 秋田を元気にするための地域放送サービスの充実に向け、県内 18 市町村に対し、積極的

な情報提供を依頼、連絡窓口を確認。 

津 ＰＲスポット「津放送局のお仕事」 

 20 年度の「もっと知って 津局ＰＲキャンペーン」の一環として、各職場を紹介するＰ

Ｒスポットを放送。このほど８作目の“編成のお仕事”が完成。 

徳島 視聴者会議の委員経験者による「友の会」の集い開催 

 三宅アナウンサーも出席し、トークショーや会員との意見交換会を行った。 

岐阜「飛騨高山ドキュメンタリー映像祭」20 年記念イベントを開催 

 「映像によるふるさと再発見」と題して、映像の力や今後の役割などについて意見交換。

ドキュメンタリー映像を募集し、選考作品を上映・審査する映像フェスティバルも合わ

せて開催した。 

 

（評価） 

長野 75 分間の放送時間中に 51 件の意見をテロップで紹介。視聴者から「県民の気持ち

や意見が直接伝わり分かりやすかった」などと好評意見が寄せられた。  

横浜 会館公開に家族連れなど約 850 名が来場する人気だった。 

神戸 予想を上回る 270 名が来場、立ち見も出る盛況だった。 

秋田 窓口を明確にすることで互いの信頼関係を構築することができた。 

津 視聴者から「放送局にはいろいろな仕事がありますね」などの感想が多数寄せられ、
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スポットの効果が表れた。 

徳島 「徳島の隠れた自然や意外と知られていない著名人を紹介してもらいたい」といっ

た放送への期待が示された。 

岐阜 のべ 1,000 人が来場、充実した企画となった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

長野 視聴者と結ぶ双方向システムとして活用の幅を広げることが課題。 

横浜 ６月の記念日にあわせて、多彩なイベントや番組展開を図る。 

神戸 休日のイベントとして、21 年度も実施していく。今後も、若年層など新しい層にも

アピールするイベントに取り組んでいく 

秋田 市町村との連携をいかに有効活用し、地域サービスに結びつけていくかが課題。 

津 引き続き、ＰＲスポットを制作し、地域に親しまれる放送局をアピールしていく。 

徳島 21 年度は、現会員の推薦による新しい会員にも「友の会」に参加していただき、さ

らに輪を広げて活動していく。 

岐阜 特別企画は、4月 19 日の「日曜フォーラム」（教育）で放送予定。 

 

 

地上デジタル普及の取り組み 

（主な実績） 

札幌 「デジタル普及」へ中継車にラッピング広告を展開 

 デザインに地球と空のイラストを用いて北海道の広さを表現。遠目にも映えるデザイン

とした。情報番組「まるごとニュース北海道」の中継で使用し、放送でも中継車を紹介。

鹿児島 データ放送で防災情報発信 

 防災に対する意識の向上と安全・安心につながるデータ放送を実施。桜島上空の風向き

や強さ、噴火警戒レベルのほか、災害時の避難場所やライフラインガイドを伝えていく。

釧路 日本最東の地デジ中継局・根室で、開局イベントを開催 

 受信相談コーナーや地デジ受信用アンテナ展示、大型液晶テレビによるアナログとデジ

タルの比較展示などを行った。 

 

（評価） 

鹿児島 桜島の状況などがわかるデータ放送に、関心を持つ声が寄せられた。 

釧路 スーパーで実施したこともあり、多くの買い物客らが足を止めた。地デジへの関心

を深めてもらうことができた。 

（課題・今後の取り組み） 

札幌 番組キャラバンや中継などで北海道各地を訪問し、新しい取り組みをアピールする

とともに、地デジに対する理解を深めてもらう。 

鹿児島 地デジの特色を生かした「防災」「減災」情報を一層充実させていく。 

釧路 さまざまな機会や媒体を通じ地デジを紹介していく。 
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3-Screens を通した接触者率向上の取り組み 

（主な実績） 

松山 全国初！ＮＨＫのど自慢予選会動画サービス実施 

 宇和島市で行われたＮＨＫのど自慢で、予選会出場者の熱唱ぶりを公開ホームページで

紹介するサービスを、全国に先がけて行った。（楽曲の権利許諾と出場者の許諾が条件）

福岡 会場限定のワンセグコンテンツでＰＲ 

 「トンコツＴＶ」の公開収録会場（複合商業施設）で、微弱電波のワンセグ送信機を利

用し、番組出演者からの番組紹介や出場者への応援メッセージを会場限定で提供。 

仙台 「微弱電波のワンセグ配信」によるデジタルサービスの実施 

 「伊達者音楽闘技場ラウンド３」の収録会場（ライブハウス）で、微弱電波のワンセグ

送信機を利用し、番組出演者による出場者への応援メッセージを会場限定で提供。 

札幌 「みんなの写真ブログ“ＳＮＡＰ！北海道”」を公開ホームページに開設 

 北海道の風景写真やスナップ写真を募集して紹介する、視聴者参加型のコミュニティー

サイト。作品はホームページや携帯サイトに掲載するほか、放送でも紹介する。 

大津 公開ホームページをリニューアル 

 局内の意見を収集し、より見やすく、親しみやすいホームページを目指した。 

広島 「ヒバクシャからの手紙」ホームページで公開 

 テレビとラジオで放送した「ヒバクシャからの手紙」で紹介しきれなかった手紙をホー

ムページで公開。連絡先のわかる方 316 件のうち、承諾が得られた 248 件（うち海外

12 件）を掲載することとなった。 

 

（評価） 

松山 許諾の関係上、ホームページの公開期間は１か月間だが、公開直後のアクセス数が

通常の 10 倍に跳ね上がるなど接触者率向上に結びついた。 

福岡 複合商業施設に集う若い世代に対して、ワンセグの受信普及につながったほか、イ

ベントとの合体で若者対策に結びついた。 

仙台 若者から「こんなサービスがあるなんて、今日は来て良かった」などという感想が

寄せられた。 

札幌 10 代の学生から 70 代の女性まで幅広い世代から多くの写真が届き始めている。 

アクセス数も月 10,000 件程度のヒット増につながった。 

大津 リニューアル前に比べて見やすくなったと好評。 

広島 番組には、若い世代を中心に 1,000 通以上の反響が寄せられた。 

 

（課題・今後の取り組み） 

松山 全国展開も可能な取り組みであり、他局への広がりを期待したい。 

福岡 ワンセグの受信普及を図る活動を継続していくことが必要。 

仙台 ホームページへの紹介もでき接触者率向上に有効な方法として、継続的な活動が必

要。 
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札幌 写真の募集を継続。参加者の拡大を目指し充実を図る。 

大津 環境に関するページを増やすなど、さらに内容の充実、向上を目指す。 

広島 手紙を順次、追加更新して掲載していく。 

 

 

環境経営の推進 

（主な実績） 

札幌 「ＣＯ2 削減プロジェクト」をイントラページで紹介 

 個人とオフィスでそれぞれ取り組む「削減目標」、設備改善の状況や削減運動を紹介し

た「札幌局ＣＯ２削減の取り組み状況」、20 年 8 月以降の電力使用の測定値をグラフで

表した「オフィス部門電力量の推移」などを掲載。 

室蘭 ＨＥＳ認証を取得 

 地域の環境規格であるＨＥＳ「北海道環境マネジメントシステムスタンダード」の認証

を取得した。ほぼ１年前から取り組みを開始。環境マネジメントマニュアルの作成、数

値目標の設定、具体的な取り組みなどが認められた。 

旭川 ＮＨＫ環境講座を実施 

 気象予報士で「おはよう北海道」気象キャスターを講師に迎え、環境講座「おもしろ 

環境学～道北地方の気象と環境～」を開催した。 

熊本 年間通し「環境問題を考えるシリーズ」発信 

 今期は、夕方のニュース「クマロク！」で「レアメタル回収実験」や「エコ包装」など

を取り上げたほか、特集番組も制作し放送した。 

名古屋 ＣＯＰ１０の開催に向けて「生物多様性に関する勉強会」実施 

 来年 10 月に名古屋で開催される「生物多様性条約の締約国会議＝ＣＯＰ10」を前に、

放送系を中心に約 30 名が参加。小野寺浩元環境省自然環境局長を招き、多様な生物の

現状と課題についての講演を受けた。 

 

（評価） 

札幌 具体的な数値が確認できることで情報が共有でき、環境問題に対する職員の意識向

上に結びついた。 

室蘭 環境に配慮した事業運営と職員・スタッフの意識改革に弾みがついた。 

旭川 142 名が参加。軽妙なトークに参加者の反応が大変良く、環境問題に取り組むＮＨ

Ｋをアピールすることが出来た。 

熊本 県内で起きている環境の変化や地域の取り組みを丁寧に紹介。「クマロク！」の平

均視聴率は、9.3％と好調だった。 

名古屋 かったつな意見交換が実現し、取材や番組制作の良い題材となった。 

 

（課題・今後の取り組み） 

札幌 ＣＯ２削減対策の 新情報や進捗状況を周知するツールとして展開する。 
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室蘭 認証検査は一年ごとに行われるため、全局を上げて継続した取り組みとしていく。

旭川 ＮＨＫを身近に感じてもらい接触者率を高めるイベントを、効果的に実施してい

く。 

熊本 21 年度もニュース・番組で重点的に継続する。 

名古屋 継続した活動として取り組んでいく。 

 

 
 


