
（単位 億円）■■事業収支（一般勘定）

事業収入

事業支出

事業収支差金

区　分 進捗率21年度予算 上半期
累計（4～9月）

6,699

6,728

△29

3,312

3,139

173

49.4％

46.7％

̶

■受信契約状況

契約総数

衛星契約

未収削減

区　分 9月末
契約数

年間
増加目標

上半期
累計（4～9月）

30万件

60万件

△25万件

18.9万件

34.3万件

△3万件

3,681万件

1,421万件

240万件

（単位 億円）■受信料収入

受信料収入

区　分 支払率
（推計）21年度予算 上半期

累計（4～9月）
6,490 3,200 72.0％

■契約総数と支払率
3,800 78

76

74

72

70

68

66

64

62

0

3,750

3,700

3,650

3,600

3,550

0
15 16 17 18 19 20 21年度

（上半期）
平成

（万件） （％）

3,690

3,662

3,618 3,618

3,640

3,662

3,681

77.2%

72.1%

69.2%
70.0%

70.7%
71.7% 72.0%

契約総数

支払率

※沖縄県は料額が異なります。

受信料額表
（消費税を含む）

衛星契約
（地上契約を含む）

地上契約

2か月払額 6か月前払額 12か月前払額

4,580円 13,090円 25,520円

2,690円 7,650円 14,910円

お申し込みは
ホームページ
携帯サイト
フリーダイヤル

アクセス方法

（午前9時～午後10時／土・日・祝日：～午後8時　通話料無料）

メニュー 　TV　 NHK　 受信料の窓口

テレビを設置したら、　　　受信料のお支払いが必要です。

① ＮＨＫへの接触者率 ３年後 80％
② 受信料の支払率 ３年後 75％　５年後 78％

1 視聴者のみなさまの信頼を高めるため 組織風土改革に全力をあげます　　

2 日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます

3 放送・通信融合時代の新サービスで公共放送の役割を果たします

4 地域を元気にするための拠点となります　　

5 日本を、そしてアジアを、世界に伝えます

6 円滑な完全デジタル化に向けて重点的に取り組みます

7 構造改革を推し進め 効率的な体制で 受信料の価値をより大きくします

8 受信料を公平に負担していただくための取り組みを強化します

9 環境経営に着実に取り組みます

平成２１年度事業計画の重点事項

平成21年度
　上半期の取り組み「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ

　平成21～23年度ＮＨＫ経営計画」に
　もとづく取り組みをお知らせします。

支払率向上をめざして

接触者率向上をめざして

●地上デジタル放送ネットワークの構築

●デジタル受信環境整備に向けた支援

開かれたＮＨＫで
あるために

ＮＨＫは、放送・サービスの充実に意欲
的に取り組みました。政権交代につな
がった８月の衆議院選挙では、全局体制
で迅速かつ正確な開票速報を、放送、イ
ンターネット、携帯サイトで実施しまし
た。また「討論スペシャル」や「クローズ
アップ現代」など、新政権の課題に深く
切り込んだ番組も放送。ＮＨＫの総力を
結集してお伝えしました。

「受信料の支払率」は、みなさまに公平
に負担していただくための活動に積極
的に取り組み、契約数が順調に増加した
ことなどから、９月末で72.0％となりま
した。年間目標としている72.2％を達
成できる見通しです。しかし、厳しい経
済状況の影響等で、全額免除となる生
活保護世帯が増加したことなどにより、
「受信料収入」が９月末で3,200億円
にとどまりました。下半期、支払率向上
と収入確保に向け「オールＮＨＫ」で取
り組みます。

また、台風・地震などの緊急災害報道の
ほか、戦争と平和を考える夏の特集番
組、「思い出のメロディー」など、ＮＨＫ
ならではの多彩な番組を放送しました。
46年ぶりの皆既日食では、鮮やかな映
像を多様なメディアを活用した３
-Screensで提供し、視聴層の拡大につ
なげました。

デジタル放送のカバーエリア拡大に向け、21年度上半期
に全国で210局のデジタル中継局を新たに建設しました。
電波による世帯カバー率は約97％になっています。

「デジサポ（総務省テレビ受信者支援センタ
ー）」の活動に協力し、NHK職員も出向して、
デジタル受信のノウハウを提供するととも
に、共同受信施設のデジタル化支援等を実
施しました。

●番組を通じたアナログ
　放送終了の周知広報
デジタル放送周知広報番組
「デジタルＱ」を上半期で本放
送22回・再放送23回、「地デ
ジプレマップ」を35回、スポッ
トを158回放送しました。

●広報番組「三つのたまご」

「すべては、視聴者のみなさまのために」
を貫き、視聴者のみなさまの信頼を高め、
「開かれたＮＨＫ」を実現するための
取り組みを強化しました。

2011年（平成23年）の
完全デジタル化をめざして

送信設備のデジタル化や受信環境整備など、
デジタル放送を全国“あまねく”

お届けすることに取り組んでいます。

「21年度・ＮＨＫ予算と事業計画」（４月）
「放送と通信の融合」（５月）
「ＮＨＫの環境経営」（６月）
「地デジ完全移行まで、あと２年」（７月）
「防災の日を前に」（８月）
「ドラマチック！四国キャンペーン」（９月）

経営トップが、経営方針やＮＨＫ
の活動を視聴者のみなさまに毎
月お伝えしました。

●視聴者コールセンター
上半期に寄せられた意見や問い合わせは230万件。
一人ひとりのお客様の立場に立った対応を心がけ、
お問い合わせに迅速にお答えするとともに、ご意見
を担当部署に
伝えて放送・サ
ービスの改善
に努めました。

●ふれあいミーティング

ＮＨＫの役職員が視聴者のみなさまに直接
お会いする「ふれあいミーティング」。上半
期は、全国で1,036回開催し、25,000人
あまりの視聴者のみなさまから、貴重なご
意見・ご要望を直接伺いました。

技術講習会

デジタル混信調査（デジサポ）

「デジタルＱ」

ＮＨＫと視聴者のみなさまをつなぐ
経営２目標

●"ＮＨＫデジタル"サイトを新装オープン
完全デジタル化に向けた情報をきめ細かくお伝えする広報サイトを
リニューアル。地デジ大使の島津アナウンサーを案内役に、ＮＨＫの
ホームページに１０月オープンしました。
　　　http://www.nhk.or.jp/digital/

デジタル中継局

NHKデジタルサイト

■ＮＨＫへの接触者率

放送だけでなく、インターネットなどを含めて一週間に
５分以上ＮＨＫを「見たり」「聞いたり」「利用したり」した
人の率です。ＮＨＫ放送文化研究所が実施する「全国接
触者率調査」で把握しています。

2011年
完全デジタル化
に向けて

平成２１年６月

７６．１％

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

2009.11

地デジカ

●ＮＨＫネットクラブ
無料でご利用いただけるＮＨＫのインター
ネット会員サービスです。番組やイベント
の最新情報を簡単にゲット。ポイントで特
典も。新規会員募集中！
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放送局のちから豊かで多彩な放送

より便利に使いやすく

３-Screens展開

テレビ、パソコン、携帯端末など自ら選んだメディアで、
いつでも、どこでも、信頼できる確かな情報を見られるよ
うに、３-Screens展開を進めました。

幅広い視聴者のみなさまに向けて
公共放送ならではの番組を

お届けしました。

●「ＮＨＫワンセグ２」を開始。情報番組｢ワ
ンセグ ランチボックス」、大河ドラマ「天
地人」のダイジェスト番組など、短時間
で気軽に見られる独自コンテンツが好
評です。

●放送した番組をパソコンなどに有料で配信する
「ＮＨＫオンデマンド」サービスは、９月末でパソコ
ン会員が１６万人になりました。

●皆既日食の動画は、インター
ネットのライブストリーミン
グで配信したり、YouTube
のＮＨＫ公式チャンネルへ掲
載したりしました。ライブ動
画はのべ164万回見られま
した。

４６年ぶりの皆既日食を生中継

地域の課題に向きあう

●８月の衆議院選挙
では、迅速かつ正確
に開票状況を伝え
ました。インター
ネット、携帯サイト
でも開票速報を実
施し、過去最高のアクセス数を記録
しました。

日本の、地球規模の課題に迫る

「もう一度見たい」にいつでも応えます

ケータイでもＮＨＫ

人と人とをつなぐ"ネット広場"を提供

●ＮＨＫスペシャルでは、「マネー資本主義」
「インドの衝撃」「日本海軍 400時間の証
言」「ＯＮの時代」などを放送。新報道情報
番組「追跡！ＡtoＺ」では、「狙われる銀行口
座」など、社会の深層に迫る時事的なテー
マを取り上げ、「背後にあるものまで掘り
下げている」など高い評価を得ました。

政権交代につながった衆議院選挙

安全や安心を守る

心に残るドラマ
●７月に「地球エコ2009　体感！46年ぶり
の皆既日食」を放送しました。太平洋上の
船上からは新開発の防振台付きカメラに
よって鮮明な映像をとらえ、硫黄島からは
超高速インターネットを使用して臨場感
あふれるハイビジョン映像を送りました。

●４月から始まった公共放送キャンペーン「子どもサポートネット」の
ホームページには、上半期5,000件の意見が寄せられ、これらの
意見をもとに「虐待」や「心の叫びを聞く」などのテーマで17本の
番組を制作しました。

●24時間毎正時ニュース「NEWSLINE」。
日本やアジア各国の厳しい経済情勢、
新型インフルエンザ対策、衆議院選挙
などを重点的に取り上げました。ＮＨＫ
の記者、カメラマン、アナウンサー、現
地スタッフも、英語でリポート。

●日本を紹介する番組を充実し、地域局制作の番組も英語に
吹き替えて編成するなど、多彩な番組を放送しました。８月
には、広島・長崎の平和式典の生中継や、広島局・長崎局制
作「ノーモア・ヒバクシャ」などの平和関連番組を特集し、
世界に向けて積極的に発信しました。

●ＮＨＫワールドＴＶは、世界の1億2,300万のご家庭に届い
ています。（９月末現在）

●うつ・自殺・介護などに向きあう「ひとりじゃないキャン
ペーン」（富山局）など、地域が抱える課題を視聴者の
みなさまとともに考えま
した。水不足に悩む四国
地方では「節水キャン
ペーン」を展開しました。
（松山局、高松局）

●鹿児島・トカラ列島では「ウミガメ
教室」を開催し、卵の守り方、ウミ
ガメの生態などを解説、ニュース
でも放送しました。（鹿児島局）

●「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」のブロックコン
クール。全ての参加校の合唱をパソコンで視聴で
きるライブストリーミング配信に「会場に行けな

かったが、子ども
が頑張る姿が見
られて嬉しい」
などの声が寄せ
られました。

●「夏の北アルプス　あぁ
絶景！雲上のアドベン
チャー」（長野局、名古屋
局、富山局）、終戦ドラマ
「気骨の判決」（名古屋
局）など、総合テレビでは多彩なラインナップで地域から
の特集番組を放送。日本各地を訪ねるドキュメンタリー

「にっぽん紀行」では、明
るく自らの道を進む地
域の人々を全国に紹介
しました。（富山局、新潟
局、福井局、大分局）

●北海道の７つの放送局が連携し、自然や食など北海道の魅
力を、たっぷりお伝えしました。ワンセグ独自サービスや国
際放送、携帯向けにも発信しました。

「NEWSLINE」

「J-TECH」 「Kyoto-A Breath in Time-」 「ルソンの壺」

ＮＨＫスペシャル「マネー資本主義」

大河ドラマ「天地人」

「福祉ネットワーク」

「子どもサポートネット」

世界に発信

国際放送

全国53放送局は、１年間の重点目標
として「放送局のちから」を掲げ、
地域が元気になるための拠点として
さまざまな取り組みを行いました。

地域を元気に
●今年の夏は、豪雨・台風９号・静岡県での震度６弱
の地震など、災害が多数発生しました。特設ニュ
ースや放送時間の延長で、被害の状況や復旧の
見通しなどをきめ細かく伝えました。

「節水キャンペーン」１分スポット

「ライブストリーミング特設サイト」

日本ウミガメ協議会外部研究員のＮＨＫ職員が解説

「ＮＨＫなら万葉ウォークラリー」 おじゃる丸アフレココーナー

関東甲信越ブロックコンクール

広島カープ応援メッセージ

「私だって輝きたい！～福井・女子高生チアダンス～」

「まるごと体感！北海道」ラッピング中継車

「気骨の判決」

●地方自治体の財政破綻を描いた「再生
の町」や夫がうつ病になった夫婦の絆を
描いた「ツレがうつになりまして。」など、
今日的なテーマをとりあげた社会派ド
ラマを放送。「ツレうつ」は女性40代
以上の関心を集めました。大河ドラマ

「天地人」は子
どもから大人ま
で多くの人に見
られました。

https://www.nhk-ondemand.jp/

●平城遷都1300年を
前に、平城京ゆかりの
史跡と万葉集に詠ま
れた風景を訪ね歩く
ウォークイベントを
企画し、番組で紹介し
ました。（奈良局）

●「アニメおじゃる丸」の
映像に自分の声でせ
りふをかぶせて再生
する「アフレココー
ナー」を新設。子ども
たちも大喜びでした。
（仙台局）

●地元のプロ野球やJリーグチーム、高校野球の
出場校向けに、携帯やパソコンから応援メッセー

ジをいただきま
した。放送・携帯・
パソコンで同時
にご紹介！

さまざまなメディアで 地域から全国へ

外国人向け英語放送
「ＮＨＫワールドＴＶ」では、
日本とアジアの"いま"を

伝えました。

豊
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