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本書は、放送法第２２条の２第３項（会長は３箇月に１回以上、自己の職務の執行

の状況を経営委員会に報告しなければならない）に基づき「平成２２年度収支予算

と事業計画」の進捗状況を報告するもので、金融商品取引法によって上場企業等に

義務付けられている四半期財務報告とは異なります。 

 

平成２２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しているところです。このため、財務諸表を

掲載していません。 
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1  ２２年度事業運営の総括  目 次 
 

 

３か年経営計画の２年目にあたる平成 22 年度は、計画で掲げた「接触者率３年後 80％」「受信料

支払率３年後 75％ ５年後 78％」という経営２目標の達成を確実なものとするための重要な１年で

ある。こうした認識のもと、役職員一丸となって計画の推進にあたった。また完全デジタル化の仕

上げの年として、送信側の対応はもちろん、受信環境整備への支援や周知活動についても前年度以

上にスピードアップを図り取り組みを強化してきた。 

こうした中、22 年度の 後の月となる３月 11 日、未曾有の大地震が発生した。文字通りＮＨＫ

の総力をあげ、安全・安心を守る報道や、生活情報の提供などにあたっている。今回の大震災は、

災害時に公共放送ＮＨＫが果たすべき使命の重さを改めて示すとともに、新たなメディア環境下で、

今後、災害時にどう情報を伝えるかを考えるきっかけとなった。 
 

経営２目標のうち「接触者率の向上」の取り組みとして、22 年度は大幅な番組改定を実施した。

総合テレビの朝の「連続テレビ小説」を午前８時スタートとし、続いて大型情報番組「あさイチ」

を新設することで、新たな視聴者層の獲得にもつながった。また、大型番組では、ＮＨＫスペシャ

ル「日本と朝鮮半島」のシリーズや、「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」「灼熱アジア」などの多彩な大型

シリーズを展開した。ドラマでは、大河ドラマ「龍馬伝」や年末のスペシャルドラマ「坂の上の雲」

第２部などが、視聴者から高い評価を得た。  

７月には、政権交代後、初の本格的な国政選挙となった参議院選挙をはじめ、沖縄・普天間基地

の移設問題や、宮崎の口てい疫問題など、地域を巻き込む大きな課題が相次ぎ、本部と現地局が連

携し、多角的にきめ細かい報道を展開した。 

また、３-Screens 展開では、ＮＨＫオンライントップページのリニューアルやニュースページの

充実などを実施し、さまざまな形で利便性の向上を図った。これによりアクセス数は年度を通じて

大幅に伸びた。 

こうした取り組みの結果、接触者率は、11 月の調査で、全体リーチは 74.9％となった。また、放

送外リーチは、録画再生やネットでの接触が伸び、前年同月に比べ３ポイント上昇し 21.2％となっ

た。ネットを通じてＮＨＫの情報を届ける対応に関しては、東日本大震災で、初めて総合テレビの

ライブストリーミングを実施するなど、従来にはないさまざまな取り組みを行い、多くの方々から

支持していただいた。 
 

もう一つの経営目標の「受信料支払率の向上」では、22 年度の年間目標を 73.4％と設定し、組織

を挙げて契約・収納活動の強化に努めた。訪問集金廃止後の新たな契約・収納体制の一層の定着と

強化を図り、地域スタッフ業務の契約・未収対策へのパワーシフトなどを進めた。その結果、年度

末の支払率は 73.6％（推計）となり、年度の目標を達成した。契約総数は、年間増加目標の 35 万

件を大きく上回る 46 万件の増加となり、22 年度末の契約総数は 3,731 万件となった。 

しかし、景気低迷の影響で生活保護世帯などの全額免除世帯は依然として増加している。また、

東日本大震災に伴う受信料の免除については、被害が極めて大規模なことや避難生活が長期化する

恐れもある。今後、状況に応じて、より丁寧な対応を進めていく。 
 

テレビ放送の完全デジタル化に向けては、22 年度は集中的に送信設備の整備とＮＨＫ共聴のデジ

タル化を進めた。中継局については、22 年末までに、総務省が公表したロードマップ「地上デジタ

ルテレビ放送中継局ロードマップ」で示された 2,070 局全ての開局を完了し目標を達成した。また、

デジタルへの移行を促す周知広報活動も本格化させた。22 年７月からは、衛星放送を含めた全ての

アナログ放送をレターサイズ化し、12 月からは、常時、告知スーパーを実施してきた。 

しかし、このデジタル化についても、東日本大震災で、一部の中継局や共聴設備に被害が出たほ

か、周知活動も一時的に中断するなど取り組みに少なからず影響が出ている。その後、政府は、岩

手、宮城、福島の３県について、アナログ放送の終了の延期を決めた。 
 

今回の東日本大震災では、インターネットなどを活用した災害報道のあり方や、ＮＨＫの大災害

への備え、完全デジタル化に向けた対応、被災地の復興支援や協力、電力不足への対応など、今後

検討すべきさまざまな課題が明確になってきている。経営計画 終年度となる 23 年度は、経営目標

の達成に向けた仕上げの取り組みを進めることに加え、こうした課題にもしっかり応えていくこと

が強く求められている。 
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 ２ 経営２目標の達成状況   

（１）ＮＨＫへの接触者率の向上  
  
● 接触者率の目標達成状況 
 
 ３か年経営計画では、１週間に５分以上ＮＨＫを「見たり」「聞いたり」した人の率（全体リーチ）
を３年後に 80％、１週間に５分以上放送以外のＮＨＫのメディアに接触した人の率（放送外リーチ）
を３年後に 25％とすることを目標に掲げている。 
 ＮＨＫ放送文化研究所では、この接触者率について６月と 11 月の年２回調査をしている。22 年
度は、６月の調査で全体リーチが 74.5％、放送外リーチが 20.9％、11 月の調査では、それぞれ 74.9％
と 21.2％だった。全体リーチは前年と同程度で、統計的な有意差はなかったが、11 月調査での放送
外リーチは、前年同月に比べ有意に増加した。「録画再生」「ＮＨＫオンライン」「動画配信サイト」
への接触が増えたことが、その要因となっている。 
 

 20 年 11 月 21 年 6 月 21 年 11 月 22 年 6 月 22 年 11 月
ＮＨＫ全体リーチ 76.1 76.1 76.8 74.5％ 74.9％ 
 ＮＨＫ放送リーチ 75.4 74.9 75.1 73.0％ 73.2％ 
 ＮＨＫ放送外リーチ 17.9 18.1 18.2 20.9％ 21.2％ 
 
ビデオリサーチ社の調査では、東日本大震災の発生した３月 11 日を含む週の関東の世帯の接触の

広がりは、91.8％、翌週は、92.2％となった。 
 

● 主な取り組みと分析・評価 
 

「接触者率の向上」をめざし、22 年度は大幅な番組改定を行った。総合テレビでは、朝の「連続
テレビ小説」を午前８時スタートとし、その後に「あさイチ」を新設。午後 11 時台には、ビジネス
マン向けに「Ｂｉｚスポ」を新設した。「連続テレビ小説」は、４月からの「ゲゲゲの女房」、10 月
からの「てっぱん」のいずれも平均視聴率が前の年度より上昇し好評を得た。 
報道では、７月の参議院選挙をはじめ、沖縄・普天間基地の移設問題、宮崎の口てい疫問題など、

地域を巻き込む大きな課題が相次ぎ、本部と現地局が緊密に連携し多角的な報道を展開した。報道
ビッグプロジェクト「あすの日本」では、「無縁社会」や、日本の閉塞状況を追った「ジャパンシン
ドローム」などの骨太の課題を「ＮＨＫスペシャル」などで展開し社会的な支持を得た。 
また、大型番組では、日本と朝鮮半島の近代 100 年の歴史を描いたＮＨＫスペシャル「日本と朝

鮮半島」の５回シリーズや、「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」「灼熱アジア」「シリーズ 日米安保５０年」
「ホットスポット 後の楽園」などの多彩な大型シリーズを展開。ドラマでは、大河ドラマ「龍
馬伝」や年末のスペシャルドラマ「坂の上の雲」第２部などが、視聴者から高い評価を得た。 
一方、３-Screens 展開では、４月にＮＨＫオンライントップページのリニューアルと、ニュース

ページや気象災害ページの充実を図り、10 月にはＮＨＫオンライン開設 15 年を機に特設サイトを設
けた。こうした取り組みによりアクセス数は、去年 12 月に前年同月を 30％以上上回るなど、好調に
推移している。 
ＮＨＫオンデマンドは、当初の黒字化の目標には届いて 

いないが、「特選見放題パック」サービスの導入など年度 
を通じてさまざまな施策を展開し、売上、会員数ともに堅
調に増加している。 

ＮＨＫの放送に対する視聴者の評価を把握するため、Ｎ
ＨＫ放送文化研究所では、年に４回、「信頼」「満足」「親し
み」「独自性」「社会貢献」の５項目について調査を実施し
ている。全体評価としては、「親しみ」について肯定的に捉
えている人の割合は、53％となり、前年度を有意に上回っ
た。経営の目標となっている「50％以上」を年度の平均で
達成した。 
  

● 接触者率向上への今後の取り組み 
 

３か年経営計画の 終年度となる 23 年度は、ＢＳ２波化、地上テレビ放送の完全デジタル化とい
う大きな節目となる。各波の性格や役割を明確にし、テレビ４波で幅広い視聴者の獲得をめざす。
また、23 年度の番組改定では、平日の午後８時台や、土日の午前や夜の時間帯での接触者率の向上
を図る。３-Screens 展開では、東日本大震災でのネット活用の実態などを踏まえ、公共放送にふさ
わしいネット展開などを検討し、より多くの人にＮＨＫの情報や番組に接していただけるよう工夫
していく。 

 

（２）受信料の支払率の向上 
  
● 受信料支払率の目標達成状況 
 

３か年経営計画で掲げた「受信料の支払率 ３年後 75％ ５年後 78％」の経営目標の達成をめざ
して、22 年度は年間目標を 73.4％に設定した。 
組織を挙げて、契約・収納活動の強化や受信料制度への理解促進に取り組んだ結果、年度末で

73.6％(推計)となり、年間目標を達成した。 
 
● 主な取り組みと分析・評価 
 
  22 年度は、訪問集金廃止後の新たな契約・収納体制の一層の定着と強化を図り、地域スタッフの
業務を契約・未収対策によりパワーシフトするとともに、外部委託の推進、事業所割引制度や業界
団体とりまとめを活用した事業所への対策強化などさまざまな取り組みを展開した。 
こうした取り組みの結果、契約総数は、年間増加目標の 35 万件を上回る 46 万件の増加となり、

22 年度末の契約総数は 3,731 万件となった。 
また、支払いが滞っている契約者の未収削減については、民事手続きの活用や地域スタッフのパ

ワーシフト、電話・郵便による支払請求などを強化した結果、年間削減目標の 20 万件を上回る 27
万件の削減となり、22 年度末の未収件数は 204 万件となった。 

  上記のように、厳しい経済状況の中にあっても契約・収納活動に全力で取り組んだ結果、受信料
の支払率は年間目標を達成し、受信料収入も予算で掲げた 6,550 億円を上回る 6,598 億円となる見
込みとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
なお、景気低迷の影響で全額免除の対象となる生活保護世帯や市町村民税非課税の障害者世帯が

依然として増加しており、当初 15 万件と見込んでいた全額免除の増加件数（有料契約から無料契約
への切り替え）は 18 万件に拡大した。 

 
● 支払率向上への今後の取り組み 
 
 23 年度は、受信料支払率向上の経営目標の達成に向けて、支払率の年間目標を 22 年度年間目標
の 73.4％より 1.1 ポイント高い 74.5％に設定し、契約総数 40 万件増加、未収削減 25 万件を目標と
した。 
これをめざして、地域スタッフの契約・未収対策への一層のパワーシフト、外部委託の拡大、衛

星デジタル放送のメッセージ機能の活用強化、民事手続きの拡大などの施策に全力で取り組んでい
くとともに、視聴者のみなさまに公共放送の役割や受信料制度への理解を深めていただき、受信料
の公平負担につなげる活動に組織を挙げて取り組んでいく。 
 
東日本大震災に伴う受信料免除については、被害の大きさや避難生活の長期化が見込まれており、

今後、各自治体にご協力いただきながら災害免除の適用者を確定するなど、丁寧に対応していく。 
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３ 経営９方針の年間総括   

（方針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。
 

● 経営計画の実現に向けた体制の強化 
 

経営計画で掲げた経営２目標の達成に向けて、一貫した目標・方針管理を確立し、各部局が年間
目標（放送局は「放送局のちから」）を設定して、四半期業務報告を軸に自らＰＤＣＡサイクル（計
画→実行→検証→改善）を回していく新たな仕組みが定着した。22 年度も、組織全体でＰＤＣＡを
回す一環として、組織横断の「改革推進プロジェクト」や「ブロック経営会議」で、目標達成状況
の点検や課題解決に向けた検討を行い、新たな取り組みにつなげた。また、四半期業務報告などを
視聴者のみなさまに公表するとともに、イントラホームページに掲載して役職員全員で情報共有し
ながら組織全体で経営課題に取り組むことができた。 
第三者機関「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」でＮＨＫ全体の事業運営を客観的に評価する

仕組みを構築し、６月には 21 年度報告書が公表された。その報告を受け、改善に向けての組織活性
化の取り組みを強化した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（改革推進プロジェクト）（資料１）  

組織横断の「改革推進プロジェクト」では、部
局を越えて課題を洗い出し、課題解決に向けた検
討を行った。特に、23 年７月に迫ったテレビの完
全デジタル化への移行推進策について、課題共有
を図るとともに、全局から移行推進策の提案を募
り、改革推進プロジェクトを核にして、各施策を
実行した。（別紙参照） 
また、「受信料の支払率向上と収入確保に向けた

オールＮＨＫの取り組み」や「次期経営計画に向
けた個別課題」などについて活発な議論を交わし
た。                

 
（ブロック経営会議）  

会長以下の全役員と拠点局長で構成する「ブロック経営会議」は、２年目になる。会議は経営の
視点に立って、年４回、経営委員会への四半期業務報告が終わった後に速やかに開催し、四半期業
務報告を踏まえた、目標の達成状況と課題、拠点局の経営資源マネジメントの検証と地域の課題へ
の対応などを検討し、次への展開につなげた。 
特に、定期異動の検証、地上デジタルの地域別の課題、地域放送局の今後のあり方など経営の視

点から意見交換を行った。 
 
 

 

 
 

● 視聴者のみなさまの声を経営に反映させる回路の充実 
 

広報番組「三つのたまご」に毎月１回経営トップが出演
し、ＮＨＫの予算・事業計画、放送の完全デジタル化、防
災の取り組み、視聴者サービスの取り組みなどをテーマ
に、経営方針や取り組みなどを伝えた。 
 「ふれあいミーティング」を全国で 1,541 回開催し、    
５万 6,227 人の参加者と直接対話活動を実施した。このう
ち、一般から広く参加者を募る「本部が支援した企画型ふ
れあいミーティング」は全国で 31 回開催し、3,011 人が参
加した。視聴者のみなさまにＮＨＫへの理解を深めていた
だくとともに、意見や提言を放送や経営に生かすように努
めた。 
 

 視聴者コールセンターは、大幅なシステム改修や座席
数・回線数の増加などにより、放送に関するお問い合わ
せやご意見・ご要望を年中無休で受け付ける体制を強化
し、22 年 11 月、「つながる、伝わる、身近なお客さま
窓口」をめざして、「ＮＨＫふれあいセンター」として
新たなスタートを切った。「ＮＨＫふれあいセンター」
や全国各放送局に、22 年度の１年間で 458 万件のご意
見やお問い合わせが寄せられた。 

 
 
 
 

● 大相撲野球賭博をめぐる取材でのコンプライアンスに関わる不適切な事案 
 

10 月に明らかになった大相撲取材の不適切事案については、11 月に会長以下の処分を行ったほ
か、全国の報道現場における緊急討議・報道局全記者を対象にした倫理研修を実施した。再発防止
施策については、報道局に検討会（改革チーム）を設置し、外部有識者・ジャーナリスト等のヒア
リングも実施し、記者教育の抜本的な見直し作業を行った。また、リスクマネジメント委員会で、
携帯電話やパソコンのメールやネット利用のリスクが明らかになったことを受けた対策に取り組ん
でいる。 
 

● 内部統制の取り組み強化とグループ・リスクマネジメント体制の構築 
 

21 年度に全部局で業務プロセスの総点検作業である「見える化」作業を終え、22 年度は、本部で
「見える化」作業の２巡目を実施した。23 年度は、放送局・海外総支局で「見える化」の２巡目を
行う。この作業で抽出されるリスクについては、リスクマネジメント委員会で対応を検討していく。
ＩＴ統制では、「中長期ＩＴビジョン工程表」をもとに、具体施策を推進していく。 
 

● 組織横断的な人事と公共放送人・ジャーナリストの育成 
 

「風通しのよい活力ある組織の実現」と「高い専門性と広い視野を持った公共放送人・ジャーナ
リストの育成」に重点を置き、人事制度の運用を見直した。職種・仕事の専門を越える異動や部局
を越えた複眼考課を導入し、より公正な評価の実施に努めた。  

 

「三つのたまご」 

    経営計画 部局目標 
部・センター  四半期 

 
 

１月以降、無免許運転などの不祥事が明らかになった。いずれについても懲戒免職など厳しい姿
勢で臨んだ。ＮＨＫの組織風土としてコンプライアンス意識を根付かせ、確かな公共放送人、ジャ
ーナリストを育てるため、採用から、育成・研修・評価・人材活用と、多岐にわたり人事施策を見
直し、制度面・運用面両面において、改革に取り組む。 

     

改革推進プロジェクト 

ＮＨＫふれあいセンター 

平成 21～23 年度 
いつでも、どこでも、

もっと身近に 
ＮＨＫ 

事業計画 

平成 22 年度 
放送局の 
ちから 

目標 業務報告 

ＰＤＣＡ 

視聴者のみなさまに公表 

「開かれたＮＨＫ」の実現 全職員が情報共有 

「風通しの良い組織」を実現 

課題・今後の取り組み
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 4 検証ポイント 年間総括   

（方針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。 
 

  
 経営計画では、年４回実施している放送評価調査の５つの指標（信頼・満足・親しみ・独自性・
社会貢献）の改善を目標に掲げた。22 年度の平均は、「信頼」（66％）・「満足」（57％）・「親しみ」（53％）・
「独自性」（58％）・「社会貢献」（65％）で、前年、前々年に比べて「信頼」・「満足」・「親しみ」は
上昇傾向にある。特に「親しみ」の 53％は、調査を開始した 19 年度以降で最も高く、経営目標の「50％
以上」を年度の平均で達成した。 
  

● 視聴者のニーズにきめ細かくこたえる多様な編成・サービスの強化 
 

22 年度は、多様な編成、サービスの提供をめざし、大幅な番組改定を行った。総合テレビでは、
朝の「連続テレビ小説」を放送開始以来初めて午前８時スタートとし、その後に大型情報番組「あ
さイチ」を新設した。「連続テレビ小説」は、４月からの「ゲゲゲの女房」、10 月からの「てっぱん」
のいずれも平均視聴率が昨年度より上昇し好評を得た。「あさイチ」も女性 40 代～60 代の視聴者が
伸びている。午後 11 時台には、ビジネスマン向けに経済・スポーツ情報を提供する新番組「Ｂｉｚ
スポ」を新設した。10 月からの後期改定では「プロフェッショナル 仕事の流儀」「ブラタモリ」「祝
女」を半年ぶりに編成、「プロフェッショナル 仕事の流儀」は演出をＶＴＲ構成に刷新し、働き盛
りの男性に良く見られた。 

教育テレビでは、若者向け情報番組を強化し、平日午後６時～７時台に「テストの花道」「デジス
タ・ティーンズ」「大科学実験」を、日曜午後６時に「ハーバード白熱教室」を新設した。特に「ハ
ーバード白熱教室」は、若者を中心に幅広い年代で反響を呼んだ。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
● ＮＨＫならではの質の高いコンテンツの制作・展開  

大型番組では、日本の原点に新たな視点で迫る「プロジェクトＪＡＰＡＮ」の取り組みとして日
本と朝鮮半島の近代 100 年の歴史を描いたＮＨＫスペシャル「日本と朝鮮半島」の５回シリーズを
放送した。また、「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」「灼熱アジア」「日本列島 奇跡の大自然」「シリーズ 
日米安保５０年」「ホットスポット 最後の楽園」などの多彩な大型シリーズを展開した。 
６月のサッカーＷ杯南アフリカ大会では、総合、衛星第１、ラジオ第１で生中継を中心に 44 試合

を放送、日本対カメルーン戦・後半は世帯視聴率 45.5％（ビデオリサーチ調べ 関東）を記録した。 
ドラマでは、大河ドラマ「龍馬伝」が平均視聴率 18.7％、最終回 21.3％と関心の高さを示した。

10～12 月に放送したドラマ１０「セカンドバージン」は、特に幅広い層に良く見られた。年末には
スペシャルドラマ「坂の上の雲」第２部を放送し、視聴者から高い評価を得た。 
夏の「“戦後 65 年”を考える番組」として、終戦特集ドラマ「１５歳の志願兵」「わらわし隊の戦

争」「爆笑問題の戦争入門」などを放送した。また、戦争体験者の証言をインターネット上で公開す
る「戦争証言アーカイブス」を８月に開始、年表、地図、当時のニュース映像なども提供し、「社会
の共有財産」として未来を生きる世代に伝えていくことができるようになった。ＮＨＫスペシャル
「密使 若泉敬 沖縄返還の代償」の芸術祭大賞、ドラマ１０「八日目の蝉」のＡＴＰ賞グランプ
リなど、コンクールでの受賞も多く、ＮＨＫ番組の質の高さを内外に示した。（資料２） 

 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 

● 信頼にこたえ、暮らしに役立つ報道の強化 
 

報道ビッグプロジェクト「あすの日本」では、「無縁社会」や、本格的な人口減少社会にあわせた
“国のかたち”を探る「日本再設計」、連鎖的な閉塞状況をどう乗り越えるかを追った「ジャパンシ
ンドローム」などのプロジェクトを推進し、「ニュースウオッチ９」や「ＮＨＫニュース おはよう
日本」、「ＮＨＫスペシャル」などの番組で展開した。 
７月の参議院選挙では、鳩山首相の辞任や菅首相の消費税をめぐる発言などで選挙情勢がめまぐ

るしく変化する中、全局体制の下で終始的確な情勢分析と報道を続け、正確・迅速な当確判定を実
施した。開票速報は、午後８時台の 18.8％を最高にすべての時間帯で他の局を大きく上回る視聴率
を獲得した。また、５～６月の沖縄・普天間基地の移設問題や宮崎の口てい疫問題などでも、報道
局各部と現地局が連携した取材体制をとり報道に取り組んだ。 
海外取材では、11 月 23 日の北朝鮮による韓国砲撃の際には、直ちに取材班を派遣して現地から

の中継を確保し、随時特設ニュースを伝えた。チュニジアを発端とした中東の革命でも、刻々と変
わる情勢を中継を交えて放送し、フェイスブックなど SNS を使った革命の実態を掘り下げて伝えた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●“衛星新時代”に備えた衛星放送の充実 
 

衛星放送では、２波化を視野に入れて 22 年度の番組改定を行い、衛星第１はニュース・情報番組・
スポーツの３本柱に特化し、衛星ハイビジョンと衛星第２は番組の整理統合と核となるソフトの開
発を行った。その方針に従い、衛星第１では大リーグやプロ野球などを積極的に編成したほか、広
州アジア大会（11 月）を 18 日間にわたり生中継を中心に放送した。衛星第２ではエンターテイン
メント番組などを開発し、「ザ☆スター」「ＭＡＧ・ネット」「熱中スタジアム」などを新設した。 

さらに、長時間編成に積極的に取り組み、衛星ハイビジョンでは映画「スター・ウォーズ」シリー
ズの一挙放送、「南米大陸一周１６５日の旅」「生誕２００年 みんなのショパン」など、衛星第２で
は「全駅停車！『銀河鉄道９９９』ぜんぶみせます」などで衛星放送の魅力を伝えた。12 月は衛星
放送２波化と新チャンネル名（「ＢＳ１」「ＢＳプレミアム」）、チャンネルロゴを発表。１月は「イタ
リア月間」としてイタリアを題材にさまざまな特集番組を制作して新ＢＳの魅力を事前に広くアピー
ル、さらに４月に向けて 46 の新番組を開発して、２波化への準備を整えた。 

 

● 東日本大震災への対応 (詳細は 12 頁以降に別掲) 

東日本大震災では、３月 11 日午後２時 46 分の地震発生直後
からテレビ・ラジオ全８波で地震関連のニュースを伝え、午後
６時台には教育テレビとＦＭで安否放送を始めた。それ以来、
地震関連のニュース・番組は総合テレビと衛星第１、ラジオ第
１で、安否情報・生活情報などは教育テレビと衛星第２、ＦＭ
でと波別に分担して多様な情報を伝えた。さらに、避難者名簿
の放送を初めて行った。 
障害者へのサービスとしては、「手話ニュース」の拡充、ニュース・番組への字幕、手話通訳の付

与を実施した。外国人向けのサービスとしてラジオ第２とテレビの副音声で多言語放送を行った。
また、英語による外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」を国内のケーブルテレビ局に
緊急措置として正式契約を待たずに提供した。 

放送評価調査の５つの指標改善の達成状況 

「無縁社会 私たちはどう向き合うか」 中東情勢の報道 参議院選挙 

「ゲゲゲの女房」 「あさイチ」 大科学実験 
「音の速さを見てみよう」 

押し寄せる津波(岩手県釜石市) 

 
 

  23 年度は、新しい衛星２波の定着を図り、地上波と合わせたテレビ４波の個性を発揮することで
接触者率 80％の目標達成をめざしていく。東日本大震災を受けて、緊急・災害報道の一層の強化と
充実を図るとともに、災害復興や原子力発電所事故などの課題に正面から取り組んでいく。 

課題・今後の取り組み

ＮＨＫスペシャル 
「密使 若泉敬 沖縄返還の代償」 

ＮＨＫスペシャル 
「ホットスポット 最後の楽園」 

ドラマ１０「八日目の蝉」 
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（方針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。 
 
 
  

経営計画では「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ」をめざして、３年後のＮＨＫ全体リ
ーチを 80％、放送外リーチを 25％に向上させる目標を掲げた。これをめざして、22 年度は、積極
的な３-Screens展開を図った。22年６月と11月の調査結果によると、放送外リーチは６月20.9％、
11 月 21.2％で、目標に向けて着実に数値が上がった。 

 
 
 
 
● ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）のサービス拡充（資料３）  

20 年 12 月にスタートしたＮＯＤは、21 年度に引き続き 22 年度も売上の増加に向けてさまざま
な施策を実施した。見逃し番組の配信期間延長（10 日間→14 日間）、シームレス配信（見逃し番組
から特選番組への連続的な移行）の実現、「特選見放題パック」の導入、携帯電話を通じて手軽に
決済できる課金システムの導入、再生ソフトのフラッシュ対応（Mac ユーザー対応）など、次々と
施策を実施した。 

その結果、売上・ＰＣ会員数とも年間を通して右肩上がりで
増加し、ＰＣ会員数は約 62 万人に、売上は前年度約２倍の 5.5
億円となった。しかし、番組の配信に要する権利処理関係の費
用などをまかなうには足りず、目標としていた 24 年度の単年
度黒字化は、25 年度に１年延長することとなった。 
今後は、社会現象にまでなった「ハーバード白熱教室」や女

性に人気のあったドラマ１０「セカンドバージン」のようにＮ
ＯＤと放送の相乗効果なども生かし、購入者や購入機会を増や
しつつ、ラインナップの見直しや権利処理の効率化などコスト
削減を図っていく。 

  

● クロスメディア展開で、いつでも、どこでも、もっと身近に 
 

22 年度番組改定にあわせて４月にパソコンのＮＨＫホームページ「ＮＨＫオンライン」のトッ
プページと「ＮＨＫニュース」ページ、「ＮＨＫ気象・災害情報」ページのリニューアルを実施し、
アクセス数が大幅に増加した。６月のサッカーＷ杯南アフリカ大会では、データ放送、パソコン、
携帯の３-Screens で全試合のリアルタイムの得点や選手情報、関連ニュース、応援メッセージな
どの情報を伝えた。10 月には「ＮＨＫオンライン」の開設 15 周年を機に、特設サイトや利用者が
カスタマイズできるトップページ（オンラインプラス）などを制作し、アクセス数を伸ばした。 
放送と通信の融合では、総合テレビにケータイ小説サイト「魔法のｉらんど」で人気の高かった

作品をドラマ化した「ケータイ発ドラマ 激♡恋」、教育テレビで好評だったクロスメディア番組の
続編「リトル・チャロ２ 英語に恋する物語」を新設。衛星第２で放送している「Shibuya Deep A」
は４月からワンセグ２での同時生放送を開始、さらに SNS の mixi へバナーを掲載し、３-Screens
展開を強化した。 
開始２年目を迎えたワンセグ独自サービスでは、基本放送時間を週８時間から 11 時間に拡大した。

好評の「ワンセグ ランチボックス」を 40 分から 60 分に拡充、さらに一週間の出来事が 10 分で分
かる「モバイル週間ニュース」を新設した。また、「青山ワンセグ開発」という新番組では、５分の
コンテンツを制作会社から企画募集し 18 本を制作。ＰＣ、携帯、データ放送で視聴者投票を行い、
１位を決定するという双方向の試みを行った。 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 

● 東日本大震災での多メディア発信の取り組み 
３月 11 日に発生した東日本大震災では、多メディア発信にも力を入れた。地震発生後すぐに「Ｎ

ＨＫオンライン」のトップページを特別編集し、地震関連情報に特化した形で情報を提供した。ま
た、各地の地域放送局でも自局のホームページに「災害特設ページ」を開設し、避難情報などを伝
えた。さらに、データ放送でも、地域の地震関連情報を伝えた。 
特別措置として、地震発生当日から総合テレビのライブストリーミングを外部動画提供サイト「ユ

ーストリーム」で実施し、「ニコニコ生放送」「ヤフー」にも提供した。教育テレビの安否情報も「ヤ
フー」で同時配信された。ラジオ第１も「ＮＨＫオンライン」でライブストリーミングを実施した。
外国人向け国際放送の「ＮＨＫワールドＴＶ」については、「ＮＨＫオンライン」や「ユーストリー
ム」で配信したほか、「ニコニコ生放送」にも提供した。 
安否情報については、放送で伝えるだけでなく、検索大手のグーグルと連携し「ＮＨＫオンライ

ン」で情報を検索できるようにした。避難者名簿についても、「ＮＨＫオンライン」で名前による検
索を可能にした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
● 放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発  
  ＮＨＫ放送技術研究所では、開所 80 周年を記念して、５月に“技研８０年 さらなる未来へ”を
テーマに技研公開を実施し、スーパーハイビジョン（ＳＨＶ）や放送通信連携サービス、立体テレ
ビなど 44 項目を展示した。ＳＨＶでは、フル解像度の 3300 万画素カメラ、高効率な映像符号化装
置などが注目を集めた。放送と通信それぞれの特長を生かした新しい形のサービス（Hybridcast）、
手話ＣＧの自動生成システムや音声認識を利用した生字幕生成システムなども展示した。 
ＳＨＶについては、オランダで開催された放送機器の国際展示会ＩＢＣ(９月)で主要機器を展示

し、世界の放送関係者に研究開発の着実な進展をアピールした。また、東京・ロンドン間でＩＰ網
を利用した伝送実験を実施するとともに、実用的な小型プロジェクターを開発した。大型スポーツ
イベント等での応用や 2020 年の試験放送開始に向け、機器の開発ならびに伝送系の構築を進めると
共に、標準化を進めている。 

  メガネをかけなくても自然で臨場感豊かな立体像を見ることができるインテグラル立体テレビ方
式に、新たな技術を適用してさらなる高画質化を達成した。  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

東日本大震災で試みたインターネットを活用したさまざまな取り組みを検証し、災害時における
効果的な情報提供のあり方について検討を進める。ＮＨＫオンデマンドでは、サービスの拡充と利
便性の向上を図ることで収入を確保し、25 年度の単年度黒字に向けて取り組んでいく。 

接触者率の向上の達成状況 

「ハーバード白熱教室」 

仙台放送局ホームページ インターネットで 
総合テレビを同時提供 

避難者名簿 検索画面 

手話ＣＧの自動生成（開発中）技研公開 ＩＢＣでのスーパーハイビジョン展示 

課題・今後の取り組み

青山ワンセグ開発「野田ともうします。」「ＮＨＫニュース」ページ 「Shibuya Deep Ａ」 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針４）地域を元気にするための拠点となります。 
 
 
 

 
全国 53 放送局は、「地域を元気にする拠点」となって地域に貢献するための目標を「放送局のち

から」として掲げ、安全・安心を守る報道、番組やイベント、３-Screens 展開などに積極的に取り
組んだ。各放送局とも特色を生かした取り組みにより、地域での存在感が高まった。 

 
 

● 緊急報道、災害報道の主な取り組み  
宮崎局では、22 年５月の口てい疫の「非常事態宣言」

に即応して、福岡局などとの迅速な連携により、被害
拡大の実態や地元経済への深刻な影響などを、ニュー
ス、番組などで県内外に多角的に伝えた。また、行事
の中止・延期情報、義援金募集などの地域情報もきめ
細かく伝えた。 

10 月に発生した奄美豪雨では、交通ルートや通信が
寸断される中、鹿児島局から取材班がいち早く現地に
かけつけ被害実態を放送した。さらに、その後奄美に
接近した台風 14 号についても、テレビやラジオの特
設ニュース、画面を縮小し空いたスペースに文字情報 
を流すいわゆる逆Ｌ字スーパー、データ放送やホームページなどで、迅速かつ詳細な報道や災害の
備えなどの注意喚起に努めた。 
東北、関東地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災（23 年３月）では、被災地域の

放送局はもとより全国の放送局からの応援も加わり、一丸となった取材制作体制で報道に取り組ん
だ（詳細は 12 頁以降に別掲）。 

 

● 放送番組を軸とした、地域ならではの取り組み  
札幌局では、域内局と連携し、ユネスコの世界遺産登録５年の節目に、知床の豊かな自然や動物、

人々の暮らしなどを伝えるキャンペーンを展開した。仙台局は若者たちによるふるさとの食材を使
った料理対決番組「おいしい闘技場」を全国に展開した。広島局では、域内各局と連携し、中国地
方の“地域の宝”を各界の著名人が訪ねてふるさとの魅力を再発見する旅番組「ふるさと発スペシ
ャル あいたい」をシリーズで放送した。福岡局は「九州沖縄インサイド」で、松山局は「四国羅
針盤」で地域の課題や出来事を積極的に取り上げた。 

全国放送番組に連動した取り組みも多かった。大河ドラマ「龍馬伝」の関係局（長崎局、高知局）
では、ドラマに連動したイベントや番組を多角的に展開。大阪局では、朝の連続テレビ小説「てっ
ぱん」のオープニング映像「てっぱんダンス」に視聴者（計 533 組）にも参加してもらい番組を盛
り上げた。 

関東甲信越では首都圏放送センターを中心に、日本社会の中核を担う 30～40 代の雇用、結婚・
育児、心の病などの問題を「ミドルエイジクライシス」としてキャンペーン放送した。広島局、長
崎局では、原爆投下から 65 年を迎え、核・平和関連のさまざまな番組・情報を、世界に向けて積
極的に発信し、高く評価された。名古屋局では 10 月に開催されたＣＯＰ10（生物多様性条約第 10
回締結国会議）にあわせ、会議の意義や生物多様性の実態、環境保護に取り組む地域の活動などを
放送した。 

 

 

 
  
● ３-Screens 展開の主な取り組み  

ホームページの充実によって、地域ならではの情報発信を実現した例も多い。和歌山局は、ＮＨ
Ｋの番組を教育現場で活用してもらうためのサイト「ティーチャーズサポート」を新設し、小中学
校など５か所で番組の上映会を開催した。名古屋局は、消費生活、健康、防犯、防災など放送だけ
では伝えきれない安全・安心情報を多角的に伝える試みとして、「知って解決！ＳＫＥっとネット」
ホームページを開設した。秋田局は「秋田大曲全国花火競技大会」（８月 28 日）の衛星ハイビジョ
ン生中継にあわせて、特設サイトに大会の見どころや視聴者の投稿写真などを掲載した。アクセス
数は８月１か月だけで 40 万ページビューに上った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 地域に密着した多様なサービス実現のための体制強化  

全国の放送局が多様な地域放送番組を展開できるようにするため、22 年度は、地域放送番組費を
５億円増額して総額 151 億円とした。この予算を使って、ブロックごとに地域を元気にする番組作
りやキャンペーン展開を図った。 
地域を見つめ、地域とともに考える報道・番組の充実のため、22 年度は、地域の取材制作体制の

一層の強化を図り、10 局に計 10 人を増配置した。これにより、奈良、大津、岐阜の３局の取材デ
スクが２名から３名体制に強化され、緊急時の取材指揮や若手記者の人材育成に指導力をより発揮
できるようになった。また、拠点局では取材制作の機動性が増し域内支援も柔軟にできるようにな
った。管理要員の増配置については、昨年度に引き続き、計画した５拠点局に管理要員を１人ずつ
増配置し、コンプライアンスの徹底などに効果を上げている。 

 
● 受信料の公平負担への取り組み  

支払率の向上をめざして、各放送局が地域の現状に即して、統一キャンペーンなど全職員が一丸
となった活動、放送やイベントと連動した営業活動、地上デジタル放送の周知広報と連動した公共
放送への理解促進活動などに取り組んだ。ロケ地周辺のホテル・旅館などでの集中的な働きかけ、
地元ケーブル局との衛星契約取次の協力、地上デジタル放送の受信相談にあわせた未契約世帯の受
信契約促進、若者向けフリーペーパーと協力した受信契約申込書付きのリーフレットの作成などに
より、成果をあげた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

放送局のちからを発揮する取り組みの達成状況 

 
  

「放送局のちから」を掲げた取り組みも２年目となり定着が図られつつある。多くの放送局がイ
ンターネットの活用に工夫を凝らすなどして、より地域密着の情報発信を進め、地域の拠点として
の存在感の向上を図ることができた。３か年経営計画の最終年度である 23 年度も、全国 53 放送局
が新たな「放送局のちから」を掲げ、独自の取り組みで、地域に密着した多様なサービスを実現し、
経営２目標の達成をめざしたい。 

 

おいしい闘技場「四国ＶＳ東北」 
（仙台局など） 

「ミドルエイジクライシス」 
（首都圏放送センターなど） 

 

北スペシャル 
「わが心の  
 知床旅情」 

（札幌局など） 

ＮＨＫスペシャル 
「封印された 
原爆報告書」 

（広島局） 

「ニュースＷＡＶＥ宮崎」 

口てい疫関連ニュース（宮崎局） 

ティーチャーズ
サポート

（和歌山局）

知って解決！ 
ＳＫＥっと 
ネット 

（名古屋局） 
 

独自スポットで 
衛星契約を呼びかけ（松山局） 

大学の新入生に 
受信契約のＰＲ 
（鹿児島局） 

 職員と地域スタッフが一丸となって 
公平負担への取り組み（岡山局） 

 
課題・今後の取り組み
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針５）日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。  

 
  
「ＮＨＫワールドＴＶ」の視聴可能世帯数の目標は、25 年度末 1億 9,000 万世帯としているが、22
年度は、24 時間視聴可能１億 3,655 万世帯、一部時間視聴可能 7,700 万世帯に達し、目標を上回っ
た。ホームページなどへのアクセス数も、23 年度目標１億ページビューに対し、9,900 万ページビ
ューと順調な成果が得られた。 

 
 

● 情報発信の強化 
 
【ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け 24 時間英語放送）のコンテンツを強化】 

３月 11 日の東日本大震災発生直後から、「ＮＨＫワールドＴＶ」では、ほぼ全ての時間にわたっ
て、震災関連のニュースを放送した。毎正時のニュース番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」に加え、国内ニ
ュース番組の同時通訳による生放送、主要記者会見の生中継、関連番組の編成などで、情報を国内
とほぼ同時に発信した。「ＮＨＫワールドＴＶ」の内容や映像は、ＢＢＣ（イギリス）、ＣＮＮ（ア
メリカ）、ＣＣＴＶ（中国）など多くの海外主要メディアでも引用され、膨大な映像と次々と更新
される情報、冷静な報道に高い評価の声が寄せられた。 
「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、上記のほか、上海万博開幕（５月）、参議院選挙（７月）、尖閣諸島

沖衝突事件（９月）と映像流出問題（11 月）、ＣＯＰ10（10 月、名古屋）、北朝鮮の韓国への砲撃
（11 月）、ＡＰＥＣ（11 月、横浜）などを取り上げた。また、記者・カメラマン・アナウンサー・
現地スタッフの英語リポートや中継への出演を増やし、地域放送局からも積極的に英語リポートを
海外に発信した。「ＮＨＫワールドＴＶ」では、これに加え、定時化をめざす新番組の放送枠「NHK 
World Tryout」、中国社会紀行の「China Wow!」、それに国内番組を英語化した「猫のしっぽ カエ
ルの手」、著名人へのインタビューや討論などで日本やアジアの声を世界に発信する「ASIAN VOICES 
PLUS」、地域放送局制作番組（英語化）など多彩な番組で情報発信の強化に努めた。 
独自番組「SAMURAI SPIRIT 弓道」が、ドイツ・ワールド・メディア・フェスティバル 2010 のド

キュメンタリー部門（スポーツ）で金賞を受賞した（５月）。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
【㈱日本国際放送（ＪＩＢ）独自番組の編成によるコンテンツ充実】 

20 年４月に設立された㈱日本国際放送は、独自番組として毎週金曜の１番組（30 分×１日６回放
送）を編成し、月１本のビジネス情報番組、北海道の魅力的な観光スポットを紹介する「北海道の
四季」、瀬戸内国際シンポジウム 2010 関連番組「瀬戸内海から世界へのメッセージ」などを放送し
た。 

 
● 受信環境の整備 
 
【ＮＨＫワールドＴＶ受信可能世帯の拡大】 

４月に太平洋の Marianas Cablevision（１万世帯）で、５月にベトナムの衛星放送 VINASAT（10
万世帯）とホーチミンのケーブル局 SCTV（20 万世帯）で、12 月にシンガポールのケーブル局  
StarHub(54 万世帯)で、それぞれ再送信を開始した。今年度力を入れているハイビジョン放送につ
いても、中東、北アフリカをカバーする ARABSAT が９月から開始したほか、フランスで、IPTV の
Free（受信可能世帯数：約 300 万）が 10 月に、Orange（世帯数：約 100 万）が 11 月に放送を開始
した。また、韓国の衛星放送 SKYLIFE（約 35 万世帯）、ベトナムの衛星放送 VTC（２万世帯）、韓国
の IPTV（再配信、47 万世帯）など、広がりを見せた。 
さらに、参入条件が厳しいアメリカでも、ボストンの PBS（公共放送サービス）系列局経由で全

米に配信されるようになり、一部時間の視聴可能世帯も増加した。 

 

  
 

 
こうした取り組みの結果、世界で「ＮＨＫワールドＴＶ」の 24 時間視聴可能世帯は、１億 3,655

万世帯、一部時間視聴可能 7,700 万世帯となり、ＮＨＫのコンテンツを海外に届ける取り組みは順調
に推移している。 

受信可能世帯数とアクセス数増加の達成状況 

 
 
 

ＮＨＫワールドＴＶ視聴可能世帯数 受信環境整備地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【インターネットによる配信の充実】 

「ＮＨＫワールド・オンライン」での 16 の言語による音声ニュースは、各 10 分だったものを、４
月からすべて 15 分に拡大した。これにより項目ニュースを増やしつつ背景を解説するコーナーも入
れられるようになった。また、中国語と朝鮮語のニューステキスト配信の更新回数を倍増し、１日４
回にした。10 月には中国語動画ニュースの配信を週２本から週５本に増やした。 
iPhone 向けに開発した「ＮＨＫワールドＴＶ」用アプリケーションのダウンロードがアメリカ、香

港などを中心に急増した。特に東日本大震災発生以降 87 万件に伸び（３月末現在）、アメリカ、香港
などを中心に iPhone を通じた「ＮＨＫワールドＴＶ」の視聴が急増した。このほか、iPad 用アプリ
ケーションを開発するとともにブラックベリーなど他のスマートフォンへの展開なども進めた。 
この結果、22 年度のページビューは、ＰＣ 8,700 万、iPhone 1,100 万、累計のアクセス数は、お

よそ 9,900 万ページビューで、年度目標である 8,500 万ページビューを超えた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 25
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0（百万） 23 年度以降（予定） 

 
 

「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、開始から２年間で培われた緊急ニュース等に対する機動力や番組演出
力が、東日本大震災での長期間の安定した報道などに結びついた。23 年度も引き続き情報発信に力
を入れるとともに、英語独自番組の制作やネット展開にも積極的に取り組み、国際放送の一層の強
化を図ることで、「ＮＨＫワールドＴＶ」の視聴可能世帯数や「ＮＨＫワールド・オンライン」な
どへのアクセス数の目標達成をめざす。 

        

24時間

一部時間

2,000 2,300

6,200

7,800

9,900

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」 

 

ＮＨＫワールド・オンライン 「ＮＨＫワールド・オンライン」へのアクセス数 

NHK World Tryout「Japan Unlocked」 「SAMURAI SPIRIT 弓道」 9,900 万ページビュー

22 年度末まで 

24 時間：１億 3,655 万 
一部時間：7,700 万 

（万 PV） 

課題・今後の取り組み
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針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。 
 
 

 
地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、22 年度はデジタル中継局の建設やＮＨＫ共聴施

設のデジタル化対応を推進した。あわせて、自主共聴のデジタル化の技術支援や経費助成など
をおこなうとともに、受信障害対策共聴の個別受信化施策など、受信環境の整備に向けた各種
施策を国や民放等と連携して実施し、受信側のデジタル化を促進した。 
この結果、中継局と共聴施設を合わせた世帯カバー率は当初計画していた 99.5％（電波

97.9％・共聴 1.6％）を達成した。残りの 0.5％の世帯については、「暫定的な衛星利用による
難視聴対策」（衛星セーフティネット）を利用し、デジタル放送を全国にあまねく届ける。  
なお、３月 11 日の東日本大震災により、デジタル中継局２局（１局は仮復旧）とＮＨＫ共

聴（推計約 100 施設）が流失したが、今後地元の復興と合わせて対応を検討していく。 
 
 
● 送信設備の着実な整備、受信環境整備への支援  

① デジタル中継局の整備 

22 年４月から 12 月までに全国で 679 のデジタル中継
局を開局し、総務省が発表した全てのロードマップ中継
局 2,070 局の開局を完了した。さらに、新たな難視対策
のための中継局を 23 年３月末までに 44 局開局した。そ
の結果、累計で 2,114 局の整備が完了し、電波による世
帯カバー率は 97.9％に達した。平成 15 年の地上デジタ
ル放送開始以降、８年にわたり取り組んできた事業をス
ケジュールどおり完遂することができた。 
 

② ＮＨＫ共聴施設のデジタル化対応 

ＮＨＫが地元視聴者と共同で整備したＮＨＫ共聴
施設については、22 年度中に、デジタル化改修（944
施設）と自治体ケーブルテレビへの移行など（1,407
施設）により対応した。これに加え、セーフティネッ
トによる暫定対策を 66 施設で実施し、2,417 施設のデ
ジタル化対応を完了した。累計では 7,781 施設への対
応が完了し、進捗率は 99.8％となった。 

22 年度中に全てのＮＨＫ共聴施設の対応を完了す
る予定であったが、残り 13 施設は東日本大震災の影
響により工事が実施できない状況となっている。 

 

③ 自主共聴施設のデジタル化対応 

  自主共聴施設のデジタル化に向けた積極的な技術支援
や経費支援により、22 年度に約 4,200 施設のデジタル化
対応を完了した。累計では約１万 1,100 施設のデジタル対
応が完了し、全体の約１万 2,400 施設に対する進捗率は
90％となった。残る 10％は、自治体ケーブルへ移行予定
や改修工事中の施設である。 

   

 

 
 
 

④ 都市部における受信障害対策共聴等への対応 

受信環境のデジタル化整備のうち遅れが課題となっ
ていた都市部の受信障害対策共聴については、個別受信
化促進活動、デジタル化改修経費の新たな助成スキーム
の実施等の施策を進め、デジタル化進捗率を 97.2％まで
伸ばすことができた。23 年度もデジサポと連携し、受信
環境のデジタル化整備を促進していく。 
 

⑤ 新たな難視地区への対応など 

「衛星セーフティネット」の運用主体であるデジタル
放送推進協会（Dpa）や受託事業者の B-SAT 社に技術支
援を行うとともに、衛星セーフティネットの対象地区の
リスト作成や放送対象世帯への対応スキームの構築に
協力した。アナログ終了間際に新たに判明する難視世帯
や、デジタル化工事の遅れ等によりアナログ放送終了ま
でに移行が完了できない世帯についても対象とするよ
う、対応スキームの整理や運用指針の変更を実施した。 
また、新たな難視地区の受信側対策への経費支援とし

て、ケーブル対策助成を 3,044 件、高性能アンテナ対策
助成を 629 件実施した。 
 

● 放送やイベント等を活用したアナログ放送終了にむけた周知広報 
 

完全デジタル化１年前となる７月 24 日は、「バラエティー生活
笑百科」、「続・わが家の“地デジ”奮闘記」、ワンダー×ワンダー 
スペシャル「ほぼ完全公開！東京スカイツリー」などの地デジ関
連番組を特別編成し、好評を博した。また、年間を通して、デジ
タル放送周知広報番組「デジタルＱ」や「デジタルテレビライフ
がやってきた！」では、地デジの活用法やテレビのネットへの接
続等を取り上げ、デジタル化への適切な対処法を紹介した。 
10 月から、総合テレビ・教育テレビ・衛星第２のアナログ放送

（全国向け）で画面下の黒味部分を利用して、地デジコールセン
ターの電話番号を告知する文字スーパーの常時表示を開始した
（衛星第１は 12 月以降実施）。多摩・横浜地区などでは、個別エ
リア対策を促進するため、中継局でのスーパーも実施した。移行
半年前にあたる１月 24 日からは 24 時間常時スーパーとしたが、
東日本大震災後は、災害報道を最優先するため告知スーパーを中
止している。 

ＢＳデジタル放送の普及を促進するため、
“ＢＳデジタルどーも”を開発し、ＰＲスポ
ットへの活用や集中編成などにより積極的
に展開、大きな反響を得た。12 月には、ＢＳ
民放９社や Dpa とも連携し、ＢＳデジタル放
送 10 周年キャンペーンを展開した。 

 
   
円滑なアナログ放送終了に向け、23 年度は、デジタル未対応の残数が多い都市部の受信環境のデ

ジタル化整備を促進させるための施策を重点的に実施するとともに、より効果的な周知広報を展開
する。なお４月 20 日には、東日本大震災の影響により、岩手・宮城・福島の３県についてはアナ
ログ放送の終了を延期することが発表されたが、他の都道府県では予定通りデジタル放送への移行
を進められるよう、総力をあげて取り組んでいく。      
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針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。
 
 
 

６月に第三者委員会「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」の調査結果が公表された。 
「コストに見合う成果」を表す指標であるＶＦＭ(Value for Money)については、前回調査の 19

年度 1.66 に対し、21 年度 1.71 となり向上した。 
 

 

● 経営資源のシフト  
22 年度は、放送サービスの質をより高めるため、構造改革の推進

によって放送部門に経営資源（ヒト・モノ・カネ）をシフトし、取
材・制作体制を強化した。 
要員面では、放送の体制強化として 31 人の増員、技術・営業・事

務の体制見直しとして 71 人の減員を実施し、「本部取材・制作体制
の強化」や「海外総支局の強化」、「地域放送の充実」などを行なっ
た。 
予算では、技術・営業の経費を抑制し、報道取材や番組制作など

の放送に重点配分した。こうした取り組みにより、放送サービスの
充実が図られ、視聴者層拡大に効果を上げつつある。 
23 年度も放送部門に経営資源をシフトして放送サービスの充実を

図るとともに、効率的な体制の構築に取り組んでいく。 
      

 

● 番組制作・編成の最適化に向けた改革  
22 年度番組改定から、取材やロケ、ポストプロダクションなど制作過程ごとにかかる予算と要員

費を示したプランニング表を継続番組で導入し、番組ごとのトータルコスト管理を強化した。 
23 年度番組改定ではさらに歩みを進め、新設番組、継続番組ともに制作局・編成局の番組ではす

べてプランニング表を使用して要員とリソース、直接費をトータルコストで計画し、それを合同で
査定する形で単価策定を行った。リソース量の決定にあたっては、過去のリソース実績等の分析を
緻密に行った。加えて、今回からホームページ予算も合同査定に組み込んだ。 
これまでの改革によって、制作局・編成局の番組ではプランニング表の記入は定着した。今後は、

報道局番組と技術経費のトータルコスト化に向けて努力する。 

 

● グループ経営の最適化  
（子会社等の再編・統合）  

子会社等の再編成を取り進めるとともに、そのあり方について引き続き検討を行い、22 年４月に
国際展開分野の再編・統合を行った。具体的には、アメリカにおいて、NHK Enterprises America, Inc.
と Japan Network Group,Inc.の２社を統合し、NHK Cosmomedia America,Inc.を設立、ヨーロッパ
においては NHK Enterprises Europe Ltd.と Japan Satellite TV (Europe) Ltd.の２社を統合し、
NHK Cosmomedia (Europe) Ltd.を設立した。この結果、子会社数は 13 社となった。なお、同月、㈱
ＮＨＫエンタープライズは、ＮＨＫ番組の海外販売やＮＨＫで放送する海外番組の購入等を行って
いる ㈱国際メディア・コーポレーションを統合した。 
関連公益法人の見直しの検討も進め、22年４月に(財)ＮＨＫ交響楽団が公益財団法人に移行した。   

 

 

 

 

 

 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 

（ＮＨＫと子会社等との取り引き） 
 

ＮＨＫと子会社等の取り引きについて、番組制作関連では、子会社等と番組制作会社の競争を推
進するため、企画提案段階からの競争を導入している。企画競争比率の向上には、定時番組に育つ
可能性のある番組募集を重点的に行う必要があり、22 年度は、24 年度番組改定を見据えた「開発番
組」の企画を公募するという初の試みを行い、本体をはじめ制作プロダクションなどから合わせて
412 本の応募があった。また、ハイビジョン特集では 10 本程度を企画競争化し、都合３回の企画募
集を行い、「鴎外の恋人～百二十年の真実～」など４本の「ハイビジョン特集」を放送した。来年度
は今年度を上回る本数の「ハイビジョン特集」を企画競争化することを予定している。 
 
番組制作関連以外では、会館等の清掃業

務、外構警備業務、廃棄物処理作業などを新
たに競争契約に移行した。これらの取り組み
の結果、22 年度の競争契約率は 21 年度実績
の 37％を上回る見込みである。 
さらに、ＮＨＫと子会社の取り引きの透明

性の向上と適正化のために、監査法人に委託
して、子会社から提出された 21 年度区分経
理の決算報告と業務委託契約の原価の調査
を実施した。子会社に区分経理の精度向上へ
の意識が浸透したほか、調査結果を 23 年度
の業務委託契約の積算等に活用した。 
 
                                  

（副次収入と子会社からの配当金） 
 

22 年度の副次収入は、ＤＶＤやＣＤなどの映像・音声パッケージ商品の売上減や自治体等からの
イベント受注減、出版不況等の影響で、年間目標の 105 億円を下回って 85 億円にとどまる見込みと
なった。21 年度決算に基づく子会社の配当額は、目標の 25 億円を上回って 29 億円(うちＮＨＫ受
取配当金 17 億円)となった。18 年度からの５年間で、子会社が実施した配当は総額 216 億円で、こ
のうちＮＨＫの受取配当金は 143 億円となり、ＮＨＫ財政に大きく貢献している。 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 年度は、完全デジタル化を迎える中で、現経営計画の最終年度として、21、22 年度に引き続き、
限られた経営資源を各部門の重要事項や取材・制作現場等にシフトする構造改革を進めていく。報
道・ジャーナリズムの強化や地域の取材・制作体制の強化など放送充実に向けたシフトを行う。 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針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。
 
 
   

地域スタッフのさらなるパワーシフトなどにより契約・収納活動を強化した結果、22 年度末の支
払率は、年間目標を 0.2 ポイント上回る 73.6％（推計）となった。しかし、営業経費率は、契約・
収納活動の強化に向けた各種施策を実施したことや取次数の増加による手数料の増などから、22 年
度末で昨年度と同じ 11.9％程度になる見込みとなり、年間目標の 11.4％には至らなかった。 

    
● 受信料の契約増加と収入確保  

契約総数は、訪問集金廃止後の新たな契約・収納体制の一層の定着と強化を図り、契約増加をめ
ざしたさまざまな施策に取り組んだ結果、年間増加目標の 35 万件に対して 46 万件の増加となり、
22 年度末の契約総数は 3,731 万件となった。 

 
衛星契約は、デジタル受信機の普及に伴い、衛星契約への変更を勧奨する活動を強化したことや

電器店・量販店やケーブルテレビ事業者との連携強化に取り組んだことなどから、年間増加目標の
65 万件に対して 87 万件の増加となり、22 年度末の衛星契約数は 1,543 万件となった。 

 
未収削減については、民事手続きの活用や地域スタッフのパワーシフト、電話・郵便による支払

請求を強化した結果、年間削減目標の 20 万件に対して 27 万件の削減となり、22 年度末の未収件数
は 204 万件となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一方、22 年度予算の受信料収入 6,550 億円は、21 年度の実績に比べ 107 億円増であったが、22
年度末では 155 億円増の 6,598 億円になる見込みとなった。 

 
なお、当初 15 万件と見込んでいた全額免除の増加件数（有料契約から無料契約への切り替え）は、

長引く景気低迷の影響もあり、見込みを上回る 18 万件となった。 
 

4 検証ポイント 年間総括   

 
  
● 支払率向上の主な取り組み  

（１） 地域スタッフのパワーシフト 
訪問集金の廃止（20 年 10 月）に伴い、22 年度は地域スタッフを 5,100 人から 4,700 人に削減し

て効率化を図るとともに、従来の収納業務から契約・未収対策に一層パワーシフトした。 
この結果、地域スタッフ１人当たりの契約取次数は、契約総数が対前年度比 103％、衛星契約が

対前年度比 117％となり、着実にパワーシフトの効果が表れている。 
 

（２） 外部委託の推進 
民間の法人等の外部パワーを活用した活動の強化と営業経費の削減をめざし、21 年２月から開始

した公開競争入札による業務委託は、順次実施地域を拡大し、23 年度初頭からは全国 15 地域にお
いて実施する。また、21 年６月から開始した小規模な地域を担当し契約・収納業務を行うエリア型
の法人委託は、ＮＨＫの公開ホームページを活用した募集や地域拠点局ごとの独自の開発により、
23 年度初頭からは全国 70 地域において実施する。 

 
（３） 事業所割引や業界団体取りまとめの活用 
21 年２月から開始した事業所割引制度の適用件数は、22 年度に 16 万件増加し、これまでの累計

で 119 万件となった。今後は、テレビ設置台数に対する契約率が低い事業所への契約勧奨を強化し
ていく。また、21 年４月から開始したホテル・旅館の宿泊業界５団体および 21 年 10 月から開始し
た病院向けテレビリース事業者の団体による取りまとめの件数は、22 年度に 11 万件増加し、これ
までの累計で 43 万件となった。 

 
（４） 未収者や未契約者への民事手続き 
支払いが滞っている契約者への支払督促の申立てについては、22 年度末までに全都道府県で実施

し、総件数が 1,591 件となった。また、受信料特別対策センターへ対応窓口を変更する手続きにつ
いては、22 年度 5,033 件実施し、これまでの実施件数は累計で１万 93 件となった。 
未契約者に対する民事手続きについては、22 年４月に未契約の事業所１件に対して、受信契約の

締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起したほか、22 年 12 月には未契約の世帯２件に対し
て民事訴訟の実施予告をおこなった。その結果、いずれも契約の締結と支払いに応じていただいた。 

 
（５） 衛星デジタル放送のメッセージ機能の活用強化 
21 年度から実施しているメッセージ表示内容の改善や消去受付体制の強化により、メッセージの

応答率が高まり、消去受付件数が増加した。22 年度の電話による受付件数は、前年度比 75％増加し
て 307 万件、ホームページによる受付件数は、前年度比 53％増加して 109 万件となった。 
22 年 12 月からは、受信機設置の連絡があった後、一定期間を経てもなお衛星契約の届け出がな

い場合、契約案内メッセージを表示する運用を開始した。 
 

（６） 受信料の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み 
20 年度から実施している「受信料の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」に

ついては、22 年度においても全役職員が一丸となってさまざまな施策に取り組んだ。 
 
● 東日本大震災に伴う受信料免除  

東日本大震災に伴う受信料免除については、被害の大きさ等を総合的に勘案し、災害救助法の適
用地域において、半壊、半焼又は床上浸水以上という従来の免除の対象に加え、災害対策基本法に
もとづく避難勧告等を１か月以上にわたり受けた方を対象とした上で、免除期間については通常の
２か月間を６か月間に延長し実施することとした。（３月 16 日総務大臣に申請・承認） 

 
  
23 年度は、３か年経営計画で掲げた受信料支払率 75％の達成に向けて、新たな契約・収納体制の

一層の定着・強化や法人委託の拡大による契約開発の促進などに全力で取り組んでいく。 
７月の完全デジタル化にあたっては、周知広報活動の推進や視聴者対応体制の整備、適切な視聴

者対応の実施など、デジタル化への円滑な移行に取り組んでいく。 

 

受信料の支払率向上と営業経費率縮減の達成状況 

≪契約増加件数等の進捗状況≫ （万件） 

年間目標 実績 達成率 年間目標 実績 達成率

30 23  76% 35 46 131% 3,731 

   衛星契約 60 69 116% 65 87 135% 1,543 

△ 25 △ 12 - △ 20 △ 27 - 204 

現在数

 契約総数

 未収削減

区　分
21年度末 22年度末

≪契約総数と衛星契約の推移≫ 

3,662

3,618 3,618
3,640

3,662
3,6853,690

3,731

3,300

3,350

3,400

3,450

3,500

3,550

3,600

3,650

3,700

3,750

3,800

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

 契約総数

1,194

1,229
1,247

1,284

1,334

1,387

1,456

1,543

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

 衛星契約

（万件） 
（万件） 

課題・今後の取り組み

（年度） （年度） 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針９）環境経営に着実に取り組みます。  
 

 
 
地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題をニュース・番組・イベントなどで積極的に取り

上げるとともに、ＮＨＫ自らも排出するＣＯ₂削減をめざして環境経営に着実に取り組んだ。24 年
度にエネルギー消費原単位(ＣＯ₂総排出量/有形固定資産総額)を基準年の 18 年度比で 12％改善す
る目標に対して、22 年度は７％改善する見込となった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

● 放送やイベントによる環境問題への取り組み 

22 年は国連が定めた「国際生物多様性年」にあたり、ＮＨＫでは前年度に引き続き「地球エコ 環
境キャンペーン」に取り組み、その一環として環境特集番組「ＳＡＶＥ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」を
６月と 10 月に放送した。６月は「いきものピンチ！ＳＯＳ生物多様性」を放送し、生物多様性につ
いて楽しく分かりやすく伝えた。 
10月には、名古屋で世界 177の国と地域が参加したＣＯＰ10(生物多様性条約第 10回締約国会議）

が開かれ、総合テレビで会場からの中継を中心にのべ７時間にわたり放送し、いきものといかに共
存するかについて楽しくわかりやすく伝えた。 
また、４月から環境情報専門の動画ポータルサイト「ＮＨＫエコチャンネル」を開設し、ＮＨＫ

ならではの豊富な映像から選りすぐったビデオクリップや、ゲーム感覚で環境について楽しく学べ
るコーナーなどのコンテンツを用意した。 
このほかにも、地球温暖化問題をはじめ、産業廃棄物、自然や動植物の保護、リサイクル、省エ

ネ対策など、数多くの課題をニュースや番組で取り上げた。 
これらの取り組みは、「ＮＨＫにふさわしい番組だ」「継続して取材し放送していることに意味が

ある」などの声が寄せられるなど、視聴者の関心に応えるとともに、環境問題を身近に感じていた
だくことができた。 

 
 
 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 
● エネルギー消費量、事業系廃棄物の削減 
 

「ＮＨＫ環境自主行動計画」のアクションプランに基づき、「放送休止・停波時間の拡大」「省エ
ネ管理システムの導入」「放送センター・放送局の太陽光発電システムの設置」「新放送会館の省エ
ネ化」など、自ら排出するＣＯ₂や事業系廃棄物の削減にも積極的に取り組んだ。  
（放送休止・停波時間の拡大) 

教育テレビとラジオ第２で夜間の放送休止時間を拡大するとともに、放送休止時間帯の停波をア
ナログ教育テレビで 1 日あたり２分拡大し２時間 23 分、ラジオ第２で 20 分拡大し４時間 56 分実
施した。デジタル教育テレビも東名阪エリアで放送休止時間帯の停波時間帯を拡大した。  
（省エネ管理システム) 
省エネ管理システムは、東京・放送センターや放送局の主な電力量の使用状況を把握し、「見える

化」によって省エネを推進するもので、新放送会館建設にあわせて整備する千葉放送局と甲府放送
局を除く全国すべての放送局で運用できるようにした。本部での一元管理により、ＮＨＫ全体の効
果的な省エネ施策を推進している。  
（太陽光発電システム) 

21 年度から３年かけて東京・放送センターに 240kW の発電システム
を整備している。22 年度までに 170kW の工事が完了した。また、９放
送局で 10kW 発電システムの整備を完了した。今後さらに、菖蒲久喜ラ
ジオ放送所に大規模な太陽光発電システムを導入する。  
（排気ガスゼロの小型中継車（ＥＶ－１）) 
市販の電気自動車をベースに、連続して約２時間の放送中継が可能な排気ガスゼロの小型中継車

を開発・導入した。住宅や商店街でも、排気ガスやエンジン音のない、クリーンで静かな中継が可
能となった。10 月以降、イベントでの展示や実際の中継に活用されている。  
（新放送会館の省エネ化) 
11月に新会館としてオープンした横浜放送局では太陽光発電システムや外気活用などの自然エネ

ルギー利用、屋上・敷地内緑化、空調制御技術の導入など環境に配慮した省エネ設備を積極的に導
入した。千葉放送局（23 年 11 月運用開始予定)と甲府放送局（24 年度運用開始予定)の新会館は、
ＣＯ₂排出量の 30％削減をめざして取り組んでいる。  
（事業系廃棄物の削減) 
番組セット機材の共有化やイベントセットを繰り返し使用する取り組みや、コピー用紙の使用抑

止やダンボール箱の再利用等による紙ごみの発生抑止に努めているが、東京・放送センターの総廃
棄物は前年度に比べて 7.5％増加の 2,090 トン、紙ごみは 3.7％減の 830 トンとなった。  
（東日本大震災による節電対応) 

３月、東京電力管内の電力の緊急逼迫による計画停電の要請を受け、不要不急の電力使用を抑制
した。これにより平日の平均電気使用量は震災前に比べ 10％減り、一日当たり約３万 kWh の減少と
なった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＣＯ2排出削減の達成状況 

0.229

0.235

0.240

0.245

0.251

0.243

0.248

0.252

0.261

１８年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

目標 実績

(１８年度）
基準年

目標
12％
改善

エネルギー
消費原単位

＝
CO2総排出量

有形固定資産総額

７％
改善

（見込）

省エネ管理システム 

LED 照明器具を全面導入したスタジオ 

小型中継車（ＥＶ－１） 太陽光発電システム   （放送センター） （横浜放送局）

      
22 年度の環境活動を取りまとめた「ＮＨＫ環境報告書 2011」を 23 年７月(予定)に発行し、ホー

ムページに掲載するなど視聴者への情報開示に努める。23 年度も全局的に「環境経営強化月間」と
して、渋谷・放送センターで「環境経営セミナー」や「環境経営特別展」を実施し、職員の環境経
営に対する意識向上を図る。 
電力需要の逼迫する夏に向けて、放送機能の確保を第一とし、節電施策を検討していく。   

ＮＨＫエコチャンネル

課題・今後の取り組み

「いきものピンチ！SOS 生物多様性」 
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平成 23 年３月 11 日（金）午後２時 46 分ごろ、東北地方沖の太平洋を震源に、

国内観測史上最大のマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生。東北の太平洋側は、最

大震度７の激しい揺れと 10 メートルを超える大津波に襲われた。広範囲にわたる

甚大な被害、多数の死者・行方不明者、原子力発電所での重大事故など、未曾有の

災害にあたり、ＮＨＫは国民の生命と財産を守り公共放送としての使命を果たすた

め、総力をあげて震災報道に取り組んだ。 

東日本大震災への対応 

 

  

  
 
 
 
 

4 第４四半期の執行状況 
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東日本大震災への対応（１か月のまとめ） 

 
平成 23 年３月 11 日（金）午後２時 46 分ごろ、東北地方沖の太平洋を震源に、国内観測史上

大のマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生。東北の太平洋側は、 大震度７の激しい揺れと 10 メ
ートルを超える大津波に襲われ、甚大な被害が出た。さらに午後７時半すぎ、政府は、東京電力の
福島第一原子力発電所について原子力災害対策特別措置法に基づく「原子力緊急事態」を宣言、午
後９時 20 分すぎには周辺住民に避難指示を出した。電源がすべて失われて原子炉を冷却できなく
なったため、その後原子炉建屋で爆発や火災が起きたり、放射性物質が外部に放出されるなど深刻
な事態が続いている。 
地震発生から１か月が経過した４月 11 日時点で、死亡

が確認された人は１万 3,000 人あまり、警察に届け出が
あった行方不明者と合わせると２万 7,000 人を超えてい
る。避難した人は一時 45 万人を超え、ライフラインの寸
断や燃料不足によって支援物資の輸送が滞り、厳しい避
難生活を強いられた。４月 11 日時点でも 15 万人以上が
避難所で生活を続けている。 

こうした未曾有の災害にあたり、ＮＨＫは、国民の生
命と財産を守り公共放送としての使命を果たすため、総
力をあげて震災報道に取り組んだ。 

 

● 全局体制で取り組んだ震災報道 
 
  地震発生後直ちに、テレビ・ラジオ全８波で緊急地震速報を伝えた。発生から２分後の午後２時
48 分からは、全８波で地震と津波に関する報道を開始し、午後６時台には教育テレビとＦＭで安否
情報を伝えた。その後３日間は、すべてのチャンネルで震災報道に徹し、総合テレビ・衛星第１・
ラジオ第１では１週間、24 時間体制で震災報道を継続した。 
発生から２日後の 13 日（日）午後８時 30 分からは、それまでの取材内容をせき止めた「ＮＨＫ

スペシャル」を２時間にわたって放送。被災地の状況、地震発生のメカニズム、福島原発の事故な
どについて詳しく伝えた。 

  地震発生直後から、本部と各地の放送局の記者、カメラマン、ディレクター、アナウンサーなど
600 人を超える職員を、被災地域にある放送局や現場に派遣するとともに、ヘリコプター４機、衛星
中継車 17 台を投入した。また関連団体も大規模な応援派遣を行い、ＮＨＫグループとして 大限の
体制を敷いて震災報道にあたった。 

 
午後２時 46 分ごろ 地震発生 

      46 分 50 秒 緊急地震速報 全８波 

       48 分 17 秒～ ニュース 全８波 

     49 分 大津波警報 

６時 45 分～ 教育テレビ・ＦＭで「安否情報」 

７時 10 分～ 教育テレビ（デジタル）で「安否データ放送」 

７時 30 分～ 衛星ハイビジョンで「安否データ放送」 

3/11(金) 

７時 30 分すぎ 「原子力緊急事態」宣言 

12(土) 午後４時 20 分～ 衛星第１で「生活情報」 

13(日) 午後８時 30 分～ 「ＮＨＫスペシャル 緊急報告 東北関東大震災」 
 

３月 14 日（月）から 18 日（金）は、次のような編成方針に基づき震災報道を継続した。  
総合・衛星第１ 地震関連ニュース、番組 
教育・衛星第２ 安否情報、生活情報、幼児番組、障害者向け番組 

衛星ハイビジョン 定時編成 

ラジオ第１ 地震関連ニュースと情報 

ラジオ第２ 定時編成 

ＦＭ 安否情報、地震関連ニュースと情報 
   

３月 19 日（土）以降、定時番組の放送を段階的に再開したが、総合テレビを中心に震災報道に重
点を置いた放送を継続した。総合テレビで全国放送した震災関連のニュースや番組は地震発生から
３月末までで 428 時間 24 分、１か月で 571 時間 52 分にのぼった。（平成７年に発生した阪神・淡路
大震災の際は、１か月で 273 時間 15 分） 

 

 
 

● 地震発生から１週間の取り組み 

 

     

3/11（金） 3/12（土） 3/13（日） 3/14（月） 3/15（火） 3/16（水） 3/17（木） 3/18（金）

総合
（ＧＴＶ）

衛星ハイビジョン
（ＢＳ ｈｉ）

サービス
震災時対応

放送

国際放送

ＦＭ

ラジオ第２
（Ｒ２）

ラジオ第１
（Ｒ１）

衛星第２
（ＢＳ２）

衛星第１
（ＢＳ１）

教育
（ＥＴＶ）

２４時間体制で震災報道

外国語副音声

Ｇスルー（安否情報以外）

（Ｇスルー）

一部定時放送

生活情報

（Ｇスルー）

（Ｇスルー） （Ｅスルー）

震災報道 定時放送（震災関連中心）

多言語放送

（Ｒ１スルー）

（Ｅスルー・安否情報）

ほぼ全ての時間、地震関連のニュースや番組を放送

安否情報

定時放送

生活情報

（Ｅスルー・安否情報）

定時放送

多言語放送

避難者情報

（Ｅスルー・避難者情報）

全８波で震災報道（３月１１日） 

Ｇ・Ｓ１・Ｒ１は、24時間体制で震災報道を継続 
Ｅ・Ｓ２・ＦＭは、安否情報、生活情報等を中心に伝えた ３日間は震災報道に徹した 〔放送サービス〕

※スルー ＝ 同時に同内容を放送 

〔補完放送・放送外サービス〕

ＮＨＫオンライン

ＰＣ＆携帯

ストリーミング

ツイッター

ニコニコ生放送

ヤフー

ユーストリーム

グーグル

総合
（ＧＴＶ）

ＷＥＢ
（外部）

データ
放送

ＷＥＢ
（ＮＨＫ）

教育
（ＥＴＶ）

衛星ハイビジョン
（ＢＳhi）

地震・津波情報、ライフライン情報の提供（ローカル対応含む）

安否情報

安否情報

※(BShi)一部除き通常ｻｰﾋﾞｽ再開→

　　　　　　　　　　各放送局による災害情報提供

青森・盛岡・仙台・福島ｹｰﾀｲﾆｭｰｽ

※15：40頃トップ画面を緊急ページへ ※首都圏HPで原発・計画停電等の関連情報開始

Ｒ１のライブストリーミング

出稿部・番組等の公式アカウントからの災害情報提供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＧＴＶ配信

　　　　　　　　　　 ＮＨＫワールドＴＶ配信

　　　　　　　ＧＴＶ配信

　　ＥＴＶ安否情報・生活情報配信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GTV配信

　　　　　　　　　　　　　ＮＨＫワールドＴＶ配信

安否情報の共有
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 ２ 経営２目標の達成状況   

 
  
● 安否情報 
 

被災した方々の安否を伝える「安否情報」の放送は、地震が起きた３月 11 日から 18 日まで実施
した。教育テレビとＦＭ、デジタル教育テレビと衛星ハイビジョンのデータ放送、さらに 14 日から
は衛星第２でも伝えた。放送時間（教育テレビ）は約 57 時間、紹介した安否情報は約１万件にのぼ
った。16 日からは「安否情報」の一環として、ＮＨＫが避難所に設置した「避難者伝言ポスト」（安
否伝言ポスト）に寄せられたメッセージを紹介。デジタル教育テレビのデータ放送には、名前の検
索機能をつけた。  
またグーグル社の「消息情報」（パーソンファインダー）と連動させることにより、ＮＨＫのホー

ムページでも名前の検索を可能にした。東京と大阪に電話受付センターを設け、被災地からの情報
や家族や親類を心配する声を受け取って安否情報として登録し、視聴者のみなさまからの問合せに
対応した。３月 16 日から 22 日までは、避難所に避難している方々の名簿を伝える放送を行った。
各県から提供される名簿を点検した上で放送するもので、ＮＨＫでは初めてこうした放送を本格的
に実施し、ホームページからも検索できるようにした。 

 

●生活情報  
   

避難所、給水、医療機関、交通などの「生活情報」については、３月 12 日から衛星第１で随時放
送を始め、14 日から 18 日までの間は、教育テレビと衛星第２で午前５時から深夜０時まで放送し、
市民生活の安定に役立つ情報をお届けした。また、東北各県の放送局が本部に情報を送り、教育テ
レビと衛星第１で「生活情報」として地域向けに放送した。その後も、さまざまな番組の中で「生
活情報」をお伝えしている。 

東京電力の「計画停電」については、首都圏で生活
している方々への影響が大きいことから、停電の計画
地域と時間を含め、できるだけきめ細かく伝えた。さ
らに、ＮＨＫのホームページとＮＨＫケータイのトッ
プページに「計画停電」のバナーを設け、時々刻々変
わる情報に対応しながら鉄道運行への影響や安全情報
の提供を行った。 

 

● 障害のある方々に向けた放送 
 

障害のある方々に向けた放送については、発生当日の午後３時台のニュースに字幕を付けて放送
し、その後も震災関連のニュースはできる限り字幕を付けて放送を行った。15 日からは、午後３時
台のニュースについて音声の自動認識システム（字幕発生装置）を活用。11 日から 17 日までの１週
間で通常の約２倍にあたる約 41 時間に字幕を付与した。 

また、教育テレビの「ＮＨＫ手話ニュース」の放送枠
を拡大したり特設枠を設けたりしたほか、首相官邸での
記者会見中継では、会見場の手話通訳者の映像を画面の
中に入れて伝えた。このほか「福祉ネットワーク」では、
障害のある方々向けの災害情報を放送枠を拡大して伝え
たほか、３月 16 日からは「あさイチ」「ＮＨＫスペシャ
ル」「クローズアップ現代」等でも字幕を付けた放送を実
施した。 

 

● 国内の外国人の方に向けた放送 
 

日本に住んでいる外国人の方に向けても、震災関連の情報をできる限り提供するよう努めた。「Ｎ
ＨＫニュース おはよう日本」、正午の「ニュース」、「ＮＨＫニュース７」、「ニュースウオッチ９」
については英語の同時通訳による２か国語放送を行い、それ以外の時間帯は英語による外国人向け
テレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」の音声を活用して情報を伝えた。また「ＮＨＫワールドＴ
Ｖ」の番組放送を希望する国内のケーブル局に対しては、緊急措置として、正式契約を待たなくて
も提供できることにした。これにより３月末までに約 170 局が放送を開始した。ＮＨＫのホームペ
ージ「ＮＨＫオンライン」でも、「ＮＨＫワールドＴＶ」を配信した。 

 

 

 
● 震災関連番組   
  ３月 19 日以降、定時番組を段階的に再開した後も、「ＮＨＫニュース７」「ニュースウオッチ９」
などのニュース番組は、放送枠を拡大し、被災地の状況や原発事故の 新情報をはじめ国内外の動
きを連日詳しく伝えた。そのほか、「ＮＨＫスペシャル」は毎週震災をテーマに放送し、被害の実態、
地震や津波のメカニズム、支援物資の輸送の問題、被災地の医療、原発事故など、多角的な視点か
ら伝えた。「クローズアップ現代」は、放送時間を 43 分に拡大し、被災者の心の傷、被災した子ど
ものケア、生活再建などの課題を連日取り上げた。「あさイチ」は、３月 14 日から約１か月にわた
って「震災特集」を組み、視聴者からのファクスやメールをもとに、被災地で何が求められている
か、被災地以外の人に何ができるのか、専門家を交えて伝えたほか、避難所での健康管理など、生
活に関わりの深いテーマを中心に放送した。また、日本で活躍するミュージシャンが、被災した方々
に向けて歌とメッセージを届ける「歌でつなごう～被災者のみなさんへ～」を随時放送するなど、
さまざまな番組を通して震災関連の報道や被災地に向けた情報発信を続けている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 国際放送   

外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」
（24 時間受信可能世帯数：１億 3,655 万世帯）では、
地震発生直後からほぼ全ての時間にわたって震災関連
のニュースを放送した。毎正時の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」
で震災関連の情報を伝えたほか、「ＮＨＫニュース７」
や「ニュースウオッチ９」の２か国語放送の活用、同
時通訳による総理大臣官邸や東京電力での記者会見の
生中継、さらに同時通訳による「ＮＨＫニュース おは
よう日本」（７時台）、正午の「ニュース」、「ＮＨＫス
ペシャル」などの番組も編成し、重要な情報が国内と
ほぼ同時に伝わるよう努めた。 
また、「ＮＨＫワールドＴＶ」は、国際放送のホームページ「ＮＨＫワールド・オンライン」によ

る配信に加えて、各国の国際チャンネルを集めたポータルサイト「Livestation」や「ユーストリー
ム」「ニコニコ生放送」などの動画共有サービスを通じて、ライブストリーミングで配信した。 
 

ＢＢＣ（イギリス）、ＣＮＮ（アメリカ）、ＣＣＴＶ（中
国）など世界の主要国際チャンネルが連日のように「ＮＨＫ
ワールドＴＶ」を引用したり映像を活用し、海外のメディア
からは「ＮＨＫには災害報道のノウハウが蓄積されていて、
危機的な状況であればあるほど真価を発揮する」（韓国ＫＢ
Ｓ）「ＮＨＫは人々が冷静を保てるような報道を心がけてい
る。災害情報を知るためには も適していると言われるゆえ
んだ」（ワシントンポスト紙）など、高い評価を得た。 

 
 

ＮＨＫスペシャル 

「緊急報告 東北関東大震災」 

「クローズアップ現代」 「あさイチ」 

ＮＨＫワールドＴＶ 

「ＮＨＫ手話ニュース」 

ＢＢＣ 
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 ２ 経営２目標の達成状況   

 
  
● インターネットの活用   

今回ＮＨＫでは、地震発生直後から、インターネットを活用した情報提供に積極的に取り組んだ。
ＮＨＫオンラインのトップページを特別編集し、災害関連情報に特化して情報を提供。また、全国
の放送局が「災害特設ページ」を開設し、ＮＨＫオンラインとＮＨＫケータイで地域向けの交通情
報やライフライン、避難情報などを伝えた。開設した局は 38 局にのぼった。 
さらに、被災地をはじめテレビをご

覧になれない多くの方々に、生命・財
産に関わる情報を迅速にお届けするた
め、今回初めて、特別措置として、地
震発生当日から３月25日まで総合テレ
ビのライブストリーミングを実施し、
外部動画提供サイトの「ユーストリー
ム」「ニコニコ生放送」「ヤフー」で配
信した。また、14 日から 18 日まで、安
否情報を放送している教育テレビを
「ヤフー」で配信した。 
ラジオ第１も、ＮＨＫオンラインで

初めて同時に聞けるようにしたほか、
「ＮＨＫワールドＴＶ」を「ユースト
リーム」「ニコニコ生放送」を通じてラ
イブストリーミングで配信した。総合
テレビのインターネットを通じた視聴
は、３月末時点での推計で、のべ 3,630
万回にのぼった。 

 
● 東京電力福島第一原発事故の報道  

原子力発電所の事故は、人間の五感では直接とらえられない放射能が脅威となることから、ＮＨ
Ｋでは「新放送ガイドライン」の中で「正確な情報を迅速に、しかもわかりやすく伝える必要があ
る」としている。 
 今回の事故は事態が深刻であるばかりでなく、状況が刻々と変化するため、正確・迅速かつわか
りやすい情報を伝えることが特に求められた。そのためＮＨＫでは、原子力発電所に詳しい記者や
解説委員、専門家を交え、精緻な模型やＣＧなどを用いながら、原発の仕組みや被害の状況、専門
用語の意味などについて、わかりやすく丁寧に伝えた。政府や東京電力などの記者会見については、
いつでも中継できる態勢をとり、発表された内容をスタジオで詳しく分析しながら、事態の推移を
切れ目なく放送した。 
日々発表される大気中の放射線量、農産物や水産物、水道などから検出される放射線量について

は、どの程度人体に影響を及ぼすのかなど、視聴者にわかりやすく正確に伝えるとともに、生活面
での注意事項についてもきめ細かく伝えた。 
取材にあたっては、原発周辺の避難指示地域には立ち入らない、そうした地域以外でも線量計を

携帯して取材し一定の数値を超えた場合は退避することや、風向きに注意することなどを取材者に
周知徹底した。中継車などが現場に近づけない状況が続いたため、30 キロ以上離れた地点からヘリ
コプターによる取材を行い、高倍率レンズ付きのハイビジョンカメラに加え、画像揺れ補正装置や
映像鮮明化装置などさまざまな技術を駆使することで、原発の様子を克明に伝えた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
● 被災地での地域放送  

被災地の各放送局は、地震発生以降、きめ細かい地域情報の提供に努めた。 
全国放送を通じたものとしては、東北各県の放送局が「あさイチ」「ＮＨＫニュース７」「ニュー

スウオッチ９」の中で各局リレーで地域情報を伝えたほか、各放送局が本部に送った情報を教育テ
レビと衛星第１で「生活情報」として地域向けに放送した。 
 地域向けの放送では、各局が地域の状況にあわせた独自の放送、情報提供を行った。 
（地震発生から１週間の各局の主な取り組みは以下のとおり。） 

 
（仙台局） 
 地震の揺れで、放送会館の壁が一部崩落したり亀裂が発生するなどの被害を受けた。また水道、
ガスの供給が止まり、水や食料も不足する厳しい状況の中、ブロック全体や県域向けにローカル放
送の枠を大幅に拡大して被害の状況や避難所情報、生活情報などを伝え続けた。 
 

◇ 午前６時台・７時台・午後 0時台・午後８時台…５分（定時枠） 
        ◇ 午後６時台…ローカル枠拡大 
        ◇ 日中の時間を中心に、ブロックまた

は県域で随時、独自編成 
        ◇ 午前 11 時台・午後５時台にブロック 

向けの「生活情報」（16 日～） 
 

◇ 随時、全国放送から地域放送に切り 
替え、ローカルニュースと生活情報 

 
（盛岡局） 

       ◇ 午後６時台…30 分 
        被災地の状況や救援物資の輸送状況などをきめ細かく報道  

       ◇ ほとんどの時間帯で地域向けの生活情報（重大な事案は全国放送） 
 
（福島局） 

地震や津波による被害の情報に加え、深刻な事態とな
った福島第一原発の状況や各地の放射線量などを詳し
く伝えた。県の災害対策本部には 24 時間の中継体制を
とり、情報をいつでも伝えられるようにした。また県外
に避難している方々も多いことから、県域のラジオ放送
をインターネットのオンデマンドサービスで提供した。 

 
  ◇ 毎正時前の５分間でローカルニュース（原発や避難状況など） 

         原発に関する県の会見などを放送するため、随時、全国放送から県域に切り替え 
 ◇ 随時、避難所からの電話中継や、放射線専門家などへの電話インタビュー等を

交えて生活関連情報を放送  
（青森局） 
         ◇ 午後６時台…ローカル放送枠の拡大  

        ◇ 毎正時までの 15～20 分間、ローカルニュースと生活情報 
 
（水戸局） 
          ◇ 午前６時台・７時台…５分 午前 11 時台…３分 午後 0時台…５分 

午後６時台…13 分 午後８時台…５分 （いずれも定時枠） 
           県内の被害状況や避難生活の状況などを伝えた  
         ◇ ローカルの定時放送枠で地震関連のニュースと生活情報など 
 
３月 19 日以降、全国放送は通常の編成に近くなったが、東北ブロックでは、「連続テレビ小説」

「大河ドラマ」以外の一般番組の時間帯を地域放送枠とし地域向けの情報を伝え続けた。 
デジタル総合テレビのデータ放送でも、各放送局が地域の 新ニュースや、医療・交通などライ

フラインの情報提供を行ったほか、被害の大きかった青森・盛岡・仙台・福島の各局ニュースをＮ
ＨＫケータイで提供した。 

  

福島局ＨＰ 

「県内向け 

ラジオニュース 

・生活情報」 

T V 

RADIO 

T V 
RADIO 

T V 

RADIO 

T V 

RADIO 

ニュース速報 

安否情報確認ツール

T V 

震災関連情報 

義援金受付 

インターネット放送配信 
RADIO 

避難者名簿検索

被災地からのリポート（仙台局） 

ＮＨＫオンライン 
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 ２ 経営２目標の達成状況   

 

 
また各局のホームページでも、生活情報や避難所に関する情報を集めた「東北ライフライン情報」、

被災地で役立つ知恵や応援メッセージなどをやりとりする「リエゾン被災人」（阪神・淡路大震災か
ら 15 年をきっかけに開設）などのバナーを設けたほか、ローカルニュース（録画）を動画で見られ
るようにするなどの取り組みを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
● 取材・放送体制     

地震が発生した３月 11 日から、本部と各放送局の記者、カメラマン、ディレクター、アナウン
サーなどを派遣し、600 人を超える応援者が被災地で取材や中継にあたった。一方、東京の放送セ
ンターへも全国から応援体制を組んだ。 
物資や燃料が不足している現地局や被災地に入って取材・制作業務にあたる要員を支えるため、

東京の本部に「ロジスティクスプロジェクト」を設置し、全局的な支援体制を立ち上げた。食料や
生活物資、燃料の確保に努め、震災関連の放送に支障が出ないよう万全を期した。 

被災者への取材について、ＮＨＫは「新放送ガイドライン」の中で、プライバシーに配慮するこ
とを基本とすることを定めている。取材にあたっては被災した方々の心情に配慮し、不快感を与え
ないよう心がけた。現地では窮状を訴え、支援を求める被災者も多く、こうした声を行政やボラン
ティア団体に届けるためにも、いま何が必要とされているかを意識し、きめ細かい報道を心がけた。 

 
● 関係施設への被害    

今回の地震では仙台局、郡山支局の会館や放送所の局舎に崩
落、亀裂などが発生した。また、中継放送所のアンテナ取付柱
の折損も発生した。 

  東京タワーでは送信アンテナ取付柱が曲がり、ＮＨＫのアナ
ログテレビ放送用の送信アンテナの一部に不具合が生じ、画質
不良が発生した。そのため、３月 11 日の午後５時 15 分ごろか
ら送信電力を半分にして減力放送（通常の４分の１）を実施し
た。16 日に補強工事を行ったが、アンテナの不具合は改善で
きていないため、引き続き減力放送を行っている。多少電波の
強度が下がったものの受信は継続できている。 
地震発生と同時に大規模な停電が発生し、東北・関東地域の８つの放送会館、テレビおよびラジ

オの放送所多数が一時停電した。放送会館や基幹放送所などでは、燃料確保を行ないつつ自家発電
装置やバッテリーによるバックアップ電源で放送を継続できたが、設備の被災や停電によりデジタ
ル・アナログ中継局あわせて約 530 局の中継局で停波が発生した。その後の設備復旧作業や電力回
復の結果、３月末時点で停波中は 19 局、４月 14 日時点で７局まで減少した。 

 

 

 
地震で発生した大津波により、東北・関東地域で２つの中継放送所が流失（１局は仮復旧）し、

ＮＨＫ共聴施設も約 100 施設が流失したと推定される。今後は、地元の復興にあわせて、被災者の
方々と相談しながら、対応策を検討していく。 

 
● 被災地や被災者への支援活動  
（避難所へのテレビ・ラジオの設置） 
 避難所に避難している方々の情報入手手段を確保するため、
避難所を訪問しテレビを設置する活動を行った。３月 12 日か
ら現地調査を行うとともに、受信機メーカーから提供を受けた
テレビの設置を開始し、地震発生から１か月間で 436 か所の避
難所に設置した。またラジオ受信機については、経済産業省や
量販店から提供を受け、8,700 台あまりを配付した。  

（義援金活動） 
 ＮＨＫでは、３月 14 日から被災された方々に向け、中央共同募金会、日本赤十字社、ＮＨＫ厚
生文化事業団とともに義援金の受付を開始した。受付期間は今年９月 30 日までで、全国のＮＨＫ
放送局の窓口などで受け付けている。地震発生から１か月の間にＮＨＫの窓口に寄せられた義援金
は、２万 3,000 件あまり、約 12 億 8,000 万円となっている。 

 
● ＮＨＫの報道に対する視聴者からの反響   

東日本大震災の報道について、「ＮＨＫふれあいセンター」に寄せられた視聴者のみなさまからの
ご意見・お問い合せは、３月末までに約６万 2,000 件にのぼった。 
震災報道全般について「ＮＨＫは不安をあおることなく、公正でしっかりと報道している」「多く

の仲間が、ＮＨＫの正確な報道・番組に『ＮＨＫこそライフラインだ』と称賛の声を上げている」
「被災した方々に寄り添うＮＨＫの番組内容が本当にありがたい」など、報道姿勢を評価する意見
のほか、安否情報について「ＮＨＫのおかげで探していた人たちと連絡が取れた。感謝したい」な
どの声が寄せられた。原発事故の報道については、「解説委員の説明が非常にわかりやすい。具体的
にどうすればよいかということが伝えられている」「素人にでもわかる番組をやってもらえると安心
できる」といった声もあった。 
また、ライブストリーミングを利用した方々からは「停電でテレビが見られない中、インターネ

ット経由で情報が提供され役立った」「電波の届かないところにいたが、ネットでＮＨＫの情報を得
ることができた」など、インターネットによる情報提供を高く評価する意見が寄せられた。 
 今回の震災報道を通して、災害時に公共放送が果たすべき役割を改めて認識するとともに、これ
からの緊急災害報道に、インターネットをはじめとした新しいメディアをどう活用していけばよい
のか、さまざまな教訓を得る機会となった。 

 
● 被災された方々の受信料の免除について   

今回の大震災における受信料の免除については、被害の大きさを総合的に勘案し、災害救助法の
適用地域において、半壊、半焼又は床上浸水以上という従来の対象に加え、災害対策基本法に基づ
く避難勧告を１か月以上にわたり受けた方等を対象とした。そのうえで、免除期間についても通常
の２か月間を６か月間に延長し実施することとした。 
また、被害が甚大だと想定される一部の地域については、平成 23 年４月の引き落とし等の請求を

一旦延期し、そのうえで、自治体の協力を得て免除の対象となる方や世帯がなくなった方等を特定
し、必要な手続きを行っていくことにしている。 
 今回の大震災はこれまでに例のない大規模な災害であり、受信料の請求や契約に関する手続き等
の運用については、できる限り被災された方にご負担をかけることのないよう柔軟に対応していく。 

福島局 「東北 
データ ライフ 
放送 ライン情報」 

避難所へのテレビ設置 

  

 
 

今回の大震災の被害と影響は、これまでになく大規模かつ広範囲に及んでいる。被災地の復興は
もとより、原発事故、食料や水への不安感、電力不足、景気への波及など、今後の課題は多岐にわ
たり、多角的な観点からの報道が欠かせない。ＮＨＫは引き続き、事実関係を正確かつ迅速に伝え、
必要な生活情報を丁寧に伝えるとともに、被災地と被災された方々を力づける放送を行っていく。
国民がこの困難に立ち向かうことができるよう、すべての役職員が一致結束し、公共放送の使命を
全力で果たしていく。 

屋上施設の補強工事（仙台局） 今後の震災報道について 

「リエゾン被災人」  盛岡局ホームページ 
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