
いつでも、どこでも、
もっと身近にNHK

視聴者のみなさまへ視聴者のみなさまへ

この紙は再生紙を使用しています 2011年6月　経営企画局

あなたの声と受信料で
公共放送

ご意見・お問い合わせ先ご意見・お問い合わせ先
■NHKおよび放送番組についてのご意見・お問い合わせ
  電話で
NHKふれあいセンター
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日も受付）

0570-066-066 ナビダイヤル
※このナビダイヤルは1分あたり10.5円の通話料金がかかります。何とぞご了承ください。

050-3786-5000
マイラインやIP電話をご利用の場合は、この番号へおかけください。

  電子メールで
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
上記ホームページのお問い合わせ入力フォームをご利用ください。

  手紙（投書）で
〒150-8001（住所の記入は不要です。）NHK放送センター
※番組名や部署名のわかるものは、「番組名」「部署名」をお書きください。
※その他ご意見・お問い合わせは「ハートプラザ」あてにお出しください。

  FAXで
03-5453-4000（24時間受け付けています）
  受信契約の受付
0120-151515 フリーダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
受付内容：受信契約のお申し込み・転居のご連絡
ホームページからも受け付けています。　http://www.nhk.or.jp/jushinryo/

■受信料に関するお問い合わせ
0570-077-077 ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
　　　　　12月30日午後5時～1月3日はご利用いただけません。
受付内容：受信料関係のお問い合わせ
※このナビダイヤルは3分あたり8.5円の通話料金がかかります。

■受信相談のお問い合わせ
0570-00-3434 ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後8時（土・日・祝日も受付）
受付内容：テレビ（地上放送・衛星放送）、ラジオ、FM放送などの受信に関するご相談
※このナビダイヤルは3分あたり8.5円の通話料金がかかります。

平成22年度の取り組み平成22年度の取り組み

©NHK・TYO



はじめに  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1. 平成21～23年度 NHK経営計画（概要）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2. 経営2目標の達成状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

3. 経営9方針の年間総括  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　 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。 ・・・・・・・・・ 6
　 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。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　 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。 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10
　 方針4. 地域を元気にするための拠点となります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　 方針5. 日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
　 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。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
　 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。 ・・・・・・・・・・ 18
　 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。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
　 方針9. 環境経営に着実に取り組みます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

東日本大震災への対応  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

4. 平成22年度決算  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

5. 参考  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
　 平成22年度事業計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
　 経営委員会および監査委員会について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
　 受信料制度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
　 NHKはみなさまの受信料で運営されています  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
　 視聴者視点によるNHK評価  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
　 BS2波化  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
　 完全デジタル化  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
　 NHKネットクラブ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
　 NHKオンデマンド  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
　 放送局一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

ご意見・お問い合わせ先

目次



1視聴者のみなさまへ　ー平成22年度の取り組みー

本格的なデジタル時代にNHKはどう進むべきか。その
針路図として策定した3か年経営計画は、平成22年度、
2年目を迎えました。NHKでは、この1年を「NHKへの
接触者率の向上」「受信料の支払率の向上」という2つの
経営目標を達成するための重要な年と位置づけ、役職員
が一丸となって計画の推進にあたりました。

放送については、視聴者のみなさまからの期待と
信頼にこたえるべく、NHKならではの質の高いコンテンツ
の制作と展開、災害報道や生活に役立つ報道の強化、
そして衛星放送の2波化を視野に入れた番組の充実など
に力を入れました。また、NHKオンデマンドのサービス
拡充や、コンテンツの3-Screens（テレビ、パソコン、携帯）
展開など、放送・通信融合時代の新サービスを積極的に
進めたほか、地域に密着した放送の充実、国際放送に
よる全世界に向けた情報発信の強化に取り組みました。

今年3月11日に東日本大震災が発生し、多くの方々が
被災されました。広範囲にわたる甚大な被害、東京電力
福島第一原子力発電所の事故など、未曽有の大災害と
なっています。NHKでは、地震発生直後の緊急地震速報
から、直ちにテレビ・ラジオすべてのチャンネルで報道を
開始しました。「事実関係を正確かつ迅速に伝えること」、
「必要な生活情報を丁寧に伝えること」、「被災された
方々を勇気づける情報を紹介すること」を基本的な取材
姿勢とし、NHKの持てる機能を最大限に発揮し、震災
報道にあたっています。また、震災関連のニュースや
映像は、国際放送などを通じて海外にも発信され、世界
のメディアから高い評価を得ています。
NHKでは、この未曽有の大災害に関するニュースや

番組を将来の教訓として記録にとどめていくことが重要
であると考えています。また、今回は幸いにも、東京の
放送センターをはじめ、放送機能がおおむね維持でき
ましたので、公共放送としての役割を果たすことができ
ましたが、この大震災を契機に、放送機能の総点検を
行い、必要な設備整備を早急に図っていく考えです。

受信料については、組織をあげて契約・収納活動の
強化に努めた結果、支払率は73.6%（推計）となり、22
年度の目標（73.4%）を上回ることができました。また、
契約総数の増加など、営業が掲げた6つの目標も24年
ぶりにすべて達成し、22年度の受信料収入は過去最高
の6,598億円となりました。

7月に予定されているテレビ放送の完全デジタル化
に向けて、22年度は集中的に送信設備および受信環境
の整備を進めました。中継局については、総務省が公表
したロードマップで示された2,070局全ての開局を完了
しました。また、視聴者のみなさまに、デジタル放送
への移行を促す周知広報活動も積極的に行いました。
東日本大震災を受けて、東北3県（岩手県、宮城県、
福島県）についてはアナログ放送を最長1年間延長する
ことになりましたが、それ以外の地域については円滑に
デジタル放送に移行できるよう全力で取り組みます。

今後も、公共放送NHKとして、被災地の復興に向けた
報道に力を入れるとともに、質の高い情報や豊かな
放送サービスをお届けしてまいります。NHKの事業運営
に対して、みなさまのご理解とご支援を何とぞよろしく
お願いいたします。

はじめに

平成23年6月
NHK会長
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） この3年、放送をめぐる環境は激しく変わります。

2011（平成23）年、国の政策に基づいて、地上と衛星
のテレビが完全にデジタル放送に切り替わります。技術
の進展はめざましく、放送だけでなく通信ネットワークで
も、高画質のコンテンツが届けられるようになります。放
送と通信の総合的な法制度の整備も進められています。

放送と通信が融合する本格的なデジタル時代に、放
送を軸としつつ、インターネットや携帯端末等視聴者の
みなさまにとって最も身近なメディアに、信頼できる情
報や豊かで多様なコンテンツをお届けすることで、「い
つでも、どこでも、もっと身近にNHK」をめざします。

放送環境の激変に的確に対応し、視聴者のみなさま
に質の高い放送・サービスを届け続けるため、すべての
部門を聖域なく見直し、放送現場に経営資源をシフトす
る構造改革をすすめて、取材・制作体制を強化し、豊か
な創造性が発揮できる環境を育みます。

NHKは、視聴者のみなさま一人ひとりに支えていた
だく受信料制度の上に、本格的なデジタル時代の公共
放送の務めを果たしていきます。

さまざまなメディアに情報があふれる時代だからこ
そ、公平・公正であること、放送の自主・自律と不偏不
党を貫くこと、健全な民主主義の発達に資することな
ど、公共放送として大切にしてきた理念や使命は、一層
重要性を増すと考えます。

　

「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（概要）

受信料の公平負担は、公共放送の基盤となる受
信料制度を堅持していくために極めて重要な課題で
す。すべての視聴者のみなさまに公平に支えていた
だくことをめざしつつ、平成19年度末で71%の支
払率を5年後にまず78%まで高めることを目標にし
ます。信頼回復に努め、放送・サービスへの期待・
満足度の向上を図り、契約・収納体制を改革して取
り組みを一層強化し、NHKを受信料で支えていただ
く方を増やしていきます。
※支払率＝（受信契約数ー未収数）／受信契約対象数

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」した人
の率です。NHK放送文化研究所が「全国接触者率
調査」として年に2回調べています。本格的なデジタ
ル時代に、NHKは放送を軸としつつ、インターネッ
トや携帯端末、DVD等さまざまなメディアに確かな
情報・より豊かなコンテンツを積極的にお届けし、
NHKに触れていただく方を増やしていきます。

放送環境の激変への対応

放送充実のための構造改革の推進

公共放送の使命の遂行

NHKは、温暖化などの地球規模の課題、社会保障、
格差、地域再生などの日本の課題に正面から向きあい、
解決への手立てを提示していきます。そして、社会から
公共の意識が薄れ、つながりが失われているとされる
中、放送やさまざまな活動を通じて、人と人、人と社会
を結ぶ“公共の広場”の役割を果たしていきます。

私たちは、相次ぐ不祥事への反省を踏まえ、信頼回
復に全力をあげます。高い志と倫理観をもつ公共放送
の担い手のプロフェッショナルを育てる改革に取り組
み、ジャーナリズムの役割を全うします。

平成21年度からの3か年経営計画は、「すべては視聴者のみなさまのために」を原点に、本格的なデジタル
時代にNHKが進むべき針路図として策定しました。これに基づいて、各年度の予算・事業計画を立て事業
運営を行っています。

視聴者のみなさまにとって「いつでも、どこでも、もっと身近にNHK」になっているか。それを測る指標として、
「NHKへの接触者率」と「受信料の支払率」の向上を経営目標に掲げました。NHKのすべての役職員が一丸と
なって目標達成をめざしていきます。

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%

NHKと視聴者のみなさまをつなぐ経営2目標

1

■■■ NHKへの接触者率 ■■■ ■■■ 受信料の支払率 ■■■
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経営9方針

経営2目標を達成するために、具体的な9つの経営方針を立てました。放送をめぐる環境が激しく変化する中
で、公共放送として大切にしてきた理念を守りつつ、視聴者のみなさまの期待に応えていくために、変えるべき
ところは大胆に変えて、公共放送としての役割や使命をしっかり果たしていきます。

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。
● 「すべては、視聴者のみなさまのために」を貫き、経営を変えます
● 一人ひとりが公共放送の担い手のプロフェッショナルになります

方針1

日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます。
● 報道・ジャーナリズムを強化します
● 高品質で、インパクト・競争力のある大型コンテンツを提供します
● 幅広い視聴者層に公共放送ならではの多様で質の高い番組を届けます
● 衛星デジタル放送のハイビジョン2波への再編を検討し、独自編成で多様なニーズに応えます

方針2

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。
● 新サービス「NHKオンデマンド」をさらに充実します
● 「いつでも、どこでも、もっと身近に」（“3-Screens”）を実現します
● 放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発を推進します

方針3

地域を元気にするための拠点となります。
● 「放送局のちから」を発揮して、個性を引き出す放送・サービスを展開します
● 地域に密着した多様なサービス実現のため、体制を強化します
● 完全デジタル化への移行をめどに、群馬県、栃木県で県域テレビ放送サービスを開始することを検討します

方針4

日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。
● 国際放送で、世界に向け、日本とアジアの情報発信を強化します
● さまざまなメディアを使って、効果的・効率的に世界に届けます
● 国際報道・国際放送の取材・制作体制を強化します

方針5

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、送信設備等の整備をさらに計画的に進めます
●  デジタル化により電波が届かなくなる地域への新たな難視聴対策等、受信環境整備については、国や民放等

と協力しながら、公共放送が負担すべき範囲を見定めつつ、追加の経費を計上します
● 視聴者のみなさまがデジタル放送のメリットを享受できるよう対策を進めます

方針6

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。
● 構造改革を推し進め、受信料の価値が大きくなるように取材・制作の現場に経営資源をシフトします
● 支出は、強化すべき項目に重点配分しつつ、一定のシーリング内で抑制します
● NHKグループ全体で最適な経営をめざします
● NHKと子会社等の取引の改革を進め、競争を拡大します

方針7

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。
● 受信料の公平負担の取り組み強化で 5年後支払率78%をめざします
● 効率化を進め、5年後に営業経費率10%を実現します
●  今後、完全デジタル化への移行を見定めつつ、受信料の公平負担への取り組みを徹底し、構造改革を進める

ことで、収支差金を生み出す努力を続け、平成24年度から、受信料収入の10%の還元を実行します

方針8

環境経営に着実に取り組みます。
● 放送やイベントで環境問題を継続的かつ重点的に取り上げます
● 目標値を定め、自ら排出するCO2や事業系廃棄物の削減に取り組みます

方針9

※「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」の全文を、公開HP「NHKオン
ライン」の「経営情報」（http://www.nhk.or.jp/pr/）に掲載しています。
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経営2目標の達成状況

3か年経営計画では、NHKの番組や情報を、放送だ
けでなくインターネット等を含めて、一週間に5分以上
「見た」「聞いた」「利用した」人の率（全体リーチ）を3年
後に80%、このうち、放送以外で一週間に5分以上接触
した人の率（放送外リーチ）を3年後に25%にすることを
経営目標に掲げています。
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回調査をしています。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%でした。全体
リーチは前年と同程度でしたが、11月調査での放送外
リーチは、前年同月に比べ増加しました。「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ます。

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%となりました。

「接触者率の向上」をめざし、22年度は大幅な番組改
定を行いました。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
新設しました。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ました。
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ました。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ました。
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　最後の楽
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ました。
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ました。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、好調に推移しています。
NHKオンデマンドは、当初の黒字化の目標には届い

ていませんが、「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ます。
NHKの放送に対する視聴者の評価を把握するため、

NHK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
しています。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、前年度を上
回っています。経営の目標となっている「50%以上」を
年度の平均で達成しました。

接触者率の目標達成状況

主な取り組みと分析・評価

1. NHKへの接触者率の向上

20年11月 21年6月 21年11月 22年6月 22年11月
N H K 全 体 リ ー チ 76.1 76.1 76.8 74.5 74.9%
N H K 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%

信頼

社会貢献

独自性

21年度平均
（%）

親しみ

満足

6666
6565

6363

58584949

5555 6565

58585353

5757

22年度平均

2
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3か年経営計画の最終年度となる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
な節目となります。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します。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ります。
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きます。

接触者率向上への今後の取り組み

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%に設定しました。
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、年間目標を達成することができました。

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ました。
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3,731万件となりました。
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204万件となりました。
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6,598億円となりました。

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
万件に拡大しました。

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25万件を目標としました。
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きます。

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、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、丁寧に対応していきます。

支払率向上への今後の取り組み

15平成 （年度）16 17 18 19 20 21 22

3,550

3,600

3,650

3,700

3,750

3,800
（万件）

3,690
3,662

3,618 3,618
3,640

3,662
3,685

3,731

77.2%

72.1%

69.2% 70.0% 70.6%
71.7% 72.2%

73.6%

契約総数
支払率（推計）

62.0
64.0
66.0
68.0
70.0
72.0
74.0
76.0
78.0
（%）

2. 受信料の支払率の向上

受信料支払率の目標達成状況

主な取り組みと分析・評価

〈契約総数と支払率の推移〉
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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ました。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
り組みにつなげました。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ました。
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ました。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
しました。

経営9方針の年間総括

改革推進プロジェクト
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いまし
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、各施策を実行しました。
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ました。

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年目になりました。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
の展開につなげました。
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
見交換を行いました。

経営計画の実現に向けた体制の強化

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。

方針1

3

経営計画
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

部・センター目標 四半期
業務報告

部局目標
放送局のちから

視聴者のみなさまに公表

全職員が情報共有「開かれたNHK」の実現
「風通しの良い組織」を実現

PDCA

改革推進プロジェクト
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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ました。
「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ました。
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人が参加しました。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ました。
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
たなスタートを切りました。「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ました。

「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ました。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ました。

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巡目を実施しました。23年度は、放送局・海
外総支局で「見える化」の2巡目を行います。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きます。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
きます。

組織横断的な人事と公共放送人・ジャーナリストの育成

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

視聴者のみなさまの声を経営に反映させる回路の充実

大相撲取材の不適切事案や無免許運転などの不祥事が明らかになりました。いずれについても懲戒免職など厳
しい姿勢で臨みました。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、改革に取り組みます。

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

「三つのたまご」 NHKふれあいセンター
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22年度は、多様な編成、サービスの提供をめざし、大
幅な番組改定を行いました。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」を新設しました。「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
好評を得ました。「あさイチ」も女性40代〜60代の視聴
者が伸びています。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

しました。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」は演出を刷新し、働き
盛りの男性に良く見られました。

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」を新設しました。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びました。

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ました。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ました。

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）を記録しました。

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ました。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
に良く見られました。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ました。

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」などを放送しました。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りました。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ました。

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

NHKならではの質の高いコンテンツの制作・展開

日本の課題、地球規模の課題に
真正面から向きあいます。

方針2

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ました。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
あります。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ました。

放送評価調査の5つの指標改善の達成状況

「ゲゲゲの女房」

ＮＨＫスペシャル「ホットスポット　最後の楽園」

「あさイチ」

ＮＨＫスペシャル「密使 若泉敬 沖縄返還の代償」

大科学実験「音の速さを見てみよう」

ドラマ１０「八日目の蝉」
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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ました。

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ました。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ました。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、報道局各部と現地の放送局が連携した取
材体制で報道に取り組みました。

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ました。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ました。

信頼にこたえ、暮らしに役立つ報道の強化

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きます。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きます。

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いました。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ました。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」などを新設しました。
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ま
した。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
整えました。

“衛星新時代”に備えた
衛星放送の充実

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で安否放送を始めまし
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
ました。さらに、避難者名簿の放送を初めて行いました。

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
ました。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いました。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
提供しました。

東日本大震災への対応　
（詳細は24頁以降に掲載）

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

「無縁社会　私たちはどう向き合うか」 参議院選挙

押し寄せる津波
（岩手県釜石市）

中東情勢の報道
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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
しました。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ました。

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5.5億円となりました。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

延長することとなりました。
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NOD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
いきます。

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ました。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まし
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ました。

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（ミクシィ）へバナーを掲載
し、3-Screens展開を強化しました。

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時間に拡大しました。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」を新設しました。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いました。

NHKオンデマンド（NOD）のサービス拡充

クロスメディア展開で、いつでも、どこでも、もっと身近に

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。

方針3

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ています。これをめざして、22年度は、積極的な
3-Screens展開を図りました。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りました。

接触者率の向上の達成状況

「ＮＨＫニュース」のウェブサイト 「Shibuya Deep A」
BS2とワンセグ2で同時放送

青山ワンセグ開発「野田ともうします。」
ワンセグ独自のコンテンツ

「ハーバード白熱教室」
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3月11日に発生した東日本大震災では、多メディア発
信にも力を入れました。地震発生後すぐに「NHK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ました。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ました。さらに、データ放送で
も、地域の地震関連情報を伝えました。
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」にも提供しま

した。教育テレビの安否情報についても「ヤフー」に提供
しました。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ました。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」でライブストリーミングを実施したほ
か、「ニコニコ生放送」にも提供しました。
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
索できるようにしました。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ました。

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項目を展示しました。
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ました。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ました。
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ました。
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
ました。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、標準化を進めています。
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ました。

東日本大震災での多メディア発信の取り組み

放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発

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ます。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きます。

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

仙台放送局ホームページ 総合テレビのライブストリーミングを実施 避難者名簿　検索画面

技研公開 IBCでのスーパーハイビジョン展示 手話ＣＧの自動生成（開発中）
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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ました。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
かく伝えました。
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ました。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
の注意喚起に努めました。

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みました（詳細は24頁以
降に別掲）。

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ました。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」を全国に展開しました。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ました。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ました。
全国放送番組に連動した取り組みも多く、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しました。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
い番組を盛り上げました。
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
ペーン放送しました。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、高く評価されまし
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回締約国会議）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
どを放送しました。

緊急報道、災害報道の主な取り組み

放送番組を軸とした、地域ならではの取り組み

地域を元気にするための拠点となります。方針4

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みました。
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りました。

放送局のちからを発揮する取り組みの達成状況

「ニュースＷＡＶＥ宮崎」口てい疫関連ニュース（宮崎局）

おいしい闘技場「四国ＶＳ東北」
（仙台局など）

北スペシャル
「わが心の知床旅情」（札幌局など）

「ミドルエイジクライシス」
（首都圏放送センターなど）

ＮＨＫスペシャル
「封印された原爆報告書」（広島局）
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支払率の向上をめざして、各放送局が地域の現状に
即し、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
などに取り組みました。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、成果をあげました。

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151億円としました。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
展開を図りました。

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人を増配置しました。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りました。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
できるようになりました。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
を上げています。

受信料の公平負担への取り組み

地域に密着した多様なサービス実現のための体制強化

「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ります。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
できました。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ます。

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くなっています。和歌山局は、NHK
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
の上映会を開催しました。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サイト「知って解決！ SKEっと
ネット」を開設しました。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
どを掲載しました。アクセス数は8月1か月だけで40万
ページビューに上りました。

3-Screens展開の主な取り組み

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

独自スポットで衛星契約を
呼びかけ（松山局）

全国の各放送局の取り組みは、『NHK視聴者ふれあい報告書2011』をご覧ください。

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）

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）
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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
ニュースを放送しました。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ました。「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ました。
「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
を取り上げました。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
発信しました。「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ま
した。

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）で金賞を受賞しました（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」
などを放送しました。

情報発信の強化

日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。方針5

「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ますが、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、目標を上回りまし
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ました。

受信可能世帯数とアクセス数増加の達成状況

「ＮＥＷSＬＩＮＥ」 NHK World Tryout「Japan Unlocked」

「SAMURAI SPIRIT 弓道」
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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ました。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

ました。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、広がりを見せました。

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ました。

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ます。

受信環境の整備

「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きました。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します。

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
分に拡大しました。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りまし
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回にしました。10月には中国語
動画ニュースの配信を週2本から週5本に増やしました。

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
増えました。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」の視聴が急増しました。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ました。

この結果、22年度のページビューは、PC8,700万、
iPhone1,100万、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
ビューを超えました。

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み
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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局の開局を完了しました。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局開局しました。
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%に達しました。
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
んできた整備をスケジュールど
おり完遂することができました。

②NHK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
ました。累計では7,781施設への対応が完了し、進捗
率は99.8%となりました。
22年度中に全ての対応を完了する予定でしたが、東

日本大震災の影響により、13施設は工事が実施できな
い状況となっています。

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
ル化対応を完了しました。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%となりました。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す。

送信設備の着実な整備、受信環境整備への支援

円滑な完全デジタル化に向けて
重点的に取り組みます。

方針6

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ました。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ました。
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%）を達成しました。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ます。
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）が流失しましたが、今後地元の復興と合わせて対応を検討していきます。

地上デジタル化への取り組みの達成状況
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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
ました。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！」を
放送し、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ました。
10月からは、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（衛星ではNHKアナログ放送終了お
問い合わせセンター）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ました（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ました。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まし
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ました。
BSデジタル放送の普及を促

進するため、新キャラクターと
して“BSデジタルどーも”を登
場させ、PRスポットや集中編成
などに積極的に活用し、大きな
反響がありました。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
ペーンを展開しました。

放送やイベント等を活用したアナログ放送終了に向けた周知広報

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します。なお4月には、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方針が示されましたが、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きます。

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
実施等の施策を進め、デジタル化進捗率を97.2%まで伸
ばすことができました。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きます。

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、受託放送事業者の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
築に協力しました。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
を実施しました。
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件実施しました。

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

〈受信環境のデジタル化整備状況〉
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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・統合を行いました。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.を設立しました。この結
果、子会社数は13社となりました。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ました。

関連公益法人の見直しの検討も進め、22年4月に㈶
NHK交響楽団が公益財団法人に移行しました。

グループ経営の最適化

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・制作体制を強化しました。

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」などを行いました。

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ました。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ります。

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
組んでいきます。

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ました。

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
を行いました。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いました。加えて、今
回からホームページ予算も合同査定に組み込みました。

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ました。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します。

経営資源のシフト 番組制作・編成の最適化に向けた改革

＊「NHKが生み出した価値額」は、視聴者のみなさまが「NHKの放送・サービスにいくらまでなら支払ってもよいか」という「支払意思額」（WTP : Willingness 
to Pay）の合計です。第三者機関の「視聴者視点によるNHK評価委員会」の22年度の調査では、「地上放送」のWTPは、月額1,964円（地上契約の受信料月
額は1,345円）、「衛星放送」のWTPは月額1,268円（衛星付加受信料月額は945円）でした。

VFM 1.73＝＝ ＝
NHKが生み出した価値額＊

NHKの事業支出額
11,753億円
6,801億円

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。

方針7

23年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ました。
「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21年度

1.71に対し、22年度1.73となり向上しました。

受信料の価値向上の達成状況

子会社
13社に

統合

統合

（アメリカ） NHK Enterprises America, Inc.
NHK Cosmomedia America, Inc.

Japan Network Group, Inc.

NHK Enterprises Europe Ltd.
NHK Cosmomedia (Europe) Ltd.

Japan Satellite TV (Europe) Ltd.

（ヨーロッパ）
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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きます。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います。

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ます。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本の応募がありました。また、ハイビ
ジョン特集では10本程度を企画競争化し、年間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」を放送しました。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ます。

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
しました。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%を上回る見込みです。

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ました。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ました。

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85億円にとどまりました。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）となりました。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ます。

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

〈副次収入の推移〉

〈子会社の配当金の推移〉

〈子会社等　一覧〉

子会社 関連会社 関連公益法人等

（株）NHKエンタープライズ
（株）NHKエデュケーショナル
（株）NHKグローバル
　　メディアサービス

（株） 日本国際放送
（株）NHKプラネット
（株）NHKプロモーション
（株）NHKアート
（株）NHKメディアテクノロジー

（株） NHK出版
（株）NHKビジネス
　　 クリエイト

（株）NHKアイテック
（株）NHK文化センター
NHK営業サービス（株）

（株）放送衛星システム
（株）総合ビジョン
NHK Cosmomedia America, Inc.
NHK Cosmomedia（Europe）Ltd.

（株）ビーエス・コンディショナルアクセス
　　システムズ

（財）NHKサービスセンター
（財）NHKインターナショナル
（財）NHKエンジニアリング
　　 サービス

（財）NHK放送研修センター
（学）日本放送協会学園
（公財）NHK交響楽団
（福）NHK厚生文化事業団

（福利厚生団体）
日本放送協会健康保険組合

（財）日本放送協会共済会
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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3,731万件となりました。
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
件となりました。
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204万件となり
ました。

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107億円増でしたが、22年度末では
155億円増の6,598億円となりました。

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18万件となりました。

受信料の契約増加と収入確保

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。

方針8

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）となりました。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%となり、年間目標の11.4%には至りませんでした。

受信料の支払率向上と営業経費率縮減の達成状況

区分
21年度末 22年度末

現在数
年間目標 実績 達成率 年間目標 実績 達成率

契約総数 30 23 76% 35 46 131% 3,731

衛星契約 60 69 116% 65 87 135% 1,543

未収削減 △25 △12 — △20 △27 — 204

（万件）

15平成 16 17 18 19 20 21 22

3,690
3,662

3,618 3,618
3,640

3,662
3,685

3,731

（年度）

■ 契約総数
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■ 衛星契約

〈契約増加件数等の進捗状況〉
（万件）

〈契約総数と衛星契約の推移〉
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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ました。（3月16日総務大臣に申
請・承認）

東日本大震災に伴う受信料免除

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きます。
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きます。

（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
パワーシフトしました。
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
います。

（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地域において実施します。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
実施します。

（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
件となりました。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きます。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43万件となりました。

（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件となりました。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
件となりました。
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
告をおこない、その結果、いずれも契約の締結と支払
いに応じていただきました。

（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ました。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109万件となりました。
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ました。

（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
施策に取り組みました。

支払率向上の主な取り組み

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み
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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月に放送しました。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ました。

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ました。

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
を用意しました。

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ました。

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ました。

放送やイベントによる環境問題への取り組み

環境経営に着実に取り組みます。方針9

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みました。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6%改善しました。

CO2排出削減の達成状況

6％改善

■ 目標　■ 実績 エネルギー
消費原単位 ＝

CO2総排出量
有形固定資産総額

平成 18年度
（基準年）

0.261

20年度

0.251 0.252

21年度

0.245 0.248

22年度

0.240 0.246

23年度

0.235

24年度

0.229

目標
12％
改善

「いきものピンチ！ SOS生物多様性」 ＮＨＫエコチャンネル
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「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みました。

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ます。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ります。
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きます。

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分実施しました。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
を拡大しました。

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ました。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
います。

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ます。22年度までに
170kWの工事が完了しました。また、9放送局で
10kW発電システムの整備を完了しました。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
テムを導入します。

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・
導入しました。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りました。
10月以降、イベントでの展示や実際の中継に活用され
ています。

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ました。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ます。

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
いますが、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トンとなりました。

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ました。
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の減少となりました。

エネルギー消費量、事業系廃棄物の削減

課題・今後の取り組み課題・今後の取り組み

太陽光発電システム（放送センター）

小型中継車（ＥＶ－１）

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（横浜放送局）
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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、甚大な被害が出ました。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」を宣言し、午後9時20分すぎには周辺住民に避難指示を出しました。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ます。
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人あまりにのぼりま
した。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ました。
こうした未曽有の災害にあたり、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みました。 全8波で震災報道（3月11日）
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東日本大震災への対応

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ました。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で安否情報を伝えました。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ました。
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ました。
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台を投入しました。また関連
団体も大規模な応援派遣を行い、NHKグループとして最大限の体制を敷いて震災報道にあたりました。

3月19日（土）以降、定時番組の放送を段階的に再開しましたが、総合テレビを中心に震災報道に重点を置いた放送
を継続しました。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分にのぼりました。（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）

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ました。

3/11(金) 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」

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」

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

全局体制で取り組んだ震災報道

避難所からの中継 NHKスペシャル「緊急報告 東北関東大震災」（3月13日）
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3/11（金）3/12（土）3/13（日）3/14（月）3/15（火）3/16（水）3/17（木）3/18（金）

放送

総合
（GTV）

教育
（ETV）

衛星ハイビジョン
（BS hi）

衛星第1
（BS1）

衛星第2
（BS2）

ラジオ第1
（R1）
ラジオ第2

（R2）

FM

国際放送

データ
放送

総合
（GTV）
教育

（ETV）
衛星ハイビジョン

（BS hi）

WEB
（NHK）

NHKオンライン

PC&携帯

ストリーミング

WEB
（外部）

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

外国語副音声

24時間体制で震災報道

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

一部定時放送総合と同内容（安否情報以外）

安否情報

生活情報

（ラジオ第1と同内容）

避難者情報

（安否情報）

（総合と同内容）

（教育と同内容）

定時放送（震災関連中心）

定時放送

（総合と同内容）

震災報道

多言語放送

多言語放送

（避難者情報）

ほぼ全ての時間、地震関連のニュースや番組を放送

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

各放送局による災害情報提供

GTV配信

GTV配信

GTV配信

青森・盛岡・仙台・福島ケータイニュース

NHKワールドTV配信

ETV安否情報・生活情報配信

NHKワールドTV配信

安否情報の共有

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

生活情報

（安否情報）

定時放送（総合と同内容）

補完放送・放送外サービス

放送サービス 3日間は震災報道に徹した

※一部除き通常サービス再開

※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

地震発生から1週間の取り組み
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東日本大震災への対応

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日まで実施しました。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でも伝えま
した。放送時間（教育テレビ）は約57時間、紹介した安
否情報は約1万件にのぼりました。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
検索機能をつけました。　

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
の検索を可能にしました。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ました。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
いました。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ました。

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
を行いました。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ました。

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
中に入れて伝えました。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
を実施しました。

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
つ情報をお届けしました。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ました。その後も、さまざまな番
組の中で「生活情報」をお伝えしました。

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ました。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
供を行い
ました。

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ました。「NHK
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ました。また「NHKワールド
TV」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
ることにしました。これにより3月末までに約170局が放
送を開始しました。NHKのホームページ「NHKオンライ
ン」でも、「NHKワールドTV」を配信しました。

「手話ニュース」

「福祉ネットワーク」

安否情報

生活情報

障害のある方々に向けた放送

国内の外国人の方に向けた放送
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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
最新情報をはじめ国内外の動きを連日詳しく伝えまし
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ました。「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ま

した。「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
中心に放送しました。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ます。

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
スを放送しました。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ました。

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ま
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KBS）

「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最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、高い評価を得ました。

NHKワールドTV BBC

「クローズアップ現代」 「あさイチ」

震災関連番組

国際放送
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東日本大震災への対応

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みました。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
などを伝えました。開設した局は38局にのぼりました。
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」で配信しました。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」で配信しました。
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
配信しました。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
りました。

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、NHKでは「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」としています。
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ました。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ました。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ました。

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ました。
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ました。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ました。

ニュース速報

震災関連情報

義援金受付 安否情報確認ツール

インターネット放送配信 避難者名簿検索

インターネットの活用

東京電力福島第一原発事故の報道

〈NHKオンライン〉
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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ました。

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ました。
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、情報提供を行いました。
（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。）

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まし
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ました。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ました。

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
などの被害を受けました。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
報などを伝え続けました。

被災地での地域放送

◆ 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）

◆ 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

◆  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

TV

TV

TV

RADIO

RADIO

RADIO

盛岡局

福島局

仙台局

被災した仙台局

福島局ホームページ
「県内向けラジオニュース・生活情報」

福島局データ放送
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東日本大震災への対応

3月19日以降、全国放送は通常の編成に近くなりま
したが、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ました。

デジタル総合テレビのデータ放送でも、各放送局が地
域の最新ニュースや、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NHKケータイで提供しました。

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
いました。

東日本大震災は、関東地方でも58人の方が亡くなる
など大きな被害をもたらしました。

首都圏放送センターでは、関東甲信越地方での震災
による津波や液状化の被害、放射性物質による農業や
漁業への影響、それに計画停電など地域社会への影響
を、ニュースや様々な番組を通じて視聴者の視点でき
め細かくお伝えしました。

3月25日夜には、「首都圏でいま何が」と題して、震災
から2週間経ってわかった被害の実態や市民生活への影
響などを全国放送しました。この番組では、「いま私たち
にできることは」をテーマに、放送中に視聴者から寄せら
れたメールを紹介しました。視聴者の関心は非常に高く、
全国から約1,600件のメールをいただきました。その内
容は、「被災者のためにこんな支援に取り組んでいる」な
ど、震災を「自分の事」として受け止めた意見や、「首都圏
の被害を初めて知った」「日本全体でまず何ができるかを
考えさせられた」などの声をいただきました。

さらに、東北の避難所から被災者の方の生の声を伝
えるため、3月21日から午後2時台に50分間の全国放送

「被災者　今訴えたいこと」を始めました。この番組で
は、制作チームが、震災7日目から被災地に入り44の
避難所を訪れて、小型デジタルビデオカメラを使いな
がら、合わせて550人の被災者の方たちの姿を撮影し、
無事な様子や、支援が行き届かず窮状を訴える切実な
声を3週間にわたり全国に放送しました。

番組には、あわせて5,000件を超えるメールやお便
りが寄せられ、多くの被災者の方から感謝の言葉をい
ただきました。

中には、「番組の冒頭に出ていた避難所の子供は、わ
が子であった。生きているとは聞いていたが、元気な姿
を見てほっとした」と東京で仕事をしている男性からの
メールもありま
した。

首都圏放送センターの取り組み

「被災者　今訴えたいこと」

盛岡局ホームページ 「東北ライフライン情報」 「リエゾン被災人」

◆ 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ました

◆  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

TV

RADIO

水戸局

◆ 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

TV

RADIO
青森局
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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
たりました。一方、東京の放送センターへも全国から応
援体制を組みました。
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ました。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
を期しました。
被災者への取材について、NHKは「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
定めています。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ました。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ました。

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いま
した。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ました。

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
配付しました。

避難所へのテレビ・ラジオの設置

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、亀裂などが発生しました。また、中継放送
所のアンテナ取付柱の折損も発生しました。
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、画質不良が発生しました。そのため、3月11
日の午後5時15分ごろから減力放送を実施しました。
16日に補強工事を行いましたが、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
ます。多少電波の強度が下がったものの受信は継続で
きています。
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ました。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ました
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ました。そ
の後の設備復旧作業や電力回復の結果、4月14日時点
で7局まで減少し、その後も復旧作業を続けました。
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
ます。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
きます。 屋上施設の補強工事（仙台局）

避難所へのテレビ設置

取材・放送体制

関係施設への被害

被災地や被災者への支援活動

被災地で取材する
カメラマン 報道フロア（仙台局）
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東日本大震災への対応

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ました。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

付けています。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
8,000万円となりました。

義援金活動

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件にのぼりま
した。

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ました。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
た声もありました。
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
れました。
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
る機会となりました。

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ました。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ました。
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月の口座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ます。
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きます。

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ます。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
報道が欠かせません。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きます。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ます。

NHKの報道に対する視聴者からの反響

被災された方々の受信料の免除について

「東北ライフライン情報」の入力作業

今後の震災報道について今後の震災報道について
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平成22年度決算

●�事業収入は、受信契約件数・衛星契約件数の増加や未収削減に
伴う受信料の増等により、前年度比140億円増加の6,839億円と
なりました。

●�事業支出は、23年度の完全デジタル化に向けてデジタル追加経
費を増額したことやアナログ送受信設備について固定資産撤去
費用引当金繰入を計上したこと等により、前年度比226億円増加
の6,801億円となりました。

●�事業収支差金は37億円となり、全額を財政安定のための財源と
して繰越します。

〈事業収支のポイント〉

収支決算

21年度末
繰越金

22年度
増減

年度内使用 年度内発生 年度末残高
財務安定のための繰越金 1,260 △36� 37 1,262 1

21年度 22年度 増減
事業収入 6,699 6,839 140

受信料 6,442 6,598 155
交付金収入 37 35 △2
副次収入 84 85 1
財務収入 57 57 △0
雑収入 28 46 17
特別収入 48 16 △32

事業支出 6,575 6,801 226
事業運営費 5,622 5,724 101
国内放送費 2,746 2,749 2
国際放送費 119 127 8
契約収納費 602 627 25
受信対策費 77 172 95
広報費 37 45 7
調査研究費 86 77 △9
給与 1,223 1,236 12
退職手当・厚生費 608 565 △42
共通管理費 119 121 1

減価償却費等 952 1,077 124
減価償却費 749 689 △60
財務費 160 167 7
特別支出 42 220 177

事業収支差金 124 37 △86

【一般勘定】 （単位：億円）

21年度 22年度 増減
衛星放送に係る収入 1,395 1,470 75

衛星付加受信料 1,394 1,470 75
副次収入 0.9 0.2 △0.7

衛星放送の実施に要する経費 1,306 1,274 △32
事業運営費 1,178 1,163 △14
減価償却費 105 84 △21
財務費 22 26 4

差額 88 196 107

【参考：衛星放送に係る収入と経費】

「前年度決算との比較」
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〈国内放送番組の制作と送出に係る経費の推移〉

区　　分 21年度実績 22年度実績 22年度末件数

受信契約件数 23万件 46万件 3,731万件

うち衛星契約 69万件 87万件 1,543万件

未収数 △12万件 △27万件 204万件

〈受信契約等の年度内増減〉

国際放送番組の制作と送出
175億円（2.6％）

（　）内は構成比率

受信契約および受信料の収納
788億円（11.6％）

国内放送番組の制作と送出
4,747億円（69.8％）

番組および技術の調査研究
171億円（2.5％）

財務費、特別支出
388億円（5.7％）

22年度
事業支出
6,801億円

受信サービス活動 218億円（3.2％）

事業の管理 253億円（3.7％）

広報活動 58億円（0.9％）

〈業務別決算（トータルコスト）〉

（注）業務別の物件費に人件費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したものです。
「国内放送番組の制作と送出」4,747億円はテレビ5波の番組制作費のほか、ラジオ番組
の制作費や電波の伝送経費、各番組に必要な共通経費で構成されています。
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資本収支
予　算　額

決算額 予算残額当初額 予算総則に
基づく増減額 合計

資本収入 0.3� – 0.3� 0.2� 0.04�
資本支出 0.3� – 0.3� 0.2� 0.04�
資本収支差金 – – – – –

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額当初額 予算総則に
基づく増減額 合計

事業収入 12� – 12� 6� 5�
視聴料収入 11� – 11� 5� 5�
財務収入 0.8� – 0.8� 0.8� 0�
雑収入 – – – 0� △�0�

事業支出 30� – 30� 24� 5�
既放送番組配信費 24� – 24� 20� 4�
広報費 3� – 3� 2� 1�
給与 1� △0.01� 1� 1� 0�
退職手当・厚生費 0.4� 0.01� 0.4� 0.4� 0�
共通管理費 0.4� – 0.4� 0.3� 0.1�
減価償却費 0.3� – 0.3� 0.2� 0.04�

事業収支差金 △18� – △18� △18� 0.2�

【番組アーカイブ業務勘定】

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額当初額 予算総則に
基づく増減額 合計

事業収入 15� 5� 20� 21� △1�
事業支出 12� 5� 18� 18� 0.01�
事業収支差金 2� – 2� 3� △1�

【受託業務等勘定】

資本収支
予　算　額

決算額 予算総則
繰越額 予算残額当初額 予算総則に

基づく増減額 合計

資本収入 961 18 979 862 25� 91�
前期繰越金受入れ 120 – 120 36 25� 57�
減価償却資金受入れ 713 – 713 689 – 24�
資産受入れ 33 18 51 42� – 8�
放送債券償還積立資産戻入れ 94 – 94 94� – –

資本支出 900 18 918 862� 25� 29�
建設費 790 18 808 752� 25� 29�
放送債券償還積立資産繰入れ 10 – 10 10� – –
放送債券償還金 100 – 100 100� – –

資本収支差金 61 – 61 – – 61�

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額当初額 予算総則に
基づく増減額 合計

事業収入 6,786 0.3 6,787 6,839 △52
受信料 6,550 – 6,550 6,598 △47
交付金収入 35 – 35 35 △0.1
副次収入 105 0.3 105 85 19
財務収入 54 – 54 57 △2
雑収入 10 – 10 46 △36
特別収入 30 – 30 16 14

事業支出 6,847 0.3 6,848 6,801 46
事業運営費 5,924 △155 5,769 5,724 45
国内放送費 2,848 △85� 2,762 2,749 13
国際放送費 139 △12 127 127 0.1
契約収納費 583 44 627 627 0.2
受信対策費 270 △92 178 172 5
広報費 46 – 46 45 0.9
調査研究費 85 △6� 78 77 1
給与 1,258 △0.8� 1,258 1,236 21
退職手当・厚生費 564 1 566 565 0.07
共通管理費 126 △3 123 121 2

減価償却費等 923 155 1,079 1,077 1
減価償却費 713 △24 689 689 0.8
財務費 151 16 168 167 0.03
特別支出 27 192 220 220 0.04
予備費 30 △29 0.4 – 0.4

事業収支差金� △61� – △61 37 △99

【一般勘定】 （単位：億円）

「予算との比較」

音楽・劇場公演
186億円（6.3％）

ニュース・報道
964億円
（32.3％）

スポーツ
402億円
（13.5％）

ドラマ
262億円
（8.8％）

教養
225億円（7.6％）

情報・
ドキュメンタリー
530億円
（17.8％）

バラエティ
151億円（5.1％）

教育 119億円（4.0％）

映画・アニメ 75億円（2.5％） 趣味・実用 62億円（2.1％）

合計
2,981億円

〈番組制作費（トータルコスト）内訳　ジャンル別〉

出演・委嘱・
放送権料
548億円（18.4％）

物件費
1,876億円
（62.9％）

人件費
963億円
（32.3％）

制作諸費（取材・ロケ等）
288億円（9.7％）

減価償却費 141億円（4.8％）

制作諸費（編集・
　　音響効果等）
160億円（5.4％）

美術費
172億円（5.8％）

回線料
52億円（1.7％）

委託要員費 307億円（10.3％）外部設備経費 47億円（1.6％）

その他 299億円（10.0％）

合計
2,981億円

〈番組制作費（トータルコスト）内訳　費目別〉
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〈建設費〉

テレビ5波の番組制作に要した経費（人件費・減価償却費を含めたトータルコスト）2,981
億円をジャンル別・費目別にグラフに示すと下記のようになります。



36 視聴者のみなさまへ　ー平成22年度の取り組みー

4
　平
成
22
年
度
決
算

財務の状況

●�経常事業収入は、受信契約件数の増加に伴う受信料の増加等に
より、前年度比153億円増加の6,812億円となりました。

●�経常事業支出は、テレビジョン放送の完全デジタル化対応に伴う受信
対策費の増加や受信料確保のための取り組み強化に伴う契約収納費
の増加等により、前年度比36億円増加の6,524億円となりました。

●�当期事業収支差金は、前年度比82億円減少の19億円となりました。

〈損益計算書のポイント〉

21年度 22年度 増減
経常事業収支
経常事業収入 6,658� 6,812� 153�
受信料 6,533� 6,680� 146�
副次収入等 124� 131� 6�

経常事業支出 6,487� 6,524� 36�
事業運営費 5,647� 5,752� 105�
減価償却費 749� 689� △60�
未収受信料欠損償却費 90� 82� △8�

経常事業収支差金 170� 287� 116�
経常事業外収支

財務収入等 85� 103� 17�
財務費 160� 167� 7�

経常事業外収支差金� △74� △64� 10�
経常収支差金 96� 223� 127�

特別収支
特別収入 48� 16� △32�
特別支出 42� 220� 177�

当期事業収支差金 102� 19� △82�
事業収支剰余金 102� 19� △82�

【比較損益計算書】 （単位：億円）

《個別財務諸表》
一般勘定、番組アーカイブ業務勘定、受託業務等勘定を
合わせたNHK全体の財務諸表

●�資産合計は、固定資産の増加等により、前年度末比220億円増加
の8,722億円となりました。

●�外部資金の残高は、前年度末比100億円減少の100億円となりました。
●�自己資本比率は、前年度末比1.4ポイント低下し64.4％となりました。

〈貸借対照表のポイント〉

負債� 2,907� 3,108� 201�
流動負債 2,088� 2,195� 106�
一年以内に償還する放送債券 100� 100� –
災害修繕費用引当金 – 15� 15�
固定資産撤去費用引当金 – 49� 49�
受信料前受金 1,214� 1,251� 36�
その他の流動負債 773� 777� 4�

固定負債 819� 913� 94�
放送債券 100� – △100�
固定資産撤去費用引当金 – 131� 131�
退職給付引当金 513� 535� 22�
国際催事放送権料引当金 171� 215� 44�
その他の固定負債� 34� 30� △3�

純資産 5,594� 5,613� 19�
承継資本・固定資産充当資本 4,368� 4,405� 36�
剰余金 1,225� 1,208� △17�

負債・純資産合計 8,502� 8,722� 220�

〔 〕
〔 〕

21年度末 22年度末 増減
資産 8,502� 8,722� 220�

流動資産 1,955� 1,992� 37�
現金預金・有価証券 1,687� 1,707� 20�
受信料未収金 58� 66� 7�
その他の流動資産 208� 218� 9�

固定資産 6,452� 6,719� 266�
有形・無形固定資産 4,363� 4,400� 37�
長期保有有価証券 1,953� 2,188� 234�
出資等 135� 130� △5�

特定資産 94� 10� △84�
放送債券償還積立資産� 94� 10� △84�

資産合計 8,502� 8,722� 220�

【比較貸借対照表】

〔 〕
〔 〕

資　本 純資産
合計承継資本 固定資産

充当資本
剰余金

繰越剰余金
前期末残高 1� 4,366� 1,225� 5,594�
当期変動額
資本支出充当 – 36� △36� –
当期事業収支差金 – – 19� 19�

当期変動額合計 – 36� △17� 19�
当期末残高 1� 4,403� 1,208� 5,613�

【資本等変動計算書】

21年度 22年度 増減
事業活動によるキャッシュ・フロー 1,015� 961� △53�
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,251� △417� 834�
財務活動によるキャッシュ・フロー △72� △109� △37�
現金及び現金同等物の増減額 △308� 434� 743�
現金及び現金同等物の期首残高 1,232� 923� △308�
現金及び現金同等物の期末残高 923� 1,357� 434�

【比較キャッシュ・フロー計算書】

※詳しくは、
　NHKのホームページでご覧になれます。

　http://www.nhk.or.jp/pr/
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●�経常事業収入は、受信料の増加等により、前年度比166億円増加
の7,376億円となりました。

●�経常事業支出は、デジタル化対応経費の増加等により、前年度比
41億円増加の7,166億円となりました。

●�当期事業収支差金は、前年度比70億円減少の38億円となりました。

〈連結損益計算書のポイント〉

21年度 22年度 増減
経常事業収支
経常事業収入 7,209� 7,376� 166�
受信料 6,222� 6,362� 139�
その他の経常事業収入 986� 1,013� 27�

経常事業支出 7,125� 7,166� 41�
放送事業運営費 6,090� 6,118� 27�
未収受信料欠損償却費 90� 82� △8�
その他の経常事業支出 943� 966� 22�

経常事業収支差金 83� 209� 125�
経常事業外収支
経常事業外収入 80� 97� 17�
経常事業外支出 16� 12� △3�
経常収支差金 147� 293� 145�

特別収支
特別収入 49� 25� △23�
特別支出 44� 236� 192�

税金等調整前当期事業収支差金 152� 82� △70�
法人税等 33� 36� 2�
少数株主利益 9� 7� △1�

当期事業収支差金 109� 38� △70�

【比較連結損益計算書】 （単位：億円）

《連結財務諸表》

●�資産合計は、有価証券の増加等により、前年度末比247億円増加
の9,887億円となりました。

●�負債合計は、NHKにおいて固定資産撤去費用引当金を計上したこ
と等により、前年度末比206億円増加の3,481億円となりました。

●�自己資本比率は、前年度末比1.2ポイント低下し63.1％となりました。

〈連結貸借対照表のポイント〉

21年度末 22年度末 増減
資産 9,639� 9,887� 247�

流動資産 2,740� 2,805� 64�
現金預金・有価証券 2,112� 2,136� 24�
その他の流動資産 627� 668� 40�

固定資産 6,805� 7,072� 266�
有形固定資産 4,365� 4,352� △12�
無形固定資産 116� 151� 35�
出資その他の資産 2,323� 2,567� 243�

特定資産 94� 10� △84�
放送債券償還積立資産 94� 10� △84�

資産合計 9,639� 9,887� 247�

負債� 3,274� 3,481� 206�
流動負債 2,316� 2,429� 113�

一年以内に返済・償還する長期借入金・放送債券 102� 102� –
受信料前受金 1,214� 1,251� 36�
その他の流動負債 999� 1,076� 76�

固定負債 957� 1,051� 93�
放送債券・長期借入金 110� 8� △102�
退職給付引当金 627� 649� 21�
その他の固定負債� 220� 394� 173�

純資産 6,365� 6,406� 40�
資本 6,202� 6,241� 38�
承継資本・固定資産充当資本 4,368� 4,405� 36�
連結剰余金 1,834� 1,836� 2�

評価・換算差額等 △4� △4� 0�
少数株主持分 167� 168� 0�

負債・純資産合計 9,639� 9,887� 247�

【比較連結貸借対照表】

〔 〕

〔 〕

〔 〕
〔 〕

〔 〕

資本 評価・換算
差額等

少数株主
持分

純資産
合計

前期末残高 6,202 △�4 167 6,365
当期変動額
当期事業収支差金 38 – – 38
資本以外の項目の当期変動額 – 0 0 1

当期変動額合計 38 0 0 40
当期末残高 6,241 △�4 168 6,406

【連結資本等変動計算書】

21年度 22年度 増減
事業活動によるキャッシュ・フロー 1,097� 997� △99�
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,323� △447� 876�
財務活動によるキャッシュ・フロー △66� △102� △35�
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0� – 0�
現金及び現金同等物の増減額 △293� 447� 740�
現金及び現金同等物の期首残高 1,570� 1,277� △293�
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 – △3� △3�
現金及び現金同等物の期末残高 1,277� 1,722� 444�

【比較連結キャッシュ・フロー計算書】

【参考】
■�連結子会社及び持分法適用会社 （平成23年3月31日現在）

連結子会社（13社） ㈱NHK出版

㈱NHKエンタープライズ ㈱NHKビジネスクリエイト

㈱NHKエデュケーショナル ㈱NHKアイテック

㈱NHKグローバルメディアサービス ㈱NHK文化センター

㈱日本国際放送 NHK営業サービス㈱

㈱NHKプラネット

㈱NHKプロモーション 持分法適用会社（２社）

㈱NHKアート ㈱放送衛星システム

㈱NHKメディアテクノロジー ㈱総合ビジョン



38 視聴者のみなさまへ　ー平成22年度の取り組みー

5
　参
　考

参　考

平成22年度は、国内外の情勢が大きく変動する中、
3か年経営計画の2年目として、新たなデジタル時代に
向け、諸計画を達成するための取り組みを確実に進め
る重要な年度です。

放送サービスにおいては、受信料で成り立つ公共
放送として放送の自主自律を堅持し、公平・公正で信
頼できる情報や多様で質の高いコンテンツを積極的
に提供し、多様化する視聴者の期待にこたえる情報
番組や地域放送の充実等に力を注ぎ、「いつでも、ど
こでも、もっと身近にNHK」を目指します。また、国
際放送による日本とアジアの情報発信の強化に努め
ます。

あわせて、組織の改革に全力を傾注し、視聴者から
の信頼を高めるとともに、構造改革を推し進め、取材・
制作の体制を強化し、効果的かつ効率的な業務運営を
行います。

協会の主たる財源である受信料については、公共放
送を支える受信料制度への理解を促進し、公平負担に
向けた取り組みを強化するとともに、一層効率的な契
約収納活動を推進します。

円滑な完全デジタル化に向けて、デジタルテレビジョ
ン放送の普及に努めるとともに、本格的なデジタル時
代の新たなサービスの開発・充実を図ります。

（1）地上デジタル放送設備の整備
（2）地域放送会館の整備
（3）衛星放送設備の整備
（4）放送番組設備の整備
（5）電波サービスの安定的確保のための整備
（6）研究設備・一般設備等の整備

（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
① NHKコンテンツの“3-Screens”展開の推進
②  「NHKオンデマンド」のさらなる充実
③  放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発の

推進

（4）�地域を元気にするための拠点となります
① 「放送局のちから」を発揮して、個性を引き出す放送・
　 サービスの展開
②  地域に密着した多様なサービス実現のための体制強化

（5）日本を、そしてアジアを、世界に伝えます
①  国際放送による情報発信の強化
②  さまざまなメディアによる、効果的・効率的な海外発信
③ 国際報道・国際放送の取材・制作体制の強化

（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
① デジタル中継局など送信設備の着実な整備
②  デジタル難視聴対策など国や民放等と連携した受信

環境整備の支援
③ アナログ放送終了に向けた周知広報活動の推進

（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
① 放送やサービスの充実に向けた構造改革の推進
② NHKグループ全体の経営の最適化
③ “3-Screens”等の積極的展開による、受信料外収入
　 の拡大

（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
① 受信料の公平負担の徹底による支払率向上と収入確保
② 一層の効率化による営業経費率の縮減

（9）環境経営に着実に取り組みます
①  放送やイベントによる環境問題の継続的かつ重点的

な取り組み
② CO2や事業系廃棄物の削減に向けた取り組みの強化

（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
① 視聴者本位の組織風土改革
② 「開かれたNHK」の実現
③  公共放送を担う人材の育成強化とコンプライアンス

の徹底

（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
①  視聴者のニーズにきめ細かくこたえる情報番組の充

実・強化
② 多様なサービスによる視聴者層の拡大
③ 信頼にこたえ、暮らしに役立つ報道の強化
④ “衛星新時代”に備えた衛星放送の充実
⑤  視聴者の信頼と期待にこたえるための調査研究の推進

平成22年度事業計画

事業計画の重点事項

建設計画

5
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経営委員会は、役員の職務の執行を監督し、NHKの
経営に関する基本方針、業務の適正を確保するための
体制整備や、収支予算、事業計画、収支決算、放送番
組の編集に関する基本計画、受信契約の条項や受信料
の免除基準などを議決する、NHKの最高意思決定機関
です。会長を任命するほか、会長が行う副会長および
理事の任命に同意を与えるなどの権限を持っています。
経営委員会は12人の委員で構成されています。委員

は、公共の福祉に関し公正な判断ができ、広い経験と
知識を有する者の中から、教育･文化･科学･産業その
他の分野および全国各地方が公平に代表されることを
考慮し、衆･参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任
命します。任期は3年です。
経営委員会は、執行部に対する目標管理･業績評価

を行い、評価結果を処遇に反映させるなど、会長以下
の執行部に対するガバナンスを強化し、監督を十全に
行っています。さらに、権限の適正な行使に資するよ
う、経営委員が視聴者のみなさまから直接ご意見をう
かがう｢視聴者のみなさまと語る会｣を開催しています。
経営委員会では、透明性を確保し、視聴者のみなさ

まへの説明責任を果たすため、議事録を公表するなど、
活動内容をホームページでお知らせしています。議事
録は、東京のNHK放送センター、全国の放送局、支局、
営業センターでも閲覧できます。

NHK経営委員会ホームページ　　
http://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/

監査委員会は、経営委員を含む役員の職務の執行
を監査する権限を持ち、経営委員会に活動内容を報告
します。監査委員会は、経営委員会委員の中から経営

委員会が任命した監査委員3人以上をもって組織さ
れ、そのうち少なくとも1人以上は常勤でなければな
りません。

放送番組審議会

NHK
●経営委員の中から任命
●職務執行の監督

●職務執行の監査
●監査状況の報告
●不法行為等の差止め請求 ●経営委員会が任命

●財務諸表の監査
●役員の不正行為等の
　監査委員会への報告義務●経営の基本事項の議決

●職務執行の監督
●会長の任免、
　副会長・理事任免の同意

●議決事項の提案
●職務執行状況
　報告義務
●説明要求に基づく
　説明義務

●放送番組の適正を図るため、
　放送番組全般について答申・意見●NHKの事業運営が、視聴者の期待に

　応えているか等について客観的に評価

●損害懸念事実の
　報告

放送法には規定のない、
NHK自身による取り組み

●職務執行の監査
●不法行為等の差止め請求
●報告徴収・財産状況等調査

経営委員会
委員12人・

非常勤および常勤

監査委員会
委員3人以上、

うち1人以上は常勤

●経営委員会が任命

会計監査人
公認会計士または
監査法人

執行部
会長・副会長
理事（7～10人）

●NHKの事業運営が、視聴者の期待に

NHK自身による取り組み

視聴者視点による
NHK評価委員会

経営委員会および監査委員会について

経営委員会

監査委員会
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受信料制度
NHKは受信料で支えられています

公共放送NHKの活動は、その高度な自主性・自律性
を財源面から保障する受信料制度によって支えられて
います。公平・公正で信頼できるニュース・報道番組や
地域・文化に貢献する番組、障害のある方、高齢者の方
に向けたサービスなど、国民生活に欠かせない多様で
質の高い放送を、すべての人に提供できているのも、
この制度があるからです。

放送法に基づいて、テレビをお持ちの方に受信契約
を締結していただき、日本放送協会放送受信規約に基
づいて受信料をお支払いいただきます。

放送法　第32条第1項（受信契約及び受信料）
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した
者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけれ
ばならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。）
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備
のみを設置した者については、この限りでない。

日本放送協会放送受信規約
第5条第1項（放送受信料支払いの義務）
放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の
届け出のあった月の前月（中略）まで、1の放送受信契約
につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信
料（中略）を支払わなければならない。
（以下略）

■�受信料額（消費税を含む）と支払コース

種別 月額 2か月払 6か月前払 12か月前払

地上契約 1,345円
（1,190円）

2,690円
（2,380円）

7,650円
（6,810円）

14,910円
（13,280円）

衛星契約
（地上契約含む）

2,290円
（2,135円）

4,580円
（4,270円）

13,090円
（12,250円）

25,520円
（23,890円）

特別契約 1,005円 2,010円 5,730円 11,180円

※（　）内は沖縄県

受信料は公共放送を運営するうえでほぼ唯一の財源
であり、みなさまから公平にお支払いいただくため、受
信料制度に対するご理解を得ながら、受信契約数の増
加と受信料の確実な収納に努めています。

平成23年度末の受信契約件数（有料）については、契
約総数3,757万件（40万件増）、うち衛星契約1,601万
件（75万件増）をめざします。

●�地域スタッフによる契約・未収対策を一層強化します
地域スタッフによる訪問活動を契約開発や未収対

策に一層シフトし、さらなる受信契約の増加・未収の
削減に取り組むとともに、モバイル決済端末等を積
極的に活用して口座振替やクレジットカード継続払の
利用を促進します。

●�法人委託の拡大による契約開発を促進します
・  契約・収納業務の公開競争入札等による外部委託

を継続的に運用するとともに、実施地域を拡大し
ます。

・  ケーブルテレビ事業者や不動産会社など法人委託
による契約開発を促進するとともに、新たな法人
委託の開発と育成を図ります。

●�多様な活動による契約・収納対策を展開します
・  未収者に対する郵便による文書請求を強化します。
・  事業所割引等を活用した事業所対策を促進します。
・  公的移転情報（住民票の除票など）の活用による効

率的な移動把握や契約の早期化を図ります。
・  衛星デジタル放送のメッセージ機能を活用し、衛

星契約の取次を促進します。

●��未収者に対する支払督促の拡大及び未契約者に対
する民事手続きを実施します

受信料の公平負担を徹底するため、最終的な方法
として未収者に対する支払督促を全国で実施するほ
か、未契約者に対する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ます。

公共放送を支える受信料制度 公平なご負担をめざして

平成23年度の取り組み
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NHKでは、社会・経済状況の変化等に対応した、より
公平で合理的な受信料体系の構築を進めています。

現在、一定条件を満たしている方を対象に、受信料
の特例や免除制度を設けています。

●�多数契約一括支払に関する特例
1の受信契約者が、10件以上の衛星契約または

特別契約の受信料を、口座振替または継続振込でお
支払いされる場合に、ひと月あたり次の額を割り引
きます。

●�公的扶助受給者の方

●�市町村民税非課税の障害者の方
（「身体障害者手帳」「療育手帳（または判定書）」「精神
障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世
帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合）

●�社会福祉事業施設入所者の方

●�災害被災者の方
（災害救助法が適用された地域等において、半壊、
半焼、床上浸水以上の被害を受けた場合、原則2か
月間の免除）

●�社会福祉施設

●�学校
学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校
のうち、小学校、中学校、中等教育学校（前期課程に
係るものに限る。）、特別支援学校および幼稚園

以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ
受信契約者である場合

●�視覚・聴覚障害者の方（身体障害者手帳をお持ちの方）

●�重度の障害者の方
・身体障害者手帳（1・2級）
・療育手帳（または判定書）（最重度・重度）
・精神障害者保健福祉手帳（1級）

●�重度の戦傷病者の方

日本放送協会放送受信料免除基準に該当する場合
は、受信料の全額または半額が免除となります。

●�団体一括支払に関する特例
ケーブルテレビなどの所定の団体の構成員で、衛

星契約または特別契約を結んでいる受信契約者が
15名以上まとまり、団体を通じて口座振替または継
続振込により一括して受信料をお支払いされる場合
に、ひと月あたり200円を割り引きます。
※ 12か月前払の場合は、1件あたり年額2,420円の

割引となります。

●�同一生計支払に関する特例（家族割引）
同一生計である複数の方がそれぞれの住居で受

信契約を締結している場合（親元を離れて暮らす学
生の方、単身赴任の方など）や同一の受信契約者が
複数の住居で受信契約を締結している場合（別荘・
別宅など）を対象に、適用要件を満たした場合、受信
料の半額を割り引きます。

●�事業所契約に関する特例（事業所割引）
事業所等住居以外の場所に設置する受信機につ

いて、同一敷地内に設置した受信機すべてに必要な
受信契約を締結し、一括して受信料をお支払いされ
る場合、2契約目以降の契約について、受信料の半
額を割り引きます。

受信料の特例や免除について

受信料の特例 受信料の免除

10～49件  …… 200円
50～99件  …… 230円
100件以上 …… 300円

（97～99件のときは契約件数を100件として計算します）

《割引額》（衛星契約の場合）

全額免除

半額免除

受信料の免除
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NHKはみなさまの受信料で運営されています

NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いい
ただく受信料を財源に運営することにより、国や特定の
スポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福
祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりを実

現しています。
学校放送、福祉番組、災害報道など、なくてはならな

い放送をお届けできるのも、みなさまからいただく受信
料があるからです。

※ 上記は、平成22年度業務別決算に基づき、地上契約の月額受信料に対する各業務の割合を表したものです  
（参考→34ページ）

NHKの番組には「大河ドラマ」や「紅白歌合戦」のよう
に視聴者のみなさまの関心の高い番組だけでなく、教
育番組や福祉番組、古典芸能番組など、市場性や視聴
率だけでは計ることの出来ない、重要な役割を担うも
のが多くあります。また、緊急災害時には大幅に編成を
変更し、ニュース・報道番組の放送を通して、迅速かつ

正確な情報を提供します。また安定した電波を“全国あ
まねく”お届けすることで、人々の暮らしを豊かなものに
しています。

こうしたことは、視聴者のみなさまから直接いただく
受信料で成り立つ公共放送だからこそ、実現できるも
のと考えています。

視聴者のみなさまから頂いた受信料（月額1,345円）
は、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりや放送サービ

スの維持、新しい放送技術の研究開発などのために使
われています。

受信料だからできること

受信料の使途について

安心・安全を守り、暮らしに役立つ報道を行い、また
質の高い多様な放送番組を制作し、日本全国にあまね
く送りとどけるための経費　　　　　　　…… 72.4％

・信頼に応えるニュース提供のための取材活動費（方針２）
・テレビ、ラジオ各波の番組制作費（全国・地域）（方針２）
・情報、コンテンツの３-Screens展開経費（方針３）
・全国に放送サービスを送り届けるための経費
・国際放送を実施するための経費（方針５）　など

デジタル放送の普及や新たな放送技術の研究開発を
進めるための経費　　　　　　　　　　　…… 5.7％

・デジタル放送の受信環境整備やスーパーハイビジョンなど
新たな放送技術の開発を進める経費（方針３・６）　など

全国の放送局を維持管理する経費やＮＨＫを運営する
ための経費　　　　　　　　　　　　　 …… 10.3％

・放送会館の運用経費、職員管理の経費（方針１・７）
・受信料に含まれる消費税　など

受信料を公平に負担していただくための経費
…… 11.6％

・受信契約の締結や受信料の収納に要する経費（方針８）
・公平負担の徹底を図るための経費　など

0円

200円

400円

600円

800円

1,000円

1,200円

1,400円

1,600円

138円

156円

77円

974円

計1,345円



43視聴者のみなさまへ　ー平成22年度の取り組みー

5
　参
　考

視聴者視点によるNHK評価

視聴者視点によるNHK評価は、NHKが視聴者の期
待にどのくらい応えているのか、公共放送としての役割
を果たしているかを客観的に評価し、“視聴者とNHKを
つなぐ”ことを目的としています。
第三者機関である「視聴者視点によるNHK評価委員

会」は、2009（平成21）年4月に会長の諮問機関として
発足しました。

委員会は、前年度までの“約束”評価活動を引き継い
で、より“視聴者の視点”を重視した評価指標により、
NHKの「放送の信頼性」と「経営の信頼性」を、毎年定期
的に診断するとともに、公共放送の価値の向上に向け
た考察や提言を行います。
評価は、全国の視聴者への面接調査、外部専門家へ

のアンケートなどから得られた各種データを、NHKから
独立した立場で客観的に分析し、2つの柱、8つの評価
指標、36の評価項目のそれぞれについて1点から5点
までの5段階で得点化して行います。2011（平成23）
年6月に公表した平成22年度の評価結果は次のとおり
です。

「放送の信頼性」については、
すべての評価指標で評点が上昇
したため、「放送の信頼性」の評
点は21年度よりも0.2点上昇し
て、3.8点となりました。「経営の
信頼性」については3つの評価指
標のうち、「誠実さ・透明性」の評
点が下がりましたが、「経済性・
効率性・効果性」と「変化への対
応力・柔軟性」の評点はいずれも
0.3点上昇しました。この結果、
「経営の信頼性」の評点は0.2点
向上し、2.7点となりました。
また評価委員会は評価結果の

報告に合わせて、「東日本大震災
へのNHKの取り組み」や「放送・
通信融合時代のNHKの役割」な
どについて提言を行いました。
NHKとしては、これらの評価結果
や提言を真摯に受け止め、さらな
る改善に向けて一層努めていき
ます。
委員会は、平成23年度につい

ても同様の評価を行い、2012
（平成24）年6月に公表します。

平成22年度の評価結果 (　)内は21年度の評点

＊評点は、「評価項目」の平均点を「評価指標」の点数とし、「評価指標」の平均点を「評価の柱」の点数として算出。

放送の信頼性 独立性・公正さ ◎自主・自律 3.0点（2.8点）
◎公平・公正 3.7点（3.4点）
◎多様性を踏まえた編成 3.7点（3.3点）

◎迅速・正確な報道 4.4点（4.4点）
◎丁寧な取材・制作 4.3点（4.1点）
◎新規性・創造性 3.0点（新規項目）
◎ジャーナリズム性の発揮 3.5点（3.1点）
◎人にやさしい放送 4.2点（4.0点）
◎品位ある放送 4.3点（4.2点）

◎緊急・災害時の迅速・正確な情報提供 4.6点（4.3点）
◎生活情報の提供 4.0点（3.7点）
◎学習機会の提供 3.8点（3.6点）
◎国内外の社会情報の提供 3.8点（3.4点）
◎利用しやすいサービスの開発・提供 3.9点（3.5点）

◎わかりやすい放送 3.8点（3.7点）
◎感動の提供 4.0点（3.7点）
◎話題性の提供 3.7点（3.2点）
◎娯楽性の提供 3.3点（3.1点）

◎社会的課題の情報共有 3.2点（2.7点）
◎地域社会の発展 3.1点（2.8点）
◎文化・芸術の発展 4.2点（4.0点）
◎記録・伝承 4.4点（4.2点）
◎放送技術の発展 4.7点（4.6点）
◎世界への情報発信 3.8点（3.7点）
◎デジタル化促進 4.6点（4.0点）

評価の柱 評価指標 評価項目

◎説明責任 2.5点（2.5点）
◎視聴者意向の反映のしくみ 2.7点（2.8点）
◎コンプライアンスの徹底 2.5点（2.7点）
◎環境経営 2.7点（2.6点）

◎VFM向上 3.5点（3.5点）
◎意思決定と実行の迅速性 2.5点（1.9点）
◎効率的・効果的な業務運営 2.3点（2.1点）

◎職員の活性度 2.7点（2.4点）
◎長期的視点に立った組織設計と人材育成 2.6点（2.1点）
◎長期的視点に立った予算・事業計画 2.6点（2.3点）
◎危機管理 2.6点（2.3点）

3.8点（3.6点） 3.5点（3.2点）

質の高さ
4.0点（3.9点）

役に立つ
4.0点（3.7点）

親しまれる
3.7点（3.4点）

社会への貢献
4.0点（3.7点）

経営の信頼性 誠実さ・透明性
2.7点（2.5点） 2.6点（2.7点）

経済性・効率性・効果性
2.8点（2.5点）

変化への対応力・柔軟性
2.6点（2.3点）

「視聴者視点によるNHK評価委員会」委員　（平成23年4月現在）
委員長	 谷藤　悦史（早稲田大学政治経済学術院教授　専門は政治学）

委員長代行	 江上　節子（武蔵大学社会学部教授　専門は情報メディアなどのサービス開発）

委員	 山内　弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授　専門は公共経済学）

(敬称略)
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BS2波化
平成23年4月�NHKの衛星放送が生まれ変わりました

最強ツートップ!!

BSならではの魅力的な番組が続々誕生

NHKの衛星放送は、この4月1日に
新しい2つのハイビジョンチャンネル「BS1」と「BSプレミアム」に生まれ変わりました。

今回の改定で、「BS1」は12、「BSプレミアム」は34の新しい定時番組を開発。
特集番組をはじめ、新しい衛星放送を切り開くチャレンジ性あふれる番組が続々誕生しています。

BS1(ビーエスワン)のキャッチフレーズは「知りたい今が、ある」。「“いま”の国際情報」と「“ナ
マ”のスポーツ」にこだわったラインナップで、ライブ感あふれる波を目指しています。ロゴデ
ザインは、日本のBS放送を切り開いたナンバーワンとしての自負を「1」の文字で強調。2本の
矢印は、2本柱である国際情報とスポーツを表現しています。テーマカラーは、スピード感や
信頼される高品質なジャーナリズムを目指す想いを託してクリアーなブルーにしました。

BSプレミアムは「見るべきテレビが、ある」。本物志向の教養・娯楽チャンネルとして、40〜
50代を中心とした視聴者に向けたサービスの充実を図っていきます。「紀行」「自然」「美術」
「歴史」「宇宙」「音楽」「シアター」という7つの分野を核に、映画やドラマなども含めた多彩な
番組で新しいBS波への期待にこたえます。ロゴデザインの3本のラインは、「高品質」「多彩さ」
「こだわり」を表し、テーマカラーはゴールドにしました。

今年はアメリカ大リーグ（MLB）の放送試合数を大幅に増やすだけでなく、サッカーでは英国のプレミアリーグ
やイタリアのセリアA、それにNBA、PGAなどもたっぷりとご覧いただきます。プロ野球、Jリーグ、Vリーグ、
競馬など国内スポーツも強化します。また、「BSベストスポーツ」（土曜夜11時台）、「スポーツ・ドミンゴ」（日曜
夜11時台）の国内外のスポーツ情報番組も注目です。
BS1のもう一つの側面は、国際情報の充実です。「ワールドWaveモーニング」（朝6〜7時台）、「ワールド

Waveトゥナイト」（平日夜10時台）の他、「ワールドWave」「ワールドWaveアジア」などの新番組で24時間、最
新の国際情報をお伝えします。さらに、新設したのが「ほっと@アジア」（夕方5時台）や「地球テレビ　エル・ムン
ド」（夜11時台）で、事件やニュース以外に、海外のトレンド情報などもお伝えします。

ワールドWaveトゥナイト
「“いま”の国際情報」を伝える基幹番組として、リアルタイムで入る国際情報を伝える
と共に、世界の専門家を中継で結び、情報に深みを加え「明日の仕事に生かせる」内容
をお伝えします。

スポーツドミンゴ
「より深いスポーツの魅力探求」をコンセプトに、毎回1競技、旬のスポーツにスポット
を当て、その魅力を様々な視点から深く掘り下げる新しいスポーツ情報番組。

“知りたい今が、ある”
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BSプレミアムでは、紀行・自然・美術・歴史・宇宙・音楽・シアターの7つの分野で合計34の新番組を立ち上
げました。平日夜間（8〜10時台）には「旅のチカラ」「たけし アート☆ビート」「J-POP青春の’80」「新日本風土記」

「極上美の饗宴」「コズミックフロント 〜発見! 驚異の大宇宙〜」「Amazing Voice 驚異の歌声」「BS歴史館」な
ど、どれも選りすぐりの番組です。土日の夜には「BS時代劇」のほか、90分サイズの大型番組「体感! グレートネ
イチャー」や「ショータイム」を放送します。

映画やドラマもさらに拡充し、毎週日曜から水曜まで夜10時からは「BSシネマ」を放送します。特に日曜夜は
監督50周年の山田洋次監督が選んだ日本映画名作100選をご覧いただきます。初年度は「家族」をテーマに50
作品を放送します。

海外連続ドラマではアメリカでも大人気の「glee」と「デスパレートな妻たち6」、日曜には「トンイ」をお届けしま
す。「トンイ」は「チャングム」「イ・サン」のイ・ビョンフン監督の長編ドラマです。このほか、デジタルリマスター
技術やスーパーハイビジョン撮影を取り入れた手法で描き好評を博した江戸時代の天才画家伊藤若冲のシリー
ズなど、大型の特集を随時放送していきます。

ショータイム
日本そして世界の超一流のエンターテイナーが登場し、類い希なる芸の神髄を紐解い
たり、サーカスやマジックなどの「超技」を楽しんだり、「深く」「濃く」「たっぷり」な大人
が楽しめるエンターテインメント番組。

体感! グレートネイチャー
活火山や大渓谷、オーロラ、巨大珊瑚、その生々しい臨場感をハイビジョンならでは
の高画質・高音質で伝え、驚異の大自然を体感します。

コズミックフロント 〜発見! 驚異の大宇宙〜
21世紀に入り、宇宙観測技術の進歩によって、これまでの宇宙像を覆す新発見が相次
いでいます。この驚異に満ちた宇宙の実像を、壮大なスケールで描きます。

にっぽん縦断 こころ旅
自転車少年だった俳優の火野正平さんが、視聴者から寄せられたお便りを手がかり
に、毎日ぶっつけ本番で旅をする新しい自転車紀行番組。

BS歴史館
“いま”につながる歴史上の大事件、事象に光を当て、各分野の歴史好きや一言居士が
集まり徹底検証。新しい視点で歴史の新事実を浮かび上がらせます。

Amazing Voice 驚異の歌声
世界には、まだ日本人の知らない“魂を揺さぶる”歌声がある。なぜ人の心を打つの
か? 世界各地を代表する歌声を満喫する音楽番組。

たけし アート☆ビート
「アートを楽しむのに教科書はいらない。まっさらな気持ちで作品と向き合い、心の動
きを正直に受け止めよう」ビートたけしが、既存の価値観にとらわれず「アートって一
体、何だろう?」を改めて探るアート・エンターテインメント番組。

“見るべきテレビが、ある”
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完全デジタル化
平成23年7月24日�テレビ放送はすべてデジタルへ移行します

　　● 受信（UHF）アンテナ
　　●  地上デジタル対応受信機 

（テレビまたはチューナー）
　　を用意すれば、ご覧になれます。

ケーブルテレビでご覧になる場合には、UHFアンテ
ナは不要です。

地上デジタル放送をご覧になるには

地上デジタル放送の受信方法

地上デジタル放送全般についての問い合わせ先

地上デジタル対応テレビ地上デジタル対応チューナー

アナログテレビ
または

UHFアンテナ
※ケーブルテレビでご覧になる場合は不要です

+

イメージ ポイント

戸
別
住
宅
で
の
受
信

◆ 受信アンテナと地上デジタル対応受信機が必要です。
◆  現在、UHFアンテナをお持ちでも、受信方向がアナログ放送と

異なる場合にはアンテナの方向調整が必要で、対応する受信周
波数が異なる場合には、新たに地上デジタル放送用のアンテナ
を設置する必要があります。

集
合
住
宅
で
の
共
同
受
信

◆  屋上などにUHFアンテナが設置され、電波がそのままご家庭に
届いている場合には、デジタル受信機を設置すれば、受信可能
です。

◆ 集合住宅の管理者にご確認ください。

地
域
で
の
共
同
受
信

◆  地上デジタル放送は、受信障害に強い伝送方式を採用している
ので、多くの場合、各家庭でUHFアンテナを設置すれば、受信
可能です。

◆  受信障害対策共聴を利用して地上デジタル放送を受信する場合
には、施設の改修が必要です。

◆ 共聴施設の管理者にご確認ください。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

◆ 個別に受信アンテナの設置は不要です。
◆  ケーブルテレビの伝送方式によって利用できるサービスや受信

方法が異なります。
◆ お近くのケーブルテレビ会社にご確認ください。

0570-07-0101　平日�9:00〜21:00　土日祝�9:00〜18:00
〈IP電話の方は　03-4334-1111〉

総務省地デジコールセンター

←親アンテナ

↑加入者

加入者→

※岩手、宮城、福島3県の地上放送を除きます。
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NHKネットクラブ
NHKを、もっと楽しく、便利で、お得に!

NHKネットクラブ
は、NHKのインター
ネット会員サービス
です。お気に入りの
番組の放送予定や
再放送日時などを

メールでお知らせする「番組表ウオッチ!」のほか、番組オ
リジナルグッズや会員限定イベントなどの「ポイント特
典」、美術展の入場料が割引になる「クーポン」など、多
彩なサービスをすべて無料でご利用いただけます。

平成22年度末の会員数は、およそ107万人です。

● パソコンから
　�www.nhk.or.jp/netclub/

● 携帯電話から
　�メニュー�→�TV�→�NHK�→�NHKネットクラブ

（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）
※ 左の二次元バーコードからもアク

セスできます。

NHKネットクラブには、「会員」と「プレミアム会員」の2
つの会員タイプがあります。受信料をお支払いのご世帯
の方は、どなたでも「プレミアム会員」にご登録でき、「プ
レミアム会員」にはさまざまな優待サービスがあります。
「おかあさんといっしょ」のスタジオ収録など、人気番

組の参加応募もNHKネットクラブだけの特典。美術展
の特別鑑賞会やNHK放送センターのバックステージツ
アーをはじめとする会員限定イベントも多数開催してい
ます。さらに、NHKネットクラブと連動する番組も続々
増加中! ネットク
ラブ会員の方は、
それぞれの番組
サイトでプラスα
のサービスが楽
しめます。

今後も視聴者のみなさまとNHKをつなぐサービスと
して、いっそう内容を充実させていきます。

平成22年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

107万人

（月）

（万人）
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NHK放送センターバックステージツアー

アクセス方法

NHKネットクラブの主なサービス

番組表ウオッチ!
番組の放送予定や再放送日時をメールでお知らせ

イベント情報お知らせメール
公開番組やイベント情報をいち早くメールでお知らせ

ネットステラ
最新の番組情報をネットで提供

ポイント特典
いろんな特典への応募や交換が可能

プレゼント
番組オリジナル壁紙などをプレゼント

クーポン（割引券）
美術展の割引券などをダウンロード可能

受信料オンラインサービス
受信料の手続き・照会が簡単に!

BSメッセージ消去
BSメッセージ消去もネットで簡単に!

〈会員数〉



　NHKオンデマンドは、NHKが放送した番組をインターネット回線等を通じてパソコンやテレビに配信する有料の
ビデオ・オンデマンド（VOD）サービスです。NHKオンデマンドでは現在以下のようなサービスを提供しています。

配信開始から３か月経過した番組は
自動的に特選ライブラリーに移行
（一部の海外番組を除く）

放送から2週間以内の番組を毎日入れ替えで
月々約600本配信しています。単品またはす
べての番組が見放題になるパックでご覧い
ただけます。

過去に放送した中から厳選した特選番組の
うち、配信開始から3か月以内の番組と海外
の番組を配信しています。単品または本数を
まとめたパックでご覧いただけます。

配信開始から3か月以上経過した特選番組
3,000本以上を配信しています。単品または
すべての番組が見放題になるパックでご覧い
ただけます。

ドラマ10「八日目の蝉」ドラマ10「八日目の蝉」

大河ドラマ「江～姫たちの戦国」大河ドラマ「江～姫たちの戦国」

連続テレビ小説「おひさま」連続テレビ小説「おひさま」

「ハーバード白熱教室」「ハーバード白熱教室」

スペシャルドラマ「坂の上の雲」スペシャルドラマ「坂の上の雲」

ドラマ10「セカンドバージン」ドラマ10「セカンドバージン」

パソコンで視聴するには…

平成22年度 NHKオンデマンド 視聴数年間ランキング

テレビで視聴するには…
http://www.nhk-ondemand.jp/
NHKオンデマンドのホームページから

VODサービスのあるケーブルテレビで
ケーブルテレビ
（CATV）回線

各CATV局の
セットトップボックス
（ホームターミナル）

テレビ

●J:COM、JCN、その他のケーブル
　テレビでサービス提供中

インターネットにつないだテレビで
インターネット回線
（光回線/ADSL等）

終端装置/モデム
（ルーター機能付き）

宅内LAN

サービス対応のテレビ

対応チューナー
（専用セットトップボックス）

または

テレビ

●アクトビラ、ひかりTV、auひかりで
　サービス提供中

第６１回ＮＨＫ紅白歌合戦　後半

■見逃し番組 ■特選プレミアム／特選ライブラリー

※PC系サービスのみ。同一シリーズは1位を掲載

14,334

番　　　　組　　　　名順位

1
大河ドラマ　龍馬伝　第２８回　武市の夢 8,1392
大河ドラマ　江　第１回　湖国の姫〈新〉 6,6863
ドラマ１０　セカンドバージン　第１０回　誇り高き女たち〈終〉 5,2624
連続テレビ小説　ゲゲゲの女房１１３　鬼太郎ブームがはじまった 5,1025
スペシャルドラマ　坂の上の雲　第８回　日露開戦 4,4766
古代史ドラマスペシャル　大仏開眼　前編 4,1317
土曜ドラマ　チェイス　第３回　パーマネント・トラベラー 3,5618
Ｎスペ　日本人はなぜ戦争へと向かったのか　第１回 3,0839
連続テレビ小説　てっぱん１３８　スタートライン 2,97510

視聴数

ドラマ１０　セカンドバージン　第１回　不実な指 15,172

番　　　　組　　　　名順位

1
Ｎスペ　地球大進化　第１集　生命の星 11,9662
ハーバード白熱教室　１　殺人に正義はあるか 9,5443
ハイビジョン特集　リーマン予想・天才たちの１５０年の闘い 7,6634
スペシャルドラマ　坂の上の雲　第１回　少年の国 7,2045
Ｎスペ　魔性の難問　リーマン予想 5,6446
Ｎスペ　映像の世紀　第４集　ヒトラーの野望 5,5867
Ｎスペ　ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　第１回 5,2868
Ｎスペ　１００年の難問はなぜ解けたのか　天才数学者　失踪の謎 5,0879
その時歴史が動いた　坂本龍馬暗殺事件 4,12810

視聴数
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NHKオンデマンド
「もう一度みたい」に、いつでも応えます



○…支局　●…営業センター

九州地方
福岡 （092）724-2800
北九州 （093）591-5002
熊本 （096）326-8203

○
長崎 （095）821-1115
佐世保 （0956）24-1222
鹿児島 （099）805-7000
宮崎 （0985）32-8111
大分 （097）533-2800
佐賀 （0952）28-5000
沖縄 （098）865-2222

中国地方
広島 （082）504-5111

○福山 （084）922-7300
岡山 （086）214-4700

○

松江 （0852）32-0700
鳥取 （0857）29-9200
米子 （0859）22-6121
山口 （083）921-3737

○下関 （083）231-2111

四国地方
松山 （089）921-1111
高知 （088）823-2300
徳島 （088）626-5970
高松 （087）825-0151

東海・北陸地方
名古屋 （052）952-7000
中央 （052）952-7000

●
●
駅前 （052）589-6780

○

○

豊橋 （0532）55-1121
金沢 （076）264-7001
静岡 （054）274-1111
浜松 （053）472-1171
福井 （0776）28-8850
富山 （076）444-6630
津 （059）229-3000

○
岐阜 （058）264-4611
高山 （0577）32-5215

近畿地方
大阪 （06）6941-0431
中央 （06）6937-9000
天王寺 （06）6771-0337
堺 （072）221-0333
千里 （06）6835-8001
京都 （075）841-4321
神戸 （078）252-5000
阪神 （06）4960-2213
姫路 （079）225-1901
和歌山 （073）424-8111
奈良 （0742）26-3411
大津 （077）522-5101

●
●
●
●

●
○

北海道地方
札幌 （011）232-4001

●新札幌 （011）895-7760
函館 （0138）27-0111
旭川 （0166）24-7000
帯広 （0155）23-3111
釧路 （0154）41-9191
北見 （0157）23-4181
室蘭 （0143）22-7271

東北地方
仙台 （022）211-1001

　秋田 （018）825-8110
山形 （023）625-9511

○鶴岡 （0235）22-7711
盛岡 （019）626-8811
福島 （024）526-4333

○郡山 （024）932-5500
○いわき （0246）25-8111
青森 （017）774-5111

○弘前 （0172）32-5411
○八戸 （0178）43-9211

関東甲信越地方
放送センター （03）3465-1111
中央 （03）3465-1111

●
●
池袋 （03）3984-6731

●上野 （03）3845-8830
●新宿 （03）3348-6111
●西東京 （042）528-6000
放送文化研究所（03）5400-6800
放送博物館 （03）5400-6900
放送技術研究所（03）5494-1125
長野 （026）291-5200

○松本 （0263）33-4700
新潟 （025）230-1616
甲府 （055）222-1311
横浜 （045）212-2822

●かながわ西 （046）235-7000
●かながわ東 （044）712-1100
前橋 （027）251-1711
水戸 （029）232-9885
千葉 （043）227-7311

●船橋 （047）435-8100
宇都宮 （028）634-9155
さいたま （048）833-2041

●大宮 （048）643-1030
●川越 （049）246-3111

東海・北陸地方
名古屋 （052）952-7000

北海道地方
札幌

●新札幌
函館
旭川
帯広
釧路
北見
室蘭

東北地方
仙台
秋田
山形

○鶴岡
盛岡
福島

○郡山
○いわき
青森

○弘前
○八戸

関東甲信越地方
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いつでも、どこでも、
もっと身近にNHK

視聴者のみなさまへ視聴者のみなさまへ

この紙は再生紙を使用しています 2011年6月　経営企画局

あなたの声と受信料で
公共放送

ご意見・お問い合わせ先ご意見・お問い合わせ先
■NHKおよび放送番組についてのご意見・お問い合わせ
  電話で
NHKふれあいセンター
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日も受付）

0570-066-066 ナビダイヤル
※このナビダイヤルは1分あたり10.5円の通話料金がかかります。何とぞご了承ください。

050-3786-5000
マイラインやIP電話をご利用の場合は、この番号へおかけください。

  電子メールで
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
上記ホームページのお問い合わせ入力フォームをご利用ください。

  手紙（投書）で
〒150-8001（住所の記入は不要です。）NHK放送センター
※番組名や部署名のわかるものは、「番組名」「部署名」をお書きください。
※その他ご意見・お問い合わせは「ハートプラザ」あてにお出しください。

  FAXで
03-5453-4000（24時間受け付けています）
  受信契約の受付
0120-151515 フリーダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
受付内容：受信契約のお申し込み・転居のご連絡
ホームページからも受け付けています。　http://www.nhk.or.jp/jushinryo/

■受信料に関するお問い合わせ
0570-077-077 ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
　　　　　12月30日午後5時～1月3日はご利用いただけません。
受付内容：受信料関係のお問い合わせ
※このナビダイヤルは3分あたり8.5円の通話料金がかかります。

■受信相談のお問い合わせ
0570-00-3434 ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後8時（土・日・祝日も受付）
受付内容：テレビ（地上放送・衛星放送）、ラジオ、FM放送などの受信に関するご相談
※このナビダイヤルは3分あたり8.5円の通話料金がかかります。

平成22年度の取り組み平成22年度の取り組み

©NHK・TYO
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