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第２四半期業務報告 

（ 別 冊 ） 平成２３年１０月２５日

本書は、放送法第３９条第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２３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。 
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１    今期の概況 （1） 接触者率向上への取り組み 

 

１

 第２四半期の達成状況 

上半期を総括すると、総合テレビでは、朝８時台の「連続テレビ小説」、「あさイチ」などが女性視聴者に支

持され好調なほか、「ニュースウオッチ９」では、男女40代の個人視聴率が伸びており、視聴者層の幅が広が

りつつある。衛星放送は、国際・スポーツを軸としたＢＳ１の女子サッカーなでしこジャパンの試合、ＢＳプ

レミアムの「コズミック フロント」など、多彩な編成により、放送波の個性化に成果をあげつつある。９月

からは、ラジオ番組を放送と同時にインターネットで提供するサービスを開始するなど、今後もさまざまなメ

ディアやツールを活用して接触者率の向上をめざしていく。 

 
 ●主な取り組みと分析・評価 

ワンセグの独自番組の中には、接触者の８割が

10 代となるものもあり、若年層の拡大のために、

今後も３-Screens 展開に力を入れていく。 

上半期は、期間を通じて東日本大震災について

多角的な検証番組を含め、分厚く伝えた。 

総合テレビの連続テレビ小説「おひさま」、「あ

さイチ」など平日朝の時間帯の好調は続いている。

「おひさま」の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ 

関東地区）は 18.8％となり、「ゲゲゲの女房」

（18.6％）や「てっぱん」（17.2％）を上回った。 

９月１日から、ＮＨＫのラジオ第１・ラジオ第

２・ＦＭの番組をパソコン向けに放送と同時に提

供する「ＮＨＫネットラジオ らじる★らじる」

がスタートした。ネットラジオは、最初の１か月

間で１日平均、推定約５万5,000人に利用された。

利用者の中には、これまでＮＨＫのラジオを聞い

たことがなかったが、パソコンでの聴取が可能に

なったことで、初めてＮＨＫのラジオに接触した

人もいた。 

総合テレビの上半期の世帯視聴率の平均は、ビ

デオリサーチによると、午後７時から 10 時のゴー

ルデンタイムで 12％、局別では２位となり、午後

７時から 11 時までのプライムタイムでは 10.6％、

局別で４位だった。 

９月の放送評価調査の結果、全体評価では、「社

会貢献」が 69％と、前年度平均を４ポイント上回っ

た。側面別評価では「生命・財産を守る」が 76％、

「地域への貢献」が 45％と、それぞれ３ポイント上

回った。東日本大震災を多角的に検証し、課題を探

る番組を制作し続けている取り組みが「社会貢献」

や「生命・財産を守る」の評価を高めていると思わ

れる。 

「FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011」は、な

でしこジャパンの初優勝という快挙となった。ア

メリカとの決勝戦は、ＢＳ１の視聴率が 10.7％と

ＢＳではじめて 10％を超えた。衛星２波の個性化

を進める取り組みは、次第に定着しつつある。 

今年の夏期特集は、戦争関連番組や家族向けの

番組に加えて、東日本大震災からの復興や今後の

日本を考える企画を大きな柱とした。 
 

９月のＮＨＫスペシャル「世界初中継 宇宙の

渚」（総合テレビ）は、超高感度カメラでとらえた

宇宙のスペクタクルをテレビ史上初めて国際宇宙

ステーションから生中継し、ＢＳプレミアムと連

動して伝えた。 

放送評価調査の結果 （NHK 放送文化研究所 23 年９月）
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 課題・今後の取り組み 

接触者率の調査は、６月と11月に実施しているため、今期は新たなデータはない。総合テレビでは、土曜夜

間に75分の特集を、午後７時30分からと午後９時から、２本続けて放送する編成で、それぞれ違う視聴者層を狙

うとともに、平日とは違う視聴者層の拡大も目指している。世帯視聴率は伸びているが、さらに世代の幅を広げる

ことが課題となっている。今後も、女性40代を中心とした接触者率の拡大を目指すとともに、Ｅテレでは10代を

意識した対応を進める。 
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１    今期の概況 （２） 支払率向上への取り組み 

 

支払率75％を目標に掲げた23年度の上半期末支払率は、74.5％（推計）となっている。７月24日のアナロ

グ放送終了の影響を受けて、契約総数は８月に3.7万件の減少となり、第２四半期計で2.8万件増加にとどま

る厳しい結果となった。上半期計では、18.6万件の増加、累計で3,750万件となった。衛星契約増加も前年同

期を下回り、第２四半期計で15.3万件増加、上半期計で36.3万件増加、累計で1,580万件となった。 

 
●主な取り組みと分析・評価 

第２四半期は、７月 24 日のアナログ放送終了に

伴う対応に全力を挙げて取り組んだ。終了当日か

らの数日間は視聴者からの問い合わせ等が多数あ

ったが、コールセンターの強化等により、デジタ

ルへの移行に伴うお客様対応はスムーズに行われ

た。アナログ放送終了に伴う受信契約の解約への

対応状況は、９月末までの電話受付数が 11.6 万件、

受信契約解約確定数は 9.5 万件となっている。解

約数の推移については今後も注視していく。 

東日本大震災に伴う災害免除期間は、８月末ま

での予定を２か月延長し、10 月末までとした。災

害免除適用件数は、９月末で 20.5 万件となってい

る。また、震災に伴う受信契約の解約は上半期で

3.1 万件となっている。 

これらの影響により、上半期累計での契約総数増

加は、18.6 万件（目標進捗率 46.5％）となり、前

年同期より△5.4 万件（目標進捗率で△22.1 ポイ

ント）の厳しい状況となった。上半期末支払率は

74.5％（推計）となり、前年度末から 0.9 ポイン

トの向上にとどまった。 

衛星契約増加は、アナログ放送終了後の８月は

3.1万件の増加、９月は4.6万件増加にとどまった。

第２四半期では、15.3 万件の増加、上半期累計 36.3

万件（目標進捗率 48.4％）となり、前年同期より、

△5.3 万件（目標進捗率で△15.5 ポイント）とな

っている。 

今後、さらに営業活動を強化し、アナログ放送

終了に伴う契約減少を上回る取次数を確保し、支

払率 75％の達成をめざす。 
 

                （単位 万件） 

22 年度第２四半期累計 23 年度第 2 四半期累計 
契約増加件数 

年間増加目標 実績 進捗率 年間増加目標 実績 進捗率 
現在数 

契約総数 35 24.0 68.6％ 40 18.6 46.5％ 3,750 

 衛星契約※ 65 41.6 63.9％ 75 36.3 48.4％ 1,580 

 ※衛星契約とは衛星系および地上系による放送受信契約をいう     

未収削減 △20 △12 － △25 △13 － 191 
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衛星契約

１

 第２四半期の達成状況 

支払率75％の達成に向け、今後はアナログ放送終了により受信契約が解約となった方々に対し、デジタルテレビ

の購入やアンテナ設備設置の有無を確認しつつ、再契約勧奨活動を展開していく。 

また、東日本大震災に伴う災害免除が 10 月末で終了するにあたって、免除終了に該当する方々への丁寧な対応

を行っていく。災害免除解除に伴う、その後の受信契約数の推移も注視していく。 

（年度） （年度） 

課題・今後の取り組み 

（万件） （万件） 

〔受信契約の状況〕 

23.9月 23.9月

4



１    今期の概況 （３） 完全デジタル化に向けた取り組み 

 

７月 24 日、岩手・宮城・福島の東北３県を除く 44 都道府県向けのアナログ放送を終了した。ＮＨＫが

昭和28年２月に白黒テレビ放送を開始して以来、およそ60年に渡るアナログ放送の歴史に幕を閉じた。 

 地上アナログ放送の終了に向けては、７月24日までに2,126局のデジタル置局、約8,000施設のＮＨＫ

共聴および約１万 2,000 施設の自主共聴のデジタルへの移行、および暫定対策としての衛星セーフティネ

ットへの移行を計画的に進め、公共放送ＮＨＫとしての責任を果たした。また、アンテナ対策が必要な戸

建住宅350万世帯への電話調査および事前の受信相談対応や、100名を超える職員を出向させたデジサポと

の連携によるビル陰共聴、戸建住宅、集合住宅の受信環境整備などに最後まで取り組んだ。 

 その結果、予定通り24日の正午に番組を終了し、23時59分に大きな混乱もなく電波を停止した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１    受信料収入の概況  

 

２

 
第２四半期（７～９月）は、第１四半期に引き続き、地域スタッフや法人委託等による未契約・未収対

策へのパワーシフトに努めたものの、７月24日のアナログ放送終了や東日本大震災に伴う受信契約の解約

数の増加などにより、９月末時点で、契約総数は18.6万件（年間目標の進捗率46.5％）、衛星契約は36.3

万件（年間目標の進捗率 48.4％）の増加に留まっている。この結果、契約総数増加、衛星契約増加のいず

れも前年同期の実績、進捗率を下回る厳しい状況となった。 

一方、受信料収入は、東日本大震災やアナログ放送終了による解約等の影響が少なからずあるものの、

受信契約件数が累計で増えていることもあり、前年に比べ73億円増加している。 

今後は、アナログ放送終了や東日本大震災により減少した契約の再契約勧奨活動や衛星放送の「設置確

認メッセージ」の活用などを推進することで、契約総数・衛星契約の増加を図り、今年度の受信料収入予

算6,680億円の確保に全力を挙げる。 
 

第２四半期の受信料収入の概況 

 
〔 受信料収入〕                               （単位 億円） 

区 分 予算 第２四半期 
（7～9月） 

第２四半期 
累計（4～9月） 進捗率 

23 年度 6,680  1,680 3,361 50.3％ 

22 年度 6,550  1,648 3,287 50.2％ 
 

 

１

 第２四半期の達成状況 

東北３県のアナログ放送については平成24年３月末に終了させるため、万全の体制で臨む。また、新たな難

視地区で暫定的に衛星セーフティネットを利用している約10万世帯（東北３県を除く）について、地上デジタ

ル放送が受信できるよう、年内に対策手法を国、民放、自治体と連携しながら検討・調整していく。 

課題・今後の取り組み 

※平成 23 年度第２四半期の「収支の状況」については、11 月の「平成 23 年度中間決算」において

報告を行う。 
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     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 

 第２四半期の達成状況 

 現経営計画の最終年度にあたり、経営２目標の達成に向け全局で取り組んでいる。次期経営計画策定につい

ては、テーマごとに役員討議を重ね、視聴者の意見も踏まえながら精度を高めている。人材育成とコンプライ

アンスの徹底については、副局長やポスト長の研修内容を刷新したのをはじめ、若手から管理職層まで幅広く

取り組みを進めた。グループ一体のリスクマネジメント推進に向け、子会社等も含めた体制の充実に努めた。 
 

 ●全組織をあげた経営改革 
ど自慢 拡大版」を実施した。 役員と本部局長、放送局長による改革推進会議

を７月に、役員と拠点局長によるブロック経営会

議を８月に開催。それぞれ、完全デジタル化にむ

けての課題や、今後の地域のありかた、次期経営

計画に向けた議論を行った。併せて、現経営計画

の最終年度にあたり、経営２目標と９方針の達成

に向けて四半期業務報告を軸にＰＤＣＡサイク

ルを回していくことを改めて確認した。 

また、東日本大震災プロジェクトと連動し、宮

城・岩手・福島で合計６回のふれあいミーティング

を行った。被災された方々からいただいた貴重な意

見や要望は、東日本大震災プロジェクトと共有し、

さまざまな支援の取り組みに生かされている。 

アナログ放送終了への対応では、ＮＨＫふれあい

センターのコミュニケーターの増員により応答数

も向上し、最大で１時間当たり 400 件以上の電話対

応が可能となり、サービスが向上した。 
次期経営計画策定に向けては、７月からは収支

計画を盛り込んだ具体策について、テーマごとに

役員討議を開催した。また、９月中旬から下旬に

かけては、視聴者から次期経営計画に対する意見

を募集した。視聴者からの意見は 252 件と、３年

前の計画策定時を 80 件上回り、視聴者の関心の

高さがうかがえる結果となった。 

 

●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 

秋の職員採用においては、東日本大震災で被災し、

書類選考を通過しながら受験できなかった春採用

の受験者に、個別に連絡して書類選考を免除するな

ど、きめ細かな対応を行った。選考では面接に加え、

番組の一部を視聴してグループディスカッション

を実施するなど、業務への適性の見極めに努めた。 

 

●「開かれたＮＨＫ」の実現 

広報番組「ＮＨＫとっておきサンデー」に経営

トップが出演し、ＮＨＫの経営方針や取り組みを

伝えた。７月には松本会長が節電について、８月

には冷水理事が災害報道の取り組みを、また、９

月には木田理事が秋の新番組について伝えた。 

「新副局長、新ポスト長研修」では、新たにロー

ルプレイング方式を導入し、司会と受講者がやり取

りをする形で、セクハラ、外部パワー、情報管理等

について理解を深めた。受講者からも「ただ講義を

受けるよりも緊張感があった」など好評であった。 

 

 

 

 

               
  

７月に拡大リスクマネジメント委員会を開催し

た。子会社等のリスクマネジメント責任者に対し、

22 年度の子会社等のリスク抽出調査の結果や、23

年度の内部統制推進の重点事項について説明を行

い、ＮＨＫグループ全体のリスクマネジメント体制

充実につとめた。 

「ＮＨＫとっておきサンデー」 

  東日本大震災復興イベントとして、７月 16 日

に福島県の避難所にラジオ体操講師を派遣した。

８月 24 日、27 日には宮城県でＮＨＫ交響楽団と

連携したイベントを行い、９月 11 日には震災か 
10 月１日の東京都暴力団排除条例施行に伴う、

契約書への排除条項記載等の対応について、改めて

周知を行った。 
ら半年の節目として、岩手県において「ＮＨＫの 

 課題・今後の取り組み 

次期経営計画について経営委員会の議決を経たのち、速やかに 24 年度予算事業計画の策定作業に

着手する。また、ＮＨＫのコンプライアンス推進月間である 10～12 月には、子会社等に積極的に出

向いて研修を実施する。ＮＨＫふれあいセンターでの視聴者サービス向上のため、アナログ放送終了

の対応で実証された、コミュニケーター増員による体制強化を目指す。 
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     日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます 

 

第２四半期の達成状況 

 東日本大震災については、ＮＨＫスペシャルで３つのシリーズ（東日本大震災、原発危機、日本新生）を柱

に、ＮＨＫスペシャルの放送枠のおよそ半分をあてて放送した。「巨大津波」「液状化」など、ＮＨＫが非常時

において伝えるべき災害関連の番組には、高い関心が寄せられた。また、被災地で暮らしている障害者の課題

を取り上げた番組も積極的に制作し、災害と福祉とをあわせた新たな番組を求める視聴者からの声に、放送を

通じて応えることができた。 

 

●東日本大震災への取り組み 

総合テレビでは、今期のＮＨＫスペシャル 32

本のうち、14 本で震災関連の番組を放送するなど、

震災関連報道・番組に総力をあげて取り組んだ。

「シリーズ 原発危機」（７月３日、９日）と「シ

リーズ日本新生」（８月 25 日、27 日）では関心の

高い日本のエネルギー問題を集中編成したほか、

震災から半年の企画として、９月 10 日から 26 時

間の長時間編成を実施した。全体を通じて、公共

放送ならではの取り組みが実現できた。 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“世界 大”

の液状化」（７月 10 日）が世帯視聴率 13.0％だっ

たほか、「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」（８月７

日）にも多くの感動の声が寄せられた。震災から

半年の企画のなかでは、ＮＨＫスペシャル「巨大

津波 知られざる脅威」（９月 11 日）が世帯視聴

率 12.0％、女性 30 代 7.0％、男性 30 代 5.0％を

獲得し、幅広い層の関心を集めた。 

災害における障害者の課題を取り上げた番組

も放送した。Ｅテレでは９月に、東日本大震災６

か月「取り残される障害者」、きらっといきる「東

日本大震災から半年（１）被災地の障害者はいま」

「同（２）県外避難障害者」を放送、大きな反響

を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●安全・安心を守り、暮らしに役立つ報道の強化 

８月の菅首相の退陣表明や民主党代表選挙の

告示・共同会見、投開票を中継で伝えるとともに、

野田新代表の国会での首相指名や組閣の動きな 

ど、国民生活に直結する政治情勢を的確に伝えた。

８月 27 日の立候補記者会見は世帯視聴率 5.6％、

29 日の代表選挙投開票は午前 11時から正午までが

5.9％。正午から午後３時 10 分までが 13.3％とい

ずれも高い関心が寄せられた。 

７月末の新潟県・福島県の豪雨や、紀伊半島に記

録的な大雨をもたらした９月の台風 12 号、東日本

を縦断した台風 15 号では通常番組を休止して長時

間に及ぶ災害・台風報道を実施した。台風 12 号が

四国に上陸した９月３日はサッカー女子日本代表

なでしこジャパンのオリンピック予選中継と重な

ったが、事前番組の短縮やハーフタイムでの特設ニ

ュースの拡大等で対応した。また、台風 15 号の報

道では９月20日と21日の大相撲中継をＥテレに移

設して対応した。 

台風 12 号が四国に上陸した９月３日の夕方以降、

視聴率は２桁に達し、女子サッカー中継のハーフタ

イムに伝えた台風情報は 25.6％に達した。台風 15

号では９月 21 日に首都圏の交通機関がストップし

通勤客の帰宅に大きな影響が出たが、的確な報道と

編成で、公共放送としての使命を果たした。 

 

 

 

 

 

 

 

●衛星放送の２波化とテレビ４波の役割明確化 

基幹波である総合テレビを含め４波の役割が明確

になりつつある。Ｅテレの開発番組「あんぐるラン

キング」（７月４日～７日 生放送）では、番組携帯

サイトへのアクセスが４日間で５万を超えた。「気

になるＮＥＷＳ」のコーナーは、中高生が楽しみな

がらニュースを見る企画で、若年層をＮＨＫニュー

スに誘導するうえで新たな可能性を広げた。 

方針 

２ 

東日本大震災６か月 

豪雨をもたらした台風 12 号 

 

野田内閣発足 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災 
「“世界最大”の液状化」 「取り残される障害者」より
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10 月以降の吹き替え版での定時編成を前に話題をつ

くる新しい編成手法に挑戦した。企画を進めている

「ミラクルボディー３」の共同制作についても韓国

ＫＢＳと合意に達した。 

ＢＳ１では、なでしこジャパンをはじめとする

ライブ感あふれるスポーツ中継や国際情報番組

を放送した。本物志向の教養・娯楽波であるＢＳ

プレミアムでは、訴求力のある大型番組「体感！

グレートネイチャー」「ショータイム」「ハイビ

ジョン特集」を放送。「たけしアート☆ビート」

が好評なため放送時間を見直して後期も継続し、

視聴者の要望にこたえる。 

今期もＮＨＫの高品質な番組は内外のコンクール

で高い評価を獲得している。９月、世界の放送機関

が加盟する「国際テレビ芸術科学アカデミー」で 2011

年国際エミー賞（時事問題部門 優秀賞）にＮＨＫ

スペシャル「奇跡の生還 スクープ～チリ鉱山事故

の真実～」が選ばれた。時事問題部門でのＮＨＫの

受賞は初めてである。 

 

●多様なサービスによる視聴者層の更なる拡大 

  「双方向クイズ 天下統一」を開発し、８月に

２週にわたって双方向番組を展開した。ワンセグ

やケータイも活用した結果、深夜の時間帯にもか

かわらず総投票数が 38 万（１問平均１万 6,000）

を超えた。アンケートでは 10～20 代の視聴者から

レギュラー化を望む声が多数届き、若年層への訴

求力があることも示された。 

 

「あさイチ」では「すご技Ｑ」というクイズの

双方向企画に取り組んでいるが、完全デジタル化

後はじめての放送では総投票数が倍増し13万を記

録した。完全デジタル化の効果は着実に表れてい

る。地域の放送局でも取り組めるよう双方向番組

の支援を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●質の高い“大型コンテンツ”の開発 

９月の「世界初中継 宇宙の渚」は、超高感度

カメラでとらえた宇宙のスペクタクルをテレビ史

上初めて国際宇宙ステーションから生中継し、好

評を得た。「宇宙の渚」は来年度のＮＨＫスペシャ

ルの大型シリーズとして、４月からの放送をめざ

している。 

質の高いコンテンツを効率的に開発するために、

ＮＨＫでは国際共同制作も活用している。日韓共

同制作ドラマ「赤と黒」では字幕スーパー版（全

17 回）を９月４日～15 日の２週間で一挙放送し、 

 

 

 

 

 

 

 

©アジア・コンテンツ・センター/グッド・ストーリー/ＮＨＫ 

日韓共同制作ドラマ「赤と黒」 
ＮＨＫスペシャル「奇跡の生還 
スクープ チリ鉱山事故の真実」 

 

●視聴者の信頼と期待にこたえるための調査研究

の推進 

ＮＨＫ放送文化研究所では、東日本大震災につい

てさまざまな角度から調査を進め、「放送研究と調

査」９月号の中で公表した。震災当日、茨城県大洗

町が防災行政無線で「避難せよ」など命令調で呼び

かけを行った結果、緊迫した文言が住民の速やかな

避難につながったことが住民への聞き取り調査か

ら明らかになった。放送現場や自治体等にも参考に

してもらい、今後の防災・減災につなげていくこと

が重要である。 

あさイチ「すご技Ｑ」 「体感！グレートネイチャー」 

福島第一原発の情報伝達に関する調査では、通信

系のメディアが被害を受け、避難指示をテレビで知

ったケースが大半だったが、国や県からは、風向

き・風速、放射線量予測など必要なデータがほとん

ど提供されず、行政の発表を報道するマスメディア

に対して不信が広がったことが明らかとなった。災

害発生直後は、国の発表を速報せざるを得ないが、

発表の裏づけとなるデータ等を常に国に対して求

めていくスタンスを、放送を通じて明らかにするこ

とが重要であることを報告書で伝えた。

 
課題・今後の取り組み 

来年３月11日の「震災一年」をどのような方針で構築するか議論を始めている。被災者が本当に求めている

ものを丹念に拾い上げながら、東北や関東以外の地域でも「被災地の声を聞く」「被災者を忘れず支援を続ける」

ことに全力で取り組んでいく。また「宇宙の渚」を総合テレビとＢＳプレミアムで連動させた経験をいかして、

２つ以上の波をまたいで伝えていく工夫も検討課題としたい。 
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     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 

  

今期の３-Screens 展開では、開発番組やスポーツイベントを中心に、スマートフォン、YouTube、ツイッタ

ー、facebookなどの新しいツールを積極的に活用し、若年層の接触者率向上を図り成果をあげた。９月からは

ラジオ番組をインターネットで放送と同時に提供するサービスを開始、ラジオが聞こえにくい状況の改善対策

としてだけでなく、これまでラジオを聴いていなかった新しい聴取者層の拡大にもつながると期待している。 

第２四半期の達成状況 

 
 ●「ＮＨＫオンデマンド」のさらなる充実 
 

●ＮＨＫコンテンツの“３-Screens”展開の推進   

見逃し番組では、６月下旬からサッカーＷ杯なで

しこジャパンの全試合、８月は戦争関連番組や震災

関連番組などを配信した。特選番組では、７月に宇

宙特集、８月に戦争特集、９月に女性が主役のドラ

マ特集を組み、各テーマと関連する新作と旧作を推

薦した。その結果、今期の売上はＴＶ系・ＰＣ系あ

わせて約 2.5 億円となり、前期に比べ 22.7％増と

増加傾向を維持している。９月からは見逃し見放題

と特選見放題の両方の購入者に販売促進策を実施

し、利用の拡大を図っている。 

７月にアルゼンチンで開催されたサッカーの

南米選手権「コパ・アメリカ 2011」、９月のサッ

カー女子ロンドン五輪アジア最終予選で、データ

放送や動画クリップサイトを充実させた。動画ク

リップの再生回数は、コパ・アメリカが 55 万回

に上った。サッカー女子五輪予選では、スマート

フォン向けにも動画クリップを提供したところ、

再生回数は 123 万回に達した。 

９月１日から、ＮＨＫのラジオ第１・ラジオ第

２・ＦＭの放送をパソコンで同時に配信する「Ｎ

ＨＫネットラジオ らじる★らじる」をスタート

した。ネットラジオは、最初の１か月間で１日平

均、推定約５万 5,000 人に利用された。「マンショ

ン住まいで聴きづらかったが、雑音なく聴けるよ

うになった」「パソコンで仕事しながら聴いてい

る」など、好評の声が寄せられている。ラジオに

接触できなかったり、接触しづらかったりした層

をリスナーとして獲得することにつながった。 

 
（百万円）
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ツイッターを活用してＮＨＫの情報を発信し、

番組やニュースに新たな視聴者を呼び込むため、

新たにアカウントを追加し、ＮＨＫのアカウント

は 70 を超えた。ソーシャルメディアは、若年層

の接触を増やす可能性があることから、その特性

を踏まえたうえで、効果的な活用を図っていく。 

●放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発

の推進 

スーパーハイビジョン（ＳＨＶ）については、９

月にオランダで開かれたＩＢＣ（国際放送機器展）

で、ロンドンからの生中継をデモ展示し、魅力と実

用性を世界の放送関係者に示すことができた。また、

ロンドン五輪でのパブリックビューイングに向けて、

ロンドンから国内３か所とワシントンへの伝送実験

に成功し、着実に準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

放送通信連携システムの Hybridcast についても、

市販のデジタルテレビをベースにした展示をＩＢＣ

で行い、海外の放送関係者への理解が進んだ。今後

は、早期の実用化をめざして、関係方面と連携しな

がら具体的な取り組みを進めていく。 

 
ＮＨＫネットラジオ 

ＮＨＫラジオのキャラク

ター らじる  

  
 

  

課題・今後の取り組み 

コパ・アメリカの動画クリップを提供したが、来年のロンドン五輪に向けて、より効果的なコンテン

ツ提供のあり方を精査していく。ネットラジオについては、10 月からスマートフォン向けのサービスや

番組表の表示も始める。今後は、新たに獲得したリスナーの嗜好を番組に反映させることや、番組ホー

ムページとの連動などをさらに進めることが必要である。 

ＮＨＫオンデマンドの視聴料収入
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     地域を元気にするための拠点となります 

 

方針 

４ 

第２四半期の達成状況 

全国 53 の放送局が「放送局のちから」を掲げ、地域を元気にする拠点となるためのさまざまな取り組みを

進めている。第２四半期の９月は東日本大震災の発生から半年にあたり、各局が、関連ニュースや番組を集中

的に放送した。震災後の復興や防災・減災、原発問題など、それぞれの地域が直面する課題を積極的に取り上

げて発信したほか、被災地や被災者を元気づけるイベントも実施した。７月24日の完全デジタル化に向けて

は、受信環境の整備に並行して番組やイベントを活用した周知活動を展開したほか、視聴者からの問い合わせ

に対応する体制を強化し、デジタル放送への円滑な移行に努めた。 

 

●「放送局のちから」を発揮した放送・サービス

の充実 

震災関連のＮＨＫスペシャルのみならず、地域

発全国向け番組は大きく地域に貢献した。「幻の

霧～摩周湖 神秘の夏～」(７月31日札幌局制作)、

「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」(９

月４日福岡局制作)、「生活保護 ３兆円の衝撃」

(９月 16 日大阪局制作)など、地域放送局独自の

ＮＨＫスペシャルを制作し、地域の魅力や課題、

新たな動きを全国に発信することで「放送局のち

から」を発揮した。「幻の霧～摩周湖 神秘の夏

～」は視聴率 11.1％を獲得し、全国の視聴者に摩

周湖の魅力を知らしめた。「脳がよみがえる」も

視聴率 11.0％で、鹿児島大学のリハビリ革命が全

国の脳卒中患者に大きな希望を与えた。大阪市の

実態と取り組みを描いた「生活保護 ３兆円の衝

撃」は視聴率 7.3％と、平日午後 10 時台としては

健闘した。今後迎える社会の姿を提示し、議論の

必要性を強く訴えるメッセージを発信した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域に密着した多様なサービス実現のための

体制強化 

夏の異動期を中心に、地域放送充実のため取

材・制作要員を４人、またブロック内の管理機能

強化のため拠点局管理要員８人を、それぞれ計画

どおり増配置した。拠点局管理機能の強化として

は経営計画で示した 20 人程度（３か年中心）の

増員配置計画を完了した。また、東日本大震災関

連の取材・制作体制強化のため、仙台、盛岡、福

島の被災地３局に合計13人の要員増強を行った。

３局ともこの体制強化によって、東日本大震災の

復旧・復興に資する地域情報発信に力を発揮して

いる。 

 

【北海道】 

東日本大震災に向き合う取り組みを継続し、ニュ

ースや番組を通じて、地域の防災や道内避難者等

について伝えるとともに、被災地支援イベント

「歌の力コンサート」を開催するなど、多角的に

展開した。また、ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩

周湖 神秘の夏～」、ツイッターを活用した双方

向番組「ほっかいどう穴場ハンター」等、番組の

全国発信や視聴者層拡大に向けた番組開発に取

り組んだ。７月 24 日の完全デジタル化について

は、直前までデジタル普及や受信環境整備に努め

るとともに、アナログ放送終了時の視聴者対応に

万全を期し、円滑なデジタル移行を実現した。 

 

【東北】 

被災者の抱える問題、原子力発電所の事故による

影響、復旧・復興への課題など、東日本大震災に

関連するニュース・番組を継続して放送した。特

に、震災から半年を迎えた９月の特集番組に総力

を挙げて取り組み、全国の視聴者に、被災者の思

いやこれまでの歩み、今の被災地の実態などをあ

らためて発信することができた。加えて、各地で、

被災者を元気づけ復興の力となるようなイベン

トを数多く実施した。また、７月の集中豪雨や９

月の台風の際には、ニュースのほか、逆Ｌ字画面、

データ放送、ホームページ、携帯端末などでも、

必要な情報を迅速に伝えた。 

ＮＨＫスペシャル「幻の霧～摩周湖 神秘の夏～」
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【中国】 【関東・甲信越】 

「いのちの、おもさ」をテーマに核・平和関連番

組を集中編成した（８月６日、広島局）ほか、「子

育てキャンペーン」の充実強化（岡山局）、視聴

者参加による開局80年番組の公開収録（松江局）、

隣接局連携による６時台企画の放送（鳥取局）に

取り組んだ。また、震災後半年を機に、各局制作

の原発・防災関連番組を金曜夜に４回連続編成し、

視聴者の関心に応えた。完全デジタル化は、他県

受信（山口局）など地域の課題を抱えながらも、

各局とも円滑な移行を果たした。営業面では支払

総数増加で全国１位を確保し、今後は衛星を含む

契約・収納活動に全力を挙げる。 

各局が、東日本大震災の復興に向けた課題提起や

地元メディアと連携した被災地応援キャンペー

ンなどに取り組みつつ、液状化や放射能のコメへ

の影響など、地域が抱える課題に焦点を当てて全

国放送の番組などに展開した。首都圏を直撃した

台風について、特設のローカルニュース等に加え

て逆Ｌ字やホームページなどを使ってきめ細か

い情報を提供し安全と安心の確保に貢献した。群

馬県と埼玉県の県知事選挙では、迅速・正確な報

道で県民の期待に応えた。完全デジタル化にあた

っては、すべての局が丁寧な視聴者対応に努め、

混乱なくアナログ放送を終了することが出来た。 

  

【四国】 【東海・北陸】 

完全デジタル化に向け、地域の実情に即した周知、

広報等一連の対策を実施し、円滑な移行を完了し

た。一方「ＢＳデジタル普及・拡大プロジェクト」

を７月に発足させ、域内４局で衛星契約対策検討

に着手した。また地震対策強化のため、７月に「東

南海・南海地震対策検討委員会」を立ち上げ、情

報共有を図りつつ、四国全体で対策検討に取り組

んでいる。高知局制作の「仁淀川（によどがわ）

－知られざる青の世界－」が芸術祭参加番組に選

ばれたほか、四国の２大祭り（高知・よさこい祭

り、徳島・阿波踊り）中継など、「放送局のちか

ら」を発揮するキャンペーンを展開した。 

東日本大震災の発生による、防災への関心の高ま

りを受け、「ＮＨＫスペシャル」「ナビゲーション

(中部地方向け)」や各県域放送で、東海地震、３

連動地震、大津波に備えた防災・減災の取り組み、

原発の扱いなど、地域が抱える課題、問題点を浮

き彫りにした。記録的な豪雨と甚大な被害をもた

らした台風 12 号、100 万人以上に対して避難勧

告・指示が出た 15 号は、テレビ、ラジオ、ホー

ムページ、データ放送で最新の情報を伝え続け、

視聴者の期待に応えた。アナログ停波では、事前

周知をはじめ問い合わせ対応の強化を全局体制

で行い、円滑なデジタル放送への移行に努めた。 

  

【九州】 【近畿】 

震災から半年を機に九州・沖縄全局の共同で、そ

れぞれの地域に避難した被災者アンケートを行い、

震災を見つめ直すブロック向け番組を制作した。

この調査をもとに各局でも番組や企画を放送。平

成18年夏から始めた飲酒運転撲滅キャンペーンは

今年も各局が協力して実施した。アナログ終了は

滞りなく行ったが、離島や山岳地域が多い九州・

沖縄では新たな難視対策が必要な地域もあり今後

も計画的に施策を進める。デジタル移行による営

業業績への影響は総体として想定の範囲内であっ

たが、衛星対策が急務な局もあり、拠点局が支援

しながら九州・沖縄全局の全目標を達成したい。 

台風 12 号で和歌山県、奈良県を中心に大きな被

害に見舞われたが、多様なメディアを活用した迅

速かつきめ細かな報道と情報提供、そして放送確

保の取り組みで視聴者の期待に応えた。東日本大

震災以降、視聴者の安全・安心への意識は依然高

く、阪神・淡路大震災での経験を生かしたニュー

ス、番組展開を継続して実施している。完全デジ

タル化も入念な事前活動により円滑に完遂でき

た。域内各局の協力も得て実施している「子ども

を守れ！」キャンペーンでは、子どもを取り巻く

環境の問題をニュースやドラマ等で積極的に取

り上げ、大きな反響を得ている。 

 

７月の完全デジタル化とあわせ、各局とも、ホームページ、データ放送、携帯端末など３-Screens展開の充実

を図った。台風12号や15号など各地に大きな被害をもたらした台風の発生の際には、ニュース・番組などの

放送はもとより３-Screensによる多角的な情報発信ができ、“安全・安心”につながる情報源として視聴者に活

用された。今後もデジタル技術を活用しつつ、きめ細かい地域放送・サービスの開発に取り組んでいく。 

課題・今後の取り組み 
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     日本を、そしてアジアを、世界に伝えます 

 

方針 

５ 

第２四半期の達成状況 

東京電力福島第1原子力発電所の状況や東日本大震災からの復興の歩みについて、国際放送のニュース・番

組で着実に発信した。英語によるテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」は、より広く受信していただくため

の環境整備が順調で、今年度当初に設定した受信世帯数の目標を上方修正した。また震災直後にアクセス数が

急増した「ＮＨＫワールド・オンライン」は、震災から日が経つにつれ利用者の落ち込みが懸念されたが、ア

クセス数は当初の想定を上回る水準を維持しており、こちらも今年度の目標を上方修正した。 

 

●国際放送による情報発信の強化 

「ＮＨＫワールドＴＶ」は、原発・震災関連の

ニュース内容の充実に引き続き努めた。毎正時の

英語ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の中に、原発

事故の現状や収束に向けた課題を解説委員など

の出演も交えて伝える「Nuclear Watch」や被災

地の復興の動きを取り上げた「The Road Ahead」

の２つのコーナーを新設、仙台局には国際放送担

当の記者とディレクターが常駐し、被災地から現

地の状況や課題をつぶさに伝えた。 

 震災から半年にあたる９月には、宮城県、福島

県の被災地からの中継を交えた「ＮＥＷＳＬＩＮ

Ｅ」の特別拡大版や震災関連の「ＮＨＫスペシャ

ル」等の特集番組を集中的に放送した。 

 原発・震災関連のニュース・番組は、ラジオ国

際放送「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」でも充実

に努めた。８月の夏期特集では「今、世界のＧＥ

ＮＰＡＴＳＵは」を制作し、アメリカ、ドイツに

加えて、内情が伝えられていないＵＡＥ（アラブ

首長国連邦）、ベトナムの４か国における原発最

新事情を伝えた。 

 このほか、「ＮＨＫワールドＴＶ」では、アメ

リカの同時多発テロから 10年にあたる９月 11日

に、ニューヨークの式典会場と東京のスタジオを

中継で結んだ「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の特別版を放

送したほか、国内でも放送した「渡辺謙 アメリ

カを行く『 “９．１１テロ”に立ち向かった日

系人』」等の特集番組を英語化し、集中的に発信

した。 

●さまざまなメディアによる、効率的・効果的な 

海外発信 

「ＮＨＫワールド・オンライン」は原発・震災関連

情報の充実を図り、安定した利用水準を保った。ペ

ージビューは今期 3,300 万と、5,300 万だった前期

からは減少したものの上半期合計では 8,600 万に

達し、年度後半も上積みが見込まれることから、今

年度の目標を当初の1億から1億 3,000万ページビ

ューへと上方修正した。 

９月には、「ＮＨＫワールドＴＶ」が、東日本大

震災発生の翌日から最新のニュースを高画質のラ

イブ映像で世界に伝え続けたことが評価され、テレ

ビ番組のインターネット配信に貢献した放送局な

どに贈られる国際的な賞「コネクティッド・ワール

ド・ティービー・アワード」の最優秀賞を獲得した。 

 

 

 

 

 

 

 

 「ＮＨＫワールドＴＶ」のライブストリーミング 

 一方、「ＮＨＫワールドＴＶ」をより広く受信し

ていただくための環境整備も順調に進んでいる。24

時間視聴可能世帯は、イギリスでのハイビジョン放

送への完全移行に伴い9月末までに600万減少した

ものの、今年度目標（１億 3,800 万世帯）とほぼ同

水準の１億 3,600 万を維持している。今後ロシアや

北欧において整備が進む見通しで、今年度末の目標

を 1億 5,000 万世帯に上方修正した。 

 

 

 

課題・今後の取り組み 

「ＮＨＫワールドＴＶ」では、国内の現場でニュース取材を担当している記者等が、英語リポートで国

際放送に参加するケースがいっそう増え、内容の充実につながった。その一方で、リポーターの英語の

質を向上させるため、人材育成の地道な取り組みが必要となっている。「ＮＨＫワールド・オンライン」

は、ホームページの改善やニュース等の情報の蓄積、英語化した国内番組の著作権等の扱いとライブス

トリーミング実現を具体的にどう進めるかが、大きな検討課題である。 
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     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 

第２四半期の達成状況 

 ７月24日のアナログ放送終了に向け、放送終了告知をはじめとする周知広報に加え、自主共聴のデジタル

化支援および経費助成、衛星セーフティネットへの移行などに総力を挙げて取り組んだ。その結果、７月 24

日に視聴者に大きな混乱を与えることなく、東北の３県を除き予定通りアナログ放送を終了し、地上デジタル

放送への移行を完了することができた。電波法改正から10年、国や関係機関と協力しながら、地道な取り組

みを積み重ねることにより、アナログからデジタルへの円滑な転換を達成した。 

 
●放送終了告知（カウントダウンスーパー）等の

実施 

７月１日より東北の被災３県を除いた 44 都道

府県で、アナログ放送の画面上に「カウントダウ

ンスーパー」を民放と共同で開始した。７月１日

には前日の約 10 倍の問い合わせがあるなど、アナ

ログ放送受信者に効果的な注意喚起を促すことが

できた。 

問い合わせに対しては、自動音声応答システム

（ＩＶＲ）を増設するととともに、「ＮＨＫアナロ

グ放送終了お問い合わせセンター」の体制を拡充

して対応した。７月 24 日当日には、約３万 5,000

件にのぼる問い合わせがあったが、綿密な事前準

備により、スムーズに対応することができた。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

●新たな難視への経費助成と衛星セーフティネッ

トへの移行 

７月 24 日までに 1.7 万世帯の対策を実施し、恒

久対策実施予定地区12.4万世帯の暫定対策を完了

した。3,000 件のケーブル対策と 2,000 件の高性能

アンテナ対策助成を実施した。 

  ９月までに衛星セーフティネットにより暫定対

策したＮＨＫ共聴 66 施設のうち 17 施設と、自主

共聴292施設のうち10施設で恒久対策が完了した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

●アナログ放送終了対応（７月 24 日） 

全国の放送所（総合 2,991 局、教育 2,919 局）

のアナログ放送の電波を停止し、その後、安全確

認を徹底しつつ、アナログ送信機の電源断やアン

テナの切り離しを計画通りに実施した。 

 

●チャンネルリパック（デジタル放送用周波数再

編）やスカイツリー移転に向けた対応 

チャンネルリパック実施の対応方法を確認し、

中継局ごとの実施工程を策定した。   

スカイツリー移転に関しては、放送事業者で構

成する新タワー受信対策の組織を立ち上げ、12 月

の試験電波発射に向けて、各種調整や手続きの検

討に着手した。 
 

●被災した放送設備等の復旧 

被災したＮＨＫ共聴施設（134 施設）について復

旧工事を行い、122 施設で放送を確保した。衛星セ

ーフティネットの一時利用も含め、地域の復興状

況に応じた放送設備の復旧を進める。 
 

●北関東２局の県域放送開始に関する検討 

栃木県に続き、群馬県からも要望があり、総務

省と基幹放送普及計画の改定手続き等、北関東２

局の県域放送開始に関する協議を開始した。 

 

 
 

課題・今後の取り組み 

東北３県を除き、アナログ放送を無事終了したが、引き続き、ＣＡＴＶのデジアナ変換視聴世帯や衛星セー

フティネットへの移行等で暫定的に対応した地域への恒久対策、東京スカイツリーへの移行など残された課題

に着実に取り組み、より多くの視聴者にデジタル放送を届けていく。東北３県のアナログ放送終了についても、

これまでの実績をいかしつつ、民放と協力しながら、丁寧な対応に努める。 
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     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 

第２四半期の達成状況 

 放送のいっそうの充実のために、放送部門への要員シフトを行うとともに、経営資源マネジメントやコンプ

ライアンス推進のための要員シフトを計画通り行った。委託番組については、トータルコスト管理をさらに進

めた。また、委託番組制作における品質管理とリスク管理などの観点から、ＮＨＫと子会社の役割を明確化し、

効率的な業務体制を構築しつつある。子会社等の役割を理解し、ＮＨＫグループとしての一体感を高めるため、

子会社等の社員を対象とした各種研修を充実させた。震災の影響で副次収入総額は依然として振るわないが、

目標達成に向けグループ全体で努力している。 

  

●放送やサービスの充実に向けた構造改革の推進 われ、今後のグループ経営の重要課題も提起された。 

 また、グループ経営の意識醸成に向け、子会社等

の社員を対象としたリーダー研修、経営幹部研修、

新管理職研修、経営セミナーを実施。「ＮＨＫグルー

プの課題に気付かされた」「現状について認識を新た

にした」など、受講者のアンケートも好評であった。 

23 年度の放送部門の体制強化として 21 名の増

員、技術・営業・事務部門の体制見直しとして 61

名の減員を実施した。また、地域放送の充実のた

め、取材・制作者４名の増員、域内の経営資源マ

ネジメントやコンプライアンス推進のため、拠点

局管理要員８名の増員を実施した。 ●“３-Screens”等の積極的展開による、受信料外

収入の拡大 子会社への番組制作の委託では、技術担当の子

会社に直接支払っていた技術経費を、制作担当の

子会社へ、その他の委託費とまとめて支払う方針

を固め、随時、試行を行った。制作にかかわる全

ての支出を制作子会社の責任者が一元的に管理す

ることで、委託番組におけるトータルコスト管理

をいっそう進めることが出来た。 

23年度副次収入総額は８月末時点で前年同月比△

7.7 億円の 27.9 億円にとどまった。目標 93 億円に

対して、達成率は 30％である。 

しかし、震災の影響で遅れていた番組の二次展開

に見通しが立ち始め、11 月にかけ、まとまった提案

が出てくる見通しである。また、イベントや展覧会

の入場者数が回復しつつあるなど、明るいきざしも

見え始めている。 

●ＮＨＫグループ全体の経営の最適化 

  外部委託比率（４月～８月実績）は、テレビ４

波平均で 23.4％（22 年度実績 27.6％）、ＢＳ２波

平均で 39.3%（22 年度実績 42.8％）と、ほぼ前年

度並みでおおむね順調に推移している。東日本大

震災による顕著な影響は認められなかった。 

副次収入の主力である番組テキストは、出版不況

に震災の影響が重なり、前年同期比 10％減と不安材

料となっているが、語学テキストは比較的好調であ

る。特に「テレビでハングル講座」は英語以外のテ

キストとしては飛びぬけて良く売れており、成功事

例として、今後のテキスト番組開発の良い見本とな

っている。 

  子会社への番組制作の委託において、編集責任

やリスク管理責任などをＮＨＫと子会社のどちら

が負うのか、番組ごとに定めた。これにより、品

質管理やリスク管理が向上するとともに、番組制

作の効率化を進めることが出来る。 

 

  ８月から９月にかけ、子会社等を事業分野ごと

に７つのグループ（放送、国際、広報・事業、教

育・芸術・福祉、技術、営業、管理）に分けた分

野別の経営者会議を開催した。「副次収入の拡大」

「地域への支援」を主要テーマに活発な議論が行 

 

 

 

 

 

       

  

              

                    

好評のテキスト 「テレビでハングル講座」 
課題・今後の取り組み 

子会社への番組制作の委託における編集責任やリスク管理責任などの明確化は、23 年度後期からは 19

本の番組で運用し、24 年度の本格運用を目指す。また、番組テキストの利用促進のため、視聴者・読者

の最新のニーズについてＮＨＫとＮＨＫ出版、ＮＨＫエデュケーショナルとで全国規模のマーケットリ

サーチを行う。 

出演：超新星 
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     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 

 

第２四半期の達成状況 

方針 

８ 

 ７月24日のアナログ放送終了への対応については、全放送局を挙げて取り組み、問い合わせ等への対応は

スムーズに行われた。アナログ放送終了や東日本大震災の影響に加え、厳しい経済状況に伴う全額免除の増加

（上半期累計8.9万件）等により、契約総数増加は、上半期累計で18.6万件、年間増加目標40万件に対する

進捗率は46.5％（前年同期68.6％）。衛星契約増加は、上半期累計で36.3万件、年間増加目標75万件に対す

る進捗率は48.4％（前年同期63.9％）と、いずれも前年度を下回る厳しい結果となった。 

 

●アナログ放送終了に伴う対応 

 アナログ放送終了に伴い受信契約が解約となる視

聴者に対応するため、終了当日からの数日間はコール

センターの席数を約 300 席増やし、全国各放送局にお

いても対応体制を強化した。電話による解約申し出は、

終了翌日をピークに、その後は大幅に減り、受付開始

以降、現在まで遅滞なく受け付けを行っている。受付

数は９月末累計で、11.6 万件となっている。 

アナログ放送終了により受信契約の解約となった

方々へは、デジタルテレビの購入やアンテナ設備設置

の有無を確認しつつ、再契約勧奨活動を実施していく。 

 

●地域スタッフ等のパワーシフトによる契約増 

アナログ放送終了の影響等による解約数の増加で、

契約総数増加は、上半期末累計で前年同期比△5.4 万

件の厳しい結果となったが、契約取次数は上半期累計

で前年を 16.1 万件上回り、前年同期比 111％増とな

っている。地域スタッフ等の取次へのパワーシフトに

よる取次数の向上は着実に進んでいる。 

支払率 75％を達成するため、アナログ放送終了や東日本大震災により減少した契約をさらに上回る取

次数を確保し、契約総数増加目標等の達成をめざす。具体的には、地域スタッフの活動量を増やし１人

あたりの取次数増加による生産性向上等に取り組む。また外部委託のさらなる拡大を着実に進めていく。

 

●未収者への支払督促と未契約者への民事手続き 

支払督促については、第２四半期末累計の支払督促

申し立て件数は 395 件、平成 18 年の申し立て開始以

降の累計で 1,986 件となっている。 

未契約者への民事手続きでは、９月に事業所３件と

世帯 15 件に対し、対応窓口を営業局受信料特別対策

センターに変更する旨の通知を送付した。また、支払

督促や判決が確定していて、なお支払わない対象者  

12 件に対して、新たに強制執行の実施予告通知を送

付した。 

        

東日本大震災に伴う災害免除は、８月末で終了する

予定であったが、復興状況を鑑み２か月延長した。 

 

 

●外部委託の推進  

 公開競争入札による外部委託の推進については、７

月に５地区、９月に４地区の計９地区で新たに落札事

業者が決定した。７月落札事業者は、12 月から、９

月落札事業者は 24 年２月から業務を開始する予定。

23 年９月末現在で、15 地区において業務を実施して

いる。また、小規模な地域を担当し、契約・収納業務

を行うエリア型法人は９月末までに、82 地区におい

て業務を実施している。 

 

●設置確認メッセージの活用 

 衛星デジタル放送の「設置確認メッセージ」の活用

については、電話による受付件数は、９月末までに

168 万件となり、前年度比で 115％となった。また、

ホームページ上での受付件数は９月末までに 59 万件

となり、前年度比で 111％となった。衛星未契約者へ

の「契約案内メッセージ」の表示は、試行対象をさら

に拡大して取り組んでいく。 

 

 

 

 

 
ＮＨＫではBS設置のご連絡をお願いして
います。既に衛星契約をいただいている
方にもお手数をお掛けしますがご連絡を
お願いします。ご連絡はＮＨＫホームペ
ージ・携帯サイト・電話等でお願いしま
す。リモコンの青ボタンを２秒以上押し
続けると詳しいご案内を表示します。
電話の場合は０１２０－９３３９３３ 

 

●東日本大震災への対応 

被災地の各自治体からの情報や現地確認作業によ

り確定した災害免除数は、９月末 20.5 万件となって

いる。また、震災に伴う受信契約の解約数は４月以降

９月末までで 3.1 万件となっている。 

課題・今後の取り組み 

設置確認メッセージ 
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     環境経営に着実に取り組みます 

 

方針 

９ 

第２四半期の達成状況 

 東日本大震災に起因する深刻な電力不足により発令された電力使用制限令に対応するため、ＮＨＫでは、放

送サービスの低下を極力招かずに、可能な限りの使用電力の削減を実践することとした。制限令の 15％削減

を上回る 20％削減を目標に掲げ、７月１日から９月９日の間、大規模な節電に取り組み、結果、目標を上回

る削減を達成した。また、次世代エネルギーのあり方などについて、ニュースや番組で積極的に取り上げた。 

 
●節電へのＮＨＫの取り組み を進めている。また、放送センター各フロアの電

力使用状況を把握できるよう、省エネ管理システ

ムを工事中である。 

ＮＨＫ放送センター（渋谷）やラジオ放送所な

ど６施設が電力使用制限の対象となり、空調用冷

凍機の稼働時間の削減、菖蒲久喜ラジオ放送所・

大潟ラジオ放送所のラジオ第２放送の減力運用、

スタジオの運用変更、オフィス部門の節電、自動

販売機やエレベーターの一部休止などさまざまな

施策を講じて、使用電力削減に取り組んだ。その

結果、制限対象の全施設で 15％削減を上回り、施

設合計で期間平均 30％以上の電力削減を達成した。 

 

●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 

東日本大震災後に高まった、エネルギーや放射

能汚染などへの視聴者の関心に応える多様な番組

を放送した。エネルギー問題を通して日本の未来

のかたちを探るＮＨＫスペシャル シリーズ日本

新生「どう選ぶ？わたしたちのエネルギー」（総合

テレビ ８月 25 日）や、原発事故や放射能汚染の

実態を検証する「クローズアップ現代」などを放

送した。また「ＢＳ世界のドキュメタリー」の「シ

リーズ エネルギー革命」（ＢＳ１ ８月９日～12

日）では、新エネルギーの可能性や地球温暖化対

策の最前線、核融合発電の開発現場などを取材し

放送した。 

放送センターでは、オフィス部門の電力使用量

について、平成 19 年度比で 10％削減することを目

標としているが、夏期の節電活動の取り組みによ

り、平成 23 年度上半期の削減率は 27.8％と、目標

を大きく上回った。 

削減率（東京電力管内） 制限期間平均 

ＮＨＫ放送センター 27.5％ 

ＮＨＫ放送技術研究所 36.7％ 

菖蒲久喜ラジオ放送所 39.8％ 

千代田放送会館 74.9％ * 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

●ＣＯ２や事業系廃棄物の削減に向けた取り組み 

自然エネルギーの活用として、太陽光発電設備の

導入を推進し、放送センター西館屋上へ 70kW 増設

工事（総計 240kW）、全国８放送局（室蘭、釧路、

長野、富山、和歌山、長崎、高松、千葉新会館）へ

10kW 新設工事、菖蒲久喜ラジオ放送所へメガソー

ラーシステム 1,000kW 新設工事（完成時 2,000kW） 

 

 

 

*スタジオ使用の抑制 

使用電力リアルタイム
モニター(ＮＨＫ放送セ
ンター)を、局内インター
ネット上で職員に周知
し、節電意識を高めた 

 「シリーズ エネルギー革命」 

ＮＨＫの節電ポータルサイト「みんなで節電」

では、電力使用制限令にあわせて内容を強化し、

“わたしの節電メニュー”や“ブロガーによる節

電チャレンジ日記”などを紹介した。さらに、「Ｎ

ＨＫエコチャンネル」では、このサイトと連動し

て、節電に役立つ動画集「節電映像館」を用意し、

“家庭の節電”“企業の節電”“節電ビジネス”の

テーマで、番組やニュース企画で放送した節電に

関する 100 近い動画を随時掲載し、多くの反響が

寄せられた。 

 

 

 

課題・今後の取り組み 

大震災、原発事故の影響により、エネルギー供給力が減少している状況を踏まえ、効率的なエネルギー使

用をはじめとする環境経営の取り組みを継続していく。放送センター、放送技術研究所では、節電意識の向

上の好機ととらえ、東京都条例に基づくＣＯ２排出量削減義務の着実な履行に努める。 

ホームページ「節電映像館」
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