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（1）CS（視聴者満足）向上の取り組み
2005年度より，NHKでは本部および全国の放

送局で「CS（視聴者満足）向上活動」に取り組

んでいる。この活動の目的は，視聴者のみなさま

の要望や意見をきちんと受けとめ，それをもとに

して，各現場が主体的に放送番組や業務の改善を

進め，視聴者サービスのよりいっそうの向上を図

ることである。

09年度，本部および全国各放送局の「改善」の

取り組み件数は，1,021件。番組や編成，事業運

営における具体的な「改善」事例は，代表的なも

のを，『三つのたまご』などの広報番組で周知す

るとともに，NHKの公開ホームページ「みなさ

まの声にお応えします」（http://www.nhk.or.jp/

css/）や，年 1 回・視聴者センターが発行する

[みなさまの声にお応えして　NHK視聴者サー

ビス報告書2009」などで，視聴者に向けて報告し

た。

（2）事業活動
公共放送NHKだからこそできる多彩な公開番

組やイベントを全国各地で展開し，人と人，人と

社会を結ぶ“公共の広場”，“ふれあいの場”を創

出することで，視聴者のみなさまとの結び付きの

強化を図った。また，イベント参加者へのアンケ

ートでは，イベントの満足度は全国平均で80％を

超える高位の数値を得るとともに，アンケートの

結果を踏まえ新たなイベントの企画に生かすPD

CAサイクルを推進した。

「皇室の名宝展」「国宝 土偶展」などの展覧会

を開催し，日本文化の奥深さを紹介したり，「ゴ

ーギャン展」「ボルゲーゼ美術館展」などでは海

外の貴重な美術作品を広く紹介した。また，世界

一流のオーケストラと指揮者を招
しょう

聘
へい

し「NHK音

楽祭2009」を開催するなど，国内外の優れた芸術

や文化を紹介する事業に努め，“ホンモノの魅力”

に触れる機会を積極的に創出した。

「福祉」「環境」「食料」「防災」などの社会的

な課題を視聴者に訴えるキャンペーンを全局的な

取り組みで推進したほか，未来を担う若い世代を

対象としたイベントサービスや若い世代とともに

創るイベントを積極的に推進した。

こうした活動を通して，1,670万人を超える視

聴者との交流を深めた。

（3）積極的な情報公開の推進と個人情報の適切
な取り扱い

視聴者の信頼回復を図るため，積極的な情報公

開に努めた。08年度決算ではテレビ 5波の10ジャ

ンル別の番組制作費の総額（トータルコスト）を

公表し，10年度予算発表時には10ジャンル別の編

成比率と番組制作費の総額を実績値で公表した。

また，放送事業全体についての視聴者からの疑問

に答えるため，「よくある質問集」をホームペー

ジ上に掲げ，約240項目について情報提供を行う

とともに，随時この充実を図っている。そのほか，

事業や財務に関して，59の文書を各放送局の窓口

等に備え置いたり，ホームページ上に掲載したり

している。（表 1）

また，個人情報保護法の趣旨を踏まえ，NHK

として，保有する視聴者の個人情報の適切な取り

扱いに努めた。

（4）広報活動
3 か年経営計画の初年度にあたり，接触者率と

受信料支払率の向上という 2つの経営目標を達成

するための取り組みをはじめ，NHKに関するさ

まざまな情報を発信，多彩な広報活動を展開した。

「大河ドラマ」や『紅白歌合戦』，バンクーバ

ーオリンピック放送をはじめとする放送番組のP

Rに全力を尽くし，NHKの番組に対する視聴者の

高い支持・評価につなげることができた。

（5）営業活動
09年度の営業活動は，単身世帯等の面接困難世

帯の増加等に加え，経済状況の悪化等の影響によ

り，引き続き厳しい状況にある中，放送受信契約

の維持・増加と受信料の確実な収納に全力で取り

組んだ。

09年度は訪問集金廃止後の契約・未収対策への

確実なパワーシフトを図るとともに，外部委託の

強化・促進，公的移転情報を活用した移動把握な

どにより，より効率的・効果的な契約収納活動を

展開した。このほか，同一敷地内全数契約を条件

とした事業所割引や業界団体への業務委託を活用

するなど，事業所の全数契約化に向けた対策を強

化した。

また，受信料未払い者に対し最後の方法として，

民事手続きによる支払督促の申立てを06年11月に

行って以来，09年度末までに36都道府県で計841

件の申立てを行った。

契約総数は，年度内に22.8万件（有料）増加し，

09年度末の有料契約と無料契約を合わせた契約総

数は3,893万件となった。

衛星契約については，受信確認メッセージの活

用やケーブルテレビ事業者や電器店等と連携した

活動の展開等により，年度内に69.3万件（有料）

増加し，09年度末の有料契約と無料契約を合わせ
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た衛星契約数は，1,475万件となった。

口座振替等については，年度内に35.3万件増加

し，09年度末の利用件数は3,454万件となり，利

用率は，93.7％となった。

視聴者との対話

1．視聴者との結びつき強化

（1）CS（視聴者満足）向上に向けた取り組み
09年度，全国のNHKに寄せられた視聴者から
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役職員の服務準則
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NHK新放送ガイドライン

放送番組編集の基本計画・放送番組編成計画（国内・国際）

各地方向け地域放送番組編集計画

インターネットサービス基本計画

NHKの情報公開のあり方に関する提言

NHK情報公開基準・NHK情報公開規程

NHK個人情報保護方針・NHK個人情報保護規程

情報公開の実施状況・個人情報開示等の求めへの対応状況

放送受信規約・放送受信料免除基準

業務委託基準・業務委託契約要領

番組制作委託取引に関する自主基準

関連団体運営基準

関連団体の業務運営状況調査の結果

関連団体事業活動審査委員会の活動結果

NHKと関連団体との取引

関連団体事業活動審査委員会規程

子会社・関連会社の役員一覧
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の意見や問い合わせは，合わせて465万件だった。

08年度に比べておよそ 4万件増加した。このうち

番組への反響は，全国で135万件を超えた。

「すべては視聴者のみなさまのために」を貫き

経営方針の組織風土改革を成し遂げるために，み

なさまからの問い合わせに迅速・ていねいにお答

えするとともに，お寄せいただくご意見・ご要望

を経営資源としてきちんと受け止め，番組制作や

事業活動に反映していかなければならない。

みなさまから信頼され，役に立てるNHKであ

り続けるためには，多様なご要望に迅速にお応え

し，満足していただくことが重要であり，この活

動の繰り返しが“CS（視聴者満足）向上”に向

けての取り組みである。

（2）視聴者コールセンター（放送）の取り組み
視聴者コールセンター（放送）では，関係各部

局と連携して，迅速，ていねいな対応を目指して

いる。寄せられた視聴者の意見，要望はデータベ

ース化し，経営や現場に速やかにフィードバック

して番組編成や制作，業務運営に役立てている。

09年度に放送コールセンターで受け付けた視聴

者からの意見・要望は，電話が102万8,173件，メ

ールが13万8,319件で合計116万6,492件であった。

電話については，外部応答率（着信した電話のう

ち応答できた割合）は76.1％となった。一方，問

い合わせメールの 2 日以内の返信率は85.4％であ

り，目標値を1.4％上回った。

視聴者コールセンターでは，コミュニケーター

等による応対品質やスキルの向上を目指し，さま

ざまな研修を実施しているが，09年度は，外部専

門業者の協力のもと，実際の応対をモニタリング

し，指導・助言を含めてフィードバックする個別

研修に加え，「選挙報道」『坂の上の雲』「気象情

報」「新年度番組編成」など，現場第一線の担当

者が講師を務める職場研修を実施した。

2 ．視聴者意向の収集と活用

（1）「NHKふれあいミーティング」の開催
NHKの役職員と視聴者が直接触れ合い，NHK

を身近に感じてもらいながら意見交換を行う「ふ

れあいミーティング」は05年にスタートした。全

国各地で実施する公開番組収録の会場や，番組の

NHKことしの仕事

デジタル時代のNHK懇談会報告書

NHK“約束”評価報告書

NHK第 2次コンプライアンス委員会最終答申

NHK視聴者サービス報告書

視聴者対応報告

視聴者の意見・要望の業務への反映事例

お客さまの声・週刊トピックス

NHKふれあいミーティング

「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」

「芸能番組制作費不正支出問題」等に関する調査と適正化の取り組みについて

日本放送協会報

放送番組表

放送制度等に関するNHK意見

世論調査結果，調査研究成果

会長・放送総局長会見要旨・資料

報道発表資料

随意契約の適正化

NHK年鑑

放送受信契約数統計要覧

月刊「放送研究と調査」

放送技術研究所「研究年報」

隔月刊「NHK技研R＆D」
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上映会，イベントの実施会場，会館見学と連動す

るなど，あらゆる機会をとらえてさまざまな形式

で開催した。「ふれあいミーティング」は，視聴

者との結び付き強化の中心的施策として，本部お

よび全国各放送局で取り組み，09年度は，2,112

回開催し，参加人数は 5万3,721人となった。

05年のスタート以来，09年度 3月末までの累計

では，全国で通算9,859回を開催，参加人数は24

万人を超えた。09年度は，視聴者からNHKに対

し，より具体的な意見・要望を伺うことを目指し，

事前にミーティングのテーマなどを伝える「公募

型」ミーティングに重点をおいて取り組んだ。

本部では，地上デジタル放送や人気ドラマ，スポ

ーツ中継などをテーマに開催。また，地域放送局

では，地元の魅力を伝える番組をご覧いただいた

上で意見交換する「上映会連動型」のミーティン

グが盛んに行われた。09年度，「公募型」ミーテ

ィングは，102回開催し，さまざまなご意見を頂

戴した。年間実績は，開催回数・参加人数とも過

去最高となった。

（2）「NHKハートプラザ」の活動
本部・全国各放送局・支局には，視聴者のみな

さまに開かれたNHKを目指して，番組や受信料

などNHKに関するご意見やお問い合わせに直接

担当者が対応する窓口として「NHKハートプラ

ザ」を設置し，その機能強化を図っている。また，

[ハートプラザ」は，経営計画や予算・決算書な

どを取り揃え，NHKの情報公開の窓口としても

機能している。さらに，「ハートプラザ」は，地

域の文化拠点となることを目指して，ロビー展示

やさまざまなイベントも開催している。09年度は，

各放送局を巡回するハートプラザ用のミニ展示

[ダーウィンが来た！」や「ななみちゃんと挑

戦！地デジ探検隊」などを活用し，全国の放送局

のハートプラザ来場者は，合わせて278万6,593人

を数えた。会場には，幼い子どもを連れた家族が

目立ち，若い世代との結び付きにつながっている。

本部の「ハートプラザ」（放送センター 4 階・正

面玄関横）は， 6 人のNHKサービスセンター職

員・スタッフが，来局者や手紙（投書）およびF

AXの意向把握・集約，情報公開窓口を担当して

いる。 1日平均で，27人が窓口を訪れ，手紙（投

書）が41通，FAXが43件寄せられている。視聴

者のみなさまが放送会館を訪れて，NHKと直接

ふれあう接点として，気軽に足を運んでいただけ

る場となっている。

（3）09年度視聴者意向
①意向の件数と内容
電話，メール，手紙，FAX，来局，ふれあい

ミーティングなどで，全国の放送局に寄せられた

09年度の意向件数は465万件になった。

2009年度視聴者意向件数（単位　千件）
（※関連団体への意向件数は含まず）

※内容別内訳

※受付方法別内訳

番組別では，『NHKおはよう日本』が 4万6,500

件で最も多く，次いで『ためしてガッテン』に 3

万5,500件，『NHKスペシャル』に 2 万8,400件，

{NHK歌謡コンサート』に 2万8,100件，『生活ほ

っとモーニング』に 2 万6,200件，『ラジオ深夜

便』に 2 万6,000件，『ニュースウオッチ 9 』に 2

万4,300件，『MLB（アメリカ大リーグ）』に 1 万

9,100件，『NHKのど自慢』に 1 万9,000件の意

見・問い合わせが寄せられた。なお，「バンクー

バーオリンピック」には， 1 万7,500件の意見・

問い合わせが寄せられた。個別番組で最も多かっ

たのは，『NHK紅白歌合戦』で， 2万6,300件だっ

た。番組への意見・問い合わせのうち，18万件

(13.2％）が再放送の要望で，最も多かったのは，

{NHK紅白歌合戦』だった。『ためしてガッテ

ン』は「脳いきいきダイエット　超らくジョギン

グ革命！」と「体重も血糖値も下げる！スロージ

ョギングの？に答えます」がベスト10入りした。

また，大河ドラマ『天地人』や『スペシャルドラ

マ～坂の上の雲』などに，再放送の要望が多く寄

せられるなど，視聴者から注目されたドラマが多

かった。登山家の田部井淳子さんと名古屋放送局

のアナウンサーの北アルプス縦走を記録した東

海・北陸地域向け番組，『夏の北アルプス　あぁ

絶景！雲上のアドベンチャー』には，「感動して

涙が出た。撮影したカメラマンにも感謝したい」

といった好評意見が多数寄せられた。これを受け，

全国向けにも 3 回放送された。音楽番組では，

{ワールド・プレミアム・ライブ・スペシャル

マイケルジャクソン～デビュー30周年コンサー

件数 14 1,626 2,315 28 220 445 4,648

％ 0.3% 35.0% 49.8% 0.6% 4.7% 9.6% 100.0%

区分 経営関係 放送関係
受信料

技術関係 受信相談 その他 合計
関係

件数 3,952 129 60 26 369 99 13 4,648

％ 85.0% 2.8% 1.3% 0.6% 7.9% 2.1% 0.3% 100.0%

区分 電話 投書 来局 ファックス インターネット 集金時等
ふれあい

合計
ミーティング
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ト』『マイケル・ジャクソン“KING OF POP”

の軌跡』に再放送の要望が多数寄せられた。ドキ

ュメンタリーでは，『NHKスペシャル』の「日本

海軍 400時間の証言」「立花隆　思索ドキュメン

ト～がん　生と死の謎に挑む」に再放送希望が多

数寄せられた。新型インフルエンザ対策について

は，特集番組や関連ニュースで放送したほか，11

月からは三倉茉奈・佳奈さんをイメージキャラク

ターとして“基本的なマナー”など，感染の拡大

防止を呼びかけるスポットを放送した。視聴者か

らは，感染状況の進展に合わせて，新型インフル

エンザに対するさまざまな反響が寄せられた。

②意向の集約・周知
視聴者センターでは，放送コールセンターや

全国の各放送局に寄せられた意見・問い合わせな

どを集約して，概要のほか，主な番組への意見，

受付形態別の件数などを掲載し 1日の視聴者の声

の傾向をまとめた「日報」を発行している。

また， 1週間ごとの傾向をまとめた「週報」で

は，反響が多かった番組への主な意見内容，再放

送を希望する理由の分類などを掲載し，番組編成

に役立てているほか，個別番組について詳細な分

析を行い番組制作の参考に供している。 1か月ご

との傾向をまとめた「月報」は，番組審議会の資

料としても利用されている。「日報」「週報」「月

報」は「視聴者対応システム」に登録し，全職員

が閲覧できるようにしている。このほか，特別な

番組や大きな反響が想定される案件，NHKの経

営にかかわる案件については，職員がコールセン

ターに出向いて対応するなど，特別な体制で問い

合わせへの回答と集約を行い，関係部局に周知し

た。

また，08年度 4月の放送法改正で，視聴者から

の苦情や要望を含めたすべての意見に迅速かつ適

切に対応し，その対応結果を経営委員会に報告す

ることが義務づけられたことに伴い，コールセン

ターや本部各部局，全国の放送局に寄せられた意

見・苦情などをとりまとめて，毎月，「視聴者対

応報告」を作成，理事会で審議決定し経営委員会

に報告した。「視聴者対応報告」は，ホームペー

ジに掲載し視聴者も閲覧できるようにした。

③寄せられた視聴者の意見と業務への反映
視聴者から寄せられた意見・要望や，業務の改

善事例などをまとめた「みなさまの声にお応えし

て～視聴者サービス報告書2009」を，全国の放送

局の協力を得て作成し， 5 月に発行した。「NHK

オンライン」上でも公開した。

3 ．NHKネットクラブ

NHKネットクラブは，インターネット会員サ

ービスとして「視聴者との双方向の回路の充実」

[受信料支払者の受益感の向上」「インターネッ

ト自主取次の拡大による営業経費の圧縮」を目的

に，09年10月27日にスタートした。

09年度は，会員向けのサービスとして『紅白歌

合戦』の観覧モニター募集や朝ドラのロケ見学ツ

アーを実施。NHK主催の美術展と連動した特別

鑑賞会は，毎回，多数の応募を集めた。09年度末

には『おかあさんといっしょ』スタジオ収録の参

加者募集もスタートした。また，55本（うち 4本

は地方局制作番組）の番組連動アンケートを実施

した。09年度末の会員数は約54万人となった。

イベント事業

Ⅰ．公開番組
（1）地域で実施する全国放送公開番組
09年度は，642本の公開番組を全国各地で実施

した。総合テレビ79本，教育テレビ18本，衛星放

送77本，ラジオ・FM358本の公開番組を地方自

治体などの協力を得ながら実施したのに加え，N

HK大阪ホールで37本，地域放送局スタジオで73

本を実施した。

（2）NHK内，都内外部施設で実施する公開番
組

NHKホール，ふれあいホール，505スタジオな

どのNHK施設，およびニッショーホールなど都

内外部施設で公開番組を実施した。

【定時番組】
NHKホールで公開した定時テレビ番組は，『N

HK歌謡コンサート』（35本） 9 万8 , 2 8 3人，

{MUSIC JAPAN』（13本） 3 万6,694人，『ザ少

年倶楽部』（11本） 3万2,578人。

ふれあいホールで公開した定時テレビ番組は，

{金曜バラエティー』（48本）8,608人，『爆笑オ

ンエアバトル』（ 8 本）1,832人，『爆笑トライア

ウト』（ 8 本）1,699人，『渋谷らいぶステージ』

(35本）3,793人，『お好み寄席』（35本）4,205人，

{最新ヒット ウエンズデー J-POP』（40本） 1万

10人，『BSななみDEどーも！』（23本）4,830人。

定時ラジオ・FM番組は『セッション2009-2010』

(31本）7,628人，『新・話の泉』（19本）2,544人。

放送センター505スタジオで公開したラジオ・

FM番組は『真打ち競演』（ 6本）673人。
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【主な特集番組】
{落語らいぶ2009』

4 月14日　ふれあいホール　241人。

{BS永遠の音楽～アニメ主題歌大全集』

4月24日　NHKホール　2,338人。

{渋谷アニメランド』

4月26日　ふれあいホール　183人。

{Pop Up Japan』

5 月 2 日　ふれあいホール　183人。

{BS熱中夜話』

5月 3日　ふれあいホール　497人。

{朗読ひろば』

5月 5日　ふれあいホール　209人。

{あべ一座旗揚げ公演 あべあがりの夜空に』

7月11日　NHKホール　2,657人。

{着信御礼！ケータイ大喜利 夏祭りスペシャル』

7月12日　NHKホール　2,284人。

{BS永遠の音楽～映画音楽大全集』

7月16日　NHKホール　2,434人。

{花咲ける青少年の世界』

7月25日　ふれあいホール　425人。

{ザ・ケーシー・SHOW～真夏編～』

7月30日　ふれあいホール　236人。

{NHK東西浪曲大会』

7月24日　ニッショーホール　513人。

{第39回NHK講談大会』

7月25日　ニッショーホール　599人。

{天才てれびくんMAXスペシャル』

8月 1日　NHKホール　①2,670人，②2,617人。

{第41回思い出のメロディー』

8月 8日　NHKホール　2,740人。

{ふるさと民謡列島2009』

8 月 8 日　ふれあいホール　253人。

{BS永遠の音楽～叙情歌大全集』

9月18日　NHKホール　2,808人。

{N響アワー』～大河の調べ とわに～

10月 7 日　NHKホール　2,446人。

{名医にQスペシャル』

10月 3 日 ふれあいホール　183人。

{デジスタティーンズ2009』

10月10日　ふれあいホール　96人。

{えいごであそぼ＆シャキーン！ショー』

10月31日　ふれあいホール　216人。

{縄☆レンジャー＆理科大実験ショー』

10月31日　ふれあいホール　140人。

{ETV50ショー＆NHK朗読ひろば』

10月31日　ふれあいホール　146人。

{英語で挑戦！手づくり英会話』

11月 3 日　ふれあいホール　222人。

{究極ヒットパラダイス！～アラフォー☆クリス

マス』

12月 4 日　NHKホ－ル　2,629人

{新春にっぽん民謡列島2010』

12月 6 日　ふれあいホール　247人。

{第60回NHK紅白歌合戦』

12月31日　NHKホール　2,777人。

{天才てれびくんMAX～新春スペシャル～』

1月 7日　ふれあいホール　240人。

{BS永遠の音楽～大全集！青春のフォークソン

グ』

1月21日　NHKホール　2,512人。

{NHK介護百人一首』

2月 6日　ふれあいホール　177人。

{落語らいぶ2010』

2 月16日　ふれあいホール　232人。

{J－MELO 春フェス2010』

3 月 3 日　ふれあいホール　204人。

{家族で選ぶにっぽんの歌』

3月 4日　NHKホール　2,580人。

{NHKのど自慢チャンピオン大会』

3月 6日　NHKホール　2,994人。

{にっぽんの歌ふるさとの歌コンサート』

3月13日　NHKホール　2,922人。

{発表！Nコン2010課題曲』

3月20日　ふれあいホール　242人。

1 ．NHKハート・プロジェクト

すべての人がともに生きる社会を目指し，NH

Kの福祉番組やイベントを取りまとめた福祉キャ

ンペーン「NHKハート・プロジェクト」を05年

度から展開し，公共放送だからこそ可能な福祉へ

の取り組みを総合的にアピールしている。

（1）子どもサポートネット中学生の本音＠ハー
ト

教育テレビ50周年公共放送キャンペーン｢子ど

もサポートネット｣と連動し，多感な時期の中学

生を対象とした，子どもたちの気持ちを問うイベ

ントを実施した。東京都内の中学校 8会場で実施

し，参加者は1,556人。

Ⅱ．公共放送ならではの
Ⅱ．イベント・キャンペーン
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（2）NHK歳末たすけあい・NHK海外たすけあ
い

12月 1 日から12月25日まで中央共同募金会（歳

末たすけあい），日本赤十字社（海外たすけあい），

NHK厚生文化事業団との共催で実施した。義援

金の受け付けは，全国のNHK各放送局，郵便局，

取り扱い標示のある金融機関，JA，JF（漁協），

共同募金会，日本赤十字社など。

歳末たすけあいの義援金は， 7 万4,231件， 7

億9,131万175円で，各都道府県共同募金会を通じ

て国内の援助を必要とする方々に配分される。海

外たすけあいの義援金は， 7 万7 ,467件， 6 億

9,771万3,491円で，日本赤十字社を通じて世界各

地の紛争や自然災害などに苦しむ人々のために使

われる。また，NHK海外たすけあいキャンペー

ンの一環として10月24日に東京国際フォーラムで

[赤十字シンポジウム2009」を開催した。

（3）災害たすけあい
国内外で発生した非常災害に応じて日本赤十字

社などと連携し 7 件の災害たすけあいを実施し

た。

国内の災害では①「山口県7.21大雨災害義援

金」（09年 7 月27日～ 8 月26日）②「福岡県 7 月

豪雨災害義援金」（ 7 月31日～ 8 月31日）③「台

風 9 号岡山県大雨災害義援金」（ 8 月17日～ 9 月

16日）④「兵庫県台風第 9 号災害義援金」（ 8 月

17日～ 9月30日）を実施。

海外の災害では①「スマトラ島沖地震救援金」

(09年10月 2 ～30日）②「ハイチ地震救援金」

(10年 1 月15日～ 3月31日）③「チリ大地震救援

金」（ 3月 2日～ 4月30日）を実施した。

（4）第14回NHKハート展
障害のある人が日常の生活の中で感じたことを

つづった「詩」と，各界で活躍中のアーティス

ト・著名人がその詩のイメージを，ハートをモチ

ーフに表現した｢アート｣を組み合わせた展覧会

で，94年から開催している。第14回は5,469編の

詩の応募があった。展覧会は全国11会場で実施。

入場者数は 8万4,156人。

（5）NHKハート・フォーラム
福祉番組の公開放送やさまざまなテーマのフォ

ーラムを以下の 9つのジャンルに分けて全国で62

回実施した。総入場者数 4万2,987人。

主催：開催地のNHK放送局，NHK厚生文化事

業団，開催地の自治体ほか。

①「NHK福祉ネットワーク・公開すこやか長

寿」（教育テレビの公開番組）

10回実施。入場者数3,058人。

②「鎌田實　いのちの対話」（ラジオ第 1 の公開

番組）

4回実施。入場者数3,090人

③「高齢者福祉」

1回実施。入場者数466人

④「認知症」

19回実施。入場者数9,714人

⑤「ボランティア」

2回実施。入場者数510人

⑥「障害者福祉」

3回実施。入場者数2,329人

⑦「発達障害」

11回実施。入場者数4,680人

⑧「子どもの福祉」（子どもサポートネット関連）

9回実施。入場者数3,490人

⑨「新しい福祉」

3回実施。入場者数 1万5,200人

（6）NHKハート・スポーツ・フェスタ
障害のある方もない方もスポーツを通して交流

を深めることで，心のバリアフリーを目指し，01

年から実施している。

09年は札幌市ほか全国 5か所でカーリングやシ

ッティングバレーボールなどの競技を実施し，

655人の参加があった。

主催：NHK，NHK厚生文化事業団

共催：財団法人日本障害者スポーツ協会

（7）NHK介護百人一首
毎年，介護にかかわる方々が日々の生活の中で

詠んだ短歌を全国から公募し，珠玉の百首を「N

HK介護百人一首」として選定している。09年度

は過去最高となる7,651首もの短歌が幅広い世代

から寄せられた。

・教育テレビの『福祉ネットワーク』で「介護百

人一首」の公開収録をNHKふれあいホールで実

施。177人が参加。

・百首を収めた冊子を発行

・介護百人一首パネル展を各局ロビー等で開催

（8）第44回NHK障害福祉賞
障害のある人自身の体験記録や障害児・者の教

育・福祉の実践記録を募集し優秀作品を表彰し

た。09年度は455編の応募があった。

（9）NHK銀の雫文芸賞2009
「高齢社会をどう生きるか」をテーマにした文

芸作品を募集し優秀作品を表彰した。08年度より

NHKが主催に加わりNHK厚生文化事業団ととも

に実施。応募数は過去最高の1,107編。

（10）第43回NHK福祉大相撲
人気力士と歌手の歌くらべや横綱土俵入り，幕
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内取り組みなどを楽しんでもらうイベントを10年

2 月11日に国技館で実施した。都内の福祉施設の

みなさん340人を招待するとともに，純益等で全

国の福祉施設へ福祉車両「福祉相撲号」を11台贈

呈した。09年度までの贈呈台数は延べ265台に上

る。

2 ．公共放送キャンペーン

（1）ふるさとの食　にっぽんの食
01年度より「日本の食文化の伝承」「地産地

消」「食育」をテーマに全国で展開しているキャ

ンペーン「ふるさとの食　にっぽんの食」。JAや

JF（漁協）などと実行委員会を組織し，全国的に

推進している。

①「ふるさとの食　にっぽんの食」全国フェステ
ィバル
「お弁当」をメインテーマとし，10年 3 月13日，

14日に代々木公園とNHK放送センターで開催し，

4万8,607人の参加があった。

②「ふるさとの食　にっぽんの食」地域フェステ
ィバル
全国57会場で開催し，154万6,948人の参加があ

った。

③こども農業・漁業体験教室
全国で44校，4,374人が参加した。全国54放送

局が放送やホームページ，イベントなどで活動を

紹介した。

④ぼくたちわたしたち農業・漁業体験隊！絵てが
みコンテスト
「こども農業・漁業体験教室」参加者を対象に

農漁業体験の絵てがみを募集し，優秀作品を全国

フェスティバルで表彰した。応募作品1,406点。

⑤食料フォーラム
神奈川県（10月），福岡県（12月）の 2 会場で

開催し，1,370人の参加があった。

（2）環境キャンペーン　地球エコ2009
21世紀の人類共通の課題ともいえる環境をテー

マに「環境キャンペーン　地球エコ2009」を全国

で展開。

主催：NHK，共同通信社，全国地方新聞社連

合会ほか

①全国・東京イベント
・SAVE THE FUTURE 2009

6 月20日～21日に，放送センターを中心に，環

境問題に取り組む大学生やNPOなどの各団体の

活動発表やワークショップ，ステージショーなど

を実施。また，夏至の日に照明を消してキャンド

ルの灯りのもとスローでエコな時間を楽しむ，環

境省や全国のNPOなどが主導する「100万人のキ

ャンドルナイト」と連動したイベントを全国で実

施。

・NHKエコスタイル・ストリート

5 月 8 日～10月31日の期間に，NHK敷地内で

ゴーヤ，朝顔などの植生による「緑のカーテン」

を設置し，環境を守るライフスタイルを提案。ま

た，渋谷公園通りなどに街路灯フラッグを展示。

・特別アニメ番組『川の光』先行上映会

6 月 6 日～ 6 月14日の期間で，NHKのアニメ

番組『川の光』の先行上映会を全国 9会場で実施。

②地域イベント
6 月 5 日の「環境の日」を中心に重点期間を設

定し，集中的にイベントや放送を展開した。年間

を通じて51本の地域イベントを開催し24万495人

が参加した。

（3）NHK防災キャンペーン
公共放送の使命として，“いざという時のNHK”

という意識の浸透を図るとともに，視聴者の防災

意識を高めるため，07年度からスタートしたキャ

ンペーン。

①防災パーク2009
9 月 1 日の「防災の日」に合わせて，NHK放

送センターで， 8月29日～30日に開催。緊急地震

速報やNHKの災害報道の紹介，消防・警察の特

殊車両の展示や乗車体験，防災ワークショップな

どを実施した。来場者数 1万3,509人

②地域企画イベント
全国27会場で開催し， 3 万4,901人の参加があ

った。

Ⅲ．こども・青少年イベント

（1）ETV50「キャラクター大集合　とどけみ
んなの元気パワー」

教育テレビ50周年を記念して，子ども向け番組

の人気キャラクターが一堂に会する夢のスペシャ

ルステージを，NHKホールで実施。

東京： 7月20日 2 回公演　5,746人

大阪： 7月25日 2 回公演　2,222人

（2）ETV50「天才てれびくんMAXスペシャ
ル」

教育テレビ50周年を記念して，小学校中・高学

年を中心に支持を得ている番組の公開イベントを

NHKホールと神戸国際会館で実施。

東京： 8月 1日 2回公演　5,287人

神戸： 8月12日 1 回公演　3,293人
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（3）ETV50「NHKこどもミュージカル」
NHKホールとNHK大阪ホールで，小学生とそ

の保護者を対象にミュージカル公演を実施した。

出演は劇団四季，演目は「エルコスの祈り」。（構

成・演出：浅利慶太）

東京：10月 4 日 2 回公演　4,641人

大阪：11月22日 1 回公演　1,119人

（4）おかあさんといっしょファミリーコンサート
①東京公演
春： 5 月 2 ～ 5 日，秋：10月31～11月 3 日，N

HKホール。チャリティー金は社会福祉向上に役

立てた。

主催：NHK，NHKサービスセンター，NHKプ

ロモーション，NHK厚生文化事業団

出演：横山だいすけ，三谷たくみ，小林よしひ

さ，いとうまゆ　ほか。

入場者：（春・ 8公演） 2万5,634人

（秋・ 8公演） 2万5,698人

②地方公演
全国11会場（28公演）で実施。チャリティー金

は社会福祉向上に役立てた。

入場者： 3万8,820人

（5）BSおかあさんといっしょファミリーコン
サート

スタジオ収録とともに，出演者によるコンサー

トを，全国 9会場（18公演）で実施。チャリティ

ー金は社会福祉向上に役立てた。

入場者： 2万97人

（6）おかあさんといっしょ宅配便
「ぐ～チョコランタン小劇場」
『おかあさんといっしょ』のキャラクターが全

国を巡回するミニステージショー。55会場110公

演を実施し， 4万9,583人の参加者があった。

（7）BSおかあさんといっしょスタジオ収録
全国の子どもたちに番組出演の機会を提供し，

視聴者サービスの充実を図るために実施。15局

(一部，外部施設を利用）で収録し，120本を制

作。5,439人の幼児が参加した。

出演：スプー，ひなたおさむ，かまだみき，恵

畑ゆう

（8）NHK放送体験クラブ
小学校 5～ 6年生を対象に全国各放送局で番組

づくりの体験を通し，楽しみながら放送のことを

学習するイベントとして実施。10年目となる09年

度は，全国54放送局と 5支局および移動スタジオ

2 会場で895校・ 5 万2,053人の参加があり，参加

者は通算で59万人を超えた。

参加した児童の様子や制作した作品は地域放送

で紹介し視聴者サービスに努めた。

イベントは「総合的な学習の時間」など学校の

授業の一環として実施され，参加校の教師や関係

者からは，貴重な現場体験として高い評価を受け

ている。

（9）ETV50「第76回NHK全国学校音楽コン
クール」

都府県（北海道は地区），ブロックの各コンク

ールを経て選ばれた小学校・中学校・高等学校の

代表各11校（組）が，10月10日・11日・12日にN

HKホールで行った全国コンクールに出場した。

課題曲のテーマは「ジャンプ」。金賞校：目黒区

立油面小学校（初），郡山市立郡山第二中学校

( 2 年連続 2 回目），杉並学院高等学校（ 2 年ぶ

り 2回目）。

全参加校数：小学校の部906校，中学校の部

1,221校，高等学校の部409校，計2,536校。

（10）第26回NHK杯全国中学校放送コンテスト
各都府県（北海道は地区）大会は 5～ 7月に実

施，全国大会決勝は 8月21日，千代田放送会館で

実施した。部門は，アナウンス・朗読・ラジオ番

組・テレビ番組の 4部門。参加校は全国で619校。

各部門の参加数はアナウンス885人，朗読1,420人，

ラジオ番組130作品，テレビ番組112作品。

（11）第56回NHK杯全国高校放送コンテスト
5 ～ 6 月に各都道府県大会， 7 月22～24日にN

HKホールなどで全国大会を実施した。部門は，

アナウンス・朗読・ラジオドキュメント・テレビ

ドキュメント・創作ラジオドラマ・創作テレビド

ラマの 6 部門。参加校は全国で1,561校。参加生

徒数は延べ 1万4,016人。

（12）アイデア対決・全国高等専門学校ロボット
コンテスト2009

全国の高等専門学校57校（62キャンパス）から

124チームが参加，競技課題にしたがい，自らの

アイデアを駆使して想像力と技術力を競った。 8

地区からの選抜25チームが11月22日の全国大会

(会場：国技館）に出場。地区大会からの延べ参

加者数は 1万3,691人。

（13）NHK大学ロボコン2009
～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考
会～

事前審査を通過した国内20大学のチームが 6月

7 日の大会（会場：国立オリンピック記念青少年

総合センター）に出場。参加者数は1,186人。優

勝と準優勝の 2チームが 8月22日に東京で開催さ

れたABUアジア・太平洋ロボットコンテストに

出場した。
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（14）ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト
2009東京大会

ABUに加盟するアジア・太平洋地域の19の国

と地域から選抜された20大学のチームがロボット

を製作し，競技を通じて技術力と独創力を競う国

際教育イベント。 8月22日に駒沢オリンピック公

園総合運動場体育館で実施。日本・東京における

開催は 7年ぶり 2回目。

参加者数：2,504人

（15）NHKアニメ館2009
若者に人気のアニメ番組を集めた「NHKアニ

メ館2009」を 7月 4～ 5日にふれあいホールで開

催し，監督，声優などによるトークショーを行っ

た。

参加者数：858人

Ⅳ．教育・教養イベント

（1）NHK教育フェア2009
10月22日～11月 3 日，NHK放送センターを中

心として開催し，教育分野に貢献する公共放送の

取り組みを紹介した。教育番組の国際コンクール

[日本賞」を核に，「食料・東京フェスティバル」，

[渋谷区くみんの広場」とも連動して開催した。

公開イベント「秋のふれあい広場」（10月31日～

11月 3 日）では，人形劇『新・三銃士』によるス

テージイベント，正面玄関前広場でのファミリー

向けイベントなど多彩な内容で実施した。

公開イベント総入場者数： 9万1,853人

（2）放送教育関連イベント
①第60回放送教育研究会全国大会（愛知大会）
視聴覚教育総合全国大会との合同大会として愛

知県で開催。NHKの教育への取り組みを現場教

師に広くアピールした。地上デジタル放送やNH

Kのデジタル教材を活用した公開授業をはじめ，

放送を活用した実践事例の発表やNHK教育番組

の将来像をプレゼンテーションし，デジタル時代

にふさわしい放送利用のあり方を紹介した。

期日：10月27日・28日

会場：愛知県　豊橋市・岡崎市・豊田市

全体会　岡崎市民会館

参加者数：3,688人

②放送教育研究会地方大会
各地方放送教育研究会などと共催し，全国 7ブ

ロックで地方大会を開催した。参加者数：総計

2,741人（東海北陸ブロックは全国大会のため人

数には含まず）（表 1）

③先生のための教え方教室
～デジタル放送・ICT活用講座～
学校放送番組やデジタル教材の活用を支援する

ために全国10会場で開催。実践教師による「モデ

ル授業」と，メディア教育研究者の指導による実

践交流で構成した内容。

参加者数：402人

（3）平成21年度「NHK全国短歌・俳句大会」
1 月23日（短歌），24日（俳句），NHKホール

で実施。NHK学園共催。応募数：短歌 4万149首，

俳句 8 万4,665句。ホール参加者数：短歌1,690人。

俳句2,480人。

（4）NHK公開セミナー
大河ドラマ『天地人』『龍馬伝』，『スペシャル

ドラマ～坂の上の雲』，ETV50『おしゃれ工房』

を題材に，NHK文化センター，地方自治体等と

共催，全国21会場で実施した。

参加者数：5,811人

（5）2009年ノーベル賞受賞者を囲むフォーラ
ム「21世紀の創造」

読売新聞社との共催。09年度で21回目。東京 2

回，福岡・札幌・滋賀各 1回の計 5会場で，科学

や文学をテーマにしたフォーラムを実施し，福岡

表1 2009年度「放送教育研究会地方大会」

地　　　方 事　　業　　名 期　　日 開催地 全体会会場 参加者数

北　海　道

東　　　北

関東甲信越

東海・北陸

近　　　畿

中　　　国

四　　　国

九　　　州

※東海・北陸は全国大会としての実施のため人数には含まず。

250人

523人

710人

―

238人

760人

―

260人

2,741人

10／15（木）～16（金）

10／ 2 （金）

11／13（金）

10／27（火）～28（水）

11／20（金）

11／13（金）

11／19（木）

北海道
函館市 ホテル法華クラブ函館

十和田文化センター

長野県伊那文化会館

岡崎市文化会館

滋賀県立男女共同参画
センター

広島県民文化センター

長崎ブリックホール

7会場計

青森県
十和田市
長野県
伊那市
愛知県岡崎市
豊橋市豊田市
滋賀県大津市
近江八幡市
広島県
広島市

長崎県
長崎市

第61回北海道放送教育研究大会 道南・函館大会

第51回放送教育研究会東北大会 青森大会

平成21年度関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会
長野大会
第47回東海北陸地方放送教育研究大会
（第60回放送教育研究会全国大会）
（第13回視聴覚教育総合全国大会）

第58回近畿放送教育研究大会
第59回近畿視聴覚教育研究大会

平成21年度 中国地方放送教育研究大会 広島大会

※隔年開催のため09年度は実施せず

第58回九州地方放送教育研究大会 長崎大会
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会場のもようを教育テレビ『日曜フォーラム』で

紹介。また，高校生を対象とした特別講座を横浜，

大阪の 2会場で開催した。

参加者数：2,302人

（6）子育て世代向けイベント「エンジョイ！パ
パサウルス～こどもと一緒に楽しもう」

子育て世代の父子（親子）を対象とした親子参

加型のイベントとして，番組出演者による親子ダ

ンスと，親子での工作などを行った。全国 5会場

で実施。

出演：パパイヤ鈴木，天野ひかり

参加者数：1,317人

（7）学校へ出向き実施するイベント
小・中学生を対象とし，学校へ出向いてNHK

との接触の機会を作り，NHKへの理解を深めて

もらう。

①NHKこども音楽クラブ～N響が○○小学校
（中学校）にやってきた～
NHK交響楽団のメンバーが小・中学校に出向

いて児童・生徒との交流を交えながらトークと演

奏を行う子ども向けのクラシックイベント。09年

度は全国の小・中学校 8校で開催。クラシックの

名曲をはじめ映画音楽や童謡など，親しみやすい

曲を演奏。参加者数3,613人。

②ヒミツのちからんどin○○小学校
小学校高学年向けの番組『ヒミツのちからん

ど』の公開収録と連動したイベント展開を小学校

へ出向いて実施。児童・保護者・教師と近隣住民

に学校放送番組や地上デジタル放送を紹介した。

全国 4会場（小学校）で実施。

参加者数：1,478人

③NHK朗読ひろばin○○小学校
NHKアナウンサーが小学校に出向いて行う朗

読イベント。高学年児童を対象に，アナウンサー

が教科書や絵本から作品を朗読し，映像や音によ

る演出を加えたステージを展開した。全国 9会場

で実施。

参加者数：1,592人

④NHK寺子屋～ことばとカガクの虎の巻～
NHKの番組を活用した小学校向けの教育イベ

ント。寺子屋のイメージで楽しみながら学べる講

座を学校に出向いて実施した。全国 3会場で実施。

出演：久保田雅人，が～まるちょば

参加者数：774人

V．美術・展博イベント

（1）特別展｢平泉～みちのくの浄土｣
11世紀から12世紀にかけて奥州藤原氏により築

かれた平泉の文化遺産を紹介。中尊寺金色堂内の

国宝金色堂西北壇壇上仏11体をはじめ，平泉関係

の文化財を一堂に展示。

主催：開催地美術館・博物館，開催地NHK放

送局，NHK地域関連会社，河北新報社（仙台展

のみ），西日本新聞社（福岡展のみ），岩手県，平

泉町，奥州市，一関市，中尊寺，毛越寺。有料。

全国 3 会場（仙台，福岡，東京）。会期：08年11

月14日～09年 4 月19日。入場者数：20万6,849人。

（2）智証大師帰朝1150年特別展
「国宝　三井寺展」

智証大師円珍の帰朝1,150年を記念して開催。

三井寺の秘仏の数々をはじめ，狩野光信の障壁画

やフェノロサゆかりの品々など国宝・重要文化財

約60件を含む約180件を展示。

主催：開催地美術館・博物館，毎日新聞社，開

催地NHK放送局，NHK地域関連会社。有料。全

国 3 会場（大阪，東京，福岡）。会期：08年11月

1 日～09年 5 月10日。入場者数：20万9,297人。

（3）生誕80周年記念特別展
「手�治虫展―未来へのメッセージ―」

日本のストーリー漫画とアニメのパイオニア・

手韶治虫の生誕80周年を記念した大回顧展。直筆

の漫画原稿，アニメーション資料，愛用品など約

400点で構成。

主催：財団法人東京都歴史文化財団　江戸東京

博物館，読売新聞社，NHK，NHKプロモーショ

ン。有料。江戸東京博物館。会期：09年 4 月18日

～ 6月21日。入場者数：12万8,276人。

（4）大河ドラマ特別展
「天地人―直江兼続とその時代」

NHK大河ドラマ『天地人』に連動して開催。

直江兼続をはじめとする戦国武将ゆかりの品々や

華麗な桃山文化を象徴する文物など国宝 6件，重

要文化財28件を含む約240件で構成。

主催：開催地美術館・博物館，開催地NHK放

送局，NHK地域関連会社，新潟日報社（新潟展

のみ）。有料。全国 2会場（東京，新潟）。会期：

09年 5 月30日～ 9 月 6 日。入場者数： 6 万4,583

人。

（5）「ゴーギャン展」
日本初公開のゴーギャン「我々はどこから来た

のか，我々は何者か，我々はどこへ行くのか」を
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中心に国内外から借用した油彩・版画・彫刻など

53点を展示。

主催：東京国立近代美術館，NHK，NHKプロ

モーション。有料。東京国立近代美術館。会期：

09年 7 月 3 日～ 9 月23日。入場者数：28万9,899

人。

（6）日本メキシコ交流400周年記念
「メキシコ20世紀絵画展」

日本とメキシコの交流開始400周年を記念し，

メキシコ国立美術館，メキシコ国立近代美術館な

どが所蔵する20世紀のメキシコ絵画74点を展示。

主催：世田谷美術館，NHK，NHKプロモーシ

ョン，読売新聞社，メキシコ国立文化芸術審議会，

メキシコ国立芸術院。有料。世田谷美術館。会

期：09年 7 月 4 日～ 8 月30日。入場者数： 3 万

6,000人。

（7）美しきアジアの玉手箱―シアトル美術館日
本・東洋美術名品

米国西海岸で最大級の東洋美術コレクションを

誇るシアトル美術館。同館のアジア美術の名品約

100点を展示。

主催：開催地美術館・博物館，読売新聞社，開

催地NHK放送局。有料。全国 5 会場（東京，神

戸，山梨，静岡，福岡）。会期：09年 9 月19日～

10年 7 月19日。入場者数：12万7,953人。

（8）「古代ローマ帝国の遺産
―栄光の都ローマと悲劇の町ポンペイ」

史上最大の繁栄と安定を誇った古代ローマ帝

国。豊かさの象徴である街ローマと，火山の噴火

により埋もれた悲劇の街ポンペイ，両都市に焦点

を当て，約120件の文物で構成。

主催：開催地美術館，読売新聞社，開催地NH

K放送局。有料。全国 2 会場（東京，名古屋）。

会期：09年 9 月19日～10年 3 月22日。入場者数：

32万4,939人。

（9）御即位20年記念特別展
「皇室の名宝―日本美の華」

天皇陛下御即位20年記念展として開催。宮内庁

三の丸所蔵館や正倉院宝物など皇室ゆかりの名品

180点を前期・後期に分けて展示。

主催：東京国立博物館，宮内庁，NHK。特別

協力：NHKプロモーション，読売新聞社，日本

経済新聞社。有料。東京国立博物館。会期：09年

10月 6 日～11月 3 日，11月12～29日。入場者数：

44万7,944人。

（10）「速水御舟―日本画への挑戦―展」
大正から昭和にかけて画壇を駆け抜けた日本画

家・速水御舟の画業の全貌を，山種コレクション

の120点の御舟作品を中心に約140点で紹介。

主催：山種美術館，NHK，NHKプロモーショ

ン。有料。山種美術館。会期：09年10月 1 日～11

月29日。入場者数：7万1,294人。

（11）「ボルゲーゼ美術館展」
「日本におけるイタリア2009・秋」の記念事業

として開催。ローマの名門貴族ボルゲーゼ枢機鑄

のコレクションからラファエロ，カラヴァッジョ，

ボッティチェリなどの作品49点を展示。

主催：開催地美術館，開催地NHK放送局，

NHK地域関連会社。有料。全国 2 会場（京都，

東京）。会期：09年10月31日～10年 4 月 4 日。入

場者数：27万6,622人。

（12）没後400年　特別展「長谷川等伯」
桃山時代の絵師，長谷川等伯の没後400年を記

念して開催。全国の美術館・博物館，寺院などが

所蔵する，国宝 3 件・重要文化財約30件を含む，

およそ80点の名品を紹介。

主催：開催地博物館，毎日新聞社，開催地NH

K放送局，NHK地域関連会社。有料。全国 2 会

場（東京，京都）。会期：10年 2 月23日～ 5 月 9

日。入場者数：53万6,873人。

（13）生誕120年「小野竹喬展」
岡山生まれの日本画家・小野竹喬の生誕120年

を記念した回顧展。風景画を描き続けた画家の生

涯を，約120点の本画と50点の素描により紹介。

主催：開催地美術館，毎日新聞社，開催地NH

K放送局，NHK地域関連会社，山陽新聞社（岡

山展のみ）。有料。全国 3 会場（大阪，岡山，東

京）。会期：09年11月 3 日～10年 4 月11日。入場

者数：14万5,154人。

（14）憧れの欧米への旅「竹久夢二展」
大正ロマンを代表する画家・竹久夢二の欧米旅

行中の活動に注目し，滞在中に制作した作品など

約200点を展示。

主催：開催地美術館（東京展を除く），開催地

NHK放送局，NHK地域関連会社。有料。全国 3

会場（広島，東京，滋賀）。会期：09年10月30日

～10年 6 月13日。入場者数： 6万3,687人。

（15）「第56回日本伝統工芸展」
優れた日本の伝統工芸を現代に継承しつつ，今

日の生活に即した新しい作品を築き上げることを

目的に毎年開催。

主催：開催地NHK放送局，社団法人日本工芸

会，朝日新聞社，文化庁（東京展のみ），開催地

教育委員会など。一部有料。全国12会場（東京，

名古屋，京都，金沢，仙台，岡山，松江，高松，

広島，福岡，松山，大阪）。会期：09年 9 月25日
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～10年 3 月16日。入場者数：23万9,814人

（16）「第11回　国際バラとガーデニングショ
ウ」

メインテーマは「色彩の庭」。さまざまなフラ

ワーアーティスト，ガーデナーによる色彩の競演

に加え，「新しいバラの世界」をサブテーマに日

本で初めて公開される新品種を紹介。

主催：国際バラとガーデニングショウ組織委員

会（毎日新聞社，NHK，スポーツニッポン新聞

社）。有料。西武ドーム。会期：09年 5 月13～18

日。入場者数：22万8,523人。

（17）「東京国際キルトフェスティバル
布と針と糸の祭典2010」

「日本キルト大賞」をはじめとする優秀作品約

330点をはじめ，誰もが参加できるパートナーシ

ップキルト，作家81人による最新作キルトなどを

幅広く展示。

主催：東京国際キルトフェスティバル実行委員

会（NHK，読売新聞社，東京国際キルトフェス

ティバル組織委員会）。有料。東京ドーム。会

期：10年 1 月15～23日。入場者数：25万4,557人。

（18）「世界らん展日本大賞2010」
「蘭，こころのおもてなし。」をテーマに，世

界19の国と地域から約3,000種，約10万株のさま

ざまなジャンルの蘭を展示するとともに，その美

を競うコンテスト。

主催：世界らん展日本大賞実行委員会（読売新

聞社，NHK，世界らん展組織委員会）。有料。東

京ドーム。会期：10年 2 月13～21日。入場者数：

20万3,346人。

（19）「国立能楽堂コレクション展
能の雅　狂言の妙」（継続）

室町時代初期から600年以上もの歴史を誇る貴

重な無形文化財の「能・狂言」。国立能楽堂が20

年以上にわたり収集してきた能・狂言面などの資

料約110点を一堂に紹介。

主催：開催地美術館，開催地NHK放送局，NH

K地域関連会社。有料。全国 6会場（島根，奈良，

新潟，名古屋，山形，東京）。会期：08年 4 月19

日～10年 7 月26日。入場者数： 4万6,226人。

Ⅵ．音楽・伝統芸能イベント

（1）NHK音楽祭2009
7 年目を迎えた「NHK音楽祭」。09年は「オー

ケストラが奏でる故郷の名曲」をテーマに実施。

全公演の開演前に音楽評論家によるプレトークを

行った。以下，すべてNHKホール。有料公演。

9 月10日ミラノスカラ座管弦楽団（指揮：ダニエ

ル・バレンボイム，歌手：バルバラ・フリットリ

(ソプラノ），エカテリーナ・グバノワ（メゾ・

ソプラノ），ヨハン・ボータ（テノール），ルネ・

パーペ（バス），合唱：ミラノ・スカラ座合唱団）

入場者数：3,226人。10月26日シンシナティ交響

楽団（指揮：パーヴォ・ヤルヴィ） 入場者数：

2,329人。11月 4 日ライプチヒ・ゲヴァントハウ

ス管弦楽団（指揮：リッカルド・シャイー，ピア

ノ：キット・アームストロング）入場者数：

2,731人。11月30日NHK交響楽団（指揮：ワレリ

ー・ゲルギエフ，ピアノ：アレクサンドル・トラ

ーゼ）入場者数：3,102人。

（2）第36回NHK古典芸能鑑賞会
11月28日，NHKホール。有料公演。

演目／出演：①舞楽「還城楽」／宮内庁式部職

楽部，②地唄「笹の露」米川文子，富山清琴，山

勢松韻，山本邦山，③舞踊「鷺娘」／吾妻徳彌ほ

か，④歌舞伎「梶原平三誉石切」鶴ヶ岡八幡社頭

の場／中村吉右衛門，中村芝雀ほか。入場者数：

1,711人。

（3）NHK交響楽団演奏会地方公演
8 公演。 7 月 5 日甲府市／指揮：クリスチャ

ン・ヤルヴィ，バイオリン：有希　マヌエラ・ヤ

ンケ， 8月20日前橋市，21日宇都宮市／指揮：ム

ーハイ・タン，バイオリン：エリック・シューマ

ン，11月 6 日NHK大阪ホール／指揮：秋山和慶，

ピアノ：中村紘子， 1月31日新潟市／指揮：エド

ワード・ガードナー，ピアノ：セヴェリン・フォ

ン・エッカードシュタイン， 3月 9日鳥取市，10

日広島市，11日周南市／指揮：キース・ロックハ

ート，バイオリン：イリア・グリンゴルツ。有料

公演。総入場者数： 1万2,010人

（4）NHK邦楽技能者育成会
第55期を09年 4 月から10年 3 月まで，NHK放

送センター707リハーサル室で開催。講師は板倉

康明，今藤政太郎，堅田喜三久，川村泰山，草野

妙子，後藤すみ子，芝祐靖，鳥養潮，丸山和範，

唯是震一（50音順）。全国57人の応募者の中から

入会は40人。卒業生37人。55期で活動終了。卒業
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演奏会を兼ねた記念演奏会を10年 3 月25日，東

京・NHKホールで開催。入場者数：2,132人。

（5）第78回日本音楽コンクール
毎日新聞社と共催。各部門予選・本選を経て入

賞者を決定。本選会は10月20～25日，東京オペラ

シティコンサートホールで開催。各部門の第 1位

は次のとおり。作曲部門：中辻小百合（国立音大

大学院），クラリネット部門：田中香織（スイ

ス・バーゼル州立音楽院卒），トランペット部

門：稲垣路子（愛知県立芸大卒），声楽部門：佐

藤康子（東京藝大大学院），ピアノ部門：伊藤伸

(桐朋学園大研究科），バイオリン部門：青木尚

佳（千葉・日出学園高）

（6）第53回NHKニューイヤーオペラコンサー
ト

1 月 3 日，NHKホール。有料公演。

出演：大村博美，木下美穂子，幸田浩子，佐々

木典子，緑川まり，森麻季（以上ソプラノ），小

山由美，波多野睦美，林美智子（以上メゾ・ソプ

ラノ），岡本知高（ソプラニスタ），佐野成宏，二

階谷洋右，福井敬，望月哲也（以上テノール），

堀内康雄，与那城敬（以上バリトン），松位浩

(バス），吉田都，ロバート・テューズリー（以

上バレエ），管弦楽：東京フィルハーモニー交響

楽団，合唱：藤原歌劇団合唱部，二期会合唱団，

新国立劇場合唱団，指揮：沼尻竜典，案内人：寺

田農。入場者数：3,047人。

（7）第24回NHK能楽鑑賞会
1 月27日，横浜能楽堂。無料公開。演目／出

演：（ 1）狂言「萩大名」～和泉流～／野村萬ほ

か（ 2 ）狂言「柿山伏」～大蔵流～／茂山宗彦，

茂山七五三（ 3）能「土蜘蛛 黒頭 ささがに」～

観世流～／関根祥人ほか。入場者数：332人。

（8）東京JAZZ2009
9 月 4 ～ 6 日，東京国際フォーラム。有料公演。

出演：NHK交響楽団，エルダー，ウーター・ヘ

メル，矢野顕子，上原ひろみ，東京スカパラダイ

スオーケストラ，ジョージ・クリントン＆

PARLIAMENT，リマージュ，マッコイ・ター

ナー・トリオ，マンハッタン・ジャズ・クインテ

ット，原信夫とシャープス＆フラッツ，大西順子

トリオ，ルー・ドナルドソンほか。入場者数： 1

万8,826人。

（9）NHKシアター・コレクション2010
「演劇」などの舞台芸術をテーマに，優れた舞

台作品を「再演」と「放送」を通じて紹介。以下，

すべてふれあいホール。有料公演。 1月30～31日

華のん企画「チェーホフ短編集」， 2 月20～21日

マレビトの会「血の婚礼」， 2 月27～28日KAKU

TA「目を見て嘘をつけ」。総入場者数：1,431人。

Ⅶ．スポーツイベント

（1）ラジオ体操・みんなの体操会
かんぽ生命保険，全国ラジオ体操連盟との共催。

みんなの体操10周年にあたり，特別巡回体操会

( 8 会場）をテレビ収録するなど放送によるいっ

そうの普及を図った。

①夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
7 月20日～ 8月31日，全国43会場で実施し，ラ

ジオ第 1で生放送。参加者は 7万3,097人。

②特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会
5 月10日・17日， 6月28日， 7月12日， 9月20

日，10月 4 日・11日・25日，全国 8会場で実施し，

ラジオ第 1 で生放送したほか，テレビ収録し総

合・衛星第 1で放送。参加者は 1万3,652人。

③その他の普及活動
夏期・特別巡回ラジオ体操の会場のうち 4会場

および要請のあった自治体や老人ホームなどに講

師を派遣し講習会を実施した。

（2）2009NHK杯国際フィギュアスケート競技
大会（第31回大会）

日本スケート連盟主催，NHK共催により11月

6 ～ 8 日，ビッグハット（長野市）で実施。男子

シングルはブライアン・ジュベール（フランス），

女子シングルは安藤美姫（日本）が優勝。参加選

手は13か国・60人。総入場者数 1 万1,741人。ビ

ッグハット隣の長野市若里市民文化ホールでは，

パブリックビューイングを実施。開催記念パネル

展を 8月15～24日の期間，長野駅東西連絡通路で

実施。

（3）第15回天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝
競走大会

日本陸上競技連盟の主催，中国新聞，NHKの

共催で10年 1 月24日に実施。今大会から優勝チー

ムに天皇盃が授与されることになった。平和記念

公園前をスタート・フィニッシュとする 7 区間

48kmコース。兵庫県チームが 3 年ぶり 3 回目の

優勝。広島平和記念公園に設置した大型ハイビジ

ョンで中継映像を公開。広島放送局では「駅伝ふ

るさと広場」を 2日間実施（来場者数 3万102人）。

（4）第28回皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝
競走大会

日本陸上競技連盟の主催，京都新聞，NHKの

共催で10年 1 月17日に実施。今年から優勝チーム

に皇后盃が授与されることになった。京都市西京



視聴者：イベント事業

379 NHK年鑑’10

極総合運動公園陸上競技場をスタート・フィニッ

シュとする 9 区間日本陸連公認マラソンコース。

岡山県チームが初優勝。競技場に設置した大型ハ

イビジョンで中継映像を公開。ほかに朝ドラ・ヒ

ロインによるトークショーや少女ミニ駅伝を実

施。

（5）第65回びわ湖毎日マラソン大会
日本陸上競技連盟，毎日新聞社，滋賀県，滋賀

県教育委員会，大津市，大津市教育委員会の主催，

NHKの共催で10年 3 月 7 日に実施。皇子山陸上

競技場をスタート・フィニッシュとする日本陸連

公認コース。11月に中国で開催されるアジア競技

大会の日本代表選考レースに位置づけられ注目を

集めた。イエマネ・ツェガエ（エチオピア）が優

勝。日本人トップは佐藤智之（ 2 位）。競技場に

設置した大型ハイビジョンで中継映像を公開した

ほか，「びわ湖環境ふれあいテント村」を実施し

た。

（6）第11回長野オリンピック記念長野マラソ
ン大会

日本オリンピック委員会，日本陸上競技連盟，

長野県，長野市，信濃毎日新聞社ほかの主催，N

HKの共催で， 4 月19日に実施。長野運動公園を

スタート，長野オリンピックスタジアムをフィニ

ッシュとする日本陸連公認コース。参加選手は

7,241人。総合男子優勝はイサック・マチャリア

(ケニア），総合女子優勝はイリーナ・ティモフ

ェーエワ（ロシア）。ゴール地点である南長野運

動公園に190インチ大画面でスタート・ゴールな

どの映像を上映したほか，NHKブースを設置。

（7）オープンゴルフ選手権競技
日本ゴルフ協会の主催，NHKの共催で，男

子・女子・シニアの 3大会を実施。会場に設置し

た大型ハイビジョンで中継映像を公開。

①第74回日本オープンゴルフ選手権競技
10月15～18日，武蔵カントリークラブ・豊岡コ

ース（埼玉県）で実施。小田龍一（日本）が優勝。

総入場者数は過去最多の 4万7,401人。

②第42回日本女子オープンゴルフ選手権競技
10月 1 ～ 4 日，我孫子ゴルフ倶楽部（千葉県）

で実施。宋ボベ（韓国）が優勝。総入場者数 3万

5,801人。

③第19回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
10月29日～11月 1 日，琵琶湖カントリー倶楽部

栗東・三上コース（滋賀県）で実施。渡辺司（日

本）が優勝。総入場者数7,437人。

（8）第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会
日本サッカー協会，日本プロサッカーリーグの

主催，NHKおよび共同通信社の共催で実施。都

道府県代表47チームとシード41チーム（J1-18，

J2-18，JFL 4 ，大学 1）の88チームで09年 9 月19

日～10年 1 月 1 日で実施。元日，国立競技場での

決勝戦（入場者数 4 万2,140人）では，ガンバ大

阪が 2年連続 3回目の優勝。大会を通じての総入

場者数は36万3,741人。

（9）各都道府県サッカー選手権大会
45都道府県大会を各都道府県サッカー協会が主

催し，NHKは主催または共催で実施。5,858チー

ムが出場。各都道府県優勝チームは天皇杯の各都

道府県代表として出場。

（10）第46回全国大学ラグビーフットボール選
手権大会 および 第47回日本ラグビーフ
ットボール選手権大会

大学選手権，日本選手権ともに，日本ラグビー

フットボール協会が主催，NHKが共催で実施。

大学選手権は09年12月20日～10年 1 月10日で実

施。決勝戦は国立競技場で行われ，帝京大学が初

優勝。総入場者数は14万5,553人。

日本選手権は 2月 7～28日で実施。決勝戦は秩

父宮ラグビー場で行われ，三洋電機ワイルドナイ

ツが 3 年連続 3 回目の優勝。総入場者数は 6 万

2,110人。

（11）JAPAN CUP 2009チアリーディング日
本選手権大会

日本チアリーディング協会の主催，NHKの共

催で， 8月28～30日，国立代々木競技場・第 1体

育館で実施。166チーム2,478人が参加。〔中学校

部門〕梅花中学校（大阪府）〔高等学校部門〕箕

面自由学園高等学校（大阪府）〔大学部門〕日本

文理大学（大分県）〔社会人部門〕MJGチアリー

ディングクラブ（大阪府）が優勝。総入場者数 2

万4,652人。

（12）NHKスポーツパーク
NHK解説者や一流の講師によるスポーツ教室

と，トークショー等を組み合わせた，家族で楽し

める総合的なスポーツイベント。「松岡修造のテ

ニスパーク」を全国 2 か所で，「木村和司のサッ

カーパーク」を 1 か所で実施。参加者は合計

1,322人。

（13）NHKジュニアスポーツ教室
野球，サッカー，バレーボール，水泳，バスケ

ットボール，カーリングの各種目を一流講師の指

導で，全国16か所で実施。参加者は4,620人。
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Ⅷ．会館公開・展示

1 ．NHKスタジオパーク

前身は1965年開設の「見学者コース」。85年に

[NHK展示プラザ」と名称変更し，その後，95

年 3 月22日，放送開始70周年を記念して「NHK

スタジオパーク」と改称しリニューアルオープン

した。2000年 3 月には「放送75周年事業」の一環

としてより参加感のある新コーナーを設置。さら

に，12月にはBSデジタル放送開局に合わせて

[BSデジタルタウン」を設置，03年12月には，

地上デジタル放送の開始に合わせて「BSデジタ

ルタウン」を拡充し，「デジタル放送ひろば」と

した。

04年12月には「パークギャラリー」「スタジオ

ショップ」を全面リニューアル，07年 1 月には新

コーナー「デザインランド」を新設した。07年 6

月に総入場者数1,000万人を達成し，これを契機

に年 5 回の「視聴者感謝デー（無料公開日）」を

08年 1 月から設定している。09年度は，「スタジ

オQ」「おかあさんといっしょひろば」をリニュ

ーアルし，車いす使用可能のエレベーター 3基目

を作るなどバリアフリー化を図った。09年度の利

用者は75万9,220人。

入場料は，大人200円（団体20人以上，150円），

高校生150円（団体20人以上，100円），中学生以

下と75歳以上は無料。

（1）スタジオの公開番組
来観者が自由に見学することができる450スタ

ジオ。毎回，日替わりのゲストが出演する『スタ

ジオパークからこんにちは』(総合）などの公開

放送を行っている。

（2）主な展示体験コーナー
①ウェルカムスタジオ
ハイビジョンカメラで来観者の姿を150インチ

のハイビジョンスクリーンに映してお出迎え。子

ども向けのキャラクターショーも実施している。

②デジタル放送ひろば
地上とBSのデジタル放送の仕組みや受信方法

などを実機展示しながら詳しく紹介。

③デザインランド
技研の開発した「アクシビジョンカメラ」で立

体的な映像合成を体験できるコーナーをはじめ映

像，音響デザインと放送とのかかわりを楽しく体

験。

④アフレコスタジオとスタジオQ
「アフレコスタジオ」は映像に合わせて声優の

体験ができるブース。「スタジオQ」はニュース

原稿を読んでアナウンサー体験ができるコーナ

ー。

⑤スタジオウォッチング
450スタジオ以外にも放送センター内の主なテ

レビスタジオの制作風景をモニターを通して公

開。

⑥とびだすハイビジョンシアター
世界初のメガネなしで見られる立体ハイビジョ

ン映像。

⑦おかあさんといっしょひろばと世界遺産コーナ
ー
NHKの人気キャラクターに出会える「おかあ

さんといっしょひろば」では記念写真撮影なども

行える。「世界遺産コーナー」では世界遺産の

数々を映像で紹介。

2 ．みんなの広場　ふれあいホール

「みんなの広場ふれあいホール」では，さまざ

まな公開番組やイベントなどを開催している。ま

た，06年 6 月からは， 3階の展示スペースを「ふ

れあいホールギャラリー」としてリニューアルし，

“市民に開かれた文化発信スペース”として一般

貸し出し（有料）を開始した。また，放送センタ

ーの番組公開ライブラリーとして 3階にアーカイ

ブスを併設しており，09年度は5,111人の利用が

あった。

開館時間　午前10:00～午後6:00
休館　　　年末年始（12月29日～ 1月 3日）

入場料　　無料

3 ．NHK放送博物館

09年度は，“発信・発見・感動のあるミュージ

アム”としていっそう進化することを目指し，こ

れまでにも増して積極的・意欲的に事業展開を行

った。

放送博物館の事業展開の 2 本の大きな柱とし

て，｢魅力ある企画展示｣と「愛宕山ホールにおけ

るイベント」がある。

企画展示では，「がんばろうふるさと・全国N

HK放送局展」をはじめ，「教育テレビ50年」「ス

ポーツ報道ことはじめ」「天地人のゆかりの地を

たずねて」「地域と災害報道」「古関裕而生誕100

年」「愛宕山ヒストリー」「放送前史」「スペシャ

ルドラマ『坂の上の雲』の時代～日露戦争従軍騎

兵将校の遺した水彩画」など放送現場との連携や
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研究調査の蓄積の上に多彩でタイムリーな展示を

行い，内外から注目された。

イベントでは，地域からの発信の先鞭をつけた

[がんばろうふるさと○○放送局・○県の日」の

ほか，「文化講座」「大河ドラマをめぐる人たち」

[アナウンサーが語る番組おもしろ講座」「SP盤

で聴く名歌手たち」「愛宕山コンサート」など魅

力あるラインナップを展開し，入館者の期待に応

えた。この結果，入館者の数が増えただけでなく，

従来比較的少なかった若いカップル，30・40代の

家族連れなどが多数訪れるようになり，入館者層

の幅が幼児から高齢者までまんべんなく広がって

きている。

このほか，放送博物館では車椅子での入館者用

エレベーターの設置（08年度末）によるバリアフ

リーの充実など，安心・安全・清潔な施設運営の

徹底と，心のこもったていねいな対応を行ってい

る。また，産業文化博物館コンソーシアム，港区

ミュージアムネットワークなど博物館相互の連携

を密にして，地域文化の中核としての活動強化に

努めている。加えて，映像・活字・電子系のメデ

ィアを通じての戦略的なPRにも積極的に取り組

んでいる。

館員全員のたゆまぬ工夫・努力とチームワーク

により，上記の活動を行った結果，09年度の入館

者数は，1956年の開館以来の年度最多記録となる

13万9,887人に達した。対前年度では 1 万7,973人

の増加である。09年度の開館日数は307日で， 1

日当たりの入館者数は456人。NHK放送博物館は，

今後とも，幅広い年代層にわたる入館者の確保・

増加を図りながら，視聴者とNHKを結ぶ最前線

としての重要な役割を果たしていく。

（1）資料の収集・保存
放送史上極めて貴重な資料（「ラジオフランス

語講座」テキスト，真空管式ラジオ17台など）の

収集に努力した。また，資料データベースの充実

を図った。

（2）展示・企画展
「がんばろう　ふるさと・全国NHK放送局展

( 3 月～ 5 月，福島放送局・高知放送局）（ 5 月

～ 7月，熊本放送局・山形放送局）（ 7月～ 8月，

岐阜放送局・佐賀放送局）（ 9 月～11月，水戸放

送局・鳥取放送局）（11月～12月，大分放送局・

秋田放送局）（ 1 月～ 3 月，広島放送局・高松放

送局）（ 3 月～ 5 月，大津放送局・津放送局），

[スポーツ放送ことはじめ」（ 4 月～ 6 月），「天

地人のゆかりの地をたずねて」（ 6 月～ 8 月），

[地域と災害報道」（ 6 月～ 9 月），「古関裕而生

誕100年」（10月～12月），「愛宕山ヒストリー」

( 1 月），「冬季オリンピックポスター」（ 1 月～

3 月），「放送前史」（ 2 月～ 4 月），「スペシャル

ドラマ『坂の上の雲』の時代～日露戦争従軍騎兵

将校の遺した水彩画」（ 3 月～ 6 月），「水木しげ

るのふるさと～鳥取県境港市」を実施した。

（3）普及業務
①イベント
「がんばろうふるさとイベントデー」「愛宕山

文化講座（樺山紘一，市川森一，中川洋吉，山本

晋也，村山定男，野村昭子，松本健，大谷貴子，

本馬貞夫，芳賀日出男，鈴木嘉一の各氏）」「放送

記念日・文化講演会　黒柳徹子『放送と私』」「ア

ナウンサーが語る番組おもしろ講座」「放送なる

ほど講座」「企画展関連イベント　スペシャルド

ラマ『坂の上の雲』」「大河ドラマをめぐる人たち

(『龍馬伝』）」「トークと上映会『明治百年』と吉

田直哉」「ラジオ第 1公開生放送『文芸選評』『歌

の日曜散歩』」｢愛宕山コンサート｣「SP盤で聴く

名歌手たち」「藤山一郎を歌う」「山季布枝ピアノ

コンサート」「江戸を語り，江戸を踊る」「愛宕山

講談会」「愛宕山俳句の会」「愛宕山健康教

室」「夏休みスペシャル　立体ハイビジョンその

驚異の世界」「朗読・菊田一夫の世界　さくらん

ぼ大将」などを開催した。

②NHK番組を見る会
『きんぎん100歳の時間』，吉田直哉の仕事・ド

キュメンタリー編『日本の素顔』（「日本人と次郎

長」「ガード下の東京」），NHKスペシャル『焼け

跡のホームランボール』，松本清張生誕100年記

念・土曜ドラマ『遠い接近』『中央流沙』，『プロ

ジェクトX 挑戦者たち』（「窓際族が世界規格を

作った～VHS・執念の逆転劇」「東京タワー　恋

人たちの戦い」）などのほか，落語などを上映し

た。

③移動放送博物館
秋田放送局（ 7月21日（火）～26日（日）），松

江放送局（10月23日（金）～28日（水）），大分放

送局（10月28日（水）から11月 1 日（日））で開

催し， 1万1,310人が来場した。

④中・高生のための放送講座
7 月28日（火）～29日（水）の 2 日間実施。11組

42人が参加した。

⑤学芸員実習
8 月27日（木）～ 9 月 2 日（水）の 7 日間実施。 7

大学10人が参加した。
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4 ．逓信総合博物館（ていぱーく）

1964年12月 1 日に開館。放送と通信，郵政事業

の歴史と将来展望などを総合的に展示し，日本郵

政㈱（07年10月に日本郵政公社から民営化），東

日本電信電話㈱，NHKの 3 者が共同で運営して

いる。

NHKは，「ハイビジョンシアター」「デジタル

放送体験コーナー」をはじめ，放送と通信が連携

した将来の家庭でのサービスを紹介する「放送の

将来像」のコーナーなど，公共放送NHKの事業

と放送の魅力を紹介している。

また，NHKの特別展示として「NHKファミリ

ーフェスタ」（ 7 月25日～ 8 月 2 日），「2010年N

HK大河ドラマ『龍馬伝』展」（ 2 月 6 ～21日）

を開催。また合同特別展として「ファミリーイベ

ント」（ 4 月29日～ 5 月10日），「夏休みこども大

会」（ 8月15～30日），「春休みこども大会」（ 3月

13～28日）などを開催した。09年度の入場者数は

13万7,066人。

NHKの情報公開
（1）NHKの情報公開の特色
01年 7 月から開始したNHKの情報公開の主な

特色は，次の 3点である。

①国や地方自治体のように法律・条例によって義

務づけられて行うのではなく，NHKが自主的に

実施するものである。放送法の精神や言論・報道

機関としての性格に照らし，NHKの自主・自律

性に配慮した結果である。

②放送番組や放送番組の編集に関する情報を記録

した文書については，情報開示の求めの対象外と

している。NHKが公共放送としての使命を果た

していくためには，放送番組編集の自由の確保は

不可欠である。もし番組そのものや，番組素材，

その制作・編成関係の文書を開示するとなると，

自由な番組編集に支障が生じ，ひいては公共放送

としての使命が果たせなくなることから，情報開

示の求めの対象外とした。そのうえで，可能な範

囲で関係情報の提供に努めていく。

③NHKの不開示等の判断に対して，第三者機関

による公正・客観的なチェックの仕組みを整えて

いる。 5 人の有識者で構成される「NHK情報公

開・個人情報保護審議委員会」が，視聴者からの

再検討の求めがあった際に，委員会としての意見

をNHKに述べる。NHKは，その意見を尊重して

最終判断を行う。

（2）NHKの情報公開の仕組み
NHKの新たな情報公開は，基本的枠組みを定

めた「NHK情報公開基準」（2000年12月制定）と，

それをさらに具体化した「NHK情報公開規程」

(01年 6 月制定）に基づいて取り進めている。こ

の情報公開規程は，情報公開基準に基づき情報公

開を実施していくために必要な事項を定めてい

る。主な内容は次のとおり。

①開示の求めの対象となる文書
NHKの役職員が業務上共用するものとして保

有している文書（フロッピーディスク・サーバー

等に電磁的に記録されたものを含む）が，開示の

求めの対象となる。

ただし，放送番組編集の自由を確保する観点等

から，次のものについては対象外となる。

（衢）放送番組および放送番組の編集に関する

情報を記録したもの（放送番組の企画，取材，収

録等について記録した文書など。ハードディス

ク・DVD等を含む）。

（衫）書籍，雑誌等不特定多数の人に販売する

ことを目的として発行されるもの。

（袁）歴史的もしくは文化的な資料または学術

研究用の資料としてNHK放送博物館等において

特別の管理がされているもの。

②開示の求めのできる者
NHKの放送の視聴者。

③受付場所・方法
全国の放送局・支局に，日本語で記入した申込

書を持参または郵送で提出する。

④開示できない文書
開示の求めの対象となる文書は，原則として開

示する。

ただし，次の情報（不開示情報）が記載されて

いる場合を除く。

（衢）NHKの権利利益，地位，事業活動に支

障を及ぼすおそれがあるもの。

（衫）NHKの審議，検討，協議が円滑に行わ

れることを阻害するおそれがあるもの。

（袁）特定の個人を識別できるものや個人の権

利利益を害するおそれがあるもの。

（衾）NHK以外の法人，団体，個人事業主の

権利等を害するおそれがあるもの。

（袞）NHKの保安に支障を及ぼすおそれがあ

るもの。

（衵）契約によりNHKが守秘義務を課せられ

ているもの。

⑤開示・不開示等の判断までの期間
申込書を受け付けた翌日から30日以内に開示・
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不開示等を判断する。判断結果は書面により連絡

する。

⑥開示の実施方法
視聴者が開示の連絡を受けた日から 2週間以内

に，閲覧またはコピーを提供する（電磁的に記録

されたものについては，プリントアウトし，閲覧

またはコピーを提供する）。

⑦費用
閲覧のためにコピーやプリントアウトが必要な

場合も含め，次の費用は視聴者負担となる。

・　白黒コピー　： 1枚につき10円

・　カラーコピー： 1枚につき50円

・　郵送料　　　：実費

⑧再検討の求め
一部開示・不開示の判断結果について，視聴者

は 2週間以内に「再検討の求め」ができる。

その場合NHKは，NHK情報公開・個人情報保

護審議委員会に諮問し，その意見を尊重して開

示・不開示等の最終的な判断を行い，直ちに書面

により視聴者に連絡する。

⑨実施状況の公表
実施状況を適宜，公表する（毎月，インターネ

ットホームページで公表）。

（3）「開示の求め」
①受付状況
09年度は，全国の放送局・支局において，12人

の視聴者による28件の開示の求めがあった。

②検討結果
26件について検討を終えた。（表 1）

表1「開示の求め」検討結果

③開示率（A／（A＋B））
26件についての開示率は55％，開始当初の01年

度からの開示率は70％となっている。

④「開示の求め」の内容
09年度に受け付けた28件の内訳は次のとおりと

なっている。（表 2）

表2 「開示の求め」の内訳

（4）NHK情報公開・個人情報保護審議委員会
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会は，

[開示の求め」についてのNHKの一部開示・不

開示の判断に対して「再検討の求め」があった場

合に，審議を行い，NHKに意見を述べる第三者

機関である。

①委員
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の委

員は， 5人以内で，経営委員会の同意を得て会長

が委嘱する。任期は 2年，再任は可である。09年

度末現在，次の方々に委員を委嘱している。

委　員　長　大島　崇志　氏　（弁護士）

委員長代行　佐藤　ギン子氏　

（譛女性労働協会名誉会長）

委　員　　　宍戸　常寿　氏

（一橋大学大学院法学研究科准教

授）

委　員　　　宮内　忍　　氏（公認会計士）

委　員　　　米倉　久邦　氏

（元共同通信社論説委員長）

②開催回数
09年度，NHK情報公開・個人情報保護審議委

員会は，12回開催された。

（5）「再検討の求め」
①受付状況
09年度は，NHKが一部開示・不開示の判断を

したもののうち， 2件について再検討の求めを受

け付けた。

②審議状況
09年度，NHK情報公開・個人情報保護審議委

員会は，前年度からの継続案件も含め， 4件につ

いて審議し， 4件の答申を行った。（表 3）

NHKは，すべての案件について，審議委員会

の答申どおりの最終判断を行った。

判断結果 件　数 備　考

対象外 6件
うち， 5 件で情報を提
供

開　示 11件（A） うち，一部開示 8件

不開示 9件（B） うち，文書不存在 6件

分　野 件　数 割　合

経営一般 8件 29％

放送 8件 29％

営業 5件 18％

技術 2件 7％

広報・事業 1件 4％

総務・経理

その他

4件

0件

14％

0 ％
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表3 09年度受け付け・審議案件（4件）
（前年度からの継続案件を含む）

NHKの個人情報保護
（1）個人情報保護法
①個人情報保護法の施行
05年度から「個人情報の保護に関する法律」

(個人情報保護法。以下「法律」という）が全面

施行され，NHKもこの法律が定める「個人情報

取扱事業者」に該当することから，さまざまな法

律上の義務が課され，個人情報の取扱いを適正に

行うことが求められている。

②法律の義務の適用除外
この法律が成立する過程で，個人情報保護に関

する「利用目的による制限」「適正な取得」「正確

性の確保」「透明性の確保」といった基本原則が，

[表現の自由」「報道・取材の自由」などの基本

的人権を制約するおそれがあるとの指摘が，メデ

ィアを中心になされた。

このため，法律は，報道機関が報道目的で個人

情報を取り扱う場合，著述を業とする者が著述目

的で個人情報を取り扱う場合などは，個人情報取

扱事業者としての義務の適用を除外した。その一

方で，義務の適用が除外される場合については，

事業者が自主的に個人情報の適正な取扱いについ

ての措置を講じ，それを公表するよう努めること

を求めた。

（2）NHKの個人情報保護の取り組み
①NHKの取り組み
ア　NHK個人情報保護方針

NHKにおける個人情報保護に関する最上位の

規程で，法律上の義務が適用除外となる報道・著

述・学術研究分野を含め，NHK内の個人情報全

般の取扱いについて宣言的に定めている。

イ　NHK個人情報保護規程

法律上の義務の適用を受ける分野（営業・事務

分野等）を対象に，実務上の手続きを中心に定め

ている。

視聴者本人から自己情報の開示等の求めが出さ

れた場合，原則として視聴者が求める措置をとる

こととなるが，開示するとNHKの業務の適正な

実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等

は，求められた措置をとらなくてもよいとされて

いる。

このような場合の救済策として，法律上の要請

はないが，NHKとして自主的に，視聴者からの

[再検討の求め」を受け付け，第三者機関「NH

K情報公開・個人情報保護審議委員会」において

審議してもらうこととしている。

ウ　報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保

護規程

法律上の義務が適用除外となる報道分野等につ

いて，自主的に，安全管理や苦情への対応につい

て定めている。

②NHKにおける個人情報の管理・責任体制
上記規程に基づき，NHKにおける個人情報の

管理については，副会長がこれを統括し（報道分

野等については放送総局長），各部局においては，

各部局長が全責任をもって管理することとなって

いる。

しかしながら，09年度においては，個人情報の

漏
ろう

洩
えい

および漏洩の可能性のあるものが 6 件発生

し，個人情報の漏洩に至らなかった営業用携帯端

末（ナビタン）の紛失が 5件発生した。

これらの事案はいずれもホームページで公表す

るなどしているが，NHKとして，今後はこのよ

うな事態が起きないよう，個人情報の取り扱いに

ついては，くれぐれも細心の注意を払い，その適

切な取り扱いに努めていく。

③個人情報の開示等の求めへの対応状況
09年度に視聴者本人から出された個人情報の開

示等の求めは，開示の求めが 3件あり，検討結果

は次のとおりである。

個人情報の開示等の求めへの対応

④「個人情報　再検討の求め」の審議状況
09年度に受け付けた個人情報に関する再検討の

求めはなかった。

検討結果 件数

開示

一部開示

適用除外

1件

1件

1件

審議結果 件数

不開示ではなく一部開示が妥当

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当

2件

2件

0件審議中



視聴者：広　報

385 NHK年鑑’10

広　報

Ⅰ．経営広報

1 ．会長会見とマスコミ対応

NHK広報は，会長や放送総局長の定例記者会

見，各種発表，取材対応などを通じて日々さまざ

まなNHK情報を発信している。

会長会見は原則月 1回。会長と副会長，テーマ

に応じて関係役員が出席してNHK全般，放送業

界の動向などについて説明した。

“いつでも，どこでも，もっと身近にNHK”

をスローガンに掲げた 3 か年経営計画の初年度。

接触者率と受信料支払率向上という 2つの経営目

標を達成するためのオールNHKの取り組みを伝

えることが大きなテーマとなった。定例の記者会

見に加えて，NHKの放送とホームページを通じ

た広報，さらに会長をはじめ執行部幹部が新聞・

雑誌のインタビュー取材などを受ける形で，積極

的に情報発信した。

経営情報に関しては 6 月に「平成20年度NHK

決算」， 1 月に「平成22年度NHK予算・事業計

画」をそれぞれ発表。元会長らへの退職金につい

て会長自らが会見で説明。芸能番組制作費の不正

支出事件で懲戒免職とした元職員に被害弁済を求

めていた問題で弁済額が確定したことを会見で説

明するなど，迅速かつ適切に経営情報を公表した。

政権交代が焦点となった 8月の衆議院議員選挙

でテレビ・ラジオの開票速報を中心にインターネ

ットやデータ放送，さらに携帯電話に向けても情

報発信することを事前に記者レクなどで説明。 2

月のチリでの巨大地震によって日本沿岸に出され

た大津波警報など緊急災害報道やバンクーバーオ

リンピックなどスポーツ中継などでも3-screens

を駆使した報道を展開したことを積極的に広報。

さらにインフルエンザ拡大阻止に向けたキャンペ

ーンや，自殺防止のキャンペーン，あすの日本プ

ロジェクトによる「絆　はじめよう」のキャンぺ

ーンなど，公共放送ならではの取り組みを広報し

た。

接触者率向上に向けて若者層に届けるための広

報にも取り組んだ。従来からの民放各局との番組

相互のコラボレーションの取り組みの輪が広がっ

たうえに，新たに日本テレビと連携して環境キャ

ンペーンを展開することになった。

受信料支払率向上を目指している営業にとって

景気低迷による受信料免除の拡大が影響を及ぼし

た。そうした中，契約・支払再開活動へのパワー

シフトの取り組みや，民事手続の展開などについ

て適切な広報を進めた。

そのほか，テレビ放送完全デジタル化，新しい

国際放送，NHKオンデマンドなどについても重

点的に広報した。

一方，個別の番組内容に関する取材への対応も

重要な使命となった。4月に放送した『NHKスペ

シャル～シリーズJAPANデビュー第 1 回～アジ

アの“一等国”』に関連して内容が偏っているな

どとして一部のメディアなどから取材を受けた。

これについては文献や証言を踏まえて事実に沿っ

て制作したものだとして個別に回答するとともに

番組ホームページにも見解を掲げた。『ETV2001

～シリーズ戦争をどう裁くか第 2回～問われる戦

時性暴力』に関して， 4 月にBPO放送倫理検証

委員会が意見書を公表。これに対しNHKの見解

を公表するなど個別の番組に対する外部からの指

摘に対しても適切に広報対応した。

また，不祥事などの際は，臨機の報道発表や取

材対応により正確で迅速な情報発信を行った。

前々年度に発生した職員による株のインサイダー

取引関連では検証番組を放送するなど信頼回復に

取り組むNHKの姿などについて，逐一広報した。

◇会長定例記者会見の主な内容
4 月　08年度営業業績

「地球エコ2009環境キャンペーン」

「渋谷DEどーも‘09」

NABテクノロジー・アウオード賞受賞

5月　新型インフルエンザ対策

「SAVE THE FUTURE」

放送技術研究所一般公開

「NHK視聴者サービス報告書2009」

6 月　NHKオンデマンドの新たな取り組み

第 1期営業業績

7月　完全デジタル移行まで 2年

NHKワールドTVの現況

「ABUロボコン2009東京大会」

東京都議会議員選挙の報道

9月　衆議院議員選挙の報道

『第60回紅白歌合戦』

第 2期営業業績

10月　上半期番組総括

ABUウランバートル総会

第36回日本賞

青山サテライトスタジオ

NHKネットクラブ
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ウェブ「NHKデジタル」サイト開設

11月　デジタル放送普及に向けた取り組み

インフルエンザ拡大防止キャンペーン

NHKネットサービスの優待サービス

環境への新たな取り組み

上半期営業業績

12月　バンクーバーオリンピック

「命　みんなで守る～STOP！自殺～」

第 4期営業業績

1月　『紅白』『龍馬伝』の感想と今年の抱負

NHKオンデマンド料金改定

バンクーバーオリンピック「3-Screens」

全国接触者率調査

2月　国際業務再編

NHKワールドTVリニューアル1年

BSアナログ放送終了周知

第 5期営業業績

3月　バンクーバーオリンピックの放送

日本放送協会放送文化賞

デジタル放送普及施策

◇その他の主な記者会見等
・平成20年度NHK決算 （6.23）

・公金横領の元芸能CP弁済額確定 （10.2）

・元会長らへの退職金減額方針 （10.13）

・平成22年度NHK予算・事業計画 （1.13）

2 ．国際広報

国際広報は，NHKと国際社会の接点としての

役割と，NHKの国際業務に対する国内視聴者の

理解と支持を得る役割を担っている。

海外向けに24時間英語で日本やアジアの情報を

発信する「NHKワールドTV」は，10年 2 月，開

始から 1年を迎え，民放制作のドキュメンタリー

を放送する協力要請の取り組みや，視聴可能世帯

の拡大，視聴手段の多様化を広報した。

広報資料としては，前年度同様，年次活動報告

書「NHK Annual Report 2009－2010」を英語，

中国語，朝鮮語の 3 か国語で合わせて 1 万2,000

部作成した。またこのビデオ版に当たる

[NHK2009」も同じ 3 か国語で制作し，海外か

らの来訪者や国際イベント会場，海外総支局へ配

布して，NHKの理解促進に努めた。

国際協力では，NHKの副会長が会長を務める

ABU（アジア太平洋放送連合）の活動の一環と

して，09年 8 月東京の駒沢体育館で，各国の若者

が技術を競う「ABUロボットコンテスト」が開

かれた。チームに同行したアジア各国のメディア

や民放，地域ウェブメディアの取材対応を通じて，

ABUの活動の一端を内外にPRした。10月にモン

ゴルの首都ウランバートルで開かれたABU年次

総会には，国際広報も取材対応で参加した。

また12月には，京都でPBI（国際公共放送機

構）の一連の会議が開かれ，世界41の国と地域か

ら59の放送機関のトップらが参加し，金融危機後

の公共放送の役割について内外に会議の状況を発

信し，国内全国紙や放送業界紙の取材対応にあた

った。

このほか，09年 4 月に，アフリカ南部のボツワ

ナでの教育テレビ開設への支援を， 8 月には

UNESCO（国際連合教育科学文化機関）との世

界遺産のデジタル映像のアーカイブス制作での協

力継続をそれぞれ発表し，NHKの放送資源を生

かした多方面の取り組みを広報した。

コンクールの受賞番組については，世界的なテ

レビ賞であるイタリア賞やモンテカルロ祭の最優

秀賞を受賞するなど，日本語，英語ともに受賞番

組は前年度と比べて倍増したことから，NHKの

番組の質の高さを機会をとらえて内外に発信し

た。

海外からの取材は，アメリカ，ヨーロッパ，ア

ジアを中心に世界各国からあり，国際放送や国際

共同制作，番組販売・購入などNHKの国際展開

に関するもののほか，NHKが最も力を入れる災

害報道について，中国や韓国，南アメリカ諸国の

メディアから取材があった。さらに，スーパーハ

イビジョン，フレキシブルテレビなど技術開発や

3-Screens展開など，NHKが手がける先端分野の

取り組みについても海外メディアからの取材が相

次いだ。

在日外国人へのNHK理解の浸透を目指し，外

国人留学生に対する説明会やNHK施設の見学会

を行ったほか，番組広報と連携して，日本で発行

される英字紙に情報提供することで，NHKの番

組を在日外国人にPRした。

国際広報は，関連部門との連携を取りながら，

さまざまなチャンネルを通じて，公共放送NHK

の役割と活動の意義を，内外の幅広い層へ広げて

いくための活動を行った。

3 ．技術・デジタル放送の広報

11年 7 月の放送の完全デジタル化を最重点課題

の一つとして位置づけ，全力をあげて取り組んだ。

送信側の対策として，設備のデジタル化を計画的

に進め，10年 3 月末で1,391地区の地上デジタル

放送の中継局を開局し，約5,400か所のNHK共聴

のデジタル化が完了した。09年 4 月から自主共聴
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への経費助成およびNHK共聴が不要となる場合

の代替手段への経費助成を開始し，10年 3 月には

加入世帯が少ない自主共聴のデジタル化改修や新

たな難視地区における受信側対策の経費助成拡充

策（10年度から実施）が認可された。地上デジタ

ル放送を視聴できる世帯数は放送波によるカバー

と共聴を合わせて全世帯の約98.6％まで拡大し

た。受信側の動向として，毎月定例の会長会見時

に，デジタル放送の普及状況の速報値を発表し，

デジタル放送普及の牽引役を務めてきた。10年 3

月末で地上デジタル放送受信機，BSデジタル放

送受信機の普及数は共に7,000万を超え，急速に

普及している。受信機の単月普及数は，09年12月

期が過去最高を記録し，地上約360万台，BS約

322万台となった。

09年10月に，デジタル放送に関するホームペー

ジの刷新を行い，地デジ大使をガイド役とするデ

ジタル放送関連情報ポータルサイト「NHKデジ

タル」を開設した。10年 3 月に地デジ大使交代に

伴いリニューアルした。「デジタルQ」の動画を

活用したわかりやすい解説や各地域放送局で制作

した特色ある地デジPRスポットの紹介，またキ

ャンペーンサイトを展開した結果，好評を得て多

数のアクセスに結びついた。

幅広い年代層の方々に放送のデジタル化を親し

みやすく楽しみながら知っていただくため，小冊

子「マンガでわかるデジタル放送」 6編（①基本

編，②アンテナ編，③デジタルの魅力編，④ビル

陰共聴編，⑤集合住宅共聴編，⑥応用・活用編）

を10年 3 月に制作した。

テレビだけでなくパソコン，携帯電話など多様

なメディアを活用して情報やコンテンツを提供す

る3-Screens展開にも力を入れており，積極的に

広報した。デジタル教育テレビでは，09年 4 月か

らワンセグ独自のサービス「NHKワンセグ 2 」

を開始し，放送と通信の融合を先導する独自番組

を展開している。 7月，46年ぶりに日本で見られ

た皆既日食では，ホームページで動画募集とライ

ブストリーミングでの映像提供を実施し，延べ

293万回のアクセス，最大 4万人が同時視聴した。

また，放送後に高画質動画を掲載し115万回の再

生を得たほか，ユーチューブチャンネルにも動画

を掲載し， 6日間で148万アクセスを得た。

公共放送として環境経営に着実に取り組んでき

た。菖蒲久喜ラジオ放送所では，ラジオ第 2放送

用の送信機を真空管の送信機からデジタル処理型

変調方式を採用した省エネ型の全半導体化送信機

に一新し，ラジオ第 1 放送と合わせてCO2排出量

を年間で約1,830トン削減することに成功した。

放送やイベントで環境問題を重点的に取り上げる

ことに加えて，NHK自身が排出するCO2削減など

の取り組みについても広くPRした。

国内外でNHKの技術が高く評価され，09年度

も数多くの賞を受けた。 4 月，次世代の立体（ 3

D）テレビである「インテグラル立体テレビ」の

研究で，文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞した。

NAB（全米放送事業者連盟）から，新しいメデ

ィアに関する先進的な研究と開発が評価され技術

革新賞を，長年にわたる高品位放送技術開発の国

際的技術連携におけるリーダーシップが評価され

名誉賞を受賞した。 5 月，NHKが発明・開発し

た地上デジタル放送方式技術「ISDB－T」が全

国発明表彰特別賞の日本弁理士会会長賞を受賞し

た。この方式は移動体受信で特に優れた特性を示

し，ブラジルが07年に放送を開始したのをはじめ，

ペルー，アルゼンチン，チリ，ベネズエラ，エク

アドルの南米 6か国が採用を決定している。 8月

には，放送用ハイビジョンカメラでオートフォー

カス機能を持つ「プレシジョンフォーカスレン

ズ」がエミー賞（技術部門）を受賞した。放送現

場の創意工夫から研究開発にいたるまで幅広い技

術が評価されている点を広報し，放送分野での先

導性を示した。

09年 4 月に米国ラスベガスで開催された「NA

B09」で，スーパーハイビジョン，月周回衛星

[かぐや（セレーネ）」の映像から制作した立体

ハイビジョン映像，インテグラル立体テレビの映

像などを展示し，期間中5,000人を超える来場者

が見学した。 6 月には，「かぐや」が飛行する高

度を下げて撮影した迫力のある月面の映像を公開

することができた。先進的な取り組みを英文ホー

ムページなどでも紹介した。

デジタル放送のメリットとNHKの放送技術全

般を解説した冊子「NHKの放送技術」（09年 4

月）やスーパーハイビジョンのパンフレット（日

本語・英語版）を編
へん

纂
さん

した。

◇主な報道発表（抜粋）
・世界初！！　スーパーハイビジョン用 超広角

ワイド，ズームレンズの開発に成功（4.16）

・高機能「小型SHVダウンコンバータ」を初め

て開発！（4.17）

・ 3 次元音響 22.2マルチチャンネル　ワンポイ

ント・マイクロフォンを開発！！（4.20）

・ 3 次元音響 22.2マルチチャンネル　ヘッドフ

ォンを開発！！（4.20）

・スーパーハイビジョン・フル解像度プロジェク
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ターを開発（5.12）

・“高遮音組立式コメントブース”の開発に成功

(5.13）

・世界初！スーパーハイビジョン多チャンネル・

生中継伝送実験を実施（5.18）

・眼鏡なし立体映像がより鮮明に！！～インテグ

ラル立体テレビがスーパーハイビジョン技術で大

進化～（5.18）

・視聴者の利便性が向上するユーザ認証技術を開

発！（5.18）

・ハイビジョン素材伝送用“高性能誤り訂正符号”

を開発！（5.18）

・リアルタイム番組コメント分析技術を新規に開

発！（5.18）

・視聴者による映像コンテンツ共同制作システム

を開発！（5.18）

・地デジ受信用の“干渉除去装置”を開発！

(5.18）

・エコ推進！ ラジオ第 2 放送，CO2大幅削減！

～菖蒲久喜ラジオ放送所，CO2排出量1,000トン削

減を計画～（6.2）

・月周回衛星「かぐや（セレーネ）」のハイビジ

ョンカメラ（HDTV）による低高度撮影映像の

ホームページ公開について（6.3）

・再撮映像，「モアレ解消フィルタ」を開発！

(6.5）

・“ショックレスNDフィルタ”を開発！

(11.17）

・ネットワークの混雑状況に適応する“ハイビジ

ョンIP伝送装置”を開発（11.17）

・“ハイブリッドノンリニア編集機”を開発！

(11.17）

・データ放送による 2次元コード生成技術を開発

～より身近な情報をテレビから携帯電話へ！～

(3.1）

・CO2排出量“1,830トン”大幅削減達成！～日本

最大の「菖蒲久喜ラジオ放送所」，エコ全開～

(3.2）

・NODで字幕サービスを試行～NOD字幕自動変

換技術を開発～（3.31）

また，09年度は，記者クラブや雑誌などのマス

コミ関係者を対象に見学会等を実施し，NHKへ

の理解促進と信頼活動に努めた。

・「かぐや」からの 3 Dハイビジョン試写会

(4.10）

・高遮音組立式コメントブース見学会（5.15）

・技研公開プレスプレビュー（5.19）

・番組技術展プレス見学会（3.8）

Ⅱ．番組広報

1 ．記者会見

NHKの番組について 8 月を除く毎月 1 回，記

者クラブ加盟社を対象に放送総局長の定例記者会

見を行った。副総局長も同席し，番組情報・見ど

ころなどを中心に紹介。特に重要な番組について

はVTRでの案内や番組出演者を招いてPRした。

同様の説明会を広報部長がテレビ雑誌などのメデ

ィアに対しても同日に行った。

番組改編時や夏の特集・年末年始特集について

は冊子を発行するとともに，総局長会見で記者ク

ラブに対して内容を説明した。テレビ情報誌や一

般の週刊誌，記者クラブ非加盟社に対しては，別

途会見して番組内容について説明した。

総局長会見以外にも取材会，試写会に精力的に

取り組み，「大河ドラマ」や『連続テレビ小説』

をはじめとするドラマ番組や芸能番組，また『N

HKスペシャル』や大型番組『日本の，これか

ら』などについても，そのつどマスコミ各社に文

書で周知し，出演者やプロデューサーが同席して

会見を開いた。新番組や新キャスター，教育番組

のレギュラー出演者，衛星放送番組のキャスター

などについても本人同席の会見を行っている。

60回という節目を迎えた『紅白歌合戦』では，

[司会者」「出場者」「曲目」「曲順」「審査員」な

ど，決定の節目ごとに記者会見や発表を行ったほ

か，視聴者層拡大のため大学生に向けて紅白担当

者が番組の説明を行う「紅白キャンパスミーティ

ング」を実施した。さらに，全国の放送局で展示

するパネルセットを視聴者総局で制作・配布し，

記念すべき紅白の全国広報を展開した。

10年度新番組について，改定の柱となる総合テ

レビ朝の番組について集中的に取材会や発表会

を実施するなど，09年度も効果的かつ効率的な試

写会・取材会を，167番組で184回実施した。

◇放送総局長会見の主な内容
4 月　「あすの日本」プロジェクト

生中継「地球LIVE」

EYES・ 6 月のラインナップ

5月　「SAVE THE FUTURE」

BS2放送の宮藤官九郎の「あべ一座」

「ケータイ大喜利」スピンオフ企画

「ABUロボコン2009」

6 月　夏の特集番組
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『NHKスペシャル～エジプト発掘』

皆既日食の放送

ウィンブルドンテニスの放送

7月　連続人形活劇「新・三銃士」

恐竜SFドラマ「プライーミーバル第 2章」

戦争証言アーカイブス

9月　09年度後期の番組改定

『第60回紅白歌合戦』

『坂の上の雲』

衛星放送10月の番組

10月　『NHKスペシャル～チャイナパワー』

総合TV“ヒューマンドキュメンタリー”

＠キャンパスオープニング特番

教育フェア2009

「NHKクリエイティブライブラリー」

11月　年末年始特集番組

「ETV50」一年間の取り組み

『第60回紅白歌合戦』関連番組

大河ドラマ『龍馬伝』関連番組

太宰と清張生誕100年特集

12月　あすの日本『絆　はじめよう』

国際共同制作『メガクエイク』

『ゆく年くる年』

1月のワンセグ独自サービス

1月　10年度番組改定

あすの日本『無縁社会』

バンクーバーパラリンピック

川口アーカイブス 7周年イベント

NHKオンデマンド一年の総括

2月　『NHKスペシャル～アフリカンドリーム』

放送記念日特集番組

10年度のプロ野球・MLBの放送

3月　プロジェクトJAPAN『日本と朝鮮半島』

「無縁社会」特集番組と『追跡AtoZ』

BS年間キャンペーン「旅はBS」

NHKオンデマンド 2月の動向と新年度

Ⅲ．広報制作

視聴者にテレビ・ラジオの番組の放送予定を中

心に伝える番組広報番組，公共放送の姿勢を正し

く伝える経営広報番組を制作・放送した。

また，ポスターなど印刷物やインターネット，

大画面，雑誌など各種広告媒体を活用した広報活

動を行った。

1 ．広報番組

（1）番組広報
「番組スポット」（地上波・週およそ 2 時間43

分，衛星波・週およそ 5時間15分）を中心に，地

上・衛星波で，毎日，番組PRを放送した。

『土曜スタジオパーク～あなたの声に答えま

す』（生放送）は，視聴者の要望に応えながら，

毎回，一つの番組を取り上げ，豪華なゲストとと

もに見どころや舞台裏など，魅力をたっぷり伝え

た。さらに，直近のNHKの動きを伝えたり，番

組・イベントなどの話題を掘り下げたりするコー

ナーなどを設け，NHKの最新情報を発信した。

さらに，番組制作情報，経営情報や，番組の舞

台裏などを紹介する『プレマップ』も随時放送し

た。また，BS20年では「BSどきどき」キャンペ

ーンを実施。スポット，クラッチ，ポスターなど

で多面的にPRを行った。

（2）経営広報
毎週日曜放送の番組『三つのたまご』。NHKの

活動や経営課題を伝えるほか，視聴者の意見や質

問に答えたり，コールセンターに寄せられる視聴

者の声を紹介したりすることにより，これからの

NHKを考えた。また，公共放送の使命として，

地球温暖化防止を訴えるキャンペーンを実施。安

田美沙子さんや戸田恵理香さんなど16人のタレン

トによるECOメッセージを年間を通して放送し

た。

（3）そのほかの番組
5 月には，イベント関連の『渋谷DEどーも

2009』を放送。11月には『スペシャルドラマ～坂

の上の雲』をPRするため， 1 か月で延べ222回の

集中広報を実施，20％近い視聴率を獲得すること

に貢献した。12月には，『グランプリ決定！第 7

回NHKミニミニ映像大賞』を制作・放送した。

2 ．広報印刷物などによる取り組み

（1）経営広報関連
①「ことしの仕事2009」を作成，09年度放送番組

の編成のほか，NHKオンデマンドサービスなど

新たな事業も含め紹介，視聴者会議やふれあいミ

ーティングなど視聴者との対話活動などに活用さ

れた。また，英・中・ハングルの 3か国版も作成

し海外からの視察団，国際会議などで配付した。

②小学校 5 年生の社会科単元「生活と情報」（放

送局の働き）の副読本として，冊子「NHKジュ

ニアブック」，VTR「ニュース番組ができるま

で」を作成，放送の仕組みと公共放送の役割を解
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説し，全国の希望する小学校に配付（VTRは貸

出）した。また，字幕付きDVDも制作して全国

のろう学校に配付し障害者向けの理解促進にも努

めた。さらに，NHKオンライン（子ども向けサ

イト：デジタルミュージアム）に掲載することで

広く一般の方にも見てもらえるようにした。

（2）番組広報関連
①大河ドラマ『天地人』『龍馬伝』，『連続テレビ

小説』「つばさ」「ウェルかめ」についてポスター，

リーフレット，メイキングDVD，ポストカード，

無償楽譜を作成，視聴者活動や営業活動に役立て

た。

②若者世代の接触率向上を図るため，07年度に開

発した10代向けの番組情報誌「ワンダー」に続き，

08年度は新たに20～30代向けの「ウォッチ」を作

成。この 2つは09年度からこれまでの半年サイク

ルから隔月発行にして充実を図った。若者向け公

開番組やイベント会場，ふれあいミーティング，

職場体験，営業活動などで配付，視聴者層拡大に

つなげる施策として強化を図った。

（3）少数者向けサービス
09年度番組改定の「放送番組時刻表」の制作に

あわせ，視覚障害者向けに「点字番組時刻表」

[音声版CD時刻表」を作成，全国の盲学校，点

字図書館などの社会福祉施設に配付した。また，

音声版番組時刻表をNHKオンラインからダウン

ロードできるサービスも実施。そのほか，NTT

オペレーターによる放送時刻案内サービス（NT

Tハローダイヤル）を運用，少数者向けサービス

として取り組んだ。

表1 広報番組一覧（2009年度）

地
　
　
　
　
　
　
　
　
上

番組名 放送時間 内　容 備考

本体制作

NSCに一部委託
（20本）

NSCに全面委託
（39本）

本体制作

NSCに全面委託
（32本）

本体制作

NSCに全面委託
（10本）

本体制作

NSCに全面委託

本体制作

三つのたまご

〔継続〕

土曜スタジオパーク
～あなたの声に答えます～

見どころNHK

もうすぐ 9時 プレマップ

デジタルQ

週末プレマップ

NHKプレマップ

地上波スポット

経営広報スポット

地方放送番組審議会

総合　（日）
前11:30～11:50

総合　（土）
後02:00～03:00
（生放送）

総合　（木）
後10:45～10:55

総合　（月～木）
後08:43～08:45

総合　（日）
前06:50～06:53

総合　（土）
後06:42～06:45

総合
随時

総合・教育
随時（30秒・ 1分）

地上・衛星
随時（30秒・ 1分ほ
か）

総合　毎月第 2日曜
前11:52～11:54

タイトルの「三つのたまご」は，NHKのシンボル
マークのコンセプトを反映させたもの。
放送，技術，営業，事業など，全国各地のNHKが
取り組むさまざまな活動を伝える。重要な経営課題
については，随時，経営トップが出演し，その方針
や実施結果を説明する。また，月の最終週には，コ
ールセンターなどNHKに寄せられた視聴者のみな
さんの声を紹介する。

毎回， 1 つの番組を取り上げ，豪華なゲストととも
に見どころや舞台裏など，魅力をたっぷり伝える。
さらに，社会の関心をとらえ，NHK番組・キャン
ペーンとの関連を紹介するコーナーなどを設け，
NHKの最新ニュースも発信する。

総合テレビを中心としたNHKの見どころを紹介す
るプライムタイムの広報番組。新番組，大型シリー
ズ，キャンペーン番組など，NHKならではの番組
の魅力を，ゲスト出演者，番組制作裏話などを交え
て多角的に伝える。

番組の見どころ，キャンペーン，受信料，経営情報，
地域放送局の活動など，毎回 1 つのテーマで公共放
送NHKの「今」を伝える広報番組。08年度にスタ
ートした『もうすぐ 8 時 プレマップ』を左記時間
に移設。視聴者の理解を深め，接触率の向上を促進
する。

2 年後に控えた完全デジタル化。デジタル放送に関
する視聴者の素朴な疑問や準備にかかる費用などを
わかりやすく解説。完全デジタル化への理解を深め
てもらう。出演は，瀬川瑛子，キャン×キャン，島
津有理子アナ。

取り扱う内容を「土曜日」「日曜日」に限定して，
番組の見どころ，イベント，受信料，経営情報，地
域放送局の活動などを伝える広報番組。視聴者の理
解を深め，接触率の向上を促進する。

経営広報的な視点を交えて，各種キャンペーンや特
集編成などを紹介するミニ番組（個別番組のPRは
担当部局が制作する）。

番組・事業・経営広報などNHKのさまざまな取り
組みを視聴者に効果的に伝え，公共放送の理解促進
を深める。

受信料のお知らせや「環境｣「地域応援」などNHK
が取り組んでいる重要なキャンペーンをスポット展
開し，視聴者のNHKに対する理解を促進する。

各月の審議の概要を伝える。
(特集編成等で変更する場合あり）

〔継続〕

〔継続（移設）〕

〔新設〕

〔継続〕

〔継続〕

〔継続〕

〔継続〕

〔継続〕

〔継続〕
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（4）デジタル放送の普及
2 月のバンクーバーオリンピック開催に合わ

せ，特番，クラッチの放送やキャンペーンサイト

を立ち上げ，“オリンピックはデジタル放送で！”

を集中広報した。

毎月発行の「NHKBSガイド」は，番組PRツー

ルとして全国の電器店，ケーブル事業者，イベン

ト会場や地域スタッフ等によって配付。BSデジ

タル放送の視聴促進につなげた。また，デジタル

放送の視聴促進を図るため，「バンクーバーオリ

ンピック観戦ガイド」（キャッチ：オリンピック

はNHK）や「MLB観戦ガイド」（キャッチ：ML

BはNHK－BS。）を発行。デジタル放送の普及促

進に向けた取り組みを行った。

3 ．インターネットによる広報

「接触率　80％」という経営目標達成のため，

広報戦略開発班を 6月に発足させた。新たな取り

組みとして，ウェブコンテンツを企画し，そこか

ら番組に視聴者を誘導する「未接触者獲得キャン

ペーン」を10月～11月にかけて実施。その結果を

検証したところ，ウェブを利用した周知広報活動

が未接触者獲得に有効であることが判明した。

[大河ドラマ」『連続テレビ小説』の公式HPの運

用とあわせ，外部ポータルサイトとの相互協力

(番組情報，予告動画の提供による外部ポータル

業者による特集ページ）により，公式HPへの流

入経路を広げネットユーザーの利用を拡大。その

地
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星
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の
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音
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番組名

国際放送番組審議会

あなたのアンコール
サタデー
あなたのアンコール
サンデー

BSティーンズ倶楽部

BSスタイル

BSプレマップ

BS大好き

BSスポット

どーもくん
（NHK
メインキャラクター）

ななみちゃん
（BSキャラクター）

BS普及推進

政見経歴放送

FM番組トピックス
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〔継続〕
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〔継続〕
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〔継続〕

〔継続〕

放送時間

総合　毎月第 2日曜
前16:51～16:53

BS2 （土）
後11:30～（14:00）
BS2 （日）
前10:00～11:54

BS2
（日）後15:50～16:00
（水）夜18:50～19:00
（金）夜10:50～11:00
※（金）は月の第 4 週
に放送

BShi
（月）前11:45～11:55
（火）後15:50～16:00
（木）後15:50～16:00

※BS1と総合は随時

BShi （土）
後04:20～04:30ほか
※BS3波・地上波で
週15回程度随時放送

BS3波・地上
随時（ 2～ 5分）

BS2 （月）～（日）
後06:55～06:58
BShi （月）～（金）
後06:55～06:58

BS3波・地上
随時（15秒・30秒・
1分）

地上・衛星
随時（30秒・ 5分他）

衛星・地上
随時（30秒他）

衛星・地上
随時（30秒・ 1分ほ
か）

総合・ラジオ第 1
随時

FM （月）～（金）
前09:15～09:20
FM （土）・（日）
前10:57～11:00

内　容 備考

本体制作

NSCに全面委託
（30本）

NSCに全面委託
（50本）

NSCに全面委託
（40本）

NSCに全面委託
（45本）

NSCに全面委託
（40本）

NSCに全面委託

NSCに全面委託

外プロ制作

NSCに全面委託

NSCに全面委託

本体制作

NSCに全面委託

各月の審議の概要を伝える。
(特集編成等で変更する場合あり）

最近放送された番組の中から，視聴者コールセンタ
ーに再放送のリクエストが多く寄せられたものをア
ンコール放送。番組制作の舞台裏なども紹介。

ずばり，中高生がターゲット。人気お笑いコンビの
北陽がさらにパワーアップしてBSのティーンズ向
け番組を徹底紹介。NHK唯一のティーンズ向けPR
番組。 2 人の突撃体験あり。ティーンズ視聴者の参
加などその時期タイムリーな番組の魅力をわかりや
すくインパクトのある演出でPR。

女優佐藤藍子がスタイリッシュにお送りする広報番
組。衛星 3 波から選りすぐりのオススメ番組をピッ
クアップ。おしゃれに知的に，素敵に伝える。

ハイビジョン特集など良質なBS番組の見どころを，
コンパクトに凝縮。迫力ある映像と多彩な構成でア
ピール。

当日放送するBS3波の夜の番組を中心にスピーディ
ーに広報する番組。CGやVTRを使い，コンパクト
に紹介する。（月～金はBS2・BShi・同時放送）

BS3波の特性を生かした番組の魅力を，コンパクト
に広報。戦略的な編成で，番組への関心を呼び覚ま
す。

NHK全体のキャラクターとして展開中。各種キャ
ンペーンと連動した集中編成やクラッチの制作など
を実施。

衛星波のキャラクターとして定着。「ななみちゃん
劇場」（30秒スポット）や「ご当地MAP」など新作
が続々。

[北京五輪キャンペーン」や「大リーグキャンペー
ン」など衛星普及の節目に，スペシャルスポット・
ミニ番組などを展開。

衆院選・参院選・知事選の政見経歴放送を伝える。

当日放送のFM番組の紹介を中心に，先物のおすす
め番組や特集番組なども織り込み，軽快なテンポで
伝える。
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ほか，ネット広報として，予告動画を配信する

[インターネットテレマップ」（年間2,501本）や

制作発表記者会見，取材会の映像を配信する「コ

レ見て！ムービー」（年間125本）を「NHKオン

ライン」で，一部はNHKケータイで紹介。その

ほか「今週の主な番組HP」「春の新番組HP」「夏

の特集番組HP」「年末年始番組HP」を制作，ネ

ット利用者への広報展開の充実を図った。

4 ．広　告

（1）新聞広告
新年度に向けて，“朝が変わるNHK”をキャッ

チフレーズに，『おはよう日本』『ゲゲゲの女房』

{あさイチ』の 3番組について制作局と協力して

全国紙，ブロック紙，地方紙42社に広告を掲出，

全国に向け周知広報を図った。

（2）交通広告
10年度新番組のPRについて首都圏および拠点

局所在地の64の主要駅で37種類のポスター，855

枚を掲出，周知広報活動を強化した。また，街頭

大画面を活用した広告展開として，新宿のアルタ

ビジョンなどを使って新番組のスポットを放映し

周知を図った。

（3）雑誌広告
東京ニュース通信社発行の若者向け月刊TV情

報誌『デジタルTVガイド』の番組表枠におすす

め番組の広告を掲出，若者を対象に番組視聴の訴

求を図った。

営　業

営業の組織

（1）営業拠点
受信契約の徹底と受信料の確実な収納を図るた

め，各地域放送局内の営業部のほかに，大都市圏

地域には19の営業センターを置いている。全国合

わせて76の営業部と営業センターを営業活動の拠

点としている。

各営業拠点では，地域別や業務内容別（地域ス

タッフ対応，事業所対応，お客様対応など）に業

務実施グループを編成し，営業活動を実施してい

る。

（2）営業活動単位
①営業職員
地域スタッフの指導や支援活動，ケーブルテレ

ビ・事業所などとの渉外業務や，視聴者からの問

い合わせ対応，地域状況の分析を行う。

また，受信契約の契約・収納業務を行う。

②地域スタッフ
委託契約に基づき，受信料の契約・収納業務を

行う。

③法人委託
委託契約に基づき，受信料の契約・収納業務を

行う。電器店や不動産会社等，契約業務のみを行

う場合もある。

Ⅰ．受信契約

1 ．受信契約者の維持・増加活動

少子化による世帯数増の鈍化や，単身世帯・共

働き世帯等の面接困難世帯の増加など，営業活動

を取り巻く環境はますます厳しさを増している。

表2 特集番組一覧（2009年度）
初回放送日

4月 1日 G プロジェクトJAPAN いよいよスタート！

4月 2日 G スペシャルドラマ坂の上の雲～どんな物語？

4 月 4 日 G 明治のリアルを映したい！
～メイキング　オブ　スペシャルドラマ坂の上の雲～

4 月随時

5月随時

5月 3日

5月 5日

5月随時

7月24日

7 月随時

8月18日

8 月

9 月

10月随時

11月随時

11月随時

11月 4 日

11月14日

11月随時

11月随時

12月 1 日

12月12日

12月31日

2 月 6 日

3月 7日

3月随時

全波

全波

G

G

G

G

G

G

BS2

ワンセグ

全波

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

E

全波

アナログ放送終了の告知

AC共同キャンペーン　ぱなしのはなし

はじまるよ！渋谷DEどーも2009

ホリデーにっぽん「サヘルとフローラ」

FM40周年　連休特集スポット

どう準備すればいいの？
～地デジ完全移行まであと 2年～

FM夏特集

どう描かれたの？　明治ニッポン
～風刺画にみる世界の“目線”～

おめでとうBSハタチ　ななみちゃ
ん 5周年まつり

ミニミニ映像の作り方

BS20周年クラッチ～タレント編～

明治の女を演じる！
～スペシャルドラマ坂の上の雲～

明治をリアルに！
～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”
明治の青春ストーリー

まもなくスタート　坂の上の雲

ラジオ第 1「秋はアニメ三昧」 1分PR

本木雅弘が語る スペシャルドラマ
坂の上の雲

少しでも安く地デジを見たいな！

第 7 回NHKミニミニ映像大賞　グ
ランプリ決定！

スタジオパーク大みそかスペシャル

オリンピックをデジタル放送で楽しもう！

日曜美術館　夢の等伯　傑作10選

2010年がんばれルーキーキャンペーン

メディア タ　　イ　　ト　　ル
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こうした中で，08年度10月から訪問集金を廃止

し，そのパワーを契約未収対策業務を中心とした

活動に振り向けた。さらに携帯端末に登録した情

報に基づいた活動や，面接好適時間帯での対策な

ど，地域スタッフの活動力の向上を図り，受信料

の公平負担に取り組んだ。

また，衛星放送の普及促進に不可欠なケーブル

事業者および関連業界との連携を強化した。

さらに，CASメッセージ機能などを活用した

契約活動を展開した。

そのほか，「受信料の窓口」（インターネット営

業センター）や｢NHKフリーダイヤル｣による受

信契約の受付，口座振替事前通知を活用したダイ

レクトメールによる衛星契約勧奨，BSデジタル

機器に同梱される「ファーストステップガイド」

への衛星契約書の封入を行った。

また，オートロックマンション対策として，不

動産業者との業務委託を進め，新規契約の開発や

住所変更の早期取り次ぎに努めた。

04年 7 月の職員の不祥事以降，受信料の支払拒

否・保留者が大幅に増えたが，05年度の第 5期か

らは減少に転じた。09年度の契約総数（有料）は，

年間で22.8万件の増加となり，年度末における契

約総数は3,893万件（有料無料計）となった。

2 ．事業所などの受信契約

家庭に設置されたテレビなど受信機の受信契約

は，受信機の台数にかかわらず 1世帯 1契約とし

ているが，会社・官公庁・ホテル・旅館・病院な

どいわゆる事業所の場合は，テレビの設置場所ご

とに受信契約が必要となっている（放送受信規約

第 2条）。

09年度は，同一敷地内全数契約を条件とした事

業所割引や業界団体への業務委託を活用するな

ど，公平負担の徹底に向けたきめ細かい活動を全

国的に展開した。

その結果，年間で12.2万件の受信契約件数の増

加（前年度比5.4万件増）となり，年度末の事業

所契約件数は235.1万件となった。

3 ．次世代営業システム（EGGS）

受信料の請求，収納など営業活動の支援は，

[EGGSシステム」を活用して行っている。

受信確認メッセージの有効活用に向けたCAS

システムの見直しなど「経営計画」をサポートす

るためのシステム整備を実施するとともに，全国

営業拠点に配備している拠点サーバーの更新を行

った。また，視聴者との回路の充実を図るため，

新コールセンター構築に向けた設計，開発を推進

している。

インターネットによる自主申出の拡大に向けて

は，公共料金ワンストップサービスとの連携など

取次チャネルの拡大を図るとともに，QRコード

による携帯電話からのクレジット支払いやインタ

ーネット口座振替受付のサービスを展開し，利便

性の向上を図っている。

Ⅱ．受信料の収納

1 ．口座振替など間接収納の促進

受信料の収納は，口座振替・継続振込・クレジ

ットカード継続払によって行っている。

近年，単身世帯や共働き世帯の増加，オートロ

ックマンションの普及などによる面接困難世帯の

割合が高くなり，営業活動の困難度も増している。

こうした中で，収納の安定化や効率的業務推進

のため，これまで口座振替の拡大を進めてきたが，

06年 6 月からは「クレジットカード継続払」の支

払いを開始し，09年度末の利用件数は232.5万件

となった。

振込用紙発送時や新規の受信契約を取り次ぐと

きに，口座振替・クレジットカード継続払の利用

勧奨を積極的に行っているほか，ダイレクトメー

ルによる勧奨も実施している。

09年度末の口座振替・クレジットカード継続払

による受信料支払い件数は2,860万件で，これら

の利用割合は77.6％となった。

2 ．受信料の収納体制

①口座振替は，都市銀行，地方銀行，信用金庫，

信用組合，労働金庫，農協，漁協，ゆうちょ銀行

が利用可能となっている。

②クレジットカード継続払は，09年度末時点で20

ブランドのカードが利用可能となっている。

③継続振込の取り扱い窓口は，都市銀行，地方銀

行，第二地方銀行，信用金庫，農協，コンビニエ

ンス・ストア，郵便局である。

このほか，ケーブルテレビ事業者による受信料

[団体一括支払」制度により，収納の効率的な推

進に努めた。

3 ．メッセージによる受信確認の実施

BSデジタル放送の受信確認を効果的に行い，

受信料の公平負担を徹底するため，BSデジタル

放送のテレビ画面に，BS受信機の設置について

393 NHK年鑑’10
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NHKへ連絡をお願いするメッセージを表示して

いる。

（1）受信確認の流れ
BSデジタル放送の視聴開始30日後から，NHK

のBSデジタル放送にチャンネルを合わせるたび

に，テレビ画面の左下隅にメッセージが表示され

る。

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

画面に表示されたいずれかの方法で，名前や住

所などを連絡すると，メッセージはすぐ消える。

NHKでは，連絡いただいた情報をもとに，衛星

契約の状況を確認し，衛星契約がお済みでない方

には，後ほど契約のお願いを行っている。

また，BSデジタル受信機に梱包されているB-

CAS（ビーキャス）カードのユーザー登録はが

きを，受信機購入後速やかに投函してもらえば，

あらかじめメッセージが表示されないようにする

こともできる。

（2）B－CASカード
BSデジタル受信機には，ICチップのついたB-

CASカードが必ず添付されている。

著作権を保護するコピー制御の仕組みのため，

デジタル放送を視聴するためには，このカードを

受信機の所定の場所に差し込む必要がある。この

カードの機能により，メッセージの表示のほかに，

WOWOWなどのスクランブル放送や，高度な双

方向サービスといったBSデジタル放送の魅力的

なサービスを，十分に楽しむことができるように

なっている。

（3）インターネット等を活用した視聴者納得性
の向上と自主的な届け出の促進

契約者とその家族のNHKサービスに対する納

得性と利便性の向上，および視聴者との回路作り

に資する新たな視聴者サービスの開発を目的とし

て，07年 4 月から「NHK＋ID（プラスアイ

ディ）」サービスの開発に着手した。09年10月か

らは，「NHKネットクラブ」に名称を変更し，新

たなインターネツトサービスを展開している。

Ⅲ．視聴者との回路作り

1 ．視聴者との結び付き強化

（1）受信料の支払率向上に向けた視聴者対応
公開番組や各種イベント開催時など，視聴者の

みなさまと直接ふれあう場において受信料の支払

率向上に向け，公共放送・受信料制度への理解促

進と的確な視聴者対応を行うことができるよう，

リーフレット等の充実に努めた。

①理解促進ツールの拡充
公共放送・受信料制度に対する理解促進につい

ては，リーフレット以外にもインターネットホー

ムページを積極的に活用し，支持層の拡大を図っ

た。また，公開番組の収録時において，開演前の

あいさつを兼ねた受信料制度の説明や大画面での

理解促進ビデオ上映などを行った。

②地域スタッフへの情報提供と研修
地域スタッフが視聴者を訪問する際に，ニーズ

に応じた番組の案内ができるように，毎週の番組

情報を定期的に提供するとともに，新番組の上映

会や番組制作担当者による番組説明会を開催し

た。さらに，視聴者との対応スキル向上，視聴者

の立場に立った営業活動のあり方，番組情報など

を内容とする研修ビデオを制作した。

（2）放送番組などを活用した視聴者対応
全国各地の放送局において，放送番組やイベン

トを通じて視聴者と積極的な交流を図り，デジタ

ル放送の普及，公共放送の理解促進に努めた。

①公開番組・イベントと連動した営業活動
各地の視聴者との交流を図るため，公開番組や

各種イベントと連動した営業活動を実施する「エ

リアターゲット」を全国で展開した。「BSおかあ

さんといっしょ」や「ぐ～チョコランタン小劇

場」などにより，ファミリー層への理解促進にも

努めている。また，テレビ番組『おーい，ニッポ

ン』や『街道てくてく旅』，ラジオ番組『ここは

ふるさと旅するラジオ』などを通じ，地域放送局

が主体となって幅広い理解促進活動を実施した。

②デジタル放送の普及促進活動の展開
各地域の地上デジタル放送の受信エリア拡大に

関する情報を番組やインターネットホームページ

で周知するなど，BS・地上デジタル放送の一体

的な普及促進を図った。
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2 ．視聴者の意向吸収と業務への反映

（1）視聴者意向の吸収
職員や地域スタッフによる訪問活動や電話対応

など日常の営業活動の中で，視聴者意向の吸収に

努めた。

（2）視聴者意向の業務への反映
番組に対する視聴者の反響や意見については，

番組改定時における番組制作や編成業務の参考資

料として活用している。

3 ．視聴者の信頼確保

一連の不祥事等を理由として受信料の支払拒

否・保留を表明した契約者に対しては，協会の改

革・再生に向けた取り組み等を説明し，“損なわ

れた信頼”と“受信料支払拒否”の回復に向け，

全職員一丸となって取り組んだ。不祥事を理由と

した支払拒否・保留数は09年度末で33.8万件とな

り，最も多い時期と比べ94.2万件減少した。

4 ．視聴者コールセンター（受信料関係）

東京・大阪・福岡・仙台の 4つのコールセンタ

ーで，視聴者からの電話による「放送受信契約の

申し出」「受信料関係の問い合わせ」の受付業務

を実施した。毎年多くの転居連絡を受ける 4月の

引越しシーズンには手厚い対応体制を整えるな

ど，年間の業務量を勘案し，視聴者の「声」に対

して迅速・正確・親切な対応を行うよう努めた。

一方で，口座振替の利用勧奨や継続振込等の入金

依頼など，受信契約者へのアウトバウンド業務も

積極的に展開した。

また，東京コールセンターでは，インターネッ

トによる受信契約や住所変更，受信料の支払方法

変更などの申し出に対応する「インターネット営

業センター」業務，BSデジタル放送の「メッセ

ージ消去」に関するカスタマーセンター業務を行

った。


