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1．CS（視聴者満足）活動

　「視聴者の声」をきちんと受け止め，それを基
に，放送番組や業務の改革・改善を進め，視聴者
サービスのより一層の向上を図った。
　「視聴者の声」を“経営資源”として，意向を
的確に把握し，適切かつ迅速に業務に反映するこ
とに取り組んだ。主な取り組みは，「月刊みなさ
まの声」や「NHK視聴者ふれあい報告書」など
で視聴者に向けて報告した。

2．「チャレンジ80＋」活動

　「チャレンジ80＋」は，「支払率（17年度・
80％）」「衛星契約割合（同・51％）」の毎年度 1
ポイント向上を目指し，全局体制で営業活動を支
援する公平負担徹底への取り組み。「大都市圏の
営業支援」「地域局の営業支援」「公共放送・受信
料制度の理解促進」が 3本柱。大都市圏の公立小
学校で開催した番組参加型視聴者イベント
「NHKコミュニティー・スクール」，全国で 5本
の地域発ドラマを制作・放送，学生など若年層の
理解促進のために立ち上げたデジタルコンテンツ
「ザ・ひょ～いドキュメント」の制作，各地の高
齢者施設への出張収録番組『出張！お笑いエンジ
ェル』，地域イベント向けの理解促進ブース
「NHKどーもくんパーク」の派遣など，地域局
の視聴者活動を支援し，全国の支払率向上に貢献
した。また，公共放送が提供する社会的価値を視
聴者に訴える資材を引き続き活用し，視聴者との
コミュニケーションを強化した。

3．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1,588本実施し，964万
人の視聴者とのコミュニケーション強化を図っ
た。イベント参加者へのアンケートでは，イベン
ト満足度は全国平均で85.8％，NHKの事業活動へ
の理解促進度は70.5％と，いずれも高位の数値を
得た。また，アンケートの結果を，視聴者コミュ
ニケーション活動としてのイベントのPDCAサイ
クル推進に活用した。
　地域の要請に応じて全国各地で多彩な全国放送
公開番組を実施したほか，『NHKスペシャル』や
「特集番組」など番組と連動した展覧会，海外の
有名オーケストラを招へいした公演など，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」「防災」「食料」などの社会的な課題に
応えるキャンペーンや，未来を担う若い世代を対
象としたイベント， 4 K・8 Kスーパーハイビジョ
ンのプロモーションイベント，被災地を元気づけ，
実効性のあるイベントを積極的に推進した。

4．積極的な情報公開の推進と個人情報の適
切な取り扱い

　視聴者への説明責任を果たすために，積極的な
情報公開に努めた。NHKが定める情報公開制度
に基づき，18年度には45件の視聴者による「開示
の求め」に対応した。また，インターネットを活
用した情報提供も充実を図り，放送事業全体につ
いての質問に答えるためにホームページに掲載し
ている「よくある質問集」の内容を随時更新した
ほか，事業や財務等に関する情報もホームページ
上に掲載した。各放送局の窓口等では，60の文書
の備え置きも行っている。（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。

5．広報活動

　NHKに対する理解と信頼を高め，放送番組の
視聴促進などを図るために多彩な広報活動を展開
した。
　受信料値下げ等の還元策，BS 4 K・BS 8 K開局，
2018FIFAワールドカップロシアなどについて
重点的に広報するとともに，『NHKスペシャル』
『大河ドラマ』『連続テレビ小説』『チコちゃんに
叱られる！』『NHK紅白歌合戦』などさまざまな
番組をPRした。

6．営業活動

　18年度も「日常管理」の徹底により適正な営業
活動を推進して視聴者から信頼される営業活動を
ゼロから再構築することを最重要活動とした。ま
た，要員体制の整備を業績確保の根幹に位置づけ，
訪問要員の確保に精力的に取り組んだ。併せて，
各種法人・団体との連携に取り組むなど効果的な
営業活動を推進した。
　18年度，民事手続きによる支払督促の申し立て
については，全国で790件実施し，これまでの累
計で10,651件の申し立てを行った。その後も支払
いに応じなかった119件については強制執行の申
し立てを行い，その累計は1,328件となった。未
契約者に対する民事訴訟については，71件提起し
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累計で435件となった。
　公共放送の役割や受信料制度の意義などについ
て誠心誠意説明を行ってもなお，契約や支払いに
応じなかったため，最後の手段としてやむをえず
民事手続きに至った。
　契約総数は，年度内に74万件（有料無料計）増
加し，18年度末の契約総数（有料無料計）は
4,471万件となった。
　衛星契約については，設置確認メッセージの活
用や契約案内メッセージの全国展開，ケーブルテ
レビ事業者と連携した活動の展開等により，年度
内に74万件（有料無料計）増加し，18年度末の衛
星契約数（有料無料計）は，2,221万件となった。
　口座振替等については，年度内に71万件増加し，
18年度末の利用件数は4,093万件となり，利用率
は，98％となった。

表1　公表の取り組み

公表している主な情報
公表方法

インターネット
ホームページ

文書の
備え置き

経営委員会議事録 ○ ○
理事会議事録 ○ ○
NHK経営計画2018～2020年度 ○ ○
NHK経営計画2015～2017年度 ○ ○
中央放送番組審議会議事録 ○ ○
地方放送番組審議会議事録 ○ ○
国際放送番組審議会議事録 ○ ○
国内番組基準 ○ ○
国際番組基準 ○ ○
業務報告書，監査委員会の意見書 ○ ○
財務諸表，監査委員会の意見書，
監査報告書 ○ ○

決算の要約，概要 ○
連結財務諸表，監査報告書 ○ ○
連結決算概要 ○
日本放送協会定款 ○ ○
収支予算，事業計画及び資金計画 ○ ○
収支予算，事業計画及び資金計画
に関する資料 ○ ○

経理規程 ○ ○
役職員の服務準則 ○ ○
役職員の報酬・給与等の支給基準 ○ ○
NHK放送ガイドライン2015 ○ ○
国内放送番組編集の基本計画 ○ ○
国内放送番組編成計画 ○ ○
各地方向け地域放送番組編集計画 ○ ○
国際放送番組編集の基本計画 ○ ○
国際放送番組編成計画 ○ ○
インターネットサービス実施計画 ○ ○
NHKインターネットガイドライン2015 ○ ○
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 ○ ○

公表している主な情報
公表方法

インターネット
ホームページ

文書の
備え置き

報道・著述・学術研究分野に係る
個人情報保護規程 ○ ○

NHK情報公開・個人情報保護審議
委員会規程 ○ ○

NHK情報公開・個人情報保護対応
マニュアル ○ ○

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 ○ ○
番組制作の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 ○ ○
環境報告書 ○ ○

NHKことしの仕事 ○日本語
・英語 ○

デジタル時代のNHK懇談会報告書 ○ ○
NHK“約束”評価報告書 ○ ○
視聴者視点によるNHK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視聴者ふれあい報告書 ○ ○
月刊みなさまの声 ○
週刊みなさまの声 ○
「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」 ○ ○
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 ○概要
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」 ○日本語
・英語 ○

「NHK技研R&D」 ○ ○

視聴者対応

1．視聴者との窓口

（1）概 要
　18年度，全国のNHKに寄せられた視聴者から
の意見や問い合わせは，合わせておよそ385万
2,900件だった。17年度に比べて 7万5,300件減少
した。このうち放送への反響は，全国で111万
2,700件だった。視聴者からの問い合わせに迅速
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・丁寧に答えるとともに，意見・要望を重要な経
営資源として受け止め，番組制作や事業活動に反
映させることに努めた。
（2）ふれあいセンター（放送）
　ふれあいセンター（放送）では，寄せられた視
聴者の意見・要望をデータ化し，速やかにフィー
ドバックすることで，番組編成や制作現場におけ
る視聴者意向の反映につなげている。18年度にふ
れあいセンター（放送）で受け付けた視聴者から
の意見・要望は，電話が78万件，メールが18万
2,000件などで，合計98万4,000件であった。
　18年度は，西日本豪雨や台風，北海道地震など
の災害が相次いだほか，年度後半はNHKの不祥
事が続き多くの反響が寄せられたため，SV（ス
ーパーバイザー）を当該局に派遣したり対応時間
を延長したりするなど，視聴者の声を受け止める
取り組みを行った。コミュニケーターを対象に
『NHK紅白歌合戦』「2019年度番組改定」「統一
地方選挙」など多数の問い合わせが予想される案
件についての勉強会を実施するなど，視聴者対応
の品質とスキルの向上を図った。
（3）NHKハートプラザ
　本部・全国各放送局・一部支局の「NHKハー
トプラザ」では，訪れる視聴者からの意見や問い
合わせにスタッフが直接対応した。また，放送局
のハートプラザでは，経営計画や予算・決算書な
どの文書を取りそろえ，NHKの情報公開の窓口
としても機能した。
　本部のNHKハートプラザでは，来局者や投書
などへの対応，情報公開の受付，番組公開ライブ
ラリーの利用案内・管理，放送センターの見学・
案内などを担当。特に，中学・高校生などの職場
訪問学習を積極的に受け入れ，若い世代の視聴者
にNHKを理解してもらううえで貴重な場となっ
た。18年度は，本部ハートプラザに 1万700人が
訪れた。

2．視聴者意向の集約と活用

（1）意向の件数と内容
　電話，メール，手紙，FAX，来局で，全国のNHKに寄
せられた18年度の意向件数の内訳は次のとおり。

視聴者からの意見・問い合わせ件数
（単位　千件）

内容別一覧
内容

年度

経営
関係

放送
関係

受信料
関係

技術・
受信相談 その他 合計

18 3 1,113 2,152 76 509 3,853

受付方法別内訳

区分 電話 投書 来局 ファックス インターネット その他 合計

件数 3,244 116 49 12 396 36 3,853

比率（％） 84.2 3 1.3 0.3 10.3 0.9 100

　番組別では，『第69回NHK紅白歌合戦』が 2万
7,700件で最も多く，次いで『あさイチ』に 2万
7,200件，『連続テレビ小説』に 2万4,400件，『NHK
ニュース　おはよう日本』に 2万4,000件，『NHK
スペシャル』に 2万3,600件などの意見・問い合
わせが寄せられた。
（2）意向の集約と周知
　ふれあいセンター（放送）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，放送
現場や番組編成の参考となるよう，その結果をさ
まざまな形で報告した。
　 1週間ごとに集約する「週刊みなさまの声」で
は，反響が多かった番組や注目すべき番組への主
な意見内容，再放送希望の多い番組などを紹介し
ており，放送番組審議会の資料としても利用され
た。「週刊みなさまの声」「月刊みなさまの声」は
ともに全役職員が閲覧できる視聴者対応システム
にも掲載。このほか，大きな反響が想定される番
組や案件，経営に関わる案件については，視聴者
意向を別途集約して，関係部局に周知した。
　また，08年 4 月の放送法改正で，視聴者からの
苦情を含めた意見に適切かつ迅速に対応し，その
対応結果の概要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，ふれあいセンターや本
部各部局，全国の各放送局などに寄せられた意見
・苦情などを取りまとめて「視聴者対応報告」を
作成し， 3か月に 1回理事会で審議決定し経営委
員会に報告した。
　18年度は，「月刊みなさまの声」「視聴者対応報
告」について，視聴者の意見・要望に対する
NHKの対応事例や番組への意向傾向がより分か
りやすくなるよう改善した。
　「週刊みなさまの声」の概要と「月刊みなさま
の声」をNHKオンラインに掲載したほか，視聴
者から寄せられた意見・要望，業務の改善事例な
どをまとめた年度報告の「NHK視聴者ふれあい
報告書」を発行し，NHKオンラインにも公開し
た。
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イベント事業

Ⅰ．全国放送公開番組
（1）地域要請に応じて実施した公開番組
　総合テレビ：58本（『NHKのど自慢』・美作市：
西日本豪雨により中止），Eテレ：21本，BSプレ
ミアム：45本（『新・BS日本のうた』・宇和島市：
西日本豪雨により中止），ラジオ第 1：113本（『民
謡をたずねて』・新ひだか町：北海道地震により
中止），FM：15本，計252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。東日本大
震災や熊本地震の被災地に公開番組を重点的に配
置し，『NHKのど自慢』（2.10，熊本県八代市／
3.10，宮城県気仙沼市）等で，被災地に元気と笑
顔を届けた。
（2）NHKホール・ふれあいホール・NHK大阪

ホールで実施した公開番組
【定時番組（NHKホール）】
『うたコン』（26本） 7万1,817人
『ザ少年倶楽部』（12本） 3万4,618人
【定時番組（ふれあいホール）】
『セッション2018』（ 8本）3,671人
『みんなDEどーもくん！』（18本）2,676人
『ごごウタ』（18本）4,051人
【主な定時番組（NHK大阪ホール）】
『うたコン』（ 9本）9,192人
【主な特集番組】
『公開生！SHIBUYAスタンダード倶楽部・こど
もの日SP』
　 5月 5日　ふれあいホール　241人
『歌う！SHOW学校　真夏の特別授業！』
　 6月19日　ふれあいホール　215人
『ザ少年倶楽部in大阪』
　 7月27日　NHK大阪ホール　1,112人
『NHK東西浪曲大会』
　 7月27日　イイノホール　353人
『第48回NHK講談大会』
　 7月28日　イイノホール　241人
『第50回思い出のメロディー』
　 8月 4日　NHKホール　2,655人
『ヤングラップバトル～BringtheBeat！～』
　 9月 8日　ふれあいホール　196人
『平成30年度　NHK新人お笑い大賞』
　10月21日　ふれあいホール　181人
『平成30年度　NHK新人落語大賞』
　10月22日　ふれあいホール　204人

『TheCoversFes2018』
　10月25日　NHKホール　2,830人
『ザ・フォークソング～青春のうた～』
　10月28日　ふれあいホール　361人
『NHK東西浪曲大会』
　11月24日　NHK大阪ホール　950人
『SONGSOFTOKYO』
　10月11～12日　NHKホール　5,468人
『バナナマンの爆笑ドラゴン』
　12月 8 日　ふれあいホール　223人
『神田松之丞がいざなう忠臣蔵の世界』
　12月10日　ふれあいホール　236人
『第18回わが心の大阪メロディー』
　12月11日　NHK大阪ホール　997人
『新春民謡列島2019』
　12月18日　ふれあいホール　268人
『第69回NHK紅白歌合戦』
　12月31日　NHKホール　2,629人
『第48回日本農業賞　表彰式・日本農業賞記念コ
ンサート』

　 3月 9日　NHKホール　2,123人
『NHKのど自慢チャンピオン大会2019』
　 3月 2日　NHKホール　2,828人
（3）外部施設などで実施したNHK単独主催の

公開番組
【主な公開番組】
『うたコン』（ 2本）2,589人
『新・BS日本のうた』（ 2本）2,254人
　このほか『キャンパス寄席』『きらり！えん旅』
や『旅ラジ！』などを実施した。

Ⅱ．公共放送ならではのイベ
ント・キャンペーン

1．NHKハートプロジェクト

　すべての人が共に生きる社会を目指し，NHK
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た。
（1）NHK歳末たすけあい・NHK海外たすけあい
　12月 1 日から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厚生文化事業団とともに実施した。
　歳末たすけあいは， 4万1,593件， 5 億6,096万
671円で，各都道府県共同募金会を通じて国内の
福祉施設や支援を必要とする人々のために役立て
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た。海外たすけあいは， 7万6,860件， 6 億3,609
万5,488円で，日本赤十字社を通じて世界各地の
紛争や自然災害等に苦しむ人々のために役立て
た。
　また，たすけあい初日の12月 1 日には，寄付を
テーマにした特集番組『はじっこ革命　そんなこ
とから、世界は変わる』と連動し，東京都渋谷区
でアイデア募金箱の展示・体験やトークイベント
を行った。来場者613人。
（2）第23回NHKハート展
　障害のある人がつづった詩に込められた思い
を，各界の著名人やアーティストがハートをモチ
ーフにしたアート作品で表現した「詩とアートの
展覧会」で，94年度から開催。第23回は4,084編
の詩の応募があった。展覧会は全国13会場で実施
した。入場者 3万9,823人。
（3）NHKハートフォーラム
　『ハートネットTV　めざせ！いきいき長寿』
公開収録や「認知症」「障害福祉」「発達障害」を
テーマにしたフォーラムを全国17会場で実施し
た。入場者5,071人。／主催：NHK各放送局，NHK
厚生文化事業団，開催地自治体ほか
（4）NHKハートスポーツフェスタ
　障害のある人もない人も，スポーツを通じて交
流することでお互いを尊重し合い，心のバリアフ
リーを図る福祉イベントとして，01年度から実施。
　18年度は，2020年の東京パラリンピック開催に
向けて，より障害者スポーツへの理解とパラリン
ピックへの関心を高めるイベントとして「パラリ
ンピアンがやってきた！子どもたちとの交流教
室」を関東地域を中心に全国 7つの小学校，支援
学校で実施した。種目は水泳，ブラインドサッカ
ー，ボッチャ，ゴールボールなど。参加者878人。
／主催：NHK各放送局，NHK厚生文化事業団，
東京都障害者スポーツ協会ほか
（5）NHK介護百人一首
　毎年，介護に関わる人々が日々の生活の中で詠
んだ短歌を全国から公募し，100首を選定。「NHK
介護百人一首2019」には，9,917首の短歌が幅広
い世代から寄せられた。
・100首の短歌を収めた作品集を発行。
・「介護百人一首2018パネル展」をNHK各放送局
ロビーなど，10会場で開催。来場者 1万7,351人。
パネル展は18年度で終了。

（6）第53回NHK障害福祉賞
　障害のある人やその支援をする人たち等の体験
手記を募集し，優秀作品を表彰した。応募数は
412編。

（7）NHK銀の雫文芸賞2018
　「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。応募数は
655編。18年度で終了。全31回の総応募数は 1万
7,707編。
（8）第52回NHK福祉大相撲
　人気力士と歌手の歌くらべや幕内取組などを楽
しんでもらうイベントを，19年 2 月 9 日に国技館
で実施した。入場者4,103人。純益で福祉車両「福
祉相撲号」を購入し，全国の福祉施設・団体に計
6台を贈呈した。18年度までの贈呈台数は延べ
315台。

2．公共放送キャンペーン

（1）NHK地域のキャンペーン
　公共放送ならではの取り組みとして，これまで
行ってきた「環境」「防災」関連イベントのほか，
13年度からスタートした各放送局単位で地域特有
の社会的な課題やニーズに応える「地域の課題」
関連イベントを実施し，地域における公共放送の
存在感をアピールした。
〔地域の課題　関連イベント〕
　各放送局が地域課題に基づいて独自のテーマを
設定し，地域放送を軸にして自治体など公共機関
とも連携したイベントを全国 9会場で実施した。
参加者9,622人。
〔環境　関連イベント〕
　03年度からスタートし，人類共通の課題である
環境をテーマにしたイベントを全国で展開した。
①NHK環境キャンペーン　本部イベント
　 4月21～22日に代々木公園イベント広場・けや
き並木で開かれた「アースデイ東京2018」の会場
に，同時開催として「NHK環境キャンペーン」
ブースを展開した。参加者1,160人。
②地域イベント
　全国 9会場で開催。参加者9,388人。
〔防災　関連イベント〕
　07年度からスタートし，“いざという時のNHK”
をアピールするとともに，視聴者の防災意識を高
める地域イベントを全国で展開した。全国14会場
で開催。参加者7,725人。
（2）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。JAやJFなどと実行委員会を組織し，全国
的に推進した。
①全国フェスティバル
　19年 3 月 9 ～10日にNHKホール前広場，NHK
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ふれあいホールと代々木公園で開催。『ごちそん
ぐDJ』『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン』
『連続テレビ小説　まんぷく』等，NHKの食に
関連する番組と連動したステージショーや試食ブ
ースのほか，『きょうの料理』『パワーボイスA』
の公開収録を実施した。来場者 4万8,871人。
②地域イベント
　全国14会場で開催。参加者 1万7,096人。
③食料フォーラム
　10月に東京都千代田区， 2月に広島県広島市で
開催。入場者576人。

Ⅲ．こども・青少年イベント
（1）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 3 ～ 6 日，秋：11月 1 ～ 4 日，NHK
ホールで実施した。チャリティーの収益金は社会
福祉の向上に役立てた。
　入場者：（春・ 8公演） 2万5,211人，（秋・ 8
公演） 2万4,921人
②地方公演
　全国11会場（28公演）で実施した。チャリティ
ーの収益金は，さまざまな社会福祉活動に役立て
た。入場者 3万9,245人。
（2）いないいないばあっ！ワンワンわんだーら

んど
　『いないいないばあっ！』の人気キャラクター
・ワンワンほか出演者たちが，歌や踊りを繰り広
げる番組連動型のステージショー。全国10会場
（26公演）で実施した。チャリティーの収益金は，
社会福祉向上に役立てた。入場者 4万4,655人。
（3）おかあさんといっしょ宅配便「ガラピコぷ

～小劇場」
　『おかあさんといっしょ』のキャラクター「ガ
ラピコぷ～」を，全国を巡回するミニステージシ
ョーとして46会場（98公演）で実施した。入場者
3万6,375人。
（4）『おかあさんといっしょ』スタジオ収録～

親子で遊ぼう！～
　『おかあさんといっしょ』のうち，子どもが参
加するコーナーの収録を実施した。 2会場で収録
し，計 6本を制作。参加者数344人（ 3 歳児とそ
の保護者）。
（5）NHK放送体験クラブ
　小学 5・ 6年生を対象に，全国各放送局で番組
作りの体験を通して，楽しみながら放送について
学習するイベントとして実施した。全国 5放送局

で実施。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。参加
115校7,911人。
（6）「第85回NHK全国学校音楽コンクール」
　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校が，10月
6 ～ 8 日にNHK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「一歩」。金賞：
日野市立七生緑小学校（ 6年連続 6回目），豊島
岡女子学園中学校（ 2年ぶり 3回目），福島県立
郡山高等学校（ 3年ぶり 2回目）。
　全参加校数：小学校の部831校，中学校の部
1,135校，高等学校の部504校，計2,470校。
（7）第35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 6～ 7月に実
施，全国大会決勝は 8月17日に千代田放送会館で
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653校。
各部門の参加数：アナウンス958人，朗読1,661人，
ラジオ番組153作品，テレビ番組133作品。
（8）第65回NHK杯全国高校放送コンテスト
　 6月に各都道府県大会， 7月24～25日に国立オ
リンピック記念青少年総合センター，26日にNHK
ホール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1,633校。参加生徒数延べ
1万6,009人。
（9）NHK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演奏を行う
ミニコンサート。全国の小・中学校やブラジル人
学校，13会場（うち， 4会場が東日本大震災や気
象災害の被災地）で実施し，公共放送への理解を
深めた。参加者3,191人。
（10）全日本なわとびかっとび王選手権2018
　全国の小学生のチームが力を合わせ，長縄跳び
を 1分間に延べ何人跳べるかを競うNHK発祥の
競技大会。予選を通過した 4チームが12月 9 日の
決勝大会（会場：国立オリンピック記念青少年総
合センター）に出場し，初めて公開イベントとし
て実施した。参加者603人。
（11）�アイデア対決・全国高等専門学校ロボット

コンテスト2018
　全国の高等専門学校57校（62キャンパス）から
124チームが参加して，競技課題に従い，自らの
アイデアを駆使して想像力と技術力を競った。 8
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地区からの選抜25チームが11月25日の全国大会
（会場：国技館）に出場。地区大会からの参加者
延べ 1万5,643人。
（12）�NHK学生ロボコン2018～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24チームが 6月10日の
大会（会場：大田区総合体育館）に出場した。参
加者2,994人。優勝チームは， 8月26日にベトナ
ム・ニンビンで開催されたABUアジア・太平洋
ロボットコンテストに出場した。
（13）NHKサイエンス　スタジアム2018
　「カガクをあそびつくそう」のキャッチコピー
のもと，12月 1 ～ 2 日，日本科学未来館で実施し
た。『サイエンスZERO』『すイエんサー』など科
学番組の公開収録のほか，BS 4 K・BS 8 K開局記
念番組と連動した南極との 4 K中継トークイベン
トや，「ロボコン」などの展示・体験・ワークシ
ョップなども実施。入場者数 4万586人。

Ⅳ．教育・教養イベント
（1）放送教育関連イベント
①第69回放送教育研究会全国大会
　11月16～17日に広島県広島市で，NHK for
Schoolの番組やウェブサイトを活用した公開授
業，実践発表，ワークショップなどを行い，放送

教育の研究と交流を深める場となった。第22回視
聴覚教育総合全国大会と合同で実施した。参加者
延べ2,576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 8ブ
ロックで地方大会を実施した。参加者4,546人。
※①の全国大会を中国大会と兼ねて実施している
ため重複して参加者を集計。（表 2）
③�NHK� for�School×アクティブ・ラーニング
実践ワークショップ

　放送教育実践者による模擬授業やメディア教育
研究者のワークショップを通じて，番組やウェブ
サイトの活用を支援。全国 8会場で実施した。参
加者324人。
（2）NHK全国短歌・俳句大会
　 1月19日（短歌），20日（俳句），NHKホール
で実施した。NHK学園共催。応募は短歌 4 万
3,853首，俳句 9万1,828句。参加者は短歌1,338人，
俳句2,260人。
（3）NHK公開セミナー
　『大河ドラマ』「西郷どん」「いだてん～東京オ
リムピック噺（ばなし）～」，『コズミック　フロ
ント☆NEXT』『NHKスペシャル　人類誕生』な
どを題材に，NHK文化センター，地方自治体な
どと共催，全国で18回実施した。参加者7,081人。

ブ ロ ッ ク タ　イ　ト　ル 日　　程 開催地 全体会会場 参加者数

北 海 道
第70回北海道放送教育研究大会
第64回北海道視聴覚教育研究大会
合同大会　江別大会

11月 2 日（金） 北海道
江別市 江別市民会館小ホール 178人

東 北 第59回放送教育研究会東北大会岩手大会 11月 2 日（金） 岩手県
盛岡市 サンセール盛岡市 80人

関東甲信越
第68回関東甲信越地方放送教育研究大会
第65回関東甲信越学校視聴覚教育研究大会
神奈川・相模原大会

11月22日（木） 神奈川県
相模原市 相模女子大学グリーンホール 340人

東海・北陸 第56回東海北陸地方放送教育研究大会
第50回愛知県放送教育特別研究会 8月23日（木） 愛知県

名古屋市 ウインクあいち 201人

近 畿 第67回近畿放送教育研究大会兵庫大会
第68回近畿学校視聴覚教育研究大会兵庫大会 11月22日（木） 兵庫県

神戸市 神戸市総合教育センター 250人

中 国
第22回視聴覚教育総合全国大会
第69回放送教育研究会全国大会
合同大会（広島大会）

11月16日（金）
  　17日（土）

広島県
広島市 広島国際会議場 2,576人

四 国 第50回放送教育研究会四国大会香川大会 10月25日（木） 香川県
丸亀市 綾歌総合文化会館アイレックス 521人

九 州 第67回九州地方放送教育研究大会鹿児島大会 2月15日（金） 鹿児島県
鹿児島市

かごしま県民交流センター　
県民ホール 400人

4,546人

表2　2018年度「放送教育研究会地方大会」
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Ⅴ．美術・展博イベント
　『大河ドラマ』や『NHKスペシャル』などの
番組と連動したNHKならではの展覧会を開催し
た。特に『NHKスペシャル　シリーズ　人体　
神秘の巨大ネットワーク』と連動して開催した特
別展「人体」では，人類は人体をどのように理解
してきたのかを国内外の貴重な資料と最新映像で
紹介し，49万5,375人の入場者を記録した。
　「縄文の美」をテーマに全国の優品を集めた特
別展「縄文」は，所蔵品がある全国各地のニュー

スや新聞でも取り上げられ，“縄文女子”“土偶女
子”といった言葉が生まれるなど話題の展覧会と
なり35万4,259人の入場者を記録した。
　また，『テクネ　映像の教室』と連動した展覧
会「ART of 8 K～テクネ　映像の教室」では
“ 8 Kは新しい映像表現たりえるか”をテーマに，
来場者に 8 Kの魅力と可能性を体感させる映像展
示を行った。（表 3）

表3　2018年度　美術・展博イベント

展覧会名 主催 会場 開催年 開会日 閉会日 会期 入場者数
（会場別）

総入場
者数

奇想の系譜展　
江戸絵画ミラク
ルワールド

東京都美術館，
日本経済新聞社，
NHK，NHKプロモ
ーション。有料

東京都美術館 2019（平成31） 2 月 9 日（土） 4月 7日（日） 51 294,538 294,538

世界らん展2019
－花と緑の祭典
－

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，東京ドーム）。
有料

東京ドーム 2019（平成31） 2 月15日（金） 2月22日（金） 8 136,236 136,236

第18回東京国
際キルトフェス
ティバル－布
と針と糸の祭典
－

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 2019（平成31） 1 月24日（木） 1月30日（水） 7 210,534 210,534

新・北斎展
HOKUSAI
UPDATED

日本経済新聞社，
NHK，NHKプロモ
ーション，森アー
ツセンター。有料

森アーツ
センター
ギャラリー

2019（平成31） 1 月17日（木） 3月24日（日） 63 223,797 223,797

特別展「顔真卿　
王羲之を超えた
名筆」

東京国立博物館，
毎日新聞社，日本
経済新聞社，
NHK。有料

東京国立博物館 2019（平成31） 1 月16日（水） 2月24日（日） 35 198,920 198,920

ARTof 8 K～
テクネ映像の
教室

NHK福岡放送局。
無料 福岡城　多聞櫓 2019（平成31） 3月21日（木・祝） 3月29日（金） 9 5,297

11,847NHK，東京芸術大
学。無料

東京芸術大学
大学美術館
陳列館

2018（平成30） 12月 8 日（土）12月16日（日） 8 6,550

第65回　
日本伝統工芸展

公益社団法人日本
工芸会，開催地
NHK放送局，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

松山三越 2019（平成31） 3 月12日（火） 3月17日（日） 6 6,012

333,086

広島県立美術館 2019（平成31） 2 月21日（木） 3月10日（日） 18 10,241
福岡三越 2019（平成31） 2 月 6 日（水） 2月11日（月・祝） 6 11,776
仙台三越 2019（平成31） 1 月23日（水） 1月29日（火） 7 21,570
香川県立
ミュージアム 2019（平成31） 1 月 2 日（水） 1月20日（日） 19 6,102

島根県立美術館 2018（平成30） 12月 5 日（水）12月25日（火） 21 7,192
岡山県立美術館 2018（平成30） 11月15日（木）12月 2 日（日） 17 5,465
大阪髙島屋 2018（平成30） 11月 7 日（水）11月12日（月） 6 18,463

石川県立美術館 2018（平成30） 10月26日（金）11月 4 日（日） 10 6,268
京都髙島屋 2018（平成30） 10月17日（水）10月22日（月） 6 15,334
名古屋栄三越 2018（平成30） 10月 3 日（水）10月8日（月・祝） 6 24,889
日本橋三越 2018（平成30） 9 月19日（水）10月 1 日（月） 13 199,774
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展覧会名 主催 会場 開催年 開会日 閉会日 会期 入場者数
（会場別）

総入場
者数

ジョルジュ・ル
オー　聖なる芸
術とモデルニテ

パナソニック汐留
ミュージアム，
NHK，NHKプロモ
ーション，東京新
聞。有料

パナソニック汐
留ミュージアム 2018（平成30） 9 月29日（土）12月 9 日（日） 65 34,915 34,915

カール・ラーシ
ョン　
スウェーデンの
暮らしを芸術に
変えた画家

東郷青児記念損保
ジャパン日本興亜美
術館，NHK，NHK
プロモーション，朝
日新聞社。有料

東郷青児記念
損保ジャパン
日本興亜美術館

2018（平成30） 9 月22日（土）12月24日（月・休） 84 53,074 53,074

特別展「京のか
たな　匠のわざ
と雅のこころ」

京都国立博物館，読
売新聞社，NHK京
都放送局，NHKプ
ラネット近畿。有料

京都国立博物館
平成知新館 2018（平成30） 9 月29日（土）11月25日（日） 50 253,012 253,012

特別展
「URUSHI　
伝統と革新」

MOA美術館，公益
財団法人日本工芸
会，NHK静岡放送
局，NHKプラネッ
ト中部。有料

MOA美術館 2019（平成31） 3 月15日（金） 4月16日（火） 30 27,274

41,029

そごう美術館，公
益社団法人日本工
芸会，NHK横浜放
送局，NHKプロモ
ーション。有料

横浜そごう
美術館 2019（平成31） 1 月 1 日（火） 1月27日（日） 26 9,244

石川県立美術館，日
本工芸会，NHK金
沢放送局，NHKプ
ラネット中部。有料

石川県立美術館 2018（平成30） 9 月15日（土）10月14日（日） 30 4,511

没後50年　
藤田嗣治展

京都国立近代美術
館，朝日新聞社，
NHK京都放送局，
NHKプラネット近
畿。有料

京都国立近代
美術館 2018（平成30） 10月19日（金）12月16日（日） 51 129,455

431,093
東京都美術館，朝
日新聞社，NHK，
NHKプロモーショ
ン。有料

東京都美術館 2018（平成30） 7 月31日（火）10月8日（月・祝） 63 301,638

親と子のギャラ
リー「トーハ
ク×びじゅチュ
ーン！　なりき
り日本美術館」

東京国立博物館，
国立文化財機構文
化財活用センター，
NHK

東京国立博物館
本館特別
4 ・ 5 室

2018（平成30） 7 月24日（火） 9月 9日（日） 43 103,320 103,320

特別展「縄文－
1万年の美の鼓
動」

東京国立博物館，
NHK，NHKプロモ
ーション，朝日新
聞社。有料

東京国立博物館　
平成館 2018（平成30） 7 月 3 日（火） 9月 2日（日） 55 354,259 354,259

ミケランジェロ
と理想の身体

国立西洋美術館，
NHK，NHKプロモ
ーション，読売新
聞社。有料

国立西洋美術館 2018（平成30） 6 月19日（火） 9月24日（月・休） 87 197,810 197,810

大河ドラマ特別
展「西郷どん」

明治維新150周年記
念黎明館企画特別
展「西郷どん」実行
委員会，NHK鹿児
島放送局，NHKプ
ラネット九州。有料

鹿児島県歴史
資料センター
黎明館

2018（平成30） 9 月27日（木）11月18日（日） 45 17,437

100,130大阪歴史博物館，
NHK大阪放送局，
NHKプラネット近
畿，読売新聞社。
有料

大阪歴史博物館 2018（平成30） 7 月28日（土） 9月17日（月・祝） 46 42,307

東京芸術大学，
NHK，NHKプロモ
ーション。有料

東京芸術大学 2018（平成30） 5 月26日（土） 7月16日（月・祝） 45 40,386
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展覧会名 主催 会場 開催年 開会日 閉会日 会期 入場者数
（会場別）

総入場
者数

おさるの
ジョージ展

NHK神戸放送局，
NHKプラネット近
畿。有料

そごう神戸 2018（平成30） 12月28日（金） 1月 9日（水） 12 16,870

85,505

佐野美術館，三島
市，三島市教育委
員会，NHK静岡放
送局，NHKプラネ
ット中部。有料

佐野美術館 2018（平成30） 10月20日（土）12月24日（月・休） 57 18,891

美術館「えき」
KYOTO，NHK京
都放送局，NHKプ
ラネット近畿。有料

美術館「えき」
KYOTO 2018（平成30） 8 月 4 日（土） 9月 2日（日） 31 32,271

NHK福岡放送局，
NHKプラネット九
州。有料

福岡三越 2018（平成30） 4 月25日（水） 5月 6日（日） 13 17,473

没後200年　
大名茶人　
松平不昧

島根県立美術館，
松江市，NHK松江
放送局，NHKプラ
ネット中国，山陰
中央新報社，TSK
山陰中央テレビ，
SPSしまね。有料

島根県立美術館 2018（平成30） 9 月21日（金）11月 4 日（日） 39 20,296

58,429

三井記念美術館，
NHK，NHKプロモ
ーション。有料

三井記念美術館 2018（平成30） 4 月21日（土） 6月17日（日） 51 38,133

デザインあ展

日本科学未来館，
NHK，NHKエデュ
ケーショナル，
NHKプロモーショ
ン。有料

日本科学未来館 2018（平成30） 7 月19日（木）10月18日（木） 85 456,981

573,754富山県美術館，
NHK富山放送局，
NHKエデュケーシ
ョナル，NHKプラ
ネット中部，北日
本新聞社。有料

富山県美術館 2018（平成30） 3月21日（水・祝） 5月20日（日） 55 116,773

特別展
「人体－神秘へ
の挑戦－」

国立科学博物館，
NHK，NHKプロモ
ーション，朝日新
聞社。有料

国立科学博物館 2018（平成30） 3 月13日（火） 6月17日（日） 88 495,375 495,375

至上の印象派展　
ビュールレ・
コレクション

名古屋市美術館，
中日新聞社，NHK
名古屋放送局，
NHKプラネット中
部。有料

名古屋市美術館 2018（平成30） 7 月28日（土） 9月24日（月・休） 52 213,665

780,313

九州国立博物館・
福岡県，西日本新
聞社，NHK福岡放
送局，NHKプラネ
ット九州。有料

九州国立博物館 2018（平成30） 5 月19日（土） 7月16日（月・祝） 55 198,489

国立新美術館，
東京新聞，NHK，
NHKプロモーショ
ン。有料

国立新美術館 2018（平成30） 2 月14日（水） 5月7日（月） 73 368,159

アラビアの道－
サウジアラビア
王国の至宝

東京国立博物館，
サウジアラビア国家
遺産観光庁，NHK，
朝日新聞社。有料

東京国立博物館　
表慶館 2018（平成30） 1 月23日（火） 5月13日（日） 99 250,100 250,100

ボストン美術館　
パリジェンヌ展　
時代を映す女性
たち

開催地美術館，開
催地NHK放送局，
NHK地域関連会社
ほか。有料

広島県立美術館 2018（平成30） 4 月11日（水） 6月10日（日） 61 20,404

124,341世田谷美術館 2018（平成30） 1 月13日（土） 4月1日（日） 68 53,186

名古屋ボストン
美術館 2017（平成29） 6 月10日（土） 10月15日（日） 110 50,751
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Ⅵ．音楽・伝統芸能イベント
（1）NHK音楽祭2018
　16回目を迎えた「NHK音楽祭」。「新時代を切
りひらくシェフたち」をテーマに据えたオーケス
トラ公演を軸に，宇宙や地球をテーマにした音楽
やゲーム音楽に特化したコンサートの公開収録，
子ども向けのコンサートなど，多彩なラインアッ
プを展開した。総入場者 1万5,691人。
〔有料公演〕
① 9月27日，ロンドン交響楽団
　指揮：サイモン・ラトル，バイオリン：ジャニ
ーヌ・ヤンセン，曲目：ヤナーチェク／シンフォ
ニエッタほか。入場者2,260人。
②10月 1 日，NHK交響楽団
　指揮：パーヴォ・ヤルヴィ，ソリスト：オルガ
・ペレチャッコほか，曲目：オルフ／カルミナ・
ブラーナほか。入場者2,626人。
③11月 8 日，NDRエルプフィルハーモニー管弦
楽団
　指揮：アラン・ギルバート，ピアノ：アンナ・
ヴィニツカヤ，曲目：ブラームス／交響曲第 4番
ほか。入場者2,392人。
④3 月21日，特別公演ロサンゼルス・フィルハ
ーモニック
　指揮：グスターボ・ドゥダメル，バイオリン：
三浦文彰，曲目：ジョン・ウィリアムズプログ
ラム。入場者3,056人。
〔無料公演〕
⑤『コズミックフロント☆MUSIC』
　 9月24日　NHKホール　入場者数2,104人
⑥「子どものためのわくわく♪クラシック宝石
箱」

　10月14日　ふれあいホール　入場者数536人
⑦『シンフォニック・ゲーマーズ 3～そして僕ら
は強くなる～』

　10月28日　NHKホール　入場者数2,717人
（2）NHKバレエの饗宴2018
　日本を代表するバレエ団やダンサーたちがカン
パニーの垣根を越えて集う，NHKならではのバ
レエ公演。18年は 7回目の開催となった。
　出演／演目：新国立劇場バレエ団／「くるみ割
り人形」第 2幕から，平山素子，小㞍健太，鈴木
竜，堀田千晶／Chimaira＜キマイラ＞（新作初
演），吉田都＆マティアス・ディングマン＆スタ
ーダンサーズ・バレエ団／Flowers of the
Forest，東京バレエ団／「ラ・バヤデール」から

“影の王国”。
　 4月 7 日，NHKホール　入場者数2,686人。有
料公演。
（3）NHK交響楽団演奏会地方公演
　九州公演／ 7月 8 日大分市， 7月10日宮崎市，
7月11日鹿児島市， 7月12日熊本市，指揮：ウラ
ディーミル・フェドセーエフ，チェロ：タチアナ
・ヴァシリエヴァ，曲目：〔献奏〕チャイコフス
キー／組曲第 4番から「祈り」＜平成30年 7 月豪
雨をうけて＞，ムソルグスキー（リムスキー・コ
ルサコフ編）／交響詩「はげ山の一夜」，チャイ
コフスキー／ロココ風の主題による変奏曲作品
33，ショスタコーヴィチ／交響曲第 5番ニ短調
作品47。入場者5,405人（ 4会場）。有料公演。
　近畿公演／ 8月24日大津市， 8月25日奈良市，
8月26日西宮市，指揮：下野竜也，ピアノ：リー
ズ・ドゥ・ラ・サール，曲目：ニコライ／歌劇「ウ
ィンザーの陽気な女房たち」序曲，ラフマニノフ
／ピアノ協奏曲第 2番ハ短調作品18，ベートー
ベン／交響曲第 5番ハ短調作品67「運命」。入
場者4,450人（ 3会場）。有料公演。
　大阪公演／ 1月20日大阪市，NHK大阪ホール，
指揮：トゥガン・ソヒエフ，曲目：フォーレ／組
曲「ペレアスとメリザンド」作品80，ブリテン／
シンプル・シンフォニー作品 4，リムスキー・
コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」作品
35。入場者955人。有料公演。
　京都公演／ 2月 1日京都市，指揮：ロベルト・
フォレス・べセス，ピアノ：ソン・ヨルム，曲目：
チャイコフスキー／歌劇「エフゲニー・オネーギ
ン」から「ポロネーズ」，チャイコフスキー／ピ
アノ協奏曲第 1番変ロ短調作品23，ドボルザー
ク／交響曲第 7番ニ短調作品70。入場者1,211人。
有料公演。
（4）第62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。
　ソプラノ：伊藤晴，大村博美，砂川涼子，森麻
季，安井陽子，メゾ・ソプラノ：林美智子，藤村
実穂子，テノール：笛田博昭，福井敬，村上敏明，
バリトン：青山貴，大西宇宙，大沼徹，黒田博，
バス：妻屋秀和，合唱：新国立劇場合唱団，二期
会合唱団，びわ湖ホール声楽アンサンブル，藤原
歌劇団合唱部，管弦楽：東京フィルハーモニー交
響楽団，指揮：沼尻竜典，コーナー出演：IL
DEVU（イル・デーヴ：望月哲也，大槻孝志，青
山貴，山下浩司，河原忠之），司会：高橋克典（俳
優），髙橋美鈴アナウンサー。入場者3,076人。
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（5）第45回NHK古典芸能鑑賞会
　 9月30日，NHKホール。有料公演。
①至芸競演
・箏曲「御代万歳」
・義太夫「傾城恋飛脚新口村の段」
・舞踊　長唄「木賊刈」／清元「鳥刺し」
②歌舞伎「源平布引滝　実盛物語」
　出演：松本幸四郎，中村壱太郎，上村吉弥ほか。
※台風接近に伴い，番組収録のみ実施。
（6）第17回　東京JAZZ
　 8月31日～ 9 月 2 日，NHKホールほか。有料
公演。出演：コーネリアス，R＋R＝NOW，ティ
グラン・ハマシアン・トリオ，ハービー・ハンコ
ックandHis Band，マンハッタン・トランスフ
ァー，オマーラ・ポルトゥオンドfromブエナ・
ビスタ・ソシアル・クラブ，ジョン・スコフィー
ルド「Combo66」，渡辺貞夫オーケストラ，小曽
根真presentsJFCAllStarBigBandほか。入場
者 8万3,398人。
（7）第87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24～28日，東京オペラ
シティコンサートホール。入場者3,112人（本選
会）。本選各部門の第 1位は次のとおり。トラン
ペット部門：三村梨紗（東京芸術大学器楽科 3
年），声楽部門：森野美咲（ウィーン国立音楽大
学修士課程修了），クラリネット部門：中舘壮志
（新日本フィルハーモニー交響楽団団員），ピア
ノ部門：小井土文哉（桐朋学園大学ソリスト・デ
ィプロマコース 1年），バイオリン部門：荒井里
桜（東京芸術大学 2年），作曲部門：井上渚（オ
ーストリア・ザルツブルク・モーツァルテウム大
学大学院修了）。
（8）This�is�NIPPON�プレミアムシアター
　「初音ミク×鼓童スペシャルライブ2018」， 6
月 2～ 3日（ 3公演），NHKホール。有料公演。
　17年の公演で大きな反響を呼んだ初音ミクと鼓
童の 2組が更なる進化を遂げたライブを行い，そ
のもようを 4 Kで収録。総入場者7,279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。
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42会場で実施。ラジ
オ第 1で生放送した（※8月14日広島県熊野町は
豪雨災害の影響により中止）。このうち， 8月 5

日は岡山県倉敷市で『第57回1,000万人ラジオ体
操・みんなの体操祭』として実施。総合・ラジオ
第 1・国際放送で生放送した。参加者 4万8,846人。
②特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会
　夏期巡回期間を除く 4月から10月に，全国 9会
場で実施。ラジオ第 1で生放送した。参加者 1万
912人。
（2）2018NHK杯国際フィギュアスケート競技

大会（第40回大会）
　日本スケート連盟主催，NHK共催により11月
9 ～11日，広島県立総合体育館（広島県広島市）
で実施した。優勝は，〔男子シングル〕宇野昌磨
（日本），〔女子シングル〕紀平梨花（日本），〔ペ
ア〕ナタリア・ザビアコ／アレクサンドル・エン
ベルト（ロシア），〔アイスダンス〕ケイトリン・
ハワイエク／ジャンルック・ベーカー（アメリカ）。
参加選手は13か国・58人。入場者 1 万7,344人。
また，40回大会記念「銀盤の軌跡展」を全国 5会
場で実施。入場者数は58日間で22万548人。
（3）天皇盃　第24回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19年 1 月20日に実施した。広島平和記念公
園前をスタート・フィニッシュとする 7 区間
48kmコース。福島県チームが初優勝（東北勢と
しても初）。観覧者28万5,000人。平和記念公園に
設置した大型モニターで中継映像を公開。NHK
広島放送センタービルでは「RUNナビ！ひろし
ま男子駅伝」を10日間実施した。来場者 1 万
5,066人。
（4）皇后盃　第37回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19年 1 月13日に実施した。京都市西京極総
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42.195kmコース。愛知県チームが
3年ぶり 2度目の優勝。観覧者34万5,000人。競
技場に設置した大型モニターで中継映像を公開し
た。
（5）第74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，大津
市の主催，NHKの共催で19年 3 月10日に実施し
た。皇子山陸上競技場をスタート・フィニッシュ
とするコース。サラエディーン・ブナスル（モロ
ッコ）が優勝。日本人トップは山本憲二（ 7位）。
観覧者21万8,000人。皇子山総合運動公園に設置
した大型モニターで中継映像を公開したほか，「小
学生1,000m記録会」を実施した。
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（6）第20回記念�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，信濃毎日新聞社の主催，NHK
の共催で 4月15日に実施した。長野運動公園をス
タートし，長野オリンピックスタジアムをフィニ
ッシュとするコース。男子はアブデラ・ゴダナ（エ
チオピア），女子は古瀬麻美（日本）が優勝。出
場選手9,812人。観覧者23万人。前日の選手受付会
場および当日のゴール・マラソンタウンイベント会
場で「NHK長野放送局コーナー」を展開した。
（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大会を実施した。会場に設置
した大型モニターで中継映像を公開した。
①第28回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
　 7月12～15日，ニドムクラシックコース・ニス
パコース（北海道苫小牧市）で実施した。プラヤ
ド・マークセンが 3年連続優勝。入場者1,691人。
②第51回日本女子オープンゴルフ選手権競技
　 9月27～30日，千葉カントリークラブ・野田コ
ース（千葉県野田市）で実施した。ユ・ソヨンが
初優勝。入場者 2万6,099人。
③第83回日本オープンゴルフ選手権競技
　10月11～14日，横浜カントリークラブ・トーナ
メントコース（神奈川県横浜市）で実施した。稲
森佑貴が優勝。入場者 2万1,142人。
（8）天皇杯�JFA�第98回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した。
都道府県代表47チームとシード41チーム（J1-18，
J2-22，ベストアマチュア-1）の88チームで 5月
26日～12月 9 日に実施。埼玉スタジアム2○○2
（埼玉県さいたま市）での決勝戦（入場者 5万
978人）では，「浦和レッズ」が優勝。大会を通じ
ての総入場者31万7,302人。
（9）各都道府県サッカー選手権大会
　47都道府県大会を各都道府県サッカー協会が主
催し，45都道府県大会はNHKが主催または共催
で実施した。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55回全国大学ラグビーフットボール選

手権大会および第56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11月24日～19年 1 月12日に実施。
決勝戦は秩父宮ラグビー場（東京都港区）で行わ

れ，明治大学が22大会ぶり13度目の優勝。大会を
通じての総入場者 6万3,415人。
　日本選手権はトップリーグのレッドカンファレ
ンスとホワイトカンファレンスの上位 4チームに
よる順位決定トーナメント戦の準決勝・決勝とし
て実施。12月 8 日に準決勝が，12月15日に秩父宮
ラグビー場で決勝が行われ，「神戸製鋼コベルコ
スティーラーズ」が18年ぶり10回目の優勝。大会
を通じての総入場者 5万510人。
（11）�JAPAN�CUP�2018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31日～ 9月 2日，高崎アリーナで実施し
た。215チーム，3,171人が参加。優勝は，〔小学
校部門〕あつぎチアリーディングチーム（神奈川
県），〔中学校部門〕目白研心中学校・A（東京都），
〔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〕クラブチームツイスターズ・A（東京
都）。入場者 1万8,536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
とトークショーなど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」「NHKラグビーパーク」を全国 4会場
で実施した。参加者2,645人。
（13）NHKジュニアスポーツ教室
　野球，バスケットボール（ 3× 3），バレーボ
ール，サッカー，陸上，卓球，水泳の各競技を，
NHK解説者をはじめとする一流の講師が全国 8
会場で指導した。総参加者779人。
（14）Nスポ！2018
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックを
見据え，15年度に立ち上げた総合スポーツイベン
ト。9月14～16日に東京国際フォーラムを会場に，
オリンピック・パラリンピック種目をはじめとす
るさまざまな競技の体験，トップアスリートのデ
モンストレーションやトークステージ，スポーツ
関連番組の公開収録など，スポーツを「観て，体
験して，楽しむ」イベントとして実施した。東京
2020公認プログラム。総来場者 7万3,183人。
（15）�2018�FIFA� ワールドカップ� ロシア　

8 Kスーパーハイビジョン�パブリックビ
ューイング

　 6月15日～ 7月16日，全64試合のうち， 4 K制
作の 4試合と 8 K制作の 8試合のスーパーハイビ
ジョン試験放送のパブリックビューイングを実
施。NHKホールでの600インチスクリーン上映イ
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ベントをはじめ，NHKみんなの広場ふれあいホ
ール，東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田
区），渋谷ヒカリエホール（東京都渋谷区）など
全国 7会場で大画面によるパブリックビューイン
グを実施。超高精細映像と立体音響のだいご味を
伝え， 8 Kの魅力と12月 1 日から始まる本放送開
始をPRした。期間中の総来場者21万5,949人。
（16）�2018NHK杯国際フィギュアスケート競

技大会　8 Kスーパーハイビジョン�パブ
リックビューイング

　11月 9 ～11日，東京，広島，仙台の全国 5会場
でスーパーハイビジョン試験放送のパブリックビ
ューイングを実施。そのうち渋谷のアイア2.5シ
アタートーキョーでは応援イベントを実施。本放
送に向けたPRと 8 Kの楽しみ方を伝えた。期間
中の総来場者6,063人。

Ⅷ．東日本大震災等の復興支
援イベント

（1）NHK公開復興サポート　明日へ
　東日本大震災などの被災地に赴き，元気と笑顔
を届けるべく，幅広い番組・イベントを短期間に
集中して実施した。
　 6月24日に宮城県名取市の名取市文化会館，名
取市民体育館，宮城県名取北高等学校，イオンモ
ール名取を会場に，10番組と22イベント・展示を
実施。総来場者 1万3,931人。
　11月25日に岩手県大槌町の大槌町立大槌学園，
岩手県立大槌高等学校を会場に 8番組と12イベン
ト・展示を実施。総来場者4,497人。

Ⅸ．会館公開・展示

1．NHKスタジオパーク

　1965年「見学コース」として開設。85年「NHK
展示プラザ」に名称変更，さらに95年 3 月22日，
放送開始70周年を記念して現行の「NHKスタジ
オパーク」となった。07年 6 月に総入場者数
1,000万人を達成した。11年には， 4月から約半
年休館し，10月にリニューアルオープン，15年 8
月には「NHKスタジオパーク」としての来場者
数が1,500万人を突破した。18年度， 1年間の入
場者は59万197人となった。
【主な展示内容】
①8 Kスーパーハイビジョン
　360インチ大画面の臨場感あふれる超高精細映

像と22.2chの立体音響を備えた次世代テレビ。
②8 Kリビングシアター
　リビングに8Kテレビを置いてみたら？　“ 8 K
のある暮らし”をイメージしたスペース。
③アニメファクトリー
　アフレコ体験などアニメの制作に触れる。
④クリエイティブラボ
　映像と音を編集，オリジナル動画の制作を体験。
⑤スタジオパークNEWS
　アナウンサーや気象キャスターに挑戦。
⑥CT-450スタジオ
　『土曜スタジオパーク』『日曜バラエティー』
などの番組を公開。
⑦ネイチャーカメラマン
　自然番組の撮影に使う特殊カメラの操作を体
験。
【主なイベント】
18年度は親子に人気のキャラクターショーを開
始。
①「ワンワンとわ～お」（毎回水曜）
②「チコちゃんに会えるよ」（随時）
所要時間： 1時間半
開館時間：午前10時～午後 6時（入館は午後 5時

30分まで）
休館日　：原則として毎月第 4月曜（祝日・振替

休日と重なる場合は，その翌日）
入場料　：大人200円，子供無料（高校生以下お

よび18歳未満，65歳以上も無料。団体
・20人以上の大人は150円）

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， 3階のギャラリーは展示スペースとして一
般貸し出し（有料）を行っている。18年度は3万
5,556人の利用があった。
開館時間：午前10時～午後 6時
入場料　：無料

3．NHK放送博物館

　東京放送局（NHKの前身）が大正時代にラジ
オの本放送を開始した東京・港区の愛宕山に1956
年，世界最初の放送専門ミュージアムとして開館
した。さまざまな展示やイベントを通して放送の
歴史や魅力を紹介している。
　現在の展示のコンセプトは「放送の過去・現在
・未来」。「過去」は懐かしい放送番組の史料や放
送を支えた貴重な技術機器の展示。「現在」はニ
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ュースキャスターや気象予報士体験ができる「放
送体験スタジオ」。「未来」は200インチ大型スク
リーンと22.2マルチチャンネルで 8 Kスーパーハ
イビジョン放送の迫力を体感できる「愛宕山 8 K
シアター」。
　18年度の入館者数は11万3,089人。
開館時間：午前 9時30分～午後 4時30分
入館料　：無料
休館日　：月曜（祝日の場合は翌火曜），年末年始
〔18年度の主な取り組み〕
（1）企画展示
○「減点パパ＋減点ファミリー展～初代三波伸介
が描いた似顔絵から～」

18年 3 月20日～ 7月 8日
○「夏の高校野球100回記念展放送が伝えた白球
の軌跡」 7 月28日～10月28日
○「江戸の名所愛宕山と山の放送局JOAK」
 11月23日～19年 2 月11日
○「朝ドラ100の物語～昭和・平成の朝を彩った
ヒロインたち～」 19年 3 月 2 日～ 7月15日

（2）主なイベント
○企画展関連
「大好きなひとの絵を描いてみよう！～二代目三
波伸介の似顔絵トークショー～」 4月29日／「二
代目三波伸介と悪役俳優・上野山功一のミュージ
アムトーク」 6月23日／講演会「小野塚康之がツ
ーレツに伝える甲子園」（NHK大阪放送局・小野
塚康之アナウンサー）10月 6 日／愛宕山講談会
「大正の愛宕山石段登り」（講談師・宝井琴梅）
1月29日
○ 8 Kトーク&ビューイング
「マリインスキー・バレエ『くるみ割り人形』」
（NHK大阪放送局チーフディレクター・吉田英
司）12月24日／「世界三大オーケストラの響き　
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団演奏会」
（NHK音楽・伝統芸能番組部チーフプロデュー
サー・宮﨑研介） 2月26日
○番組制作者による講演会
「将棋・その勝負の世界の魅力～“ひふみん”か
ら羽生永世七冠，そして藤井聡太七段へ～」（NHK
仙台放送局・堀伸浩アナ）11月17日／『大河ドラ
マ』「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）
～」（NHKドラマ番組部チーフプロデューサー・
清水拓哉）12月15日／「『NHKのど自慢』～長寿
番組、その制作の舞台裏」（NHKエンターテイン
メント番組部チーフプロデューサー・代田一貴）
1月19日

○文化講演会
「戦国と現代をつなぐ放送文化」（静岡大学名誉
教授・小和田哲男，17年度放送文化賞受賞者） 3
月19日
○青少年向け
「中高生のための放送講座」 7 月30～31日／
「NHK放送博物館に中継車がやってくる」 8月
11日／「ワン・ミニット・ムービー～世界でたっ
た一つの物語を家族に贈ろう～」 8月26日
○定期開催イベント
「 8 Kコウダン」（宝井琴梅） 3回／「愛宕山コ
ンサート」（薩摩琵琶奏者・友吉鶴心） 3回／「プ
レミアムシネマ・トーク」（NHK編成局チーフプ
ロデューサー・坂本朋彦） 3回／「みんなの健康
教室」 6回
（上記のほか， 8 K試験放送期間中は注目番組を
紹介・視聴する 8 Kビューイングを実施。12月の
本放送開始後は開館時間に放送公開を実施）
○パブリックビューイング
「全国高校野球選手権大会決勝金足農×大阪桐
蔭」 8月21日
（3）移動放送博物館の開催
　福岡放送局 5月 3～ 4日／仙台放送局 6月23日
～ 7月20日／千葉放送局 9月25日～10月 6 日／釧
路放送局10月 6 ～ 7 日／京都放送局11月23～25日
（4）収集・保存を行った主な資料
・台本：「夢であいましょう」／「幼児の時間　
つづくお話　スプーン君」／「幼児の時間　鈴
ふり草」／大河ドラマ「おんな城主　直虎」／
連続テレビ小説「わろてんか」／「第69回　
NHK紅白歌合戦」／「NHKのど自慢チャンピ
オン大会2016」ほか

・機器：SONYβmaxVTR　SLB5／コロンビ
ア7-T1受像機

・文書：「NHKテレビだより」／「テレビジョン
実験放送番組表」ほか

・その他：ソチオリンピック聖火トーチ／後藤美
代子アナウンサー関連資料／衛星本放送記念テ
レホンカード／放送30周年記念品（たばこ入
れ）ほか

（5）その他
　日本博物館協会，全国科学博物館協議会，東京
都博物館協議会，産業文化博物館コンソーシアム
（COMIC），港区ミュージアムネットワークの活
動を通して，博物館活動の底上げに取り組んだ。
また，地元の港区と連携し「ミナコレスタンプラ
リー」を実施した。
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NHKの情報公開

1．NHKの情報公開の特色

　01年 7 月に開始した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，独立行政法人のように法律
・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。受信料は
税金ではないこと，また，NHKは報道機関であ
ることから，NHKの自主・自律を重んじた制度
となっている。
（ 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，「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
が不可欠である。もし番組そのものや，番組素材，
その制作・編成に関する文書を開示すると，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，「開示の求
め」の対象外とした。そのうえで，可能な範囲で
情報の提供に努めていく。
（ 3）NHK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。外部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，審議委員会と
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の情報公開は，基本的枠組みを定めた
「NHK情報公開基準」（00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）に基づいて進められている。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（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。
①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）。
②書籍，雑誌等不特定多数の者に販売すること
を目的として発行されるもの。

③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」ができる者
　NHKの放送の視聴者。
（3）受付場所・方法
　NHK放送センター，全国の放送局に，日本語
で記入した「開示の求め」および「開示の求め手
数料」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。
①NHK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や，特定の者に利益
もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

②NHK内の審議，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。

③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。

④NHK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。

⑤NHKの保安に支障を及ぼすおそれがあるも
の。

⑥契約によりNHKが守秘義務を課せられてい
るものや，契約の相手方が開示を承諾しない
もの。

（5）開示・不開示等の判断までの期間
　開示の求めを受け付けた翌日から30日以内に開
示・不開示等を判断し，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（税込み）は視聴者負担と
なる。
・開示の求め手数料： 1件につき300円
・開示実施手数料
　　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
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（8）「再検討の求め」
　開示・不開示等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
　実施状況について，毎月，NHKの公開ホーム
ページで公表する。

3．「開示の求め」

（1）受付状況
　18年度は，全国の放送局において， 8人の視聴
者による45件の開示の求めがあった。
（2）「開示の求め」の内容
　18年度に受け付けた45件の内訳は次のとおりと
なっている。（表 4）

表4　「開示の求め」の内訳
分　野 件　数 割　合

経営 2件  4.4％

放送 39件 86.7％

営業 1件  2.2％

技術 0件  0.0％

広報・事業 1件  2.2％

総務・経理 2件  4.4％

（3）判断結果
　18年度に受け付けた45件について判断を終え
た。（表 5）

表5　「開示の求め」判断結果
判断結果 件　数 備　考

開　示  4件（A） うち，一部開示 3件

不開示 18件（B）

対象外 23件

（4）開示率（A／（A＋B））
　45件についての開示率は18.2％である。

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」に対するNHKの開示・不開示等の判
断を不服とする視聴者から「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（会長の諮問機関）である。
（1）委 員
　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 1期 2年とし，原則は 2
期を限度とするが，会長判断でさらに再任するこ
とができると審議委員会規程で定めている。18年
度末現在，次の方々に委員を委嘱している。
　委　員　長　藤原　靜雄　氏
　　　　　　　（中央大学法科大学院教授）
　委員長代行　櫻井　龍子　氏
　　　　　　　（元労働省局長・元最高裁判事）
　委　員　　　椿　　愼美　氏（公認会計士）
　委　員　　　関　　葉子　氏
　　　　　　　（弁護士・公認会計士）
　委　員　　　安藤　俊裕　氏
　　　　　　　（元日本経済新聞社論説副委員長）
（2）開催回数
　18年度，NHK情報公開・個人情報保護審議委
員会は， 9回開催された。

5．「再検討の求め」

（1）受付状況
　18年度は，NHKが開示・不開示等の判断をし
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）審議結果
　18年度，NHKはNHK情報公開・個人情報保護
審議委員会に 2件について諮問し， 2件の答申を
受けた（表 6）。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。

表6　2018年度審議結果
審議結果 件　数

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 1件
一部開示の範囲を広げるか，開示が妥当 1件
不開示ではなく一部開示・開示が妥当 0件

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と改正
　05年度施行「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）が定める
「個人情報取扱事業者」にNHKも該当すること
から，個人情報の取り扱いを適正に行うことが求
められている。なお，法律の施行から10年余りが

恩田副
部長
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三者機関（会長の諮問機関）である。
（1）委 員
　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 1期 2年とし，原則は 2
期を限度とするが，会長判断でさらに再任するこ
とができると審議委員会規程で定めている。18年
度末現在，次の方々に委員を委嘱している。
　委　員　長　藤原　靜雄　氏
　　　　　　　（中央大学法科大学院教授）
　委員長代行　櫻井　龍子　氏
　　　　　　　（元労働省局長・元最高裁判事）
　委　員　　　椿　　愼美　氏（公認会計士）
　委　員　　　関　　葉子　氏
　　　　　　　（弁護士・公認会計士）
　委　員　　　安藤　俊裕　氏
　　　　　　　（元日本経済新聞社論説副委員長）
（2）開催回数
　18年度，NHK情報公開・個人情報保護審議委
員会は， 9回開催された。

5．「再検討の求め」

（1）受付状況
　18年度は，NHKが開示・不開示等の判断をし
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）審議結果
　18年度，NHKはNHK情報公開・個人情報保護
審議委員会に 2件について諮問し， 2件の答申を
受けた（表 6）。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。

表6　2018年度審議結果
審議結果 件　数

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 1件
一部開示の範囲を広げるか，開示が妥当 1件
不開示ではなく一部開示・開示が妥当 0件

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と改正
　05年度施行「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）が定める
「個人情報取扱事業者」にNHKも該当すること
から，個人情報の取り扱いを適正に行うことが求
められている。なお，法律の施行から10年余りが

恩田副
部長

経過し，消費者や事業者を取り巻く環境がさまざ
まに変化したことから，15年度に法律の改正が行
われ，17年度に全面施行された。
（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
用を除外している。その一方で，事業者が自主的
に個人情報の適正な取り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ている。

2．NHKの個人情報保護の取り組み

（1）NHKの取り組み
①NHK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
般の取り扱いについて宣言的に定めている。
②NHK個人情報保護規程等
　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。19年 3 月，EUのGDPR（一般データ保
護規則）施行に対応し，「NHK個人情報保護規
程」の一部を変更するとともに，個人情報保護に
係る 3 つの規程である「NHK個人情報保護規
程」「第三者提供等に係る記録の作成等に関する
規程」「匿名加工情報取扱規程」を「NHK個人情
報保護規程」に統合して一本化した。
　視聴者本人から「個人情報　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
行うこととなるが，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，求められた措置を行わ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，第三者機関である
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会におい
て審議することとしている。
③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。
（2）NHKにおける個人情報の管理・責任体制
　NHKにおける個人情報の管理は，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持って管
理することとしている。
　18年度においては，個人情報の漏えいが 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，個人情報管理体
制の整備を進め，個人情報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
　18年度に視聴者本人から出された「個人情報　
開示等の求め」は，開示の求めが13件あり，判断
結果は表 7のとおりである。

表7　「個人情報　開示等の求め」への対応
判断結果 件

開示 9件
一部開示 2件
不開示 1件
適用外 1件

（4）「個人情報　再検討の求め」の審議状況
　18年度に受け付けた個人情報に関する再検討の
求めは 1件で，NHK情報公開・個人情報保護審
議委員会に諮問した。

広 報

Ⅰ．経営広報

1．会長会見とマスコミ対応

　会長定例記者会見をはじめ，臨時の記者会見，
ブリーフィング，個別の取材対応などを通じて，
NHKの経営情報などを多角的に発信した。
　会長定例記者会見は原則月 1回。会長と副会長，
それに関係役員が出席して，NHKや放送を取り
巻く状況などについて説明した。
　定例以外では，NHK経営計画2018-2020年度修
正議決（11月）や，単身赴任手当の不正受給（12
月）などについて記者会見を開催。受信料に関す
る帳票の紛失・廃棄（ 9月）や，『おはよう日本』
チーフプロデューサーの逮捕（10月），佐賀局長
の不適切行為による処分（11月），放送素材誤送
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信の処分と再発防止（11月）など，相次ぐ不祥事
の取材対応も行った。
　経営情報では，常時同時配信を目指す放送法改
正に向けた総務省の諸課題検討会などについての
取材対応を通じて，理解促進に努めた。また，上
田会長就任 2年の節目にマスコミのインタビュー
を実施して，公共メディアの意義などについて丁
寧に説明した。BS 4 K・BS 8 K本放送開始にあた
っては，事前に合同取材会を開いたり，会長定例
記者会見で 8 Kモニターを使って番組紹介したり
するなど，普及活動の一翼を担った。
　受信料に関しては，受信料値下げを盛り込んだ
経営計画の修正議決をはじめ，17年の受信料の未
契約世帯に対する裁判の最高裁判決を受けて，受
信料収入が堅調に進む現状を広報した。また，経
営計画で示した受信料の負担軽減策として，奨学
金受給対象などの学生への免除や，多数支払いに
おける割引などについても広報した。
　防災・減災報道については， 6月に震度 6弱を
観測した大阪北部地震， 7月に平成で最悪の豪雨
災害となった西日本豪雨， 9月に震度 7を観測し
た北海道地震など相次いで起きた災害で，インタ
ーネットでも放送と同時提供を行っていること
や，NHKニュース・防災アプリやSNSを通じて，
より詳細な情報を伝える取り組みを広報した。
　スポーツイベントでは，2018FIFAワールド
カップロシアにおいて，放送をはじめ，試験的
提供による同時配信，ハイライト動画などのイン
ターネットを使った取り組みのほか，選手の動き
を多角的に見ることができるカメラを活用したア
プリなどで新しいスポーツの楽しみ方を紹介した。
◇会長定例記者会見の主な内容
4 月　新年度のスタートにあたって

ピョンチャンパラリンピックの放送を終え
て
平成29年度営業業績（見込み）
「技研公開2018」について

5月　「2018FIFAワールドカップロシア」放
送計画
平成29年度決算（速報値）・営業業績（確
定値）

6月　BS 4 K・BS 8 K本放送開始半年前にあたっ
て
平成30年度第 1期末営業業績（見込み）
第100回全国高校野球選手権大会について

7月　「2018FIFAワールドカップロシア」の
放送・サービスについて

東京オリンピック・パラリンピックまで 2
年
BS 4 K・BS 8 K本放送開始に向けた周知活
動について
夏の甲子園100回記念「高校野球テーマソ
ング」
第17回ABUロボコンベトナム開催

9月　北海道震度 7の地震対応について
放送を巡る諸課題に関する検討会第二次取
りまとめ（案）について
「はやぶさ 2」の挑戦をNHKスーパーハ
イビジョンで映像化
第45回「日本賞」について
平成30年度第 2期末営業業績（確定値）

10月　放送を巡る諸課題に関する検討会への対応
について
ABU会長選出およびPBI総会の出席につい
て
BS 4 K・BS 8 K開局 1か月前特番について
「どーもくん」20周年企画
平成30年度第 3期末営業業績（見込み）

11月　BS 4 K・BS 8 K開局特番について
中国語での災害情報プッシュ通知サービス
の開始
NHK歳末たすけあい・海外たすけあいに
ついて

12月　BS 4 K・BS 8 K開局を受けて
「NHKグループ働き方改革宣言」から 1
年
教育テレビ放送開始60年について
平成30年度第 4期末営業業績（見込み）

1月　新年にあたって
チコちゃん司会朝ドラ100作特別番組
世界初！ 8 Kで1000m超の深海を撮影
第48回番組技術展について

2月　 8 KCG番組“恐竜の世界”
就活生応援キャンペーン
NHK-FM開局50年について
平成30年度第 5期末営業業績（見込み）

3月　第70回日本放送協会放送文化賞
8 K番組！ヴェルサイユ宮殿など名所案内
BSプレミアム特集「ZARDよ永遠なれ」
映像・音源初公開

◇その他の主な記者会見など
・放送センター建替工事（第Ⅰ期）業者選定
（4.10）

・受信料全国・都道府県推計世帯支払率（5.22）
・受信料に関する帳票の紛失・廃棄（9.18）
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・放送素材誤送信の処分と再発防止（11.21）
・NHK経営計画2018-2020年度修正議決（11.27）
・単身赴任手当の不正受給（12.11）
・川口・SKIPシティの土地交換の合意（12.25）
・平成31年度収支予算・事業計画（1.15）

2．国際広報

　会長定例記者会見や放送総局長定例記者会見，
個別の取材対応，国際イベントなどを通じて，
NHKの経営情報，国際放送や海外展開の取り組
みなどを国内外に発信した。
　 3か年経営計画（2018-2020年度）の重点方針
の一つとして位置づけられている「国際発信力の
強化」については，「NHKワールド JAPAN」の
新しい番組や取り組みを定例会見などで詳しく紹
介。NHKワールドTVアプリを通じて，地震や津
波が発生した時などに受け取ることができるプッ
シュ通知サービスについて，英語に加え，中国語
での提供も始めたことを11月の会長定例記者会見
で発表した。さらに，中国語のニュースや番組を
編成し，インターネット配信するサービス「NHK
華語視界」の開始を12月の放送総局長定例記者会
見で発表した。
　また，2020年の東京オリンピック・パラリンピ
ックに向けては，世界に誇る日本のアニメでパラ
アスリートたちを描く『スポーツ×アニメ　ア
ニ×パラ～あなたのヒーローは誰ですか～』の制
作について英語でも発信し，海外メディアの取材
につなげた。
　さらに，国際イベントでも積極的に広報対応を
実施した。 8月にベトナムで開かれた，NHKが
加盟しているABU（アジア太平洋放送連合）の
ロボットコンテスト「ABUロボコン」の結果を
報道発表した。また，10月，トルクメニスタンで
行われたABUの年次総会では，現地に職員を派
遣し，上田会長のABU会長選出について内外メ
ディアにリリースした。
　広報資材としては，NHKの紹介冊子の英語版
「NHKCORPORATEPROFILE2018-2019」の
英語，中国語，韓国語の 3か国語版を制作した。
◇18年度の主な報道発表（日本語・英語）
・ピョンチャンパラリンピックの放送は過去最大
規模に（4.5）
・「ABUロボコン2018」ベトナム代表が 2年連続
優勝（8.26）
・「はやぶさ 2」の挑戦をスーパーハイビジョン
で映像化（9.6）

・NHKの番組がイタリア賞を受賞（9.29）
・上田会長がABU会長に選出（10.5）
・外国人向けの地震・津波情報のプッシュ通知提
供サービス　中国語配信の開始について（11.1）
（中国語でも発表）

・『スポーツ×アニメ　アニ×パラ　あなたのヒ
ーローは誰ですか』第 4弾制作決定（11.9）

・第45回「日本賞」グランプリ決定（11.9）
・BS 4 K・BS 8 Kスーパーハイビジョン　本放送
開始を受けた取材機会について（11.26）

・中国語サービス「NHK華語視界」（12.19）（中
国語でも発表）

・“パラアスリート浮世絵プロモーション”始動
（3.18）

3．技術広報

　NHKは豊かな放送文化の創造に向け，新たな
放送技術の研究や開発，実用化，普及において先
導的な役割を果たしている。このような放送技術
分野での取り組みや成果について情報を発信した。
　18年12月に開始したBS 4 K・BS 8 K放送につい
ては，設備の開発や整備，最新のコンテンツの紹
介や制作体制・手法などを積極的にPR展開した。
（1） 4 K・8 KスーパーハイビジョンのPR
　会長定例記者会見，総局長定例記者会見では，
開局前の10月より毎回， 8 Kモニターを使用した
コンテンツ上映を行い，4 K・8 Kの魅力を伝えた。
また，取材会や開局イベントでの取材対応を通じ
てスーパーハイビジョンに関する取り組みを紹介
したほか，最新コンテンツや設備，新技術の開発
に関する取材にきめ細かく対応し，認知の向上や
普及推進に努めた。
（2）放送技術の研究・開発の広報
　NHKが担っている放送技術の研究・開発にお
ける先導的な役割について，機会を捉えて国内外
に広くPRした。最新の研究成果を広く一般に公
開する「技研公開」については，会長定例記者会
見で見どころを紹介したほか，プレスツアーを実
施してマスコミを通じた広報を行った。
（3）イベントを通じた技術広報
　「BS 4 K・BS 8 K放送開始」「大相撲」「NHK
紅白歌合戦」などのイベントに合わせて全国各地
で実施した 8 Kパブリックビューイングや，
「IBC」「Inter BEE」「NAB」などの国内外の放
送機器展での最新機器やコンテンツ展示による広
報を通じて，NHKの技術の取り組みの理解促進
を図った。
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（4）印刷物やホームページでの広報
　番組制作，緊急報道，番組送出，送信・受信技
術，技術研究などにおけるNHKの技術部門の取
り組みを紹介する冊子「NHKの技術2019」を発
行した。18年度からの 3か年経営計画に沿って18
年12月に開始したBS 4 K・BS 8 K放送に向けた設
備整備やコンテンツの開発状況を紹介したほか，
NHKが実施しているデジタルサービスにおける
技術の役割などを，最新の取り組みとして説明した。
（5）主な報道発表
・「技研公開2018」の開催について～よりリアル
に、スマートに、あなたとつながる～（4.5）
・テレビとスマホやIoT機器の連携を容易に「ハ
イコネ®・ライブラリ（Hybridcast Connect
Library）」を開発（5.22）
・8 K高速度カメラとスロー再生装置の開発～決
定的なシーンを 8 K解像度でスロー再生可能に
～（5.22）
・放送規格に準拠した120Hzのフルスペック 8 K
映像符号化装置を開発（5.22）
・8 Kスーパーハイビジョン移動中継用FPUを開
発～ 8 Kロードレース中継用の大容量伝送技術
を実現～（5.22）
・3 次元映像表示方式「アクティナビジョン」を
開発～ 3次元映像の画素数を3倍に向上～（5.22）
・「Inter BEE 2018」への出展について～新 4 K・
8 K衛星放送開始に向けて～（11.7）

・「第48回　番組技術展」～放送現場のアイデア
から生まれる技術を紹介～（1.10）
・「第73回　技研公開」～「ワクからはみ出せ、
未来のメディア」をテーマに開催～（1.18）
・世界初の 8 K放送システム，将来のメディア技
術を「NABSHOW2019」に出展（3.29）

Ⅱ．番組広報

1．放送総局長記者会見と番組取材会

　原則月 1回，放送総局長の定例記者会見を開い
てNHKの番組を広報した。番組の解説やPR映像
の上映などを交え，見どころや魅力を紹介した。
　番組改定や夏の特集，年末年始特集については
冊子を発行し，総局長会見などで詳細を紹介した。
併せて，テレビ情報誌などを対象に説明会を開く
などして，同様の情報をきめ細かく提供した。
　『大河ドラマ』『連続テレビ小説』などのドラ
マ番組，『NHKスペシャル』といった大型特集番
組などでは，番組の完成に合わせて出演者やプロ

デューサーが出席する試写会を積極的に実施し
た。『NHK紅白歌合戦』をはじめとするエンター
テインメント番組や，子ども向け番組を含む各波
の注目番組では，出演者決定のタイミングで記者
会見を開いたほか，収録時などに合同取材や個別
取材を数多く設定して対応した。
　『大河ドラマ』「西郷どん」では，ストーリー
展開に合わせて戦略的にPRを行い，節目になる
回にミニ試写会を開いて，出演者の取材機会を設
けるなどして情報提供した。
　『連続テレビ小説』では，東京と大阪の広報が
連携してPRを展開し，前期の「半分、青い。」は
ドラマが描く時代や，登場人物のキャラクター・
ファッションなどが話題を集め，後期の「まんぷ
く」もスタートから支持を得た。また，地域放送
局制作ドラマの広報では各局と連携し，PRの全
国展開を支援した。
　『第69回NHK紅白歌合戦』では，出場歌手の
発表記者会見に加えて，司会者の取材会も開くな
どして切れ目なく情報を発信した。さらに司会者
に限らず，「スペシャルゲスト」「曲目」「曲順」
の決定時など節目ごとに報道発表を行ったほか，
審査方法も丁寧に情報提供するなど，多彩な広報
展開を図った。多くの媒体に取り上げられ，放送
後に至るまで話題となった。
　「2018FIFAワールドカップロシア」では，
放送情報や関連番組のほか，大会期間中の反響な
どもきめ細かく配信し，大会の盛り上げに貢献し
た。
◇放送総局長定例記者会見の主な内容
4 月　『NHKスペシャル』国際共同制作「ブル

ープラネット」
『世界“超驚き！”テーマパークの旅』
『滝沢秀明の火山探検紀行～巨大カルデラ
の謎に迫る～』　

5月　『NHKスペシャル』「這い上がれ～W杯サ
ッカー日本代表“どん底”からの挑戦～」
FIFAワールドカップ関連番組
BS1スペシャル『在宅死“死に際の医療”
200日の記録』

6月　夏の特集　おすすめ番組
“戦争と平和”関連番組
『NHKスペシャル』「追跡！アインシュタ
インの脳～失われた“天才脳”の秘密に迫
る～」

7月　西日本豪雨の報道について
東京2020オリンピック・パラリンピック 2
年前特集番組
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『NHKスペシャル』「未解決事件File．07
警察庁長官狙撃事件」

9月　BS 4 K・BS 8 K本放送について
平成30年度後期番組改定
『NHKスペシャル』「マネー・ワールドⅢ
～資本主義の未来～」

10月　世界初 8 K化「2001年宇宙の旅」
NHK「発達障害」キャンペーン
『NHKスペシャル』シリーズ「人生100年
時代を生きる」

11月　開局間近！BS 4 K・BS 8 Kについて
『大河ドラマ』「いだてん」関連番組
年末年始の特集番組について

12月　紅白歌合戦審査員・審査方法について
BS 4 K・BS 8 K　 1月のラインナップ
『NHKスペシャル』シリーズ「東京ミラ
クル」

1月　東日本大震災関連番組
BS 4 K・BS 8 K　 2月のラインナップ
ラジオ気象情報AIアナウンサートライア
ル放送

2月　2019年度番組改定
2019年度番組キャスター発表
東日本大震災関連番組

3月　『大河ドラマ』「いだてん」について
退位・即位関連番組集中編成
BS 4 K・BS 8 K　 4月のラインナップ

Ⅲ．広報制作
　視聴者に放送予定や放送番組の魅力，公共放送
ならではのさまざまな取り組みを伝える，スポッ
ト，クラッチ，番組を制作・放送した。（表 8・9）
　また，ポスター，デジタルサイネージ，交通広
告，新聞広告に加え，ホームページ，ツイッター
といったデジタルコンテンツによる，多様な視聴
者層獲得への取り組みを行った。また，スタジオ
パークの運営やさまざまなイベントへの参加を通
して，番組や公共放送のPRに努めた。

1．広報番組

（1）番組広報
　「番組スポット」（地上波 2波：週およそ 2時
間15分，BS1・BSP：週およそ 3時間，12月以降
BS 4 K：週 1時間程度）を中心に，地上・衛星波
で，毎日，番組PRを放送した。
　スタジオパークにさまざまなゲストを招く『土
曜スタジオパーク』（生放送）は，番組の見どこ

ろや舞台裏などをたっぷりと伝えた。また，
NHKの最新番組情報を毎週発信した。18年度は
3回（鹿児島県鹿児島市・岐阜県瑞浪市・大阪府
池田市）公開生放送を行い，地域サービスにも努
めた。そのほか『ごごナマ』の番組紹介コーナー
やBSの番組をPRする『BSコンシェルジュ』を含
め，多角的に広報番組を放送した。さらに，最新
の番組制作情報，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。
（2）経営広報
　日曜の午前中に放送している『どーも、NHK』
では，お薦め番組の情報や地域放送局の取り組み
とともに最新の経営情報を伝えた。18年度は 6回
の放送に会長や理事が出演し，防災・減災報道，
12月に開局したNHKBS 4 K・BS 8 Kの放送計画
やNHKの予算と事業計画など経営の重点事項へ
の取り組みについて直接視聴者に語りかけた。ま
た，インターネットサービスや国際放送への取り
組みについても詳しく伝えた。
　そのほか，公共放送NHKの役割を広く知って
もらうため，各部局や地域放送局の取り組みを紹
介するミニ番組『ここに、公共放送』を制作・放
送した。民放と連携して放送の公共的役割をアピ
ールする「NHK-AC共同キャンペーン」では，
「ペットの命に責任を」をテーマにミニ番組を制
作・放送した。受信料制度と受信料の公平負担へ
の理解促進を目的に，通年で「BS契約」と「住
所変更はネットでカンタン」をテーマに受信料広
報キャンペーンを， 3～ 5月に，一人暮らしを始
める学生や新社会人向けに「フレッシャーズキャ
ンペーン」を展開し，家族割引制度などを放送と
サイトで紹介した。また，受信料免除の拡大を 2
月から実施する際，制度を紹介するスポットを制
作，該当する人々への周知に取り組んだ。そのほ
か，「NHKオンデマンド」の紹介，ニュース映像
投稿システム「NHKスクープBOX」への投稿呼
びかけ，「あなたの天気・防災」サイトの紹介と
利用をPRするミニ番組などを制作，通年で放送
し，デジタルを活用したサービスへのPRを行っ
た。
　また，19年度のNHK予算と事業計画について
の衆議院・参議院の総務委員会の審議のもようを
ノーカットですべて放送した。
（3）そのほかの番組
　18年12月でNHKPRキャラクターのどーもくん
は20周年を迎えた。どーもくんを俳優の高杉真宙
が演じるという，これまでと違う表現方法でスペ
シャル動画を制作，ミニ番組として放送し，新た
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なNHKとの接点を開拓した。「NHKスーパーハ
イビジョン」は俳優のディーン・フジオカを継続
して起用，ミニ番組，ポスター，リーフレットな
どで多角的にPRを展開し，12月開始の本放送の
PRを行った。また，千住明など各分野で活躍す
る著名人に，BS 4 K・BS 8 Kの魅力を語ってもら
うミニ番組を制作，さまざまな切り口で視聴者に
伝えた。BS1，スポーツセンターと連携しアイド
ルグループの乃木坂46を起用して， 6月から19年
3 月までサッカープロモーションを展開，BS放
送の存在感をアピールした。第23回NHKハート
展の関連ミニ番組を制作，全国巡回のイベント開
催に合わせて 4月～19年 3 月まで随時放送した。
NHK歳末たすけあい・海外たすけあいと連動し
た『あなたのやさしさを2018』は，国内や海外で
支援を必要とする現場のリポートを盛り込んだ10
分番組を期間中随時放送し，募金を呼びかけた。

表8　広報番組一覧（2018年度）
番組名 放送時間 備考

地
　
　
　
　
　
　
　
　
上

どーも、NHK

 〔継続〕

総合　（日）
前11:20～11:54

番組情報のコ
ーナー「週刊
どーもナビ」
はNSCに委託
そのほかは，
本体制作

土曜スタジオパ
ーク
 〔継続〕

総合　（土）
後 1:50～ 2:50
（生放送）

本体制作
（33本）

BSコンシェル
ジュ
 〔継続〕

総合　（金）
後12:20～12:43ほか

NSCに委託
（50本）

オシばん

 〔継続〕

総合（月～木）
後 8:43～ 8:45
　　　（金）
後 8:42～ 8:45

NSCに委託
（211本）

デジなび

 〔継続〕

総合　（土）
第 1・最終土曜以外
（12月以降第 2， 4
週）
後 0:40～ 0:42

NSCに委託
（24本）

スーパーハイビ
ジョンなび

 〔継続〕

総合　（土）
第 1・最終土曜
後 0:40～ 0:42

NSCに委託
（ 8本）

12月のSHV本
放送をもって

終了

８Ｋなび

 〔新〕12月～

総合　（土）
第 1・第 3土曜
後 0:40～ 0:42

NSCに委託
（ 8本）

見どころBS 4 K
 〔新〕12月～

BS 4 K
随時（ 2分）

NSCに委託
（20本）

地上波スポット

 〔継続〕

総合・Eテレ
随時（15秒・30秒・
1分ほか）

本体制作

番組名 放送時間 備考

地
　
　
　
　
　
　
　
　
上

経営広報スポッ
ト
 〔継続〕

地上・BS2波
随時（ 5秒・30秒・
1分ほか）

NSCに委託

中央放送番組審
議会

 〔継続〕

総合　原則開催当月
最終日曜
前 6:50～ 6:52
ラジオ第 1　原則開
催当月
最終土曜
前 8:53～ 8:55

本体制作

地方放送番組審
議会
 〔継続〕

総合　原則開催翌月
第 2日曜
前 6:50～ 6:52（L）

本体制作

国際放送番組審
議会
 〔継続〕

総合　原則開催当月
最終日曜
前 5:45～ 5:47

本体制作

衛
星

BSスポット

 〔継続〕

BS1，BSP，BS 4 K,
地上
随時（15秒・30秒・
1分）

NSCに委託

そ
の
他

BS普及推進ス
ポット
 〔継続〕

BS2波・地上
随時（30秒・ 1分ほ
か）

NSCに委託

政見経歴放送
 〔継続〕

総合・ラジオ第 1
随時 本体制作

表9　特集番組一覧（2018年度）
放送日 メディア タイトル
3月～
19年 3 月 Gほか 受信料関連　BS契約　スポット　出

演：福原遥
3月～
19年 3 月 Gほか 受信料関連　住所変更はネットでか

んたん　スポット　出演：福原遥
3月～
19年 3 月 Gほか BS1プロモーション　応援！BS1のア

マチュアスポーツ　出演：岡本莉音
3月～
19年 3 月 Gほか BS1プロモーション　世界のドキュメ

ンタリー　出演：朝比奈彩
3月～
19年 3 月

G，BSP
ほか

BS普及キャンペーン　BS押し　出
演：吉田羊（前期版，後期版）

3月～
19年 3 月 Gほか 第23回NHKハート展関連PR番組（10

分× 1本， 2分× 2本）
3月～
18年 5 月 Gほか フレッシャーズキャンペーン　サイ

ト誘導スポット（30秒）

3月～ Gほか
どーもくん汎用スポット（これまで
も編，これからも編，これまでもこれ
からも編）

4月 Gほか 「ここに、公共放送」放送を送り続け
る～熊本地震から 2年～

4月～ G
総合テレビ　放送休止のおしらせ
（深夜　放送休止前の告知用ステー
ションブレイク）

4月 G 経営広報プレマップ（ 3分）　被災
地からの声を伝え続ける

4～
5月 Gほか BSプレミアム放送休止と予約録画失

敗周知スポット

5月 Gほか 「ここに、公共放送」ともに生きる社
会～NHKハート展

5～
9月 Gほか SHVプロモーション　ディーン・フ

ジオカ「レインボー編」
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放送日 メディア タイトル

6月 Gほか
「ここに、公共放送」日本語の“今”
を記録する～NHK発音アクセント辞
典

4～
10月 Gほか

スクープBOX　PRスポット（おは日
版・N7版・NW9版・NC11版　各 2分
・ 1分）

6月～
19年 3 月

BS1
ほか

BS1サッカープロモーション「サッカ
ー見たい！」出演：乃木坂46

7 月～
19年 6 月 Gほか NHK－ACジャパン共同キャンペーン

（ペットの命に責任を　30秒，15秒）

7月 Gほか 「ここに、公共放送」　台風に備えて　
放送を届け続ける

7月 Gほか SHVプロモーション　ディーン・フ
ジオカ「試験放送終了告知」

7月 Gほか BS見どころ夏！（BSP版 5分，BS1版
1 分）

8月 Gほか 「ここに、公共放送」戦争の記憶を未
来に伝える～戦争証言アーカイブス

8月～
19年 7 月

G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 4 K 8 Kの
魅力　樋口真嗣編

8月～
19年 7 月

G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 4 K 8 Kの
魅力　千住明編

8月～
19年 7 月

G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 4 K 8 Kの
魅力　ルーブル館長編

8月～
19年 3 月 G 経営広報プレマップ　パラリンピッ

クチャレンジスタジアム

8～
11月 G

経営広報プレマップ　 4 K 8 Kスーパ
ーハイビジョンパーク（東京版，地方
版）

9月 Gほか 「ここに、公共放送」南海トラフ巨大
地震に備える

9月 G プレマップ　NHK×日テレコラボ
9月～
19年 9 月

G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 4 K 8 Kの
魅力　岩合光昭編

9月～ G・
BS 4 K

プレマップ　 4 K 8 K放送番組紹介　
4 K番組編

9月～ G・
BS 4 K

プレマップ　 4 K 8 K放送番組紹介　
8 K番組編

10月 Gほか 「ここに、公共放送」学生とタッグ！　
番組づくりで地域とつながる

10月～
19年 3 月 Gほか SHVプロモーション　ディーン・フ

ジオカ「フラワー編」
10月～
19年 3 月 G プレマップ　どーもくん20周年　す

べて見せます編
10月～
19年 3 月 G プレマップ　どーもくん20周年　ベ

ストセレクション編

10月～
19年 3 月 G

プレマップ　どーもくん20周年キャ
ンペーンソングスペシャル動画　
（ 5分， 2分， 1分）

10月～
19年 3 月 Gほか

スクープBOX　PRスポット（おは日
版・N7版・NW9版・NC11版　各 2分
・ 1分）

10～
11月 Gほか

公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
文研編

10～
11月 Gほか 受信料負担軽減策「多数支払におけ

る割引」について意見募集スポット

11月 Gほか
「ここに、公共放送」子どもたちの未
来を育む～小学生のプログラミング
体験

11～
12月 Gほか

公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
技研編

放送日 メディア タイトル
11月～
19年11月 Gほか NHKオンデマンド　スポット　 2分，

1分，15秒　出演：清野菜名

11～
12月 Gほか

NHK歳末たすけあい・海外たすけあ
い　PRスポット（事例編　30秒×2
本）

12月 G
NHK歳末たすけあい・海外たすけあ
い「あなたのやさしさを2018」10
分× 2， 2分× 2

12月 Gほか 「ここに、公共放送」 8 Kで地域の記
録を未来へ

12月 Gほか BS見どころ年末年始！（BSP版 5 分，
BS1版 2 分）

12月～ BS４K，
BS８K

4 K 8 K　普及促進ミニ15分番組「こ
っちすごいよ。」

12月～ BS４K，
BS８K

4 K・8 K基本情報周知用汎用スポット
（ 2分， 1分，30秒）

12月31日 G スタジオパーク　大みそかスペシャ
ル2018

12月～
19年 3 月 G 経営広報プレマップ　北海道応援キ

ャンペーン
12月～
19年 3 月 G 経営広報プレマップ　365日放送を届

け続ける

12月～
19年 1 月 Gほか

公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
音響デザイン編

12月～
19年 3 月 G

プレマップ　どーもくん20周年キャ
ンペーンソング 2分版　ウィンター
バージョン

12月～ Gほか あなたの天気・防災サイト周知　汎用
版

12月～ Gほか どーもくん汎用スポット　（うさじ
いありがとう編）

2019年
1 月 Gほか 「ここに、公共放送」スポーツに新た

な“彩り”を
1～
3月 G 経営広報プレマップ　18フェス

1～
3月 Gほか 4 K 8 Kプロモーションスポット　こ

っちすごいよ。編　15秒× 3本
1～
3月 Gほか 朝ドラ100サイトPR　投稿よろしく編　

30秒

1 ～
2 月 Gほか

公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
送受信技術編

2月 Gほか 「ここに、公共放送」 8 Kで見つめる
地域の誇り

2～
5月 Gほか 受信料広報スポット　免除拡大周知

編　（ 1分，15秒）

2月～ Gほか 受信料広報スポット　ワンライティ
ング周知編　（30秒）

2～
3月 Gほか

公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
事業センター編

3月 Gほか
「ここに、公共放送」“つながり”深
める　新たな一歩～NHKコミュニテ
ィスクール

3月 Gほか
公共放送キャンペーン「ひょ～いド
キュメント」サイト告知スポット　
知財センター編

3月 Gほか BS見どころ春！（BSP版 5分，BS1版
2 分）

3月14・
19日 Gほか NHK平成31年度予算審議～衆議院総

務委員会～
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放送日 メディア タイトル

3月28日 Gほか NHK平成31年度予算審議～参議院総
務委員会～

3月29日 G
朝ドラ100作！全部見せますスペシャ
ル～歴代ヒロインがチコちゃんに叱
られる！？～

3～
5月 Gほか フレッシャーズキャンペーン　サイ

ト誘導スポット（15秒）
3月～
20年 3 月 Gほか 第24回NHKハート展ミニ番組　 5

分× 2本， 2分× 2本

3月～ Gほか 経営広報プレマップ　東日本大震災　
8 Kで震災遺構を記録

3月～ G 経営広報プレマップ　 8 Kタイムラプ
ス紀行

3月～ G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 8 K大相撲
の魅力　舞の海秀平編

3月～ G・
BS 4 K

プレマップ　著名人が語る 8 K大相撲
の魅力　紺野美沙子編

3月～
20年 3 月 Gほか 受信料PRスポット　BS契約はネット

でカンタン　出演：今泉佑唯
3月～
19年 3 月 Gほか 受信料PRスポット　住所変更はネッ

トでカンタン　出演：今泉佑唯

2．広報印刷物や広告などによる取り組み

（1）経営広報関連
①「平成30年度ことしの仕事」（本編1.5万部・資
料編8,000部）を作成。新 3か年経営計画をはじ
め新年度番組編成・技術・営業ほか各部局の事業
計画を紹介し，全国各局の広報活動で使用した。
②小学 5年生の社会科で学ぶ「放送局の仕事」の
副読本として，放送の仕組みと公共放送の役割を
解説した冊子「NHKジュニアブック」（36万部）
と「ニュース番組ができるまで」（DVD：3,500枚）
を作成。全国の放送局を通じ，希望する小学校に
配布した。また，聴覚障害者向けに字幕版DVD
も合わせて作成し，全国のろう学校等に配布した。
DVDの動画はNHKオンラインにも掲載。さらに
語学番組など，公共放送ならではの番組を紹介す
るための企画広告を実施した。
③18年度番組改定の「放送番組時刻表」を各拠点
局別に作成し，各放送局の視聴者対応に活用され
た。合わせて視覚障害者向けに「点字番組時刻
表」「音声CD版　番組時刻表」も作成し全国の盲
学校・点字図書館など社会福祉施設に配布した。
また，音声版時刻表はNHKオンラインに掲載，
PCにダウンロードできるサービスも継続するな
ど利用者の利便性を図った。また，広報局から全
国希望者への直接発送も継続し，各局の負担軽減
を図った。
（2）番組広報関連
①『大河ドラマ』や『連続テレビ小説』のポスタ
ー，リーフレット，メーキングDVD等を作成・

配布し，全国の視聴者イベントや営業活動現場で
活用した。「半分、青い。」では明知鉄道や東鉄バ
スなどで相互協力によるラッピングを実施した。
『大河ドラマ』の相互協力は，「西郷どん」では，
JALなど航空機へのラッピング広告を放送回に合
わせて実施したほか，「いだてん」では，「西郷ど
ん」に続きJR九州新幹線などご当地を走るラッ
ピングトレインを 2年連続で実施した。
②広報イベント・展示
　地域のNHKと視聴者との接点として，「NHK
どーもくんパーク」の運用を17年度に引き続き展
開。家族で楽しめるゲームなどのアトラクション
や番組関連展示など，NHKへの理解を深めるた
めの活動を行った。アトラクションや展示アイテ
ムのバリエーションを確保することで，開催場所
や規模など，多様な条件に応じて柔軟に展開し，
18年度は関東・東海・中国地方のほか，コミュニ
ティースクールと連動した運用を行い，計 6回開
催，約 2万人が来場した。衣装や小道具などで『大
河ドラマ』の魅力を紹介する「西郷どん」巡回展
示を全国26会場で開催した。期間中の累計入場者
数は10万6,545人となった（18年 3 ～12月開催実
績）。
③『大河ドラマ』「いだてん」，『連続テレビ小説』
「なつぞら」の舞台地局支援
　「オンエア前に早期の番組PRによって地元で
NHKの存在感を高めたい」というニーズに応え
るため，札幌・帯広・熊本局などと連携しながら
広報活動に取り組んだ。
（3）新たな広報活動への取り組み
　12月22日にどーもくんが誕生して20年を迎える
ことをきっかけに，NHKの顔であるどーもくん
の認知度を改めて高めるような取り組みを展開し
た。20周年スペシャル企画として，槇原敬之作詞
作曲のキャンペーンソング制作を依頼，併せて制
作したミュージックビデオを特設ホームページで
展開。多数のアクセスがあった。NHK杯フィギ
ュアスケート（11月 9 ～11日）では，キャンペー
ンソングに乗せて，どーもくんがスケーティング
を披露したほか，場外ビジョンでのPRクリップ
上映やブース展開など，多くの来場者とのふれあ
いの中PRを行った（ブース来場者計5,138人）。事
業イベントなどと連動した20周年ブースの展開
や，『どーも、NHK』『土曜スタジオパーク』など，
イベントや番組と深く連動した展開も行った。二
子玉川の大規模イベント広場で実施したステージ
イベントでは，ワークショップやパネル展示，国
際放送局のキャラバンカーとの連携のほか，当日
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放送の『どーも、NHK』と生中継で結ぶなど，
オンエア・オフエア一体の取り組みで，視聴者と
の接触を図った（イベント来場者 1万人）。
（4）18年度サッカーキャンペーンの展開
　ロシアで開催された2018FIFAワールドカッ
プ（ 6月）の中継PRを中心とした「サッカー見
たい！！」キャンペーンを展開した。また，ポス
ター・パンフレットなどの広報資材制作や，新聞
・雑誌広告やウェブ広告などを実施した。そして，
NHK-BSの魅力をサッカー放送を通じて幅広い
視聴者層に訴えるとともに， 8 K放送（試験放
送）をアピールし，世界最高水準の放送技術への
関心を高めるよう取り組んだ。
（5）受信料広報　未接触者層へのアプローチ
　24～40代現役世代の未接触者層に継続的にアプ
ローチするために，人気芸人や俳優がさまざまな
仕事に携わるNHK職員をデフォルメして演じる
動画シリーズ「ザ・ひょ～いドキュメント」を制
作，特設サイトで展開した。（展開期間10月15日
～ 3月31日，全 6話前後編）
（6）フレッシャーズキャンペーン
　ウェブやオンエアスポットでNHKの魅力や受
信料の必要性を伝え，キャンペーンサイトで公共
放送の意義や受信料制度を丁寧に説明する施策を
18年度も実施。チコちゃんと若年層に人気の俳優
・声優 4人が新生活についてのにぎやかなやり取
りを繰り広げる中で，受信料の意義や必要性にも
触れていくサイト「イケメゾンへようこそ！」を
制作した。
　キャンペーン期間の 3か月間（ 3月 1日～ 5月
31日）でサイト訪問者26万人に受信料制度の必要
性をアピールした。また，併せて制作したリーフ
レット・ポスターは全国の営業現場で活用された。

3．インターネットによる広報

①経営情報ホームページでは，経営企画局や経理
・営業局などからの各種掲載依頼に対してスピー
ディーな情報更新に努めた。
②年間を通じて開設している『大河ドラマ』『連
続テレビ小説』の公式ホームページでは，出演者
インタビュー記事など企画の充実を図り，ツイッ
ターやインスタグラム，LINEなどSNSとも連携
して情報を発信した。「いだてん」ではIOC（国
際オリンピック委員会）との取り決めにより，ホ
ームページをはじめとしたデジタルコンテンツ
は，ジオブロック（配信国制限）をかけた運用を
行った。
③広報局制作部で運営するウェブサイト「NHK_

PR」は，「速報・会見」「予告」といった動画コ
ンテンツを強化。ドラマやドキュメンタリーなど，
大型特集テレビ番組だけでなく，サブカルチャー，
アニメといった若年層が支持する番組やラジオ番
組も積極的に発信した。また，夏や年末には「特
集番組まとめ」と銘打ったオススメ番組情報をコ
ンパクトにまとめたページも作成し，多くのアク
セスを集めた。ウェブサイトへの訪問者は17年度
を大きく上回った。
④SNSを用いた広報としては，フェイスブック，
ツイッター，インスタグラムを活用した。番組や
編成，デジタルセンターとも連携し，独自の動画
コンテンツを積極的に発信。なかでも，ツイッタ
ーアカウント「NHK_PR」で『みんなで筋肉体
操』『のぞき見ドキュメント　100カメ』などの動
画が人気コンテンツとなった。“NHKと日本テレ
ビとのコラボデー”ではライブストリーミングを
局の垣根を越えて実施。『菅田将暉TV』や
『2018NHK杯国際フィギュアスケート』では生
放送に合わせて現場から最新画像投稿と，新しい
試みにも取り組んだ。さらに，「発達障害って何
だろう」キャンペーンの告知や地域放送局で開催
されるイベントなどの情報発信も行った。ユーザ
ーの視点に立った“温かさ”“親しみやすさ”を
大切にする公共メディアのアカウントとして認知
度を一層向上させた。

営 業

営業の活動全般

（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
地域を中心に18の営業センターを設置。全国合わ
せて62の営業部と営業センターが営業活動の拠
点。各営業拠点では，地域別や業務内容別（地域
スタッフ法人委託対応，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
実施した。
（2）営業活動単位
①営業職員
　地域スタッフの指導や法人委託事業者の支援活
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
析を行った。また，受信料の契約・収納業務を行
った。
②地域スタッフ
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　委託契約に基づき，受信料の契約・収納業務を
行った。
③法人委託
　委託契約に基づき，受信料の契約・収納業務を
行った。電器店や不動産会社等，契約業務のみを
行う場合もあった。

Ⅰ．受信契約

1．受信契約者の維持・増加活動

　大都市圏を中心として，単身世帯等の面接困難
世帯の増加や経済状況の低迷等の影響により，営
業活動を取り巻く環境は，17年度同様厳しさを増
している。
　こうした中で，法人事業者への契約・収納業務
委託を段階的に拡大するなど効率的な営業体制の
構築を図るとともに，未契約・未収者への早期対
応に向け，携帯端末に登録した情報に基づく活動
をはじめ，土日祝の面接好適日や夜間などの好適
時間帯による対策にも積極的に取り組んだ。
　さらに，衛星放送の普及促進に不可欠なケーブ
ルテレビ事業者や電器店などと連携した活動や，
マンション入居者対策として不動産事業者との業
務委託による契約取り次ぎ活動を展開した。
　そのほか，BS対応機器に同梱される「ファー
ストステップガイド」への衛星契約書の封入や，
CASメッセージ機能やダイレクトメールを活用
した契約勧奨，「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・住所変更の受け付けを行った。
　18年度の契約総数（有料無料計）は，年間で74
万件増加し，年度末における契約総数は4,471万
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（放送受信規約第 2条）。
　18年度も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14万件の受信契約件数の増加
となり，年度末の事業所契約件数は355万件とな
った。

3．営業システム

　受信料の請求，収納など営業活動の支援は，営
業システム「EGGS」を活用。併せて，より効率
的・効果的な訪問活動を目指して導入した携帯端
末システムを利用している。
　18年度は，「受信料の負担軽減策」への対応で
「受信料の窓口」（インターネット営業センター）
の手続き画面を含めてシステム改修を実施した。
　また，EGGSホストシステムを更新し，営業シ
ステムの安定運用に努めた。さらに，システム被
災時に備え，業務継続に向けたバックアップ機能
の整備を進めた。

Ⅱ．受信料の収納

1．口座振替など間接収納の促進

　受信料の収納には，口座振替・クレジットカー
ド等継続払・継続振込がある。
　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り面接困難世帯の
割合が高くなり，営業活動の困難度が増加。
　以前は，収納の安定化や効率的業務推進のため，
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，
18年度末の利用件数は664万件となった。
　振込用紙発送時や新規の受信契約を取り次ぐと
きには，口座振替・クレジットカード等継続払の
利用推奨を積極的に行うほか，ダイレクトメール
による勧奨も実施した。
　18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3,307万件で，これら
の利用割合は79.3％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，第二地方銀
行，信用金庫，信用組合，労働金庫，農協，漁協，
ゆうちょ銀行，ネット銀行の一部が利用可能。
②クレジットカード等継続払は，18年度末時点で
19ブランドのカードが利用可能。また，NTT電
話料金との一括支払いや「Yahoo！公金支払い」
「PayB」を通じての支払いが利用可能。
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，ゆうちょ銀行。
　このほか，ケーブルテレビ事業者による衛星受
信料「団体一括支払」制度により，収納の安定的
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かつ効率的な推進に努めた。

3．メッセージ機能の活用

　BS放送の設置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放送のテレビ画面
に，BS受信機の設置についてNHKへの連絡を促
す設置確認メッセージを表示している。
　受信機設置後，初めてNHKのBS1・BSプレミ
アムを選局した時から，NHKのBS1・BSプレミ
アムにチャンネルを合わせるたびに，テレビ画面
の左下隅に設置確認メッセージが表示される
（BS 4 K・BS 8 Kは未運用）。
　画面に表示されたいずれかの方法で，B-CAS
（ビーキャス）カード番号あるいはACAS（エー
キャス）番号，名前や住所などをNHKに連絡す
ると，設置確認メッセージ表示の消去を受け付け
る。NHKでは，この情報を基に，契約状況を確
認し，衛星契約が済んでいない人には，契約の依
頼を行っている。さらに，受信機設置の連絡後，
一定期間を経てもなお衛星契約の届けがない場合
に契約案内メッセージを表示する運用を10年12月
から開始した。

【受信機設置のご連絡のお願い】
NHKでは，衛星契約済みの方も含め，衛星放
送受信機ごとに，設置のご連絡をお願いして
おります。メッセージの消去方法は，リモコン
の青ボタンを 5秒以上押すと表示されます。
電話の場合は0120-933-933

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
　インターネット，各種イベントなどで受信料制
度や公共放送の役割などを伝える理解促進活動を
積極的に展開した。
①理解促進ツールの拡充
　テレビ離れが進む若年層に対して，若者に人気
のロックバンドやお笑いタレントなどを起用し，
インターネットを通じて，公共放送・受信料制度
に対する理解促進を行った。また，増え続ける在
日外国人向けに新しい外国語リーフレットを作成
し，外国人居住者への理解促進活動も強化した。
②地域スタッフ・法人委託への情報提供と研修
　地域スタッフや法人委託事業者の訪問員が視聴

者を訪問する際に，視聴ニーズに応じた番組の案
内ができるよう研修資材を充実させた。また，訪
問マナー向上のための研修回数を増やすなど，訪
問によるクレームやトラブルの抑止に努めた。
（2）放送番組などを活用した視聴者対応
　首都圏の小学校などで，NHKの番組やイベン
トを集めた大型イベントを 3回展開した。番組収
録や体験型イベントを通じて，楽しく受信料や公
共放送について学べるよう工夫した。また，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，公共放送の理
解促進に努めた。

2．視聴者の意向吸収と業務への反映

視聴者意向の吸収
　職員や地域スタッフ，法人委託などによる訪問
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。

3．NHKふれあいセンター（受信料関係）

　東京・大阪・福岡・仙台の 4つのふれあいセン
ター（営業）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。17年12月の最高裁判決以
降，入電者数が例年より多くなる傾向が続いてお
り，応答率を確保するため，コミュニケーターの
配席数確保に注力した。また，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。
　東京のふれあいセンター（営業）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」業務を行ったほか， 4 K・8 K
放送に対応した受信機の販売が開始されたことに
より増加したBS放送の「メッセージ消去」につ
いては，メッセージ消去の受け付けと同時に衛星
契約の届け出を受理する取り組みの充実を図った。


