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 1. はじめに～テレビ業界をとりまく環境の激変

シリーズ「“融合”時代　放送メディアの課題
と可能性」の前月号までの報告で指摘されたよ
うに，地上テレビ放送の完全デジタル化の期
限をおよそ2年後に控え，テレビ業界をとりま
く環境は大きな変化の真っただ中にある。受
信側は共聴施設の改修など大きな課題を抱え
ており1），また，景気の低迷が続く中でテレビ
局経営がそのかなりの部分を頼っていた，広
告収入も大きく減少するなど 2），これまでメディ
アとしての優位な地位を保ち，大きな危機に直
面したことのなかったこの業界が初めて経験す
る大逆風ともいえる状況である。

本稿では，こうした状況を踏まえたうえで，
▽NHK放送文化研究所が2009年1月に実施
した，日本人とメディアに関する世論調査（以下，

「日本人とメディア」調査）や，▽3月に自治体な
どを対象に行ったアンケート調査，▽同じく3月
に実施した，一般視聴者3）に対するインターネッ
ト調査の結果の紹介と分析を通じて，これから
の時代にテレビ業界が期待されている役割の中
から，「地域社会への貢献」に焦点を絞り，視
聴者と自治体それぞれの現状認識と期待，当

事者であるテレビ局の認識を比較しながら考察
していくことにする。
（「日本人とメディア」調査の単純集計は，本

稿と関連する部分を，また，アンケート調査と
インターネット調査は関連する部分の一部を文
末に掲載）

 2. 視聴者はテレビに何を求めているか
　  ～視聴者のテレビ認識と期待～

2.1.「地域番組」全般に対する視聴者の認識
まず，視聴者の側がテレビに対してどのよう

な認識を持っているのか，そして，今後どのよ
うな分野での貢献を期待しているのか，などに
ついて，各種の調査結果をもとに分析する。

はじめにテレビというメディアの持つ有用性
についての視聴者の認識を探るため，一般視
聴者を対象としたインターネット調査（以下，視
聴者ネット調査）で，緊急報道・地域活性化・
空いた時間の暇つぶしなど9項目について，テ
レビがそれぞれどの程度役立っているかを「非
常に役立っている」から，「全く役立っていない」
までの5 段階で答えてもらった結果が（図1）で
ある。

 シリーズ  “融合”時代  放送メディアの課題と可能性 ④
これからのテレビに期待されること
～地域社会貢献への道～
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「緊急報道にいち早く接する」という項目では
「非常に役立っている」と「ある程度役立っている」
が合わせて90％に達し，非常に高い評価だった
のをはじめ，他の項目も，「地域社会の活性化に
貢献する」と「文化の発展に貢献する」の2つ以
外は，ポジティブな評価の合計値が60％を超
えた。また，地域活性化と文化発展についても，
他の項目と比較して「どちらともいえない」という
回答が目立っただけで，ポジティブ評価（「非常
に役立っている」・「ある程度役立っている」）の合
計値とネガティブ評価（「あまり役立っていない」・

「全く役立っていない」）の合計値との比較では，
ポジティブ評価が圧倒的に多くなっており，視聴
者にとってテレビというメディアは，いわば硬軟両
方の側面で依然として一定の存在価値・利用価
値のあるものという評価を得ているといえる。

次に本稿のテーマである地域社会への貢献に
関連する調査結果を見てみたい。自分が住んで
いる都道府県の情報を伝える「地域放送」の放

送時間について，視聴者は現状をどう評価してい
るのか。「日本人とメディア」調査によると，地域
放送の放送時間を「増やしてほしい」という人が
21％だったのに対して，「現状のままでよい」と答
えた人はその3倍あまりの65％にのぼっている。

一方，「地域放送の時間を減らし，東京の情
報を増やしてほしい」，あるいは「地域放送の時
間を減らし，近隣の道府県の情報を増やしてほ
しい」と答えた人は合わせて7％であった（図2）。

また，これに関連して地元テレビ局が制作
し，地元の地域のニュースや生活情報などを伝
える「地域情報番組」をどのくらい見ているか
という視聴者ネット調査の質問に対する回答を
見てみると，一番多かった答えは，「興味のあ
る内容の時だけ見ている」の31％，次いで，「ほ
とんど見ない」と「ほぼ毎日のように見ている」
がいずれも22％となっている（図3）。

図1　生活の様々な側面でテレビはどの程度役立っているか？

図 2　地域放送の放送時間の「量」についてどう考えるか？

図 3　地域情報番組をどのくらい見ているか？
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そして，上記のように答えた理由を自由に記
述してもらったところ，まず「見ない」理由とし
ては，「時間がないから」という物理的な理由の
ほかに，「興味がないから」，「わざわざ見るほど
の内容がないことが殆どだから」，「おもしろくな
いから」といった，番組の内容・質に関する答
えや，「そもそもテレビをあまり見ない」，「パソコ
ンをしている時間が長いので」，「知りたい情報
はたいていパソコンで手に入れることができる
から」などといった，情報の入手手段としてのテ
レビの位置づけが相対的に決して高くはないこ
とを挙げる意見が目立った。また，「見る」理由
としては，「地元のニュースを詳しく放送してい
るし，地元のイベント情報なども参考になるか
ら」，「地元の旬の情報を知りたいから」，「地元
の情報に関心があるから」という積極的な動機
から見ているという意見と，「たまたまその時間
帯に家にいるから」，「テレビをつけるとやってい
るのでなんとなく自然に見てしまう」，「暇だから」
といった受け身的な理由とが相半ばしている。

以上のことから，視聴者は地域放送に対し
て，今以上の「量」は求めていないことがまず
見えてくる。その一方で視聴者ネット調査で，
▽テレビというメディアに対して，硬軟両方の側
面で，その有用性を評価していることや，▽「興
味のある内容の時だけ見ている」という答えが
一番多かったこと，▽自由記述で，番組の質の
問題に言及する意見が多く見られたことなどを
合わせて考えると，視聴者側としては，テレビ
を完全に不要なものとしているのではなく，「見
たいもの，あるいは見るに値するものがあれば
見る」というスタンスで接している様子が浮かび
上がる。すなわち視聴者は，地域放送の「量」
ではなく「質」の向上を強く求めているというこ
とがいえるのではないだろうか。

2.2. 視聴者が地方局に期待する「質」の向上とは？
では，視聴者は「質」の向上として具体的に

どのようなことを求めているのだろうか。
視聴者ネット調査によると，地元の放送局に最

も期待することは何かという質問に対して，一番多
かった答えは「地域情報の充実」で58％と過半
数を占め，次いで「キー局の情報をもらさず伝える
こと」が14％，「地域の情報を域外や全国に発信
すること」が11％，「地域文化の担い手としての役
割」が9％などとなっており，東京の情報を届けて
ほしいという意見よりも，地域社会への貢献を期
待する意見の方が圧倒的に多くなっている（図4）。

これに関連して，地域情報を入手する際によく
使うメディアを複数回答と単独回答でそれぞれ答
えてもらったところ，複数回答では，「民放の地上
ローカル放送」が59％，「NHKの地上ローカル放
送」が40％で，「新聞」「フリーペーパー」「ホーム
ページ」などと並んで，高い数字を得ている。ま
た，単独回答（「最もよく使うメディア」を1つだけ
挙げてもらった）でも，「民放の地上ローカル放
送」が28％と最も多くなっている。これに「NHK
の地上ローカル放送」の8％を合わせると，地上
波の地域放送を挙げた人は36％にのぼり，視聴
者にとって，地域情報を入手する際のメディアとし
てのテレビの位置づけは，ほかのメディアに比べ，
かなり高くなっていることがうかがえる（図5）。

図 4　地元の放送局に最も期待することは？

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　視聴者ネット調査）
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かのメディアと比べて，視聴者から非常に高い期
待を寄せられていることが分かる（図7）。

また，地域の活性化に貢献していると思うメ
ディアは何かを尋ねた問いでも同様の傾向が見ら
れる。複数回答では「民放の地上ローカル放送」
が65％，「NHKの地上ローカル放送」が52％と
なっており，単独回答では「民放の地上ローカル
放送」の30％と，「NHKの地上ローカル放送」の
12％を合わせると，42％の人が地域活性化とい
う分野でのテレビの貢献を評価している（図6）。

さらに，地域貢献のひとつの形であり，テレビの
持つ強みである速報性が生かされる，大規模災
害について，情報入手の手段として期待できるメ
ディアを答えてもらったところ，「NHKの地上放送」
が75％で圧倒的に多く，次いで「民放の地上放送」
が55％と，他のメディアを抑えて，地上波のテレビ
放送が上位2つを占める結果となった。テレビはほ

図 5　地域情報を入手する際よく利用するメディアは？ 図 6　地域活性化に貢献していると思うメディアは？

図 7　大規模災害時の情報入手手段として
期待できるメディアは？

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　視聴者ネット調査）
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 3. 地方自治体のテレビへの期待
　  ～地元テレビ局に望むことは何か～

3.1.「地域の外」への地域情報発信への期待
次に地方自治体が地域放送にどのような期待

を寄せているのかを見ていきたい。
NHK放送文化研究所が今年3月に地方自治

体を対象に行ったアンケート調査（以下，自治
体アンケート調査）で，地元の地上波放送局が
流す，地域向けの番組と全国ネット番組の望ま
しいバランスについて複数回答で尋ねたところ，

「地域情報の全国への発信」が73％，「地域情
報（各都道府県単位の情報）の充実」が70％と
いずれも高い値を示している。また，2011年の
地上波の完全デジタル化後に地元の地上波放
送局に期待することを複数回答で尋ねた結果で
も，「番組の独自制作を増やし，地域向けの情
報発信を強化する」が60％，「地域のケーブルテ

レビなどと協調し，地域向けの情報発信を強化
する」が48％，「番組の独自制作を増やし，全国
ネット向けの情報発信を強化する」が41％となっ
ており，一般視聴者と同様，地元住民向けに地
域情報を充実させることを強く望んでいるのに加
え，自治体の場合は，地元放送局に対して地域
情報を地元向けに流すだけではなく，「地域の
外」への発信，すなわち全国へ向けての発信を
期待しているのが注目すべき点である（図8）。

3.2. 個別テーマごとの期待度
ここからは，より個別具体的なテーマにそっ

て，自治体の地元放送局への期待度を見てい
きたい（データはいずれも自治体アンケート調査
で，回答形式は複数回答）。

（1）コミュニティの活性化

地域住民の交流など地域コミュニティの活性
化のためには，どのようなメディアが重要な役割
を担うと思うかという質問では，「ホームページ」
が最も多く68％，次いで「広報誌」が60％で，
地上波テレビはこれらに続き，「民放の地上ロー
カル放送」が54％，「NHKの地上ローカル放送」
が53％となっている。ここで目を引くのは，「ケー
ブルテレビ」が50％，「ＦＭラジオ（コミュニティ
放送含む）」が43％といずれもかなり高い値と
なっていることである。「ホームページ」と「広報
誌」が高い支持を得たことと合わせて考えると，
テレビに比べて，地域ネタの細かいフォローを，
よりやりやすいメディアを重要視しているという
ことがいえるのではないだろうか（図9）。

（2）災害情報の伝達

災害情報の伝達手段として，自治体はテレビ
をどう評価しているのだろうか。自治体アンケート
調査では，防災無線やラジオといった従来から災

図 8　地域向け番組と全国ネット番組の望ましいバランスは？

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　自治体アンケート調査）
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害情報の伝達に大きな役割を果たしてきたメディ
アが上位を占めたことに加え，「ワンセグ放送」が
60％，「携帯向けホームページ」が61％とＡＭ・Ｆ
Ｍラジオとほぼ拮抗する支持を得ており，比較的
新しく，かつ携帯性に優れたメディアの健闘が目
立っている。これに対して地上波テレビは一定の
支持はあるものの，上位グループを占めたメディア
には一歩及ばない結果となっている（図10）。

（3）自治体の PR 手段

次に自治体のPR手段としてのテレビの位置
づけを示すアンケート結果を見ていきたい。

まず，広報活動全般で今後重視していきたい
メディアを挙げてもらった結果が（図11）である。
「ホームページ（パソコン向け）」（63％），「ホー

ムページ（携帯向け）」（58％），「広報誌」（46％）
がベスト3を形成し，テレビ関係では「ケーブル
テレビ」（30％）と「民放のローカル放送」（24％）
が健闘はしているものの，「インターネットの動画
配信」（36％）を下回るなど，他のメディアと比較
して，自治体の重点の置き具合は決して高いと
はいえない。これは，▽質問が『「今後」重視し
たいメディア』だったことから，インターネットに
馴染んでいる若年層への働きかけを意識して，
ホームページや動画配信を挙げた自治体が多
かったこと，▽ケーブルテレビのような地元密着
型のテレビ局はともかく，地上波テレビ局の場合

図 9　地域コミュニティ活性化に重要な役割を担うメディアは？

図 10　災害発生時の情報伝達で重要なメディアは？

図11　広報活動で今後重視したいメディアは？

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　自治体アンケート調査）
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は番組編成のバランスからいっても，自治体の
広報ツールとして活用するにはおのずと限界があ
ると思われることなどが原因として考えられる。

（4）観光客への PR

一方，観光客へのPR効果が期待できるメディ
アを尋ねた質問では，上記の「広報活動で今後
重視したいメディア」を尋ねた質問の場合とは様
相が一転して，テレビに対する期待が高くなって
いる（図12）。「ホームページ」の91％に続いて，「民
放の全国放送」が76％，「NHKの全国放送」が
74％と，他のメディアを抑えて，地上波テレビ放送
が2位と3位を占める結果となった。また，「民放
のローカル放送」（46％）や「NHKのローカル放送」

（45％）が，全国放送と比べて低い値にとどまった
のは，質問が「観光客へのPR効果」であること
から，地元外のエリアへの情報発信とその効果を
重視したためと思われる。

（5）海外への情報発信

さらに海外への情報発信手段としてのテレビ
に対する評価を探るため，今年2月からサービ
スを開始した国際放送「NHKワールドTV」に
ついても尋ねてみた。

その結果，このサービスを「知っている」と答
えた自治体は21％，「知らなかった」と答えた自
治体は79％で，知名度はまだ十分とはいえない。
しかし，このサービスは自治体の情報を海外に
発信して地域を活性化させることに活用できると
思うかという質問に対しては，「とても活用できる
と思う」が6％，「ある程度は活用できると思う」
が46％で，ポジティブな回答が過半数を占め，
国内の他地域だけではなく海外への情報発信
手段としてもテレビにある程度の期待を寄せて
いることが示された（図13）。

このように，広報活動で重視するメディア・
観光客へのPR効果が期待できるメディア・

図12　観光客へのＰＲ効果が期待できるメディアは？

図13　「ＮＨＫワールドＴＶ」の知名度＆期待度

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　自治体アンケート調査）
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「NHKワールドTV」への期待，の3つのアン
ケート結果からは，▽テレビとインターネットを
比較した場合，その活用法の開拓の余地とい
う点ではインターネットに分があるものの，▽テ
レビの持つ情報発信力～特に地元外のエリア
に対して～については評価しているし，高い期
待も寄せている，また，▽海外に向けた情報
発信の手段としてもある程度の期待を持ってい
るという自治体の認識が浮かび上がってくる。

 4. 地方テレビ局の認識はどうか？

ここまでは，テレビ放送の「受け手側」が，地
上波の地域放送や地元の地上波テレビ局に対し
てどのような認識を持ち，どういった分野での期
待が高いのかを，各種のアンケートや調査結果
を通じて見てきた。この項ではこれに対する放
送の「送り手側」の認識を，NHK放送文化研
究所が今年3月に地上テレビ放送事業者（民放）
を対象に行ったアンケート調査（以下，業界アン
ケート調査）の結果を通じて探っていきたい。

4.1. 地域向け放送と全国ネットのバランスについて
業界アンケート調査で，2011年の地上波テレ

ビ放送の完全デジタル化以降の，地域向け放
送（自社制作番組の放送）の時間枠について，

どのような方針で臨むかを尋ねたところ，「地域
向け放送の時間を増やす」が46％，「現状のま
ま変えない」が44％でほぼ拮抗する結果となっ
た（図14）。

これを，先に紹介した視聴者の意向と比較し
てみると，視聴者の意識は（図2）で示した通り，

「量」的な部分では現状維持を望む意見が圧倒
的に多い。地域放送に対し「量」よりも「質」の
充実を求める視聴者と，「量」を比較的重視す
るテレビ局との認識の差が浮かび上がってくる。

4.2.「全国向けの情報発信」と「地域向けの
        情報発信」のどちらを重視するのか

地元テレビ局に対する期待については，視聴
者ネット調査では「地域情報の充実」を求める意
見が過半数を占め（58％），「地域の情報を域外
や全国に発信すること」（11％）を大きく上回った。
また，自治体アンケート調査の結果は，「番組の
独自制作を増やし，地域向けの情報発信を強化
する」（60％）が最も多く，次いで「地域のケーブ
ルテレビなどと協調し，地域向けの情報発信を
強化する」（48％），「番組の独自制作を増やし，
全国ネット向けの情報発信を強化する」（41％）の
順になっている。このことから，▽視聴者・自治
体ともに，地元の地上波テレビ局が地域情報を
充実させることを期待していること，▽自治体は
それに加えて，地域情報を全国へ向けて発信す
ることを強く期待していることが分かる。

これに対して，当事者である地上波テレビ局
の考え方はどうだろうか。

まず，2011年の地上波放送の完全デジタル
化後，どのような方針で全国ネット番組と地域
向け番組の放送を行っていくかという質問（複
数回答）に対しては，「番組の独自制作を増や
し，地域向けの情報発信を強化する」が60％で

図14　地域向け放送の時間枠を今後増やすor 減らす

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　業界アンケート調査）
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最も多く，「番組の独自制作を増やし，全国ネッ
ト向けの情報発信を強化する」はそれに次いで
多いものの，24％にとどまっている（図15）。

また，地域向け番組と全国ネット番組のバラン
スに関して視聴者はどのようなことを期待している
と考えるかという質問（複数回答）に対する答えで
も，「地域情報（各都道府県単位の情報）の充実」
が82％と圧倒的に多く，「地域情報の全国への発
信」は39％で，半分足らずにとどまった（図16）。

以上の調査結果からは，▽地域情報の充実・
強化という点では，放送の「受け手」である一
般視聴者や自治体のニーズと，「送り手」である
地上波テレビ局の認識はおおむね一致している
といえるが，▽地域情報の全国への発信につい

ては，自治体が強い期待を寄せているのに対
して，地上波テレビ局側の認識はそれほど高く
はなく，両者の間にギャップが見られるという
結論が導き出される。

 5. おわりに ～「受け手」の期待に応えるために
                          テレビが取り組むべき課題～

ここまで，各種調査のデータをもとに，視聴
者や自治体のテレビに対する認識や期待，テレ
ビ局自身の地域放送に対する認識を見てきた。
最後にこれらの調査結果が示していることを踏
まえて，地上波放送の完全デジタル化後の時
代も見据えて，これからのテレビ業界（特に地
方放送局）が取り組むべき課題について若干考
察してみたい。

5.1. 地域放送の「質」の向上のために
       ～コンテンツ力の強化と地域外への発信～

視聴者と自治体に対する調査結果からは，大規
模災害や大事件といった緊急報道の分野で，テレ
ビを様 な々メディアの中でも比較的重要視するとと
もに，提供される情報の充実を期待していることが
読み取れる。このことは，他のメディアに対してテレ
ビが得ている大きなアドバンテージであるし，地域
社会への貢献という観点からも，引き続き力を入れ
て取り組んでいくべき分野であると思われる。

また，視聴者ネット調査では，地域情報番組
について「内容がつまらないので見ない」など，
情報の質の問題を指摘する意見が多く見られる
と同時に，地元テレビ局に対する期待として，「地
域情報の充実」や「地域活性化」を挙げた人が
多かった。これは，地域情報番組を不要なもの
とするのではなく，内容（質）を充実させて，見
る値打ちのある番組・地域の役に立つ番組を

図15　完全デジタル化後の全国ネットと地域向け
放送のバランスは？（複数回答）

図16　地域向け番組と全国ネット番組のバランスに
対する視聴者の期待は？（複数回答）

（出典：ＮＨＫ放送文化研究所　業界アンケート調査）
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作ってほしいという視聴者の要望のあらわれとも
いえる。地方テレビ局はこれに応えるために，地
域情報の一層の充実を図る必要があるが，その
ための手段としては，例えば，地元のケーブルテ
レビ局と連携して，よりきめ細やかな地域情報の
提供を図ることなどもひとつの方法として考えら
れる。また，自治体との関係においても，言論・
報道機関として一定の緊張関係を保ち，チェック
機能を果たしていくのは当然の前提としながらも，
地域貢献のために必要な情報交換や協力は緊
密に進めていくべきだろう。

一方，自治体アンケート調査では，地域情報
を他の都道府県や海外など地域「外」へ発信す
るにあたって，地元テレビ局に対し，かなり高い
期待が示されたのに対し，当事者たるテレビ局
側の意識は，業界アンケート調査の結果による
と，あまり高いとはいえない。したがって今後は
このギャップを埋める努力，すなわち，地域「内」
へ向けた情報発信のみにとどまるのではなく，
全国ひいては海外へ向けた地域情報の発信～
東京のキー局に比べてマンパワーや財政面でハ
ンディのある地方放送局にとっては，実現には
大きな困難が伴い，斬新なアイディアや戦略が
必要となるが～にもっと力を入れていくべきであ
ろう。このことと，地域情報を充実させることに
よるコンテンツ力の強化とをうまく組み合わせれ
ば，地方テレビ局は地域活性化において大きな
貢献を果たすことができるのではないだろうか。

5.2. 他メディアとの連携
       ～マルチメディア社会を生き抜くために～

文研が4月に開催したシンポジウムでは，テレ
ビメディアの今後あるべき姿を語るなかで，パネ
リストから，▽インターネットを商売敵として捉え
るのではなく，協力的共存関係を築いていくこ

とが必要となってくるのではないか，▽インター
ネットを「最良の友」とし，番組のネット配信な
どについても真剣に取り組むべき段階にきてい
るのではないかという指摘がなされた4）。

視聴者ネット調査の自由記述の中でも「そもそ
もテレビはあまり見ない」，「必要な情報はインター
ネットを通じて得ている」という意見が多く見ら
れたように，各家庭へのパソコンやブロードバン
ドサービスの普及が進んでいるのに伴って，地
上波テレビ放送は各メディアの中で従来のような
圧倒的優位を保つことは困難になってきている。

冒頭に述べたように，テレビ業界をとりまく
環境はかつてない厳しさではあるが，その一方
でこれまで見てきたように，テレビに対する期
待は依然として根強いものがある。この厳しい
時代を乗り切り，地域社会への貢献を果たして
いくためにも，これまで築き上げてきたコンテン
ツ制作力や視聴者の信頼を基に，ここに挙げ
た諸課題に取り組むことが，いま地方テレビ局
に求められているのではないだろうか。

（よしつぐ ゆみ）

注：
1）村上聖一「アナログ停波へ厳しさ増す環境～急

がれる受信側の準備」『放送研究と調査』（2009
年 6 月号）

2）小川浩司「テレビの“広告力”の現在値～広告
動向に見るテレビの構造変化」『放送研究と調
査』（2009 年 8 月号）

3）ここでいう「一般視聴者」とは，放送・通信事
業やそれに関連する企業に勤務する人たち以
外，という意味である。

4）鈴木祐司「岐路に立つテレビ～ピンチとチャン
スにどう対峙するのか？～」『放送研究と調査』

（2009 年 7 月号）p.3，p.21 
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日本人とメディアに関する世論調査　単純集計表

―地域放送の放送時間―
 地上波のテレビ放送の中で，皆さんが住んでいる都道府県

の情報を伝える地域放送についてお聞きします。この地域
放送の放送時間について，あなたはどのようにお考えです
か。この中から，あなたの意見に最も近いものを 1 つだけ
選んでください。（N=1,320）

 1. 自分の住んでいる地域放送の時間を
  増やしてほしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.2 ％
 2. 地域放送の時間を減らして，
  その分東京の情報を増やしてほしい ‥‥‥‥‥‥2.2 
 3. 地域放送の時間を減らして，
  その分近隣の道府県の情報を増やしてほしい ‥‥5.3 
 4. 現状のままでよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.3 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5

視聴者インターネット調査　単純集計表

―地域情報番組の視聴頻度―
1.　あなたはふだん，地元のテレビ局が制作する地域情報番組

をどのくらい見ていますか。※地域情報番組とは，あなた
の地元の地域のニュースや生活情報，イベント情報などを
伝える番組のことです。（N=1,656）

 1. ほぼ毎日のように見ている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.9 ％
 2. 週に 2 ～ 3 回は見ている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.9 
 3. 興味のある内容の時だけ見ている ‥‥‥‥‥‥ 30.7 
 4. ほとんど見ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.2 
 5. まったく見ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3 

―地元の放送局に期待すること―
2.　あなたが地元の放送局に最も期待することは何ですか。

（N=1,656）
 1. 地域情報の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.9 ％
 2. 住民参加の番組の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 
 3. 地域文化の担い手としての役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥8.8 
 4. キー局の情報をもらさず伝えること ‥‥‥‥‥ 13.9 
 5. 地域の情報を域外や全国に発信すること ‥‥‥ 11.3 
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.6 

―地域情報入手のために使うメディア―
3.　地元の地域情報を入手する際に，あなたがよく利用するメ

ディアは何ですか。以下の中から最もよく利用するものを
1 つだけお選びください。（N=1,656）

 1. NHK の地上ローカル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8 ％
 2. 民放の地上ローカル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.1 
 3. ケーブルテレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 4. AM ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 
 5. FM ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6 
 6. コミュニティ FM ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 7. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.6 
 8. NHK のワンセグ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 
 9. 民放のワンセグ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 10. 雑誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
 11. 広報誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 
 12. フリーペーパー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.9 
 13. ホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9 
 14. インターネットの動画配信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 
 15. 地域 SNS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 
 16. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 

―地域活性化への貢献―
4. あなたは，以下のメディアの中でどのメディアが地域の活

性化に貢献していると思いますか。最も貢献していると思
うものを 1 つだけ選んでください。（N=1,656）

 1. NHK の地上ローカル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.5 ％
 2. 民放の地上ローカル放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.3 
 3. ケーブルテレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0 
 4. AM ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6 
 5. FM ラジオ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 
 6. コミュニティ FM ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 
 7. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9 
 8. NHK のワンセグ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0  
 9. 民放のワンセグ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 10. 雑誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 11. 広報誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 
 12. フリーペーパー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0 
 13. ホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 
 14. インターネットの動画配信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 15. 地域 SNS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 
 16. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 

【調査の概要】
1. 調査時期
 2009 年 1 月 9 日～ 25 日
2. 調査対象
 全国の満 20 歳以上の 2,000 人
3. 調査方法
 調査員による個別面接聴取法
4. 回答数（率）
 1,320 人（66.0%）

【調査の概要】
1. 調査時期
 2009 年 3 月 20 日～ 23 日
2. 調査対象
 全国の 16 歳以上のパソコンによるインターネット利用者
3. 調査方法
 インターネットによるアンケート
4. 回答数
 1,656 人
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―「NHK ワールド TV」は地域活性化に活用できるか？―
 2.　「NHK ワールド TV」は衛星放送やケーブルテレビを通

じて世界各国に番組を発信するほか，インターネットでも
配信を行うため，パソコン上でもリアルタイムで番組を見
ることができます。このサービスは，貴自治体の情報を海
外に発信して地域を活性化させることに活用できると思い
ますか。（N=80）

 1. とても活用できると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3 ％
 2. ある程度は活用できると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.3 
 3. あまり活用できるとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥ 33.8 
 4. 全く活用できるとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8 
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.8 
 6. 不明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 

自治体アンケート調査　単純集計表

―「NHK ワールド TV」の知名度―
 1.　NHK では，今年の 2 月から国際放送「NHK ワールド TV」
の充実・強化を図り，24 時間毎正時に日本やアジアのニュー
スを英語で世界に発信するようになりました。このサービスに
ついてはご存知ですか。（N=80）
 1. 知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3 ％
 2. 知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.8 
 3. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 

【調査の概要】
1. 調査時期
 2009 年 3 月
2. 調査対象
 全国 147 自治体（47 都道府県と無作為に選んだ 100 市区）
3. 調査方法
 郵送法
4. 回答数（率）
 80 自治体（54.4％）

全　体
性　　別 年　　層

男 女 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上

1,320 人 614 706 154 227 213 259 244 223

100.0 % 46.5 53.5 11.7 17.2 16.1 19.6 18.5 16.9

全　体
男 の 年 層 女 の 年 層

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上

1,320 人 81 102 86 118 114 113 73 125 127 141 130 110

100.0% 6.1 7.7 6.5 8.9 8.6 8.6 5.5 9.5 9.6 10.7 9.8 8.3

全　体
職　業 都市規模 地 方 別

有職者 主婦 無職ほか 18 大都市 その他の市 郡・町村 北海道・
東北 関東 中部・

甲信越 近畿 中国・四国・
九州

1,320 人 760 309 251 346 840 134 161 424 238 212 285

100.0% 57.6 23.4 19.0 26.2 63.6 10.2 12.2 32.1 18.0 16.1 21.6

「日本人とメディアに関する世論調査」サンプル構成


