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＜会合の概要＞ 

「経営委員会による受信者意見聴取」の平成23年度第５回は、山形放送局で

実施し、「放送」「経営など全般」の２つのテーマで、公募による44人の視聴

者の皆さまからご意見を伺った。 

 

＜会合の名称＞ 

視聴者のみなさまと語る会～ＮＨＫ経営委員とともに～in  山形 

 

＜会合日時＞ 

平成23年10月15日（土）午後２時から午後４時まで 

 

＜出席者＞ 

【経営委員】 安  田  喜  憲（委員長職務代行者） 

         大 滝 精 一（委員） 

倉 田  真由美（委員） 

【執 行 部】 塚 田 祐 之（理事） 

               冷 水 仁 彦（理事） 

         福 田 淳 一（山形放送局長） 

【視 聴 者】 公募による視聴者44人 

【司  会】 末 田 正 雄 アナウンサー 

 

＜会 場＞ 

山形放送局 １階スタジオ 

 

＜開催項目＞ 

 以下のとおり進行した。 

 

１ 開会あいさつ 

２ 経営委員による説明 

   協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事項について 

３ 意見の聴取 

（１）ＮＨＫの放送について 

（２）ＮＨＫの経営全般について 

４ 閉会あいさつ 

 

「視聴者のみなさまと語る会」終了後、「ほろり、どきどき…『あさイチ』放



3 
 

送開始から１年半 生放送の舞台裏」と題して、この番組のキャスターである

柳澤秀夫解説委員と有働由美子アナウンサーのトークショーを開催した。 

 

 

＜概要・反響・評価＞ 

・公募の結果、はがき・ホームページを通じて計134人から参加申し込みがあり、

無作為の抽選を行い、当選者80名に案内を送付した。その際、当選者の意見

の把握と参加意思の確認のために事前アンケート調査を実施したところ、59

人から回答・返送があり、53人が参加すると答えていた。当日は44人が来場、

参加した。 

・会合は、「放送」と「経営全般」の２つのテーマを設定し、進行した。ローカ

ル番組を全国発信してほしいというご意見、震災時や震災後の放送に関する

ご意見やご要望、ジャーナリズムとしての役割を全うすることを望むご意見、

受信料の公平負担へのご意見など多岐にわたった。 

・参加者全員のご意見を伺う時間がなかったため、終了後、意向収集のアンケ

ート調査を行ったところ39人から回答があった。回答者は20代１人、30代４

人、40代４人、50代７人、60代15人、70歳以上７人、未記入１人で、60代の

参加が多かった。 

・参加者の満足度については、「たいへん満足」あるいは「満足」と答えた人

が29人、「ふつう」と答えた人が10人、「不満」あるいは「たいへん不満」

は２人だった。 

 

◆協会の基本方針・重要事項を説明 

（大滝委員） 

○経営委員の大滝です。ＮＨＫの経営委員には、平成19年12月に任命されて２

期目に入っております。経営委員会の役割は、放送法に明文化されており、

ＮＨＫの経営の基本方針などの議決や、松本会長以下ＮＨＫ執行部の役員の

業務の監督など、ＮＨＫの経営に対して重い責任を負っております。経営委

員会の委員は、衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣より任命されます。 

○委員の選任に当たっては、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国

各地方が公平に代表されることを考慮しなければならないと放送法で定めら

れています。私は、今、東北大学に勤務していますが、主にその東北地域と
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いうその地域性も考慮して経営委員としての役割を果たすということになっ

ています。 

○平成20年10月に、平成21年度から23年度までの３か年経営計画を策定し、視

聴者の皆様に公表しました。この経営計画では、「いつでも、どこでも、も

っと身近にＮＨＫ」をスローガンとして、２つの経営目標を立てています。 

１つ目の経営目標は、ＮＨＫへの接触者率を23年度末までに80％にすること

です。接触者率とは、テレビ・ラジオだけでなく、インターネットを含めて、

１週間に５分以上、ＮＨＫを見たり聞いたりした人の率です。23年６月の調

査では、接触者率は76.6％でした。 

２つ目の経営目標は、受信料の支払率を23年度末までに75％まで高めること

です。受信料をお支払いいただいている方が、お支払いいただいていない方

に対して感じる不公平感を解消していくことは、公共放送を支える受信料制

度を堅持していくために取り組まなければならない極めて重要な課題である

と認識しております。 

○現在、平成24年度から３か年の次期経営計画の策定に向け検討を進めていま

す。事前に頂戴した皆様からのアンケートにも、次期経営計画についてさま

ざまなご意見をいただきました。ありがとうございました。 

○今年１月に経営委員会で議決後、総務大臣に提出したＮＨＫの平成23年度収

支予算と事業計画の概要を説明します。 

・受信料収入など事業収入は、22年度予算比で140億円増となる6,926億円で

す。番組制作費など事業支出は、完全デジタル化対策を強化しつつ、経費

の圧縮に努め、22年度予算に比べ38億円増の6,886億円に抑えました。 

・23年度の受信料収入は、22年度予算に比べて130億円増の過去 高となる

6,680億円を計上しました。これにより、23年度末の受信料の支払率は経営

計画どおりの75％の達成を目指します。 

・衛星放送は、ことし４月１日から２つのチャンネルに再構築し、高画質の

ハイビジョン放送で個性を打ち出した新しいサービスも開始しました。ま

た、地域の情報を全国へ向けて積極的に発信します。 

・パソコンや携帯電話などでも、ＮＨＫの確かな情報に接していただくため

の３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開の取り組みです。インターネットで番組を有料

配信するサービス、「ＮＨＫオンデマンド」については、さらなる定着と

利用者の拡大に向け、一層の充実を図っていきます。 

・国際放送は、24時間、英語ニュースを充実するとともに、地域の放送局が

制作した番組を英語化するなど、日本とアジアの情報発信を強化します。

ＮＨＫでは、視聴者の皆様の声を経営に生かすよう努めています。これか

らも、皆様の声を反映させて、経営改革を推進するとともに、人材育成の
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強化等コンプライアンスの徹底により、経営風土の改革を図ってまいりま

す。 

○本日、ここＮＨＫ山形放送局にお集まりいただきました皆様からいただくご

意見・ご要望は、私ども経営委員会はもちろんのこと、執行部とも共有して、

今後のＮＨＫのあり方に反映させてまいりたいと考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

《視聴者の皆さまからのご意見とＮＨＫ側からの回答》 

第 1のテーマ：ＮＨＫの放送について 

【会場参加者】 

以前に比べてちょっと民放寄り番組が増えたという印象だ。新しい放送のあ

り方としてはもちろんいいと思うが、砕け過ぎていると思う瞬間もある。ＮＨ

Ｋには、ＮＨＫだからできるという放送を続けてほしい。 

 

【会場参加者】 

山形放送局には、地元の人の意見を取材して、それを日本全国に発信してい

ただきたい。山形の良いところを全国に、日本の良いところをアジア、世界に

発信ほしい。 

 

【会場参加者】 

山形県大井沢の１年間の行事や生活の様子を取材し放送したローカル番組が、

大変良かった。 

県内では何回も放送になったが、全国への発信はどのくらいやってくれたの

か。ローカル番組も良いものは全国放送にして、アピールをしてもらいたい。 

 

（冷水理事） 

まず、 初の方のご質問にまずお答えさせていただきたいと思います。基本

的に、ご指摘いただいた点は、大変的確かつ重要な指摘だと思っています。Ｎ

ＨＫの番組は、比較的年配の方、特に70代以上の方には大変よく見られている

のですが、少し若い世代のほうでは余り見られていないというようなこともあ

りまして、できるだけ幅広い年層の方に見ていただこうというねらいも込め、

多様な演出の番組を増やしてきた経緯があります。その結果として、ＮＨＫは

以前より親しみを増したとご意見もいただく一方で、今まさにご指摘いただい
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たように、民放と変わらないような番組が増えたというご批判もあります。ご

指摘のようにＮＨＫだからできる放送を一番大切にしなくてはいけない点だと

思っています。 

 

【会場参加者】 

私はラジオをよく聞く。９月から「らじる★らじる」がＮＨＫのインターネ

ットで配信されるようになった。本来ラジオは、生活の場に密着したもので、

たとえば台所で仕事をしていても、海で仕事をしても、山に行っても、どこで

も聞こえるのが本来の姿だと思う。インターネット配信されて、音質がきれい

でクリアになるのはいいことだが、そこまで手を伸ばす必要はなかったのでは

ないか。 

 

【会場参加者】 

私はよくデータ放送も見る。大河ドラマや連続テレビ小説は、昨年度までは

データ放送で、登場人物とかいろんなエピソードなどを見ることができたが、

今年度からはネットにつながないと見られないものが増えた。残念だ。 

震災の報道に関しては、データ放送も含めＮＨＫはよく放送し、いろんなこ

とが、情報が得られた。 

 

【会場参加者】 

私は戦争中に山形でロケット戦闘機を作った。それ以来エンジニアリングに

ついては、私は山形でナンバーワンだ。いまの放送は、スポーツ、ギャンブル、

娯楽の連続だ。第二次産業、つまり物の製造によって日本人は生計を立ててい

る。山形の場合でも、製造の出荷額はもう今２兆7,000億円ぐらいにまでダウン

している。 

サッカーのモンテディオ山形も随分放送されているが、新しい山形県民の中

にいかほどの付加価値があるか。今の放送は、ただの時間つぶしのようなもの

を何回も放送している。 

 

（司会） 

ＮＨＫの番組には、例えばスポーツ放送では、サッカーや野球中継、オリン

ピック、アジア大会、いろんな放送があります。そういう娯楽やスポーツはあ

まり必要なく、第二次産業や、そういうものに携わる人物を取り上げる機会を

増やしたらどうかというご意見でしょうか。 

 

【会場参加者】 
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そのとおりだ。県民の元気のために、そういう製造というものがなければ、

決して山形は、レベルが上昇、生活が上昇するわけない。 

 

（塚田理事） 

この９月から「らじる★らじる」というインターネットでラジオが聞けるサ

ービスを始めています。10月からは、携帯のスマートフォンでも聞けるように

なりました。ラジオは電波で出すのが基本ですが、ビルの中でラジオが聞こえ

ないとか、日本海側は夜間になると大陸からの強い電波の影響で、混信してよ

く聞こえないという声があります。それを補完するために始めました。まだ試

行中なので、東京のラジオ第１、第２、ＦＭの番組をインターネットで、全国

に向けて展開しています。どういうサービスが皆さまに一番使いやすいのかと

いうことを考えなから、展開していきます。 

 ２人目の方、データ放送をごらんいただきましてありがとうございます。デ

ータ放送、特に衛星放送のほうのデータ放送のお話だと思いますが、データ放

送のことでご意見を募ると、ニュースや気象情報、地震の情報など、安全、安

心に関する情報をとにかく早く知りたいというご要望が多くなっています。限

られた帯域の中ですので、ドラマについての情報を更に知りたいという方には、

ネットにつないでいただきご覧いただくなど、どのサービスを中心とするかと

いうことを試行しながら放送しています。ご理解をいただければと思います。 

３人目の方は、製造業が大事とのご意見でしたが、我々も同じ考えです。し

かしＮＨＫにはスポーツも娯楽もいろいろ放送してほしいというご要望も寄せ

られていますので、全体のバランスの中で番組編成を考えていきたいと思って

います。 

 

（福田局長） 

３人目の方には「秋水」というロケット開発で今年７月のニュースにご登場

していただきました。ありがとうございます。 

先ほどから地域の放送をもっと全国に発信せよという激励の言葉を皆さまか

らいただいています。私も全く同じ考えであります。ＮＨＫの地域放送局には、

２つ側面があります。１つは、地域のために地域の放送を出すというもの、も

う１つはすばらしい山形を全国に紹介していくという役目です。 

ですから、いろいろなニュース報道のほかに、例えば今年５月、鶴岡の黒川

村の三世代同居率が日本一高いということで家族や地域のつながりを描いた

「三代友達」という番組を放送しました。このほか、のちほどトークショーで

有働がお話しすると思いますが、「あさイチ」の“ＪＡＰＡ”なびのコーナー

では 上川を紹介しました。それから天童での「ＮＨＫのど自慢」も全国に向
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けて放送しました。大変いろいろな反響をいただきました。こういった番組が、

地域の放送局として大切なものだと思っています。 

また、地元特産の「つや姫」というおいしいお米の本格発売から２年目にな

りますが、これも積極的に取り上げていきます。そして来年３月、蔵王で初め

て女子のワールドカップ、ジャンプ大会が開かれます。これも山形放送局は全

国に発信していきたいと思います。 

 

（安田代行） 

地域活性化をＮＨＫは現行の経営計画の中で、重要な経営方針として取り組

んできました。平成24年度以降も引き続き地域活性化のために力を入れていこ

うと考えています。私の職場は京都ですが、学生時代を仙台で過ごしまして、

余りにもすばらしいところなので、実は自宅を名取に建て、こちらに住んでい

ます。東北のすばらしさは住んでみてわかる。 

この山形も本当にすばらしいところなので、その魅力はテレビを通じて全国、

全世界に発信し、地域活性化のお手伝いをしていきたいと考えています。 

 

（大滝委員） 

ローカルで放送された番組を全国に向けて発信ということについては、もっ

とその枠を増やしていこうと努力をしています。それだけでなく、全国で共通

した問題、例えば高齢者が孤立していくような問題に対して、どうやって力を

合わせて解決すればいいかということをＮＨＫの地方の放送局が力を合わせて

チャレンジする取り組みも始まっています。 

それから、ニュースや番組を英語で全世界に放送する国際放送については、

現行の経営計画で、本格的に強化・拡大していく取り組みやすぐれたローカル

番組を国際放送でも取り上げる試みもしています。次の経営計画でも、こうし

た取り組みを強化していこうと考えています。 

 

（倉田委員） 

地元のニュースを日本だけではなく、世界に発信していくというのは非常に

重要なことです。東日本大震災に関連して、風評被害がまだまだやまない状況

です。そういったことを払拭していくためにも、世界に向けて日本のニュース

というものをこれから広めていく必要があると思います。 

それから、娯楽番組が多過ぎるというご意見がありましたが、第一次産業、

第二次産業にスポットを当てるということは、私も賛成です。その理由は、農

業や製造業は、視聴率は期待できないこともありますが、視聴率を稼ぐことに

腐心している民放とは違って、ＮＨＫというのは視聴率だけにとらわれなくて
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いい唯一の放送局なので、ＮＨＫにしかできないと思います。非常に大事なご

意見だと思います。 

 

【会場参加者】 

仕事をしているので、朝は家を８時前後に出てしまう。８時15分からの「あ

さイチ」は毎日録画して、夜に見ている。同時刻に放送している民放の番組は

全く見なくなってしまった。「あさイチ」は、以前のＮＨＫとは思えない明る

い感じで、アドリブもあるし、メールやインターネットでの視聴者とのやり取

りも面白い。有働アナのわき汗なんていう話もとても笑える。賛否両論あると

思うが大好きだ。 

 

【会場参加者】 

ＮＨＫがやっぱり大好きで、とにかく「あさイチ」は毎日見ています。特に

料理番組が好きで、毎回メモして利用している。 

 

【会場参加者】 

以前は祝日の午前中に、エンターテインメントの映画や名作ドラマを放送し

ていた。そういう特集をまたやってもらいたい。 

 

【会場参加者】 

 東日本大震災のときは山形も含めて東北地方は連日にわたって停電が起きた。

私たちは携帯のラジオが頼りだった。駅にも大勢の人がいた。ラジオを持って

いなかった人もいたと思う。大きな駅や市役所にはテレビとかラジオとか設置

してもらえると情報が得られていいと思う。 

被災地の状況は復興の情報でも、これからも減らすことなく伝えていってほ

しい。 

 

【会場参加者】 

震災のニュースについて意見がある。余震でやられて、半壊・全壊以上に損

害を受けたニュースが報道されない。場所は宮城県の小牛田・美里町だ。 

 

（司会） 

実は、あの大震災の直後に、長野県でも震度６強の地震がありました。その

地域では大被害が出ているのですが、私たちに入ってくる情報は、岩手、宮城、

福島のニュースが中心で、長野の情報があまり入ってこない実態が確かにあり

ました。津波など大きな被害があった岩手、宮城、福島に比較すると、情報量
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の少ない地域もありました。 

 

（冷水理事） 

大震災から半年以上がたちましたが、私たちがやるべきことは、まだまだた

くさんあると思っています。局内的にはＮＨＫ会長を頂点とする「東日本大震

災プロジェクト」を設置し、手を緩めることなく、今後も 優先のテーマとし

て取り組んでいきたいと思っています。 

さきほどの美里町の情報ですが、私は大変貴重な情報をいただいたと思って

います。非常に被害が広範囲にわたっている中で、なかなか一律に状況が言え

ないというようなことがありますけれども、今おっしゃったような地域でこん

なに重要な問題があるというのは貴重な情報です。地元の放送局のほうに伝え

て、そういう問題意識を持って取材するように指示したいと思います。 

 

（大滝委員） 

私は、仙台に住んでいますので、震災で何日も電気もガスも水道も止まると

いうことを経験しました。今お話があったように、ラジオ放送の重要性につい

ては、非常に認識を深めました。 

先ほどお話があったように、公共施設、特に避難施設で、もっといろんな震

災に関する報道とか情報提供が行われることが重要だと思います。公共施設の

中でどう情報提供をしていくのかについてはＮＨＫだけでやれる問題ではもち

ろんないのですけれども、その大きな仕事の一つがＮＨＫであることは確かだ

と思います。特に停電のときにしっかり対応できるような仕組みをつくること

は、すぐ実行しなければいけないと思います。 

 

（福田局長） 

さきほどお話にあったのは西川町の大井沢の雪を扱った「ふるさとを守る人

びとの記録」という番組のことだと思いますが、これまで４回以上全国放送し

ています。東北の被災地の支援をするキャンペーンの「きらり！東北の秋」と

いうのがありますけれども、10月29日に放送することが決まっています。 

それから、先ほどラジオの問題がありましたが、山形局では３月11日の震災

発生直後、 初の時点では、いまどういう事態が起きているのかを視聴者の皆

さんに知らせるために、全国の放送をきちんと受けて、それを山形の皆さんに

お届けする方針にしました。そして夕方から、山形では何が起きているのか、

亡くなっている方がいるのかなどを含んだ被害状況や交通情報を、随時、全国

放送にかわってローカル放送で24時間、放送を出し続けました。 

ラジオの大切さは、改めて私も認識しましたので、今後も、ラジオやその他
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の手段を使って、情報を流していきたいと思います。 

 

【会場参加者】 

今回の大震災が発生して、全国はもとより、東北地方も一つになって活動し

ようと自治体も取り組んでいる。ＮＨＫ総合の午前１１時５分からの「情報パ

レット ～つながろう東北～」も、タイトルどおり東北がつながろうという内容

だ。正午の全国ニュースのあと、山形のニュースの時間になるが、この枠で福

島の人や青森の人が見ているニュースも見られるといいと思う。 

 

【会場参加者】 

「あさイチ」は、見ている方に寄り添ってという姿勢があるから、好評なの

だと思う。震災報道も、被害の大きさだけでなく、住民の方がどのように暮ら

しているのかにもスポットを当てるべきだ。公共放送は、寄り添う姿勢で放送

していくべきだと思う。 

 

【会場参加者】 

近のＮＨＫの番組では、何時からこんな番組がありますよというお知らせ

が多い。お知らせを流すぐらいなら、私は雪の景色や落ち葉舞う公園の風景の

映像を流してほしい。 

 

（塚田理事） 

番組と番組の間のお知らせが多いのではというご意見でしたが、長い番組の

終わったあと２分間の枠がありますが、それほど数が多いわけではありません。

現在、朝の時間帯でも減ってきています。 

ところで１年間にＮＨＫに視聴者の皆様から寄せていただく声はどのくらい

あると思われますか。実は１年間でおよそ450万件寄せられているのです。この

うち放送番組についての多くが、再放送の時間や番組のお問い合わせです。で

きるだけ多くの方に見ていただく機会を提供したいので、あの時間を使ってお

知らせを放送させていただいています。 

「きらり！東北の秋」というＢＳのシリーズのお知らせは、高校生の歌う姿

と東北の美しい映像で構成していますが、全国の方に東北のことを知っていた

だくのが目的です。ご理解いただければと思います。 

 

（大滝委員） 

もっと東北全体をつないだ番組を増やしていったらどうかというお話があり

ました。私もいろいろな意味で賛成です。すでに土曜日の朝７時半からのニュ
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ースや金曜日の夜に、東北全体として放送する番組がありますけれども、時間

的にも見ても、私自身は必ずしもそれで十分だとは思っていません。そういう

取り組みはもっと必要だと思います。 

特に、これからの震災復興を考えるときに、各県がばらばらに復興していき

ますというようなことでは、本当の意味での復興にならないのではないかと思

っています。東北全体で力を合わせてやっていくことができないと、もとどお

りになるどころか、これから力強く東北が発展していくという道もなかなか難

しいのではないでしょうか。 

 

（安田代行） 

「きらり！東北の秋」のお知らせはわずか１分ですが涙が出てくるような映

像です。あれを１日何回も繰り返すと人の記憶に残ります。短くてもインパク

トがあり、東北の良さが伝わると思います。 

 

（福田局長） 

先ほど東北向けのニュースというお話がありましたけれども、今はお昼のニ

ュースの後に、12時20分から45分まで、東北関連ブロックで震災関連のニュー

スを放送しています。やはり東北で何か起きているのか、それから何が共通の

テーマとなるのか、そういうのも含めて、震災関連のニュースをお伝えしてい

ます。ご存じのように、山形県には自主避難の方も含め、１万2,000人を超える

方が避難しているので、福島やほかの東北各局と協力しながら、このテーマに

取り組んでいきたいと思います。 

 

【会場参加者】 

山形の地盤が強く、災害に対していかに強いかということをなぜ放送しない

のか。 

 

（福田局長） 

難しい問題でございますけれども、地盤の強さというよりも、山形県にも活

断層というものが４つの地域に４か所あります。災害が起こる可能性は、決し

て低い確率ではないと私は認識しています。酒田沖の地震の空白地域もありま

す。震災・防災のことについては、これからも取り組んでいきたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。 
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第２のテーマ：ＮＨＫの経営全般について 

 

【会場参加者】 

受信料のことだが、山形、私の住んでいる中山町（東村山郡）は、３月11日

は震度５強で、４月７日の余震では５弱だった。うちも被害があった。罹災証

明書をもらうと受信料が減免になると、人から聞いたので、電話で尋ねると宮

城、福島、岩手は該当するが山形は該当にしないということだった。なぜ県で

そういう差別をするのか。高速道路は罹災証明書があれば無料になる。 

あと、もう１点。山形も高齢者の単身世帯が結構ある。そういう方には少し

割引とかあってもよいのではないかと思う。 

 

【会場参加者】 

受信料の未契約者は大勢いると思う。12世帯のアパートに住んでいる。私の

ところにはＮＨＫのラベルが玄関のドアに貼ってあるが、ほかの11世帯にはラ

ベルがない。未徴収よりも、未契約者の方が問題だ。10％還元など話題になっ

ているが、当然払う受信料なのだから、割引の必要はないと思う。 

 

【会場参加者】 

正確な情報、正しい情報を得るために受信料が使われる。受信料の10％還元

の問題はもう少し考えてほしい。情報は「ただ」ではないと思っている。 

 

【会場参加者】 

親のもとで暮らしているので受信料は自分が払っているわけではない。受信

料がどういうふうになっているのか、素人でもわかるようなものがあったらい

いなと思った。すごく素朴な疑問だが、民放に受信料が必要なくて、ＮＨＫに

必要なのは、コマーシャルが関係しているからか。知識がないので教えてほし

い。 

 

【会場参加者】 

平成の初めに衛星放送が見られるテレビを購入した。衛星のアンテナを付け

た翌日にＮＨＫの人が来たので衛星放送の契約をした。しかし、たまたまテレ

ビが不良品だったので、５年間は衛星が見られなかった。しかし受信料は口座

振替で払い続けた。ＮＨＫのファンではあるが、私はそういう事情があるので

受信料を10％還元してもらえるなら大変ありがたい。 

 

（塚田理事） 
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受信料の免除のお話がありました。ＮＨＫでは免除の対象について、一定の

基準を設けて行っています。東日本大震災関連の免除は災害救助法が適用され

た区域内で、半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けられた方など

に対して、総務大臣の認可を得て行っているものです。この災害救助法が適用

された区域内に入っていない場合には、通常の形でお願いをしています。 

それから、高齢世帯の割引というお話がありました。ＮＨＫは視聴者の皆さ

んに負担していただく受信料で成り立っています。そのために、できるだけ多

くの皆さんに負担していただいて、情報を皆さんのお役に立てていただこうと

いうことで進めております。 

これから先、本格的な高齢化社会の中で、ＮＨＫの財源と視聴者の皆さんの

負担はどうあるべきか、かなり議論が必要だと思います。 

イギリスのＢＢＣの場合、年金生活をしている75歳以上の世帯は受信料が免

除になっています。そのかわり、国がその免除した分をＢＢＣに払っています。

国によって制度は違うと思います。受信料の負担についてはこれからもいろい

ろご意見をお聞きしながら、考えていく課題だと思っています。 

契約していないのは不公平だというご意見がありました。私どももそれは真

剣に受けとめております。何回もお訪ねしたり、文書でお願いしてもご理解い

ただけない方については、民事訴訟という形で今進めています。 

多くの場合、ご理解いただき、契約していただくことが多いのですが、丁寧

にご説明させていただいてもなかなか難しい場合には、そういうことも含めて、

公平負担をお願いする活動を進めさせていただいています。 

 

（大滝委員） 

先ほど若い世代の中に受信料をなぜ支払わなければいけないのかとか、受信

料の持っている意味が何なのかということが、よくわかっていないのではない

かというお話がありました。これについては、やはりきちんと伝えていくとい

うことが私は必要だと思っています。 

受信料は、先ほど塚田理事からも話がありましたように、税金ではありませ

ん。受信料は公共放送を支えていくために、国民一人一人が自主的に支払うと

いうことを原則にしています。ＮＨＫを見るから受信料を払う、ＮＨＫを見な

いから受信料を払わないというものではありません。 

民放はコマーシャル、広告料を主たる収入源にしていますが、ＮＨＫはそう

ではありません。つまり、ＮＨＫにはそういう意味での民放とは違う公共放送

としての使命が求められているということもあります。しかし、今私が申し上

げたようなことは、皆さま方にとっては常識かもしれませんけれども、特に若

い世代の方々にとっては必ずしも常識ではありません。 
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また、一定の条件のもとで家族割引という制度もあるのです。多分多くの若

い人たちがよくご存じないのかと思います。ＮＨＫがしっかり伝えていかない

といけません。 

 

【会場参加者】 

受信料についての要望だ。支払っている人の率が73.6％という。23年度の目

標は75％なのであと1.4％だが、この目標では生ぬるい。せめて85％とか90％ぐ

らいを目指してやってほしい。払っている人の不満は募るばかりだ。 

 

【会場参加者】 

地震の際のアナウンスについて意見がある。震度３などの地震と震度５強や

６以上の非常に強い地震、非常にせっぱ詰まった状況の場合も、アナウンスが

落ちついた調子でいいのか。今までの地震と違う、本当に今回はすごいんだと

いう雰囲気で「すぐに避難してください！ 近くの人と一緒に、高いところに至

急避難してください！ 戻らないでください！」というアナウンスが必要なので

はないか。子どもを親が叱るような緊迫感のある放送はできないものか。 

大震災、政治的状況、経済的状況、今、日本は大変な状況だと思う。政治家

が一体この国をどのように導いていこうとしているのか。国民全体で考えなけ

ればならない問題だと思うが、それを報道するＮＨＫへの期待も大きい。 

 

【会場参加者】 

この国の国民というのは非常にぶれやすい気がする。そういう民族性の中で

メディアの果たす役割は非常に大きいと思う。経営方針にジャーナリズムの役

割を全うしますと明記されている。ジャーナリストしての正義感を基盤に、国

民の側にスタンスを置いて、特に権力に対して、しっかり監視して公共放送の

使命を全うしていただきたい。 

 

【会場参加者】 

私は総合テレビだけでなく、教育テレビもよく見ている。趣味的なお花や料

理番組もよく見ている。実は子どもに軽度の知的障害がある。教育テレビは障

害のある人たちが頑張っている番組や情報番組がたくさんある。そういった番

組を放送するのもＮＨＫがＮＨＫたるゆえんであると思う。ぜひそういった弱

者というか、民放では取り上げられない人々にも、温かい目で情報を発信し続

けてほしい。 

 

【会場参加者】 
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私は小さいときから相撲を見ていて大好きだ。今回の八百長問題でいろいろ

あった。本場所が休止になった。その後、相撲の世界はどうなったのか。もっ

と突き詰めた放送をしてほしい。 

 

（司会） 

緊急地震速報関係の話がさきほど出ました。アナウンス室も関係しているの

で、私からお話しいたします。 

３月11日以降、何度も「緊急地震速報です」という放送が100回以上ありまし

たが、実は私の声です。あのシステムができて、地震の揺れが来る前に、避難

することができるという、役に立っている部分もあると思います。 

先ほどのご指摘は、強い地震が起きたときにアナウンサーが「慌てないで落

ちついて行動してください。海岸付近には近づかないでください」と呼びかけ

ることについて、もう少し緊迫感のある放送はできないものか、というご意見

だったと思います。 

少し余談になりますが、各地の被災地では、消防とか自治体、役場が「高台

に避難してください」ということを呼びかけました。避難して助かった方もい

らっしゃいますが、そのまま残った方で、被災された方もいらっしゃいます。

そんな中で、茨城県の大洗町というところは、それまでの前例を覆して、「緊

急避難命令」というのを消防が出しました。本来は「避難勧告」であったり、

「避難指示」ですが、町長と消防長が連携して、「命令」という文言にしよう

と話し合い、「緊急避難命令、大至急、高台に避難せよ！」と繰り返したそう

です。この町で亡くなった方は一人もいませんでした。 

ＮＨＫのアナウンサーは地震や津波の際の避難呼びかけなどのマニュアルを

常に手元に用意しています。このマニュアルの文言について、今までよりもも

っと強い言い方にすべきではないかという議論を先日行いました。 

「高台に避難してください」ではなくて、「逃げろ！」というような表現に

近いものを盛り込もうとか、「大津波が来ます。今すぐ逃げてください。逃げ

て！ 逃げて！」というような表現や、「可能な限り高いところへ逃げること！」

という命令口調に近いものや、「立ち止まったり、引き返したりしないこと！」、

「周りの人にも避難を呼びかけながら逃げること！」などです。いま集約して

いる 中です。 

今回のような大津波で亡くなる方が一人でも少なくなってほしい、そういう

希望から私たちも反省をし、見直しています。将来、自治体の呼びかけも、も

っと強いものになるかもしれません。そして、それが広まって、一人でも命が

救われればと思っています。 
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（大滝委員） 

先ほどジャーナリズムの使命というお話がありましたが、それは全くそのと

おりです。それは経営委員会として常にそういうことを考えています。 

先ほど政治とか権力との間にきちんとした線引きをすべきだという話があり

ました。なぜ私たちがＮＨＫで受信料にこだわっているのか。なぜ税金で徴収

する方法にしないのかという大きな理由の一つはそこにあります。支払率を

100％にするという目標だけだったら、税金でいいのです。でも、税金にすれば、

政治権力との間に非常に強い密接な関係ができてしまって、本当の意味での公

共放送が続けられるかどうか危ぶまれます。 

私たちとしては、現時点ではこの受信料の制度はできるだけ今のやり方で続

け、可能な限り支払率を上げていくということによって、ジャーナリズムとし

ての使命を守る、そういう方針で臨んでいます。 

 

（塚田理事） 

受信料の支払率は平成22年度末73.6％で、今年度75％を目指していますが、

生ぬるいとのご意見でした。ご指摘はそのとおりで、我々も、とにかく多くの

方々に支えていただく、公平負担を実現するということで、今、取り組んでい

ます。 

ただ、１年間に日本国内で転居される方が300万世帯ぐらいあり、今の仕組み

ですと、一度契約が切れると引っ越し先で探すのが困難な状況です。ＮＨＫが

独自に探すのには限界があります。できるだけ公的な機関と一緒に、情報を共

有できないかなどを考え、改善に取り組んでいます。 

それでもご理解いただけない方には、民事訴訟という形も含め進めています。 

一人でも多くの方々に受信料制度の意義と、それを皆さんで負担していただ

く公平負担をご理解していただけるよう、われわれもさらに努力していきます。 

 

（安田代行） 

今回、東日本大震災のあと、東北の人々の対応が世界の称賛の対象になりま

した。だれ一人として泣き叫ぶ人もいないし、人のものを奪うわけでもない。

このこととＮＨＫの公共放送の受信料システムは全く同じだと思うのです。世

界の公共放送の中には税金で運営しているところもありますが、みんなの善意

で支えるようなＮＨＫのようなシステムは、世界でも稀です。山形の人の支払

率は非常に高く、これには山形の人々の三世代同居も影響があると思いますけ

れども、その背景にある東北人の心がこのＮＨＫを支えているのだと思います。 

公共放送の制度は、日本人の失ってはならない公共性という世界にも誇るべ

き心に立脚した制度ですので、ぜひ皆さんにもご支援をいただきたいと思いま
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す。 

 

（大滝委員） 

今日は本当にありがとうございました。たくさんのご意見をいただきました。

公共放送としてＮＨＫはよい番組をつくることが 大の使命だと思っています。

今日いただきましたローカル放送のあり方や、少数であっても、苦しんでいる

人たちにまなざしを向けたＥテレの福祉番組も、とても大事だと思っています。

いろんな視点から見た、質の高い放送を出し続けるということが我々の使命だ

と思っています。ありがとうございました。 

 

（倉田委員） 

大変いい機会をいただきました。皆さんに伺ったご意見を東京に持って帰り

まして、経営委員の中で再度検討したいと思います。受信料については、ＮＨ

Ｋが一番大事にしている公平・公正性を実現していくために、徴収に関しては

100％に限りなく近づけなくてはいけないと思います。これについては執行部と

も常に議論しています。執行部も大変努力しています。それは私たち経営委員

もよく知るところです。今後も温かくＮＨＫを見守っていただければと思いま

す。 
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質問1：性別

男性 女性

11 28

質問2：年齢

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 未回答

0 1 4 4 7 15 7 1

放送 ホームページ 新聞広告等
知人から聞
いて

その他

28 4 2 6 1

大変満足 満足 ふつう 不満 大変不満 未回答

12 17 4 1 1 4

経営計画ほか 放送について 経営など全般
あさイチ

（トークショー）
未回答

3 16 7 32 2

よく知っていた 知っていた 知らなかった その他

1 12 25 1

理解が深まっ
た

特に変わらな
い

わからない その他 未回答

32 2 1 1 3

質問7：今回のイベントに参加して、ＮＨＫ経営委員会の活動について理解が深まりましたか

＜視聴者のみなさまと語る会in山形＞  参加者当日アンケート

質問3：今回のイベントを何でお知りになりましたか（複数回答）

質問4：今回のイベントに参加していかがでしたか

質問5：一番印象に残ったコーナーはどこでしたか（複数回答）

質問6：ＮＨＫ経営委員会の仕事を知っていましたか
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＜アンケートに寄せられた主なご意見＞ 

 

放送について 

・福島第一原発事故当時は刻々と流れてくる報道に釘付けになった。大学教授

などの専門家がテレビに次第に出演しなくなり、何を頼りにしたらいいか不

安だ。公共放送は常に真実を放送報道して欲しい。 

 

・「あさイチ」、「スタジオパークからこんにちは」、「歌謡コンサート」は毎回見

て、元気をもらっている。もっと歌番組を増やしてほしい。「あさイチ」のト

ークショーとても楽しかった。 

 

・明るく、楽しく、ためになるＮＨＫにしてほしい。自殺の方法、殺人事件の

放送は止めさせてほしい。 

 

・ＮＨＫだけじゃないが、アナウンサーが“かむ”ことが増えた。レベルを上

げていただきたい。民放に「さすが！」と言われるようにしてほしい。 

 

・「新日本風土記」、「グレートサミッツ」、「猫のしっぽ カエルの手」等、ＢＳ

の番組大好きだ。震災以来ＮＨＫのラジオ、手放せなくなった。正しい情報

はタダではないと思う。受信料は大事だ。質の高い放送を。 

 

・朝のドラマを夜再放送してほしい。 

 

・ドラマ、ドキュメンタリーのＢＧＭは、会話の時、重なる時、高さを低くし

てほしい。高齢なので聞きづらい。 

 

経営について 

・国民におよぼすインパクトが非常に大きいメディアの責任は大きい。経営指

針として述べているが、不偏不党を貫き、ジャーナリズム精神を基に頑張っ

てほしい。一貫して国民の側にスタンスを置いて権力におもねらず。 

 

・ＮＨＫの公共放送としての役割について、良く理解できた。「あさイチ」、毎

日楽しみにしている。柳澤さん、有働さんにお会いできて、本当に嬉しかっ

た。 

 

・これからの日本の進むべき方向について、ＮＨＫと共に考え、ＮＨＫに対し
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期待は大きい。今日の話は会に参加し、ＮＨＫがより身近になった。「ラジオ

深夜便」のファン。ありがとうございました。 

 

運営について 

・経営委員、理事と直接接することができる貴重な場なので、もう少し多く参

加できるよう、会場の設定に考慮してほしい。参加させていただいたことに

感謝。 

 

・こんな硬い所へ来てしまい後悔したが、参加者が熱いのに驚き、ＮＨＫがこ

んなにも愛されているのかと感動さえ覚えた。大変良い機会をありがとうご

ざいました。 

 

・真の公共放送のあり方に対する大滝委員の説明は、とても理解しやすい説明

だった。この様な説明はもっと広めるべきではないだろうか。 

 

・地域のための放送、山形のもっと良い所を全国的に配信してほしい。経営面

では、受信料について意見は多々あると思うが、公共放送であるＮＨＫなの

だから支払いは当然義務であると思う。震災放送についても重要性が益々増

していくと思う。 

 

・早く来られた方もいて、始まるまでＢＧＭだけでなく、たとえば「おひさま」

「カーネーション」をモニターに映していたら良かった。10 月 10 日から再度

始まった「プロフェッショナル」。ＳＭＡＰの回をありがとう！！ 

 

・「もの申す！」と思っている方の意見はどうしても偏るなあと改めて感じた。

難しい意見も多いと思うが、負けずに進んでいただきたい。これからのＮＨ

Ｋに期待している。 

 

・一人の方が自分の意見を言おうとして、司会の方の言うことを聞かず、時折、

会を中断した。誠に残念だ。 

 

 

 


