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平成２６（２０１４）年度 

第４四半期業務報告 

平成２７年４月２８日 別冊 

平成２４～２６年度 

経営計画 

３か年の総括 

本書は、放送法第３９条第３項（会長は３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を

経営委員会に報告しなければならない）に基づき「平成２６年度収支予算と事業計画」

の進捗状況を報告するもので、金融商品取引法によって上場企業等に義務付けられてい

る四半期財務報告とは異なります。 

平成２６年度業務報告書および財務諸表は、放送法に基づき、２７年６月末に総務大臣

に提出する予定で、現在とりまとめ作業を進めているところです。このため、この報告

書には財務諸表を掲載していません。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．「創造・未来」 

４．「改革・活力」 

２．「信 頼」 

１．「公 共」 

 ３か年の基本方針 

信頼される公共放送として、 

放送機能の強化と放送・サービスのさらなる充実を図り、 

豊かで安心できる社会の実現と 

新しい時代の文化の創造に貢献します   

豊かで安心、たしかな未来へ 
平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画 

 ４つの重点目標 

 安全・安心を守るなど公共放送の機能を強化するとともに、 

 東日本大震災からの復興を支援します 

 世界に通用する質の高い番組や、日本、そして地域の発展に 

 つながる放送・サービスを充実させます 

 放送と通信の融合時代にふさわしい、さまざまな伝送路を 

 利用した新たなサービスを充実させます 

①効率的な経営を行い、公共放送の価値を最大に高めます 

②受信料を公平に負担していただくため、営業改革と 

      受信料制度の理解促進に努めます 

③放送・サービスの質を向上させるため、活力ある職場づくりを 

  すすめます 
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【３か年の基本方針と１４の指標】 

 「公共」   「信頼」  「創造・未来」   「改革・活力」 

１月に実施した世論調査の結果 

 

 

 

指標 
期待度 
(%) 

実現度 
(%) 

差 
 (1月) 

差 
 (7月） 

①公平・公正 81.5 79.7 1.8 ( 1.5) 

②正確・迅速な情報提供 84.7 76.4 8.3 ( 8.5) 

③社会的課題の共有 65.4 48.7 16.6 (19.2) 

④記録・伝承 78.1 71.9 6.2 ( 7.8) 

⑤文化の創造・発展 76.7 68.1 8.5 (10.0) 

⑥多様性をふまえた編成 70.8 55.7 15.1 (14.8) 

⑦新規性・創造性 66.3 44.9 21.4 (21.1) 

⑧世界への情報発信 70.6 49.6 21.0 (20.3) 

⑨地域社会の発展 76.7 58.2 18.4 (18.4) 

⑩人にやさしい放送 77.9 60.0 17.9 (17.6) 

⑪様々なﾒﾃﾞｨｱでの情報提供 56.6 53.6 3.0 ( 4.2) 

⑫放送技術の発展 66.0 57.6 8.4 ( 8.7) 

⑬受信料制度の理解促進 56.9 32.6 24.3 (22.3) 

⑭受信料の公平負担 59.2 31.4 27.8 (26.0) 
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今回の３か年経営計画では、視聴者のみなさまのＮＨＫに対する期待を的確に把握し、ＮＨＫ全体で応えて

いくことをめざしています。 

このため、｢３か年の基本方針｣に示した公共放送の使命・役割について 14の指標を設け、半期ごと（７月・

１月）に世論調査を実施します。14 の指標それぞれについて、ＮＨＫに対する期待度と実現度を視聴者のみな

さまに尋ね、計画の進捗状況を検証します。みなさまからのＮＨＫへの期待度に、実現度をできるだけ近づけ

る（期待度と実現度の差を縮める）ことを目標に、事業運営や業務改革を進めていきます。 

信頼される 

公共放送として 
放送機能の強化と 

放送・サービスの 
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▽全国の 16歳以上の男女個人 3,600人を対象に、１月 10日～２月１日に世論調査を実施。※ 

▽各指標の設問に対し、「期待している」と「どちらかというと期待している」と回答した人の割合を「期待度」、

「実現している」と「どちらかというと実現している」と回答した人の割合を「実現度」とする。 

「３か年の基本方針」の達成状況を測る世論調査について 

「公共」 「改革・活力」 

※層化２段無作為抽出法で抽出し訪問留置法で実施。有効回答数は1,863件（有効回答率51.2%）。 

「信頼」 

「創造・ 

未来」 

○は過去調査と比較し評価が統計的に高くなったもの

3.0 
(4.2) 

6.2 
(7.8) 
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■「記録・伝承」の分析 

◇「④記録・伝承」の評価は、国内放送の質・量を測る 10 指標評価と接触者率（☞21 頁参照）を

分析すると、以下の放送において高い質を維持していること等が影響し、期待度と実現度の差

が改善したと考えられる。 

・総合テレビの「１．丁寧に取材制作」「２．正確・迅速」 

・Ｅテレの「１．丁寧に取材制作」「５．次世代の育成」 

・ＢＳプレミアムの「１．丁寧に取材制作」 
 

■「さまざまなメディアでの情報提供」の分析 

◇「⑪さまざまなメディアでの情報提供」の評価は期待度と実現度の差が統計的に改善した。これ

は、スマートフォン向けサイトの普及など環境が変化している中で、インターネットサービス

やデータ放送の接触者率や満足度を維持していること等が影響していると考えられる。  
 

■「受信料の公平負担」の分析 

◇ 「⑭受信料の公平負担」の評価は、７月の調査と比較して悪化傾向だが、通期で見ると改善傾向

にあり、評価は維持されている状態にある。引き続き、業績向上・理解促進に努めることで、

評価の改善をめざす。  
 

 
 

 

 世論調査の結果について 

今期の世論調査結果において、経営 14指標の期待度と実現度はともに上昇し、期待度と実現

度の差が縮まった。 

個別の指標では「④記録・伝承」、「⑪さまざまなメディアでの情報提供」の期待度と実現度の

差が統計的に改善した。一方、統計的に悪化した指標はなかったが、「⑭受信料の公平負担」に

ついて評価の改善をめざしていく。 

・ 新３か年経営計画では、14指標の改善を図って、達成状況を評価し、視聴者の高い期待

に応えていくことをめざすマネジメントを徹底する。14指標のうち、設問がわかりにく

いという声もあった「③社会的課題の共有」は、「③多角的論点の提示」に改善。計画

のめざすところを踏まえて、「⑨地域社会の発展」は「⑨地域社会への貢献」に、「⑪さ

まざまなメディアでの情報提供」は「⑪インターネットの活用」に改善する。「⑬受信

料制度の理解促進」、「⑭受信料の公平負担」は、支払率が向上することにより少しずつ

改善することから、地道に取り組みを進める。 

・「④記録・伝承」は、今後も国内放送の高い質を維持することなどにより、評価の向上

をめざす。 

・「⑪さまざまなメディアでの情報提供（インターネットの活用）」は、実施基準にのっと

って、利用者の満足度を高めるサービスを展開し評価の向上をめざす。 

課題・今後の取り組み 
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    平成 26 年度の概況 

 

〔平成 26年度の主な取り組み〕 
 

■「公共」 

・ 放送センターの代替機能を担う大阪局の設備整備が完了し、運用を開始した。３月には、渋谷の放送
センターの機能停止を想定した初めてのバックアップ訓練を実施した。 

・ ＮＭＡＰＳ（高度情報利用報道システム）やＳｏＬＴ（ソーシャル・リスニングチーム）など最新技
術を積極的に取り入れ、防災･減災報道の強化に取り組んだ。８月の広島市の大規模土砂災害では、
ヘリコプターからの空撮映像などで被害の状況をいち早く伝え、発災後１か月にわたりライフライン
放送を行うなど、視聴者視点での放送を行った。 

・ ＮＨＫスペシャルなど、東日本大震災関連の番組を354本放送した。阪神・淡路大震災20年となる１
月には、早朝から夜間までテレソン「あの日を胸に“生きる”」や、ＮＨＫスペシャル「阪神・淡路
大震災20年」などを放送した。 

 

■「信頼」 

・ ブラジルで開催された「２０１４ＦＩＦＡワールドカップ」は総合テレビで32試合、ＢＳ１で全64
試合を放送し、日本代表の初戦は視聴率46.6%（ビデオリサーチ調べ）を記録した。 

・ ５月に放送した「“認知症800万人”時代 行方不明者１万人」は大きな反響を呼んだ。自閉症の青年
の内面をとらえた番組「君が僕の息子について教えてくれたこと」（８月）は文化庁の芸術祭大賞を
受賞した。 

・ Ｅテレ「いじめをノックアウト スペシャル」に共感した視聴者の「行動宣言」が80万件を突破し、
多くの反響が寄せられた。 

・ 国際発信の強化に向けて、番組数を増やすなど、「ＮＨＫワールドＴＶ」の編成を充実。日本の魅力
などを伝える新番組を開発した。 

 

■「創造・未来」 

・27年４月施行の改正放送法でインターネット活用業務が拡大することを踏まえ、「実施基準」を策定し、
２月に総務大臣の認可を得た。インターネット業務関連の組織改正を実施するなどの準備を進めた。 

・ ＮＨＫオンデマンドでは、連続テレビ小説「マッサン」やＮＨＫ紅白歌合戦等の人気が高く、登録
会員数が150万人を突破し、視聴料収入は18.8億円（速報値）で、２年連続、単年度黒字を達成する
見込み。 

・ スーパーハイビジョン（８Ｋ・４Ｋ）は国のロードマップ（９月）を踏まえ、設備整備やコンテンツ
開発に取り組み、「ＦＩＦＡワールドカップ」などのパブリックビューイングで普及促進に努めた。 

・ 地上デジタル放送の難視聴地域に対する恒久対策を完了させ、暫定的に実施していた「衛星セーフ
ティーネット」は予定通り、26年度末で終了した。 

 

 ３か年経営計画の最終年度として、目標達成をめざすとともに、公共放送の将来を見据え
た新３か年経営計画を策定した。最新技術を生かした防災・減災報道の強化など、新３か年
経営計画に向けた施策を前倒しで実施した。東日本大震災を踏まえ、放送センター代替機能
や全国的な伝送機能の充実など放送機能を強化する設備整備が完了した。いざというとき役
割をしっかり果たせるよう、運用・実施体制の強化を進めている。番組は、連続テレビ小説
が好調、「花子とアン」は、過去 10 年で最高の平均視聴率 22.6%を記録。地域の放送局は、
ドラマなどの番組を全国に発信し、地域の活性化に貢献した。改正放送法の施行（平成 27
年４月）に備え、「インターネット活用業務の実施基準」を策定し、推進のための体制整備
を行った。８Ｋスーパーハイビジョンは、国が平成 26 年９月に公表したロードマップを踏
まえ、28 年の試験放送開始に向け、設備整備やコンテンツ開発を進めている。営業では、法
人への契約収納業務委託の拡大など営業改革を進めた。契約総数・衛星契約の増加は堅調に
推移している。 

平成26年度の総括

 

１
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■「改革・活力」 

・ 営業拠点の規模を大きくすることによるスケールメリットを生かした営業活動の強化を推進し、営
業目標を達成した。５月に大阪府内で１か所、７月に北海道内で４か所、２月に東京都内で４か所
に再編した。 

・ さまざまなイベントや公開収録等の機会を活用し、受信料制度の理解促進活動を推進。 

・ 経営計画の達成状況の検証や課題、環境分析などを踏まえて、2020年を見据えた「ＮＨＫビジョン
2015→2020」と、これを実現するための新３か年経営計画を策定。経営委員会の全会一致での議決
を受け公表した。 

・ 将来にわたり持続可能な業務体制の構築を掲げた「全体最適」の改革に着手。取材・制作体制の強
化などに要員を重点配置した。 

 

営業目標の達成状況と収支概況 
  
 
 
 
 平成26年度は、営業改革の着実な実施に取り組むとともに、組織を挙げて、イベントや番
組の公開収録などの機会を利用した受信料制度への理解促進活動に取り組んだ結果、契約総
数増加、衛星契約増加、未収削減、支払率、収納率、受信料収入、営業経費率の全てにおい
て、26年度の計画を達成する見込みとなった。全ての計画を達成するのは、24年度から３年
連続となる。 
契約総数増加については年間目標49万件に対して52.6万件（達成率107.5％）となり、２年

連続で年間の増加数が50万件を超えた。衛星契約増加については、年間目標68万件に対して
83.4万件（達成率122.7％）となり、３年連続で年間の増加数が80万件を超えた。未収削減
は、年間削減目標13万件に対して15.0万件（達成率114.7％）となった。 
営業経費については、法人への契約収納業務の委託拡大を進める一方、訪問によらない営

業施策の推進に取り組むなど、訪問活動に要する経費の抑制に努めた。その結果、営業経費
率は26年度計画の11.4％を下回る11.1％（過去最低の営業経費率）となる見込みである。 

 
〔受信契約の状況〕 

 
 

 26 年度の受信料収入は、契約総数・衛星契約数ともに目標を上回ったことにより、6,493
億円となった。その結果、25年度決算額（6,345 億円）に対して148億円の増収となり、26 
年度予算額（6,428 億円）に対しても65 億円の増収を確保する見込みである。 

〔受信料収入（速報値）〕                             （単位 億円） 

区 分 
25年度 26年度 増減額 

決算 予算 決算 対25年度 対予算 

受信料収入 6,345 6,428 6,493 148増収 65増収 

 

契約増加件数 
25年度 26年度 

現在数 
年間増加目標 実績 達成率 年間増加目標 実績 達成率 

契約総数 48 58.3 121.4％ 49 52.6 107.5％ 3,926 

 衛星契約※ 69 81.9 118.6％ 68 83.4 122.7％ 1,871 

 ※ 衛星契約とは衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 

未収削減 △16 △18.5 115.9％ △13 △15.0 114.7％  123 

２

 
営業目標の達成状況 

（単位  万件） 

受 信 料 の 概 況 
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「４つの重点目標」の達成状況 
  
 

 
 

 

 首都直下地震や南海トラフ巨大地震を想定し、いかなる災害時にも対応できる放送設備の

強化を計画通り実施するとともに、運用･実施体制の強化を進めた。「高度情報利用報道シス

テム」（ＮＭＡＰＳ）など新たな技術を活用し、防災・減災報道に取り組んだ。「防災の日」

や東日本大震災から４年の節目に、大規模災害の検証や被災地の復興を支援する番組を集中

的に放送した。災害の映像・証言の記録「東日本大震災アーカイブス」を充実させた。 

■いかなる災害時にも対応できる放送設備と体制の強化 

◇首都直下地震による放送センターの機能停止や首都圏大停電に

備える設備整備が完了した。いざというとき適切に対応できる

よう、運用・実施体制の強化を進めた。 

・大阪局からニュースを 24時間、放送衛星（ＢＳ）を使って全

国に放送できる設備が完成した。３月に渋谷の放送センターの

機能停止を想定した初めてのバックアップ訓練を実施した。国

際放送や国内の外国人向け放送も大阪局でバックアップでき

るよう、２か国語放送設備を設置し、通訳者の訓練を行った。 

・大阪局からＢＳを使った放送が出せない場合に備えるため、福岡局にＢＳの送出設備を設

置し、３月にＢＳ副局として免許が交付された。 

・さいたま局の報道別館に非常用のインターネットニュース制作設備を整備したほか、ラジ

オの全国ニュースの送出を、非常時の訓練を兼ねて定期的に行った。 

・放送センターの自家発電用燃料タンクを増量する工事が３月に完了し、燃料の備蓄は 40

時間分から 100時間分に拡充した。全国各地の放送局でも、停電時に備えた自家発電用燃

料タンクの増量工事を進めた。 

 ◇機能強化した設備と新技術を活用し、命を守る報道に全力で取り組んだ。 

・原子力発電所や津波の様子をとらえるロボットカメラのうち、新たに 10か所について、

停電に備える電源強化を完了した。 

・７月に「ＮＨＫスクープＢＯＸ」の全国運用を開始。スマートフォンのアプリから視聴者

の撮影した災害や事故の映像を投稿してもらい、500件以上の放送に結びつけた。 

・８月の広島市の大規模土砂災害では、ヘリコプターからの空撮映像などで被害の状況をい

ち早く伝えた。さらに全国から応援要員を集めて効果的に配置し、１か月にわたってテレ

ビやラジオでライフライン放送を行うなど、息の長い災害報道を行った。 

・ＩＰ中継装置の全国配備が完了し、中継車の到着前や車の入れない場所からの中継に活用

した。10月の台風 19号の報道では、全国 35か所からＩＰ中継により、刻々と変わる各地

の気象や被害状況を伝えた。   

・気象などのデータをわかりやすく映像化し、災害報道に生か

すＮＭＡＰＳの開発を進めた。７月の長野県南木曽町の土石

流災害では、空撮映像をもとに被害の様子を３Ｄ画像化して

専門家による分析を行ったほか、台風 19号の報道では、中心

から離れていても風雨が強まる場所があることを視覚的に伝

えるなど、警戒を呼びかけた。 

大阪局で実施したバックアップ訓練 

１．「公共」   安全・安心を守るなど公共放送の機能を強化するとともに、 
東日本大震災からの復興を支援します 

 
  平成 26 年度の達成状況 

３

 

ＮＭＡＰＳで台風の風雨をわかりやすく表現 
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・大規模災害時に放送各波やインターネットでどのような情報を提供するのか、詳細に想定

した「非常時のメディア編成方針」を策定した。「災害対策規程」を全面改正し、より実

践的な内容に改めた。 

■地域の安全・安心に役立つ情報提供 

・自治体が発信する防災情報を配信する「Ｌアラート」（公共情報コモンズ）の情報を、迅

速に利用できるよう設備と運用方法を改めた。相次ぐ台風や大雨の報道では、Ｌ字放送や

データ放送、ホームページなどを通じて詳細な情報提供を行った。 

・全国の放送局にＬ字放送専用端末を整備し、情報発信を迅速化した。またＬ字放送の情報

をデータ放送やインターネットにも活用できる仕組みを構築した。 

・大阪・京都・大津・名古屋・福井の５局が、原発事故を想定した取材体制などを検討する

協議を３月に行った。 

■東日本大震災を検証し復興を支援する番組 
・26 年度はニュースでの報道に加え、東日本大震災を検証する

番組、復興に向かう被災地の姿を伝える番組 354本を放送した。 

・「明日へ－支えあおう－」や「東北発☆未来塾」などの番組に

加え、「綾瀬はるかのふくしまに恋して」などの新番組を放送

した。１月からは「花は咲く あなたに咲く」キャンペーンを

開始した。 

・ＮＨＫスペシャルは、被災地の今を描き続けるシリーズ「東日

本大震災」をはじめ、災害のメカニズムに迫る「巨大災害 メ

ガディザスター」、原発事故の原因を究明する「メルトダウン」、

40 年かかるとされる、福島第一原発の廃炉までを見据えて取

り組む「廃炉への道」など、25 本を放送した。クローズアッ

プ現代は、「“帰りたい… 帰れない…”福島の避難者 それぞ

れの選択」（3/11）など５本を放送した。 

・９月１日の「防災の日」の前後に、「ニュースウオッチ９」や「あさイチ」などの定時番

組や、ＮＨＫスペシャルなどの特集番組で「防災と震災を考える」放送を行った。 

・震災から４年の３月には、福島の仮設小学校を拠点に「明日へ－支えあおう－」のテレソ

ン（3/8）や「震災から４年 明日へコンサート」などの生放送に加え、６本のＮＨＫス

ペシャルや、「浅田真央 被災地への旅」などの関連番組を集中編成した。ラジオ第１は

「午後のまりやーじゅ」（3/11）を岩手県陸前高田市から放送した。 

・復興に取り組む人々を応援する「公開復興サポート」を、５月に福島県いわき市、10月に

茨城県日立市で開催。「あさイチ」、「ＢＳ日本のうた」、「Ｒの法則」など、のべ 18の番組

を公開収録した。 

・阪神･淡路大震災 20 年の１月 17 日には、早朝から夜間までテレソン「あの日を胸に“生

きる”」を放送した。またＮＨＫスペシャルのシリーズ「阪神・淡路大震災 20年」やドキ

ュメンタリードラマ「忘れない･･･にいちゃんのランドセル」などを放送した。 

■災害の映像・証言を歴史的資料として記録し保存・活用 

◇公開ホームページのサイト「東日本大震災アーカイブス」に、映像を保存・公開された証言

者は 516 人となった。アクセスが 25 年度より３割増えるなど、貴重な記録として活用され

ている。 

 

 

 

 

 

 東日本大震災の教訓を踏まえて、３か年で計画した機能強化の設備整備は完了した。今

後は、いざというとき適切に役割を果たせるように、運用・実施体制の強化に重点を置い

て取り組んでいく。東日本大震災を検証し、復興を支援する番組については、視聴者の関

心が薄らぐことのないよう、幅広いテーマに着目し、さまざまな番組を制作していく。 

課題・今後の取り組み 

ＮＨＫスペシャル「廃炉への道」 

ＮＨＫスペシャル「史上最大の救出」 
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「４つの重点目標」の達成状況 
  
 
 

 
 

 26 年度は４つのチャンネルとも好調を維持した。総合テレビは連続テレビ小説を軸に午

前の視聴率が伸び、全体の視聴率も向上した。Ｅテレは教養番組と幼児・子ども番組を強化

した。ＢＳ１とＢＳプレミアムは新番組や大型特集番組などで、接触者率の向上をめざした。

ＮＨＫスペシャルなど特集番組は高い評価を維持した。６月の「ＦＩＦＡワールドカップ」

は全試合を放送して視聴者の期待に応えた。 

■確かなニュースや多様で質の高い番組 

◇番組の質を評価する 10指標に大きな変化はなく、「丁寧に取材制作」は高い水準で維持され

た。接触者率は、総合、Ｅテレがやや下がり、ＢＳ１とＢＳプレミアムは 25 年度の水準を

維持した。 

【ＦＩＦＡワールドカップ・選挙報道・放送 90 年】 

・ブラジルで開催された「ＦＩＦＡワールドカップ」は総合テレビで 32 試合、ＢＳ１で全

64試合を放送。日本代表の初戦は視聴率 46.6％（ビデオリサーチ調べ）を記録した。 

・12月の衆議院議員選挙では、公示後に有権者の判断に資するよう、課題や争点を伝え、投

開票日は開票速報番組でいち早く選挙結果を報道した。 

・ラジオ放送開始 90年になることを記念し、1月から「もっと届け、大切なこと。公共放送

進化中！」をテーマにキャンペーンを開始。「ドラマ 紅白が生まれた日」（3/21）、「90時

間ラジオ」（3/19～3/22）などの番組を放送し、東京タワーで「放送 90 祭」を開催した。 

【総合テレビ】 

★主な編集方針：“生活に欠かせないチャンネル”として正確な情報を伝え、日本・世界の課

題を考えるニュースや番組を継続・強化。文化・教養・娯楽番組などバランスよく編成。  

・総合テレビの平均世帯視聴率は、すべての時間帯で 25 年度よ

り向上ないし維持している。朝の好調が続き、連続テレビ小説

「花子とアン」は、過去 10 年で最高の平均視聴率 22.6％を記

録。「マッサン」も 21.1％を記録した。「おはよう日本」、「あさ

イチ」もよく見られ、午前の平均視聴率を押し上げた。大河ド

ラマ「軍師官兵衛」は平均視聴率は 15.8％で、ここ３年で最も

高かった。一方、ビデオリサーチの接触者率は、30代女性など

で減少し、総合テレビ全体で伸び悩んだ。 

・家族で楽しめる番組をめざした「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコ

ント～」、「超絶 凄ワザ！」は幅広い世代に視聴された。「ドキ

ュメント72時間」、「ファミリーヒストリー」は高い評価を得た。

一方、土曜の夜間の番組が伸び悩んだことから、27 年度は新た

な番組編成で臨む。 

・ＮＨＫスペシャルは「人体 ミクロの大冒険」、「ホットスポッ

ト 最後の楽園」、「ネクストワールド」などのシリーズが好評を

得た。深刻化する社会問題を伝えた「“認知症 800万人”時代 行

方不明者１万人」（5/11）は大きな反響を呼んだ。自閉症の青年の内面に迫る特集番組「君

が僕の息子について教えてくれたこと」（8/16）は文化庁の芸術祭大賞を受賞した。 

・男子テニスは全豪オープンやＡＴＰワールドツアーの放送権を獲得し、総合テレビとＢＳ

１で錦織圭選手の活躍を伝えた。大相撲中継は全ての場所で、視聴率が前年を上回った。 

・「第 65 回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、視聴率が第１部 35.1％、第２部 42.2％で、20 代女性な

ど若い世代の視聴が大きく広がった。 

２．「信頼」   世界に通用する質の高い番組や、日本、そして地域の発展に 
つながる放送・サービスを充実させます 

 
 平成 26 年度の達成状況 

３

 

連続テレビ小説「花子とアン」 

ＮＨＫスペシャル「ネクストワールド」
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【Ｅテレ】 

★主な編集方針：青少年・子どもの健全な育成に資する番組、人々の知的関心に応える番組、

文化・芸術の継承・発展に資する番組、福祉番組などを編成。教育放送の役割を果たす。 

 ・午後 11時台の教養ゾーンを充実。「先人たちの底力 知恵泉」は 24分から 42分に拡大し、

50 代男性を中心に視聴を伸ばした。「日本人は何をめざしてきたのか～知の巨人たち～」

には多くの反響が寄せられた。「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達」もよく見られた。 

・「いじめをノックアウト スペシャル」は視聴者からの「行動宣言」が 80万件を突破した。 

・夕方の幼児・子どもゾーンの視聴率が年度当初に下がったが、番組内容などを改善し、年

度後半には回復した。１月に始まったアニメ「わしも」は子どもと母親世代の高い支持を

得た。「Ｌｅｔ’s天才てれびくん」の視聴率は 25年度を大きく上回った。 

【ＢＳ１】 

★主な編集方針：「生にこだわるスポーツ」、「世界の今を伝える国際情報」、「世界の深層に迫

る骨太のドキュメンタリー」の３つの柱を軸に、新規視聴者層を開拓する番組に取り組む。 

・26 年度に新設した「国際報道２０１４」は 25 年度の番組より視聴率が上がり、好調を維

持した。「ＢＳ１スペシャル」は、ウクライナ情勢や過激派組織ＩＳなど、国際問題を扱

った特集がよく見られた。一方、大リーグ（ＭＬＢ）中継は、日本人選手の故障が相次い

だことなどの影響で、全体の接触者率はやや下がった。 

【ＢＳプレミアム】 

★主な編集方針：幅広い世代が楽しめる“知的エンターテインメントチャンネル”。「地上波に

はない個性」で深い満足感を与えるコンテンツを充実。戦略的編成で新たな視聴者層を獲得。 

・土曜夜間の大型企画「ザ･プレミアム」は、連続テレビ小説「ごちそうさん」、「花子とア

ン」のスピンオフドラマや｢グレートトラバース｣、「京都御所」などが好評だった。日曜

夜間も「ＢＳ日本のうた」、「プレミアムドラマ」がよく見られた。「リラックスゾーン」

とした平日夜 11時台は前期放送した「植物男子ベランダー」が 30代男女の視聴を集めた

が、後期の番組は伸び悩んだ。 

■地域の再生、地域の活性化への貢献 

・地域の放送局が制作し、全国に発信する地域発ドラマを６本制作した。「さぬきうどん融資

課」（高松局）、「ライド ライド ライド」（宇都宮局）、「戦艦大和のカレイライス」(広島局)、

「鵜飼に恋した夏」（京都局）、「ザ・ラスト・ショット」（秋田局）、「ここにある幸せ」（福

岡局）。それぞれ地域の出演者を交えたイベントや、地域放送番組と連動して地元を盛り上

げた。各地の放送局は「うまいッ！」、「ドキュメント７２時間」、「新日本風土記」などの

番組で地域の魅力を全国に発信した。 

■国際発信力の強化、国際展開によるＮＨＫのブランド力の向上 

・外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」は、英語ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

で、日本の各界を代表する人たちの声や日本の技術や文化などを厚く伝えたほか、過激派組

織ＩＳによる日本人人質事件、東日本大震災から４年、中国全人代など日本やアジアに関す

るニュースを迅速・丁寧に伝え、海外モニターからの評価も高かった。 

・羽田空港、関西国際空港、中部国際空港に大型のテレビモニターを計 25台設置し、ＮＨＫ

ワールドＴＶを上映。また海外で人気のある「どーもくん」をイベントなどで活用するなど、

認知を高めるための取り組みを積極的に進めた。 

・５月のタイの軍事クーデターに際し、短波による日本語放送の 24時間臨時送信を実施した。 

・「ホットスポット」など自然番組のほかエンターテインメント番組や教育番組の国際共同制

作、「解体新ショー」のフォーマット販売など、幅広いジャンルで国際展開を強化した。Ｂ

ＢＣとの「ワイルドジャパン」共同制作や「ワイルドライフ」の海外販売など、４Ｋ番組の

国際展開が広がった。 

 

 接触者率の向上をめざしたが、ＢＳ１とＢＳプレミアムが前年と同程度で、総合・Ｅテ

レはわずかに下がった。女性 30代など接触者率が下がった層の分析を進め、27年度編成

につなげ、改善をめざす。 

課題・今後の取り組み 
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「４つの重点目標」の達成状況 
 
 
 

 
 
 

放送と通信を連携させるサービス「ハイブリッドキャスト」は、10月から総合テレビに加

えて、ＥテレとＢＳでもサービスを開始し、コンテンツも充実させた。８Ｋスーパーハイビ

ジョン（８Ｋ）は、国内外でのパブリックビューイングなどで魅力を伝えた。「平成 25年度

の字幕放送等の実績」が総務省から発表され、対象となる総合テレビの番組における字幕番

組の放送時間の割合が、計画値を上回った。地上デジタル放送の難視聴地域に対する恒久対

策が完了し、衛星放送を使って地上放送を補完する「衛星セーフティネット」は、予定通り

27年３月に終了した。 

■放送と通信が融合した新たなサービスの提供と開発 

◇インターネットの活用業務などの充実・強化に取り組んだ。 

・地域放送局のホームページを効率的に制作するシステムの

導入を進め、48局（26年度７局）で導入が完了。また、

編成情報等をもとに自動的に生成する「基本情報ページ」

は、新デザインの導入や動画再生を可能にするなど機能を

拡張し、サイト数が 197に増加（26年度 67サイト増）。 

・放送と通信を連携させるハイブリッドキャストでは、26

年度後期から、総合テレビに加えて、Ｅテレ、ＢＳ１、Ｂ

Ｓプレミアムでもサービスを開始。３月から「ＮＨＫそな

える防災」のサービスを開始するなど、内容を充実させた。 

また、「大相撲春場所」（３月）では、その日の取組から見

たい一番を動画で見られる「ハイライト視聴」や、「第 20

回全国都道府県対抗男子駅伝」（１月）では複数カメラの

映像を提供する「マルチビュー」を試行した。 

・放送法改正を踏まえて、インターネット活用業務の「実施

基準」を策定し、総務大臣の認可を得た。これに基づいて、

27年度の「実施計画」や、活用にあたっての指針「イン

ターネットガイドライン」を策定した。「実施基準」には、

新３か年経営計画に盛り込んだ“放送の同時再送信”を試

験的に実施し、課題の検証に取り組むことを明記した。 

・ＮＨＫオンデマンドは、番組と連動した広報も行って、直

接提供の登録会員数が 150万人を突破。視聴料収入は対

25年度比 102％の 18.8億円（速報値）で、２年連続で単

年度黒字を達成する見込み。 
                                                      

■新たなメディア環境に対応する技術とサービス基盤の確立 

◇映像・音声素材をＶＴＲテープではなくファイル化して扱う新しい番組制作のための「フ

ァイルベースシステム」への着実な移行に取り組んだ。 

・本部のドラマ番組をファイルベースで制作する設備の整備が完了。スタジオ収録から完

３．「創造・未来」   放送と通信の融合時代にふさわしい、さまざまな伝送路を 
利用した新たなサービスを充実させます 

 
 平成 26 年度の達成状況 

 

３

 

無料登録会員数：150 万人 

〔25 年度末＋19.4 万人〕 

※外部提供事業者を除く 
 

ハイブリッドキャスト 

「ＮＨＫそなえる防災」 

 

ＮＨＫオンデマンド視聴料収入の推移 

 

（億円） 

地域放送局のホームページ制作システムで

作成したホームページ（大阪局） 

3.9 
4.6 4.8 4.9 4.7 4.7 4.7 4.6 

0
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6

1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期
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 13



成登録まで一貫してネットワーク経由で作業できる新しい業務フローを構築した。 

・本部の中継車のファイルベース対応が、27年３月に完了した。 

◇ＩＰＴＶフォーラムにおいて、ハイブリッドキャストの高度化を実現する技術仕様、８Ｋ

字幕を表示するソフトの仕様および新しいＶＯＤ技術方式に対応した運用規定を策定した。 

■次世代の超高臨場感放送システムの開発 

◇国のロードマップを踏まえて、オールジャパンの体制で、2016 年に８Ｋの試験放送開始、

2018 年までの実用放送、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年の本格

普及をめざす取り組みを積極的に行った。 

・「ＦＩＦＡワールドカップ」や「大相撲（秋場所と九州場所）」

など、８Ｋのパブリックビューイングを日本と海外で 44 回

開催し、多くの方々に８Ｋの魅力をＰＲした。 

・８Ｋ制作では、「スポーツ中継」、クラシックや舞台などの「ス

テージコンテンツ」、富士山や京都の清水寺を連続撮影した

複数の静止画を使って動画として見せる「タイムラプス撮

影」、「８ＫオールＣＧ」など、８Ｋの魅力を発揮するコンテ

ンツを開拓した。 

・フルスペック８Ｋプロジェクターやカメラ、８Ｋ対応のＨＥ

ＶＣ圧縮装置、８Ｋ/120Ｈｚ液晶ディスプレイ、８Ｋ関連機

器を接続するインターフェース等、８Ｋ機器の開発を精力的

に進めた。 

・８Ｋの放送外の活用として、世界で初めて８Ｋで脳外科顕微鏡手術を撮影。映像を見た

医療関係者からは、圧倒的な解像度と奥行き感で、医療の安全性の向上と手術のバリエ

ーションが増えそうだとの評価を得た。 

■人にやさしい放送・サービスの拡充 

◇聴覚障害者から要望のあったＥテレ「ＮＨＫ高校講座」の字幕放送を、４月から開始した

ほか、「全国高校野球選手権大会」の準々決勝や衆議院議員選挙の開票速報などの生放送

番組でも字幕放送を実施した。 

◇ニュース原稿から字幕を生成する新ニュース字幕送出システムを広島局に整備し、３月か

ら運用開始。27年度には札幌局と松山局への整備を進め、全拠点局での整備を完了させる。 

◇「平成 25年度の字幕放送等の実績」が総務省から公表された。対象となる番組における字

幕番組の放送時間の割合は、総合テレビが字幕拡充計画の計画値を上回る 84.8％（24 年

度比＋1.3ポイント）、Ｅテレは 63.2％（24年度比＋7.9ポイント）。 

■テレビ放送の完全デジタル移行後の課題への取り組み 

◇地上デジタル放送の難視聴地域に対する恒久対策が完了。衛星放送を使って地上放送を補

完する「衛星セーフティネット」は、予定通り 27年３月 31日に終了した。 

 ・国と放送事業者で構成される「全国地上デジタル放送推進協議会」や「総務省デジタル

受信者支援センター（デジサポ）」と連携して、きめ細かい対応を実施。 

 ・ＮＨＫが設置した共聴施設は、26年 12月に恒久対策を完了。 

 

  
８Ｋは、国のロードマップを踏まえ、2016 年の試験放送に向けた機器の開発整備、コ

ンテンツの制作ノウハウの蓄積などを進めていく。 

インターネット活用業務については、「実施基準」に基づいて適切に実施するとともに、

“放送の同時再送信”の試験的提供を通じて、課題解決を図っていく。 

課題・今後の取り組み 

８Ｋパブリックビューイングの様子 

（横浜・港北ニュータウン） 

８Ｋコンテンツ「ＤＲＵＭ ＴＡＯ」 
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「４つの重点目標」の達成状況 
   
 
 
 
 
 

Ｎ 

経営計画の基本方針の達成状況を 14 の指標によって評価する世論調査を、26 年７月と

27年１月に行った。新３か年経営計画の策定に関わる議論や番組改定の大きな方針など、

経営諸課題についての役員の率直な意見交換の場として、「経営企画会議」を新設した。

将来にわたってＮＨＫが公共放送としての使命を果たすための最適な資源配分を行なう

「全体最適」の改革に着手した。３か年で 280 人程度を削減するとした要員見直しの 26

年度分を計画通り行った。「関連団体ガバナンス向上プロジェクト」を９月に発足させ、

子会社のガバナンス強化に取り組み、内部統制規程類の整備などを指導・支援した。 

■経営計画の達成に向けた評価・管理 

◇経営計画の進捗状況を検証する「改革と活力委員会」を開催。委員会は６月以降、経営計

画の達成に向けた取り組みのＰＤＣＡサイクルを回すための役割をより明確化して開催し、

経営計画の基本方針や４つの重点目標の達成に向けて取り組んだ。経営 14指標の世論調査

による達成状況の評価は、不断の取り組みとして定着した。 

◇新３か年経営計画の策定に関わる議論や番組改定の大きな方針など、経営諸課題について

の役員の率直な意見交換の場として、「経営企画会議」を新設した。新経営計画策定に向け

た検討の場としての役割を果たした。今後は計画推進の場としても活用していく。 

■効率的なＮＨＫの業務体制の構築 

◇３か年で 280 人程度削減するとした要員の見直しを行うため、100 人を純減する 26 年度の

要員計画を実行した。 

◇組織・業務体制については、統一的な広報・イベント戦略を確立するために、視聴者総局

を再編したほか、メディア環境の変化や放送法改正に適切に対応し、放送とインターネッ

トサービスを総合的に実施するための体制整備などを行う組織改正を実施した。 

◇将来にわたってＮＨＫが公共放送の使命を果たすため、業務を抜本的に見直し、29 年度ま

でに、新規の重点業務などに要員を重点配置する「全体最適」の業務体制の改革に着手し

た。 

■効率的なグループ経営の推進 

◇子会社の不祥事を受けて、「ＮＨＫ関連団体ガバナンス調査委員会」の調査などを踏まえ、

子会社のガバナンスと内部統制の向上を目的とした「関連団体ガバナンス向上プロジェク

ト」を９月に発足させ、ＮＨＫの関係部局が連携して、子会社のガバナンスと内部統制状

況を把握し、内部統制規程類の整備などを指導・支援した。 

◇番組テキストは電子版が２年連続で前年比 50％増加、アニメ・こども幼児番組の大型展開

などにより番組活用収入は目標の 53億円を達成の見込み。 

 

 

平成 26 年度の達成状況 
 

４．「改革・活力」   

 
 ① 効率的な経営を行い、公共放送の価値を最大に高めます 

３
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■視聴者のみなさまとの結びつき 

◇若者向けのさまざまな番組のイベントを集めた「ＮＨＫ＠秋

葉原～ＮＨＫ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ 2014～」（東京・秋葉原 

8/9～10来場者：22,872人）、ＮＨＫ紅白歌合戦の８Ｋライブ

ビューイングや出演者のサイン色紙展示などを行う「ＮＨＫ 

紅白 ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ＠横浜赤レンガ倉庫」（横浜 12/29

～31 来場者：90,227 人）など、若者や家族連れが多い地域に

直接出向き、若い世代に向けたイベントなどを積極的に展開

した。 

◇26 年度は、全国で 1,831 本の公開番組・イベントを実施し、

921万人が参加した。参加者に対するアンケートでは満足度が 83.6％と目標（80％）を上 

回った。 

■環境経営 

◇22～26年度の間にＣＯ₂排出量を８％削減する東京都条例について、放送センターと放送技

術研究所の実績値が、削減義務量を大幅に上回る見込みになった。 

◇コピー使用料の削減に向けた職員の意識改革を進めることで、26 年度の全部局のコピー

用紙の購入枚数は、25年度比 6.8％の削減となった。 

 

 
 
 
 
 
 

 

コンテンツ制作力の強化に向けて効率的なグループ経営を推進するために、ＮＨＫグル

ープ全体を視野に入れた業務体制の見直しに着手する必要がある。 

ＮＨＫグループ全体のガバナンス強化のため、引き続き、内部統制や内部監査が効果的

に機能していくよう関連団体を指導・支援していくとともに、必要な改善を図っていく。 

「経営 14 指標」や、さまざまな経営指標や四半期業務報告を通じた検証を行い、確実

にＰＤＣＡサイクルを回し、適切に業務の改善に結びつけていく。 

課題・今後の取り組み 

ＮＨＫ 紅白 ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ   

＠横浜赤レンガ倉庫    
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（参考）公開競争入札地域 目標達成状況 
（単位 万件） 

区 分 
26 年度 

目標 実績 達成率 

総数取次 37.9 33.8 89.4％ 

衛星取次 16.7 18.1 108.2％ 

 

「４つの重点目標」の達成状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 年度は、営業改革を着実に進めたことなどにより、契約総数増加、衛星契約増加と

も年間を通じて堅調に推移し、年間目標を達成した。支払率は 76％、収納率は 97％で、

計画を達成した。すべての営業目標を達成する見込みである。 

効率的な業務体制の構築に向け、26年度中に６か所の営業拠点の集約を行った。（大阪

府内１か所（５月）、北海道内４か所（７月）、東京都内１か所（２月））。これにより、

26年度末で全国 69か所の営業拠点体制となった。集約により、スケールメリットを生か

した体制で、営業活動の強化を推進していく。 

民事手続きの強化では、27 年３月に北海道で初めて、８世帯に対し受信契約の締結を

求める民事訴訟を提起した。 

各地の放送局では、年間を通じて、さまざまなイベントや番組公開収録などの機会を

活用し、受信料制度や公共放送の役割などの理解促進活動を積極的に行った。 
 
■支払率・収納率 

  支払率は76％、収納率は97％で、いずれも計画を達成した。 
  
 ◇契約数の推移 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
  契約総数は52.6万件増加し、２年連続で50万件を超え、26年度末で3,926万件となった。

衛星契約は83.4万件増加し、３年連続で80万件を超え、26年度末で1,871万件となった。 
 
 
■公平負担と営業経費抑制に向けた４つの営業改革 

  営業改革を進め、営業経費率は計画（11.4％）を下回る、11.1％に抑えた。 

（１）効率的な業務体制の構築 

・ 公開競争入札で契約収納業務を受託した法人による

業務実施地域は、年間で 20地区増え、全国で 70地区

（約 1,073万世帯）となった。また、小規模な地域を

担当するエリア型法人委託は、年間で 21 地区増え、

169 社、257 地区において業務を実施している。法人

が受託する地域の業績は、おおむね堅調であった。 

・ 営業拠点の集約を５月に大阪府内で１か所、７月に北海道内で４か所実施したのに続

き、２月に東京都内の営業拠点を５か所から４か所に再編し、年間で６か所の営業拠

3,618 
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 衛星契約 

② 受信料を公平に負担していただくため、営業改革と受信料制度の理解促進に努めます 

４．「改革・活力」   

 
 

（万件） （万件） 

（年度） 

平成 26 年度の達成状況 
 

３

 

0 0 
（年度） 
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「マッサン」ファン感謝祭（札幌局） 

「ケータイ大喜利」公開収録（仙台局） 

 

「花燃ゆ♪クラシック」（山口局） 

点を集約した。26年度末で全国 69の営業拠点体制となった。営業拠点の規模を大きく

することで、スケールメリットを生かし、営業活動の強化を推進していく。 

（２）民事手続きの強化 

・26年度の支払督促申し立て実施件数は1,313件。18年度の申し立て開始以降の累計では

6,886件。このうち解決済みは5,863件となっている。 

・26年度の民事訴訟の提起件数は、39件（世帯に対して37件、事業所に対して2件）。こ

れまでの累計で146件（世帯に対して133件、事業所に対して13件）を提起している。 

・９月には、受信料の消滅時効を５年とする最高裁判決が出され、司法判断が確定した。 

・３月26日に北海道内の未契約８世帯について、放送受信契約の締結と受信料支払いを求

める民事訴訟を提起した。首都圏、大阪府以外では初めての訴訟となる。 

（３）契約・収納手法の開発 

・住民票除票の活用により、本人からの届け出を省略した住所変更の取次数は、26 年度

で２万 9,092件となり、24年 10月の運用開始から累計で５万 9,056件となった。25年

度と比較して、取次数は 120％の増となった。 

・衛星放送の受信確認メッセージ消去連絡と同時に、契約書の提出を省略して取り次いだ

件数は、26年度で２万 7,385件となり、24年 12月運用開始から、累計で４万 9,366件

となった。25年度と比較して、取次数は 135％の増となった。 

（４）各種法人・団体等との連携 

・ＮＴＴファイナンス株式会社との連携により、受信料を電話料金などと一括して支払う 

 「ＮＴＴtabal まるごと決済」の利用件数は、26 年度年間で９万 4,542 件増加し、25

年 10月のサービス開始から 26年度末までで利用件数は 13万 7,019件となった。 

・ヤフー株式会社との連携により、「Yahoo!公金支払い」のサイトから、クレジットカー

ドやポイントを利用して受信料を支払えるサービスは、25年 12月に開始して以来、26

年度末までの利用件数が 5,322件となっている。 
 

■受信料制度の理解促進 

◇全国の放送局での放送と連動した理解促進活動 

各地の放送局では、イベントや番組公開収録などに参加した視聴

者のみなさまに、受信料制度の理解促進活動を積極的に実施した。 

・ 朝の連続テレビ小説「マッサン」の舞台となった、大阪（1/10）、

札幌（3/24）、広島（3/25）でファンミーティングを開催した。

各会場では、開演前の時間などを利用し、参加者に、受信料の

支払い方法の案内や受信料制度などについて説明を行った。 

・ 仙台局では、若者に人気の番組「着信御礼！ケータイ大喜利」

の公開収録を１月 17日に行った。収録に際し、バックステージ

ツアーや会場外でのライブビューイング、特設ホームページか

ら番組への投稿など、さまざまなイベントも開催し、参加した

大学生を中心に、受信料制度や公共放送についての理解促進活

動を行った。 

・ 山口局では、大河ドラマに関連したイベント「花燃ゆ♪クラシ

ック」を３月７日に開催した。ドラマの出演者と音楽を手がけ

た作曲家が出演し、ＮＨＫ交響楽団によるテーマ曲の演奏など

を行った。会場では、ケーブルテレビでＮＨＫを受信する方法

に関するお知らせなどを行った。 

 

 

27年度からの新３か年経営計画で目標とした 29年度末支払率 80％、衛星契約割合 50％

の達成に向け、さらなる営業改革を進めていく。 

課題・今後の取り組み 
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「４つの重点目標」の達成状況 
 
 
 
 
 
 
 

 

公共放送を支える多様で意欲ある人材の確保のため、戦略的な周知活動を展開するとと

もに、ジャーナリストとしての適性を見極めるため、工夫を凝らした選考方法を取り入れ

た。 

ワーク・ライフ・バランスの推進のために、在宅勤務制度を導入した。 

女性の積極登用を進めるために、女性管理職の割合を引き上げる数値目標を設定すると

ともに、育児や介護のために休職しても、キャリアアップの妨げにならないよう、人事考

課を見直した。 

将来の公共放送のありようや業務の見直しなどについて検討するため、若手職員による

プロジェクトを本部・拠点局単位で発足させ、自由な意見交換を重ねて、経営層への提言

を行った。 

 

■公共放送を担う人材の確保と育成 

◇26 年度の採用試験では、面接回数を増やし、可能な限り選考に時間をかけるとともに、

職種ごとに工夫を凝らした手法を取り入れ、公共放送人としての資質と適性を見極める

よう努めた。 

◇国際人材の育成のため、従来の海外派遣制度に加え、海外ビジネススクールへの派遣を

新設した。 

◇大学生の公共放送への理解を深めるために放送現場を体験してもらう取り組み（インタ

ーンシップ）を、これまで実施してきた取材職に加え、ディレクター、放送管理の職種

にも拡大し、実施した。 
 
■士気の向上と職場の活性化 

◇ワーク・ライフ・バランスの推進に資する施策として、在宅勤務制度を 27年１月に制作

局と報道局で先行して導入した。 

◇女性の積極登用を進めるため、育児や介護のために、休職しても、キャリアアップの妨

げにならないよう、人事考課を見直した。 

◇グループ経営を推進する視点から、関連団体の新管理職に対し、ＮＨＫ担当者によるコ

ンプライアンス研修を実施するとともに、関連団体から参加できるＮＨＫの職員研修を

増やした。 

◇将来の公共放送のありようや業務の見直しなどについて検討する若手職員によるプロジ

ェクトを本部、地域拠点局で発足させ、経営層への提言を行った。 

 
 
  
 

将来の公共放送を担う人材の確保のために、ジャーナリストとして高い使命感を持つ人

材の選考方法の開発は継続的な課題であり、採用選考を８月以降とする日本経済団体連合

会の指針に対応しつつ、引き続き、適性を見極める有効な選考手法を検討する。 

国際人材の育成や女性の積極登用、ワーク・ライフ・バランスの実現など、公共放送を

担う人材の育成・確保に資する施策に積極的に取り組む。 

課題・今後の取り組み 

③ 放送・サービスの質を向上させるため、活力ある職場づくりをすすめます 

４．「改革・活力」   

 
 

平成26 年度の達成状況 

 

３
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（参考）各指標 
〔平成 26 年度第４四半期〕 
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各指標 

 
 

 

【質的指標】 

・10 指標は、個々のチャンネルの質に対する視

聴者のみなさまの評価。年４回、インターネ

ットで調査を行い、結果を 10点満点で、レー

ダーチャートで表示する。 

・前期と比較して、統計的に評価が高まった指

標を青丸、低くなった指標を赤丸で表記して

いる。（今回は、該当なし） 

【量的指標】 

・接触者率、世帯視聴率について、ビデオリサ

ーチ（関東）のデータから当該四半期平均と

前期のデータを表記している。 

【質的指標】 

・「海外での評価」は、毎月６本ペースで視聴し

て報告を求めている一般公募のモニター（世界

40の国と地域で実施）の評価を四半期ごとに集

計し、まとめたもの。 

 

【量的指標】 

・「海外での視聴可能世帯」は、ＮＨＫが受信環

境整備のために契約している各国・地域の放送

事業者を通じて、視聴可能な世帯を四半期ごと

に集計したもの。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国内放送 国際放送 

国内放送 国際放送 

※10指標評価の分母は各波、サービスに月に1回でも接触した人。塗布部分は、質的指標で特に意識する領域。 
青丸は前期と比較し統計的に評価が高まった指標、赤丸は各波の中で統計的に評価が低くなった指標（今回は、該当なし）。 
括弧内は、前期の結果。指標によって報告タイミング（四半期、半期、年）は異なる。 

 

（参考）各指標 〔平成 26 年度第４四半期〕 ４ 
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【質的指標】 

・デジタルサービスの満足度は、ＮＨＫが実施

しているサービス（ＮＨＫデータ放送等）に

ついて、年４回インターネット調査を行い、

結果を 10点満点で表記している。 

 
【量的指標】 

・デジタルサービスの接触についても、年４回

インターネットで調査を行い、結果を％で表

記している。 

【質的指標】 

・公開番組・イベントに参加した視聴者の満足度

等を測定する。 

 

【量的指標】 

・受信料の支払率および収納率等により、受信料

公平負担の進捗状況を測る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

技術・デジタル関係 視聴者関係等 

技術・デジタル関係 視聴者関係等 

※視聴者の支払意思額の合計 = 地上放送および衛星放送に対する支払意思額×契約数の合算 
※世論調査により、年度ごとに公表 

ＶＦＭ (Value for Money) 
（コストに見合う成果） 

ＮＨＫが生み出した価値額(視聴者の支払意思額の合計) 

ＮＨＫの事業支出額（決算） = 

※訪問者数は、30分以上アクセス間隔があいた場合には、別アクセスとして集計。ただし従来型携帯向けサイトは除く。NHKのアプリ利用数は集計対象外。 
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平成２４～２６年度 

経営計画 

３か年の総括 
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   平成２４～２６年度 ３か年事業運営の総括 

２４年１月と２７年１月に実施した世論調査結果の推移 

 

• 「平成 24～26 年度 ＮＨＫ経営計画」の３年間で、多くの指標において期待度が高まり、

実現度がそれよりも増加することで、期待・実現差が縮小した。経営 14 指標の期待・実現

差の平均値は 24年 1月の 14.6から、27年 1月の 14.2に改善した。

• 全般的に、「公共」と「創造・未来」に関連する経営指標が改善傾向にある。

• 個別指標では、「①公平・公正」、「③社会的課題の共有」、「⑪さまざまなメディアでの情報

提供」の期待・実現差が統計的に改善した。一方、「⑬受信料制度の理解促進」については、

増加した期待度に実現度が追いつかず、期待・実現差が拡大した。

指標 
期待度 
(%) 

実現度 
(%) 

差 
(27年1 月) 

差 
 (24年1月） 

①公平・公正 81.5 79.7 1.8 ( 5.0) 

②正確・迅速な情報提供 84.7 76.4 8.3 ( 9.3) 

③社会的課題の共有 65.4 48.7 16.6 (18.5) 

④記録・伝承 78.1 71.9 6.2 ( 6.8) 

⑤文化の創造・発展 76.7 68.1 8.5 ( 9.4) 

⑥多様性をふまえた編成 70.8 55.7 15.1 (15.0) 

⑦新規性・創造性 66.3 44.9 21.4 (20.5) 

⑧世界への情報発信 70.6 49.6 21.0 (19.6) 

⑨地域社会の発展 76.7 58.2 18.4 (18.5) 

⑩人にやさしい放送 77.9 60.0 17.9 (17.5) 

⑪様々なﾒﾃﾞｨｱでの情報提供 56.6 53.6 3.0 ( 5.5) 

⑫放送技術の発展 66.0 57.6 8.4 ( 9.4) 

⑬受信料制度の理解促進 56.9 32.6 24.3 (22.0) 

⑭受信料の公平負担 59.2 31.4 27.8 (28.0) 

１４指標の平均値 70.5 56.3 14.2 (14.6) 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
① 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

期待度(27年1月) 実現度(27年1月) 

期待度(24年1月) 実現度(24年1月) 

▽全国の 16歳以上の男女個人 3,600人を対象に、世論調査を実施。※ 

▽各指標の設問に対し、「期待している」と「どちらかというと期待している」と回答した人の割合を「期待度」、

「実現している」と「どちらかというと実現している」と回答した人の割合を「実現度」とする。 

※出所）平成24年１月、27年１月 世論調査 

指標による評価

・ 新３か年経営計画でも、14 指標の改善を図り、経営計画の達成状況を評価し、視聴者の高い

期待に応えていくことをめざす。 

今後に向けて 

１

「公共」 「改革・活力」 

「信頼」 

「創造・ 

未来」 

1.8 
(5.0) 

16.6 
(18.5) 

24.3 
(22.0) 

3.0 
(5.5) 

(実線の丸は点線の丸と比較して、より誤差である可能性が低い)

(

は過去調査と比較し評価が統計的に低くなったもの 
( 

は過去調査と比較し評価が統計的に高くなったもの 
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  ２４～２６年度 事業運営の総括  

 

 

 平成 24～26 年度 ＮＨＫ経営計画「豊かで安心、たしかな未来へ」では、「信頼される公共

放送として、放送機能の強化と放送・サービスのさらなる充実を図り、豊かで安心できる社

会の実現と新しい時代の文化の創造に貢献します」を３か年の基本方針と定め、４つの重点

目標１．「公共」、２．「信頼」、３．「創造・未来」、４．「改革・活力」を掲げて取り組んだ。

基本方針とそれぞれの目標の達成状況を「14 の指標」で把握し、ＰＤＣＡサイクルを回して

きた。東日本大震災の経験を踏まえ、いかなる災害にも対応できる放送機能の強化など、３

か年の取り組みにより、４つの目標は、おおむね達成できた。 

■「公共」 

 「安全･安心を守るなど公共放送の機能を強化するとともに、東日本大震災からの復興を支

援します」と掲げ、最重点事項として取り組んだ。いかなる災害時にも放送・サービスを継続

できるよう、放送センターのバックアップ機能を大阪局に整備するなど、設備と体制の強化を

計画的に進めた。本部・放送局の動員計画や災害対策ハンドブックの整備、緊急報道訓練な

ど、防災・減災報道の強化に取り組むとともに、東日本大震災の課題を検証し、復興を支援す

る番組を積極的に制作・放送した。 

新経営計画では重点方針に「判断のよりどころとなる正確な報道」を掲げ、引き続き防災・減災報道
の充実・強化に取り組む。 

■「信頼」 

 「世界に通用する質の高い番組や、日本、そして地域の発展につながる放送・サービスを充

実させます」と掲げ、正確・迅速な報道や、多彩で質の高い番組で、視聴者の期待に応えた。

地域を舞台に地元の人たちと作る地域発ドラマなど、地域放送・サービスの充実に積極的に取

り組んだ。国際放送は、ニュース・番組を充実し、受信環境の整備を推進した。 

新経営計画では、録画視聴やインターネットも把握する“トータルリーチ”の導入と活用、国際展開を

視野に複数年かけて制作する大型番組の開発、「見たくなる国際放送」をめざす国際発信の強化な

どに取り組む。 

■「創造・未来」 

 「放送と通信が融合した新たなサービスの提供と開発」、「新たなメディア環境に対応する技

術とサービス基盤の確立」などを掲げ取り組んだ。新サービス「ハイブリッドキャスト」を開

始した。８Ｋスーパーハイビジョンは、「紅白歌合戦」などのパブリックビューイングを実施

するなど、魅力を各所で伝えた。ＮＨＫオンデマンドは25年度に単年度黒字化を達成した。 

新経営計画では、改正放送法・インターネット活用業務の実施基準にのっとり、適切に業務を遂行す

る。スーパーハイビジョンは、国のロードマップを踏まえ、2016年の試験放送に向け、対応に当たる。 

■「改革・活力」 

 経営14指標による評価・管理手法を確立した。要員の見直しを計画どおり実施しながら、取

材・制作力を強化する持続可能な業務体制の構築に向けて「全体最適」の改革に着手した。給

与制度の改革で人件費を抑制した。24年10月から受信料の値下げを実施した。受信料の公平負

担の徹底に向けて、営業改革を推進しながら、組織を挙げて受信料制度の理解促進活動「プロ

ジェクト810」に取り組み、３年間で支払率を３ポイント向上させる目標を達成した。ＶＦＭ

（コストに見合う成果）は、３年間１以上を達成した。 

新経営計画では、過去最高となる受信料支払率80％をめざして公平負担の徹底に取り組む。創造
と効率を追求する最適な組織への改革に取り組む。 

・ 経営計画の達成状況の検証や環境分析などをふまえて、2020年を見据えた大きな方向を示
す「ＮＨＫビジョン」、およびこれを実現するための新３か年経営計画を策定した。５つの
重点方針の達成に取り組む。 

・ 特に国際発信の強化、インターネットを活用した情報発信の強化などを重点的に実施していく。 

今後に向けて 

３年間のおもな成果 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 
 

「いかなる災害時にも対応できる放送設備と体制の強化」、「地域の安全・安心に役立つ情報

提供」、「東日本大震災を検証し復興を支援する番組」、「災害の映像・証言を歴史的資料とし

て記録し保存・活用」を柱として据えた。特に、放送機能の強化に重点的に取り組んだ。  

 

 

 

 

■３年かけて機能強化に計画通り投資し、大阪局などのバックアップ体制を整えた。渋

谷の放送センターが機能停止しても全国放送を継続できる体制を構築した。 

■地域の放送・サービスで安全・安心につながる情報提供を強化した。自治体などの発

信する防災・減災につながる情報やライフライン情報などを、迅速・詳細に提供する

仕組みを整えた。 

■災害対策ハンドブックの見直しや動員計画の策定、緊急報道訓練などにより、本部や

全国の放送局の運用・実施体制の強化を進めた。 

■平成 26 年の広島市大規模土砂災害・御嶽山噴火などの災害に適切に対応し、地域の

安全・安心のための役割を果たした。機能強化の取り組みの成果を、実際に生かすこ

とができた。 

■ＮＨＫスペシャルなどで東日本大震災を検証する多くの番組を制作した。復興支援や

記録・伝承に努めた。 

 
 

 具体的施策 実績 

■いかなる災害時

に も 対 応 で き る 

放送設備と体制の

強化 

首都直下地震や首都圏大停電等に備

え、本部のバックアップ機能を大阪局

等に整備するとともに、首都圏周辺に

おける取材・伝送拠点を分散配置 

大阪局の代替機能やさいたま局報道別館など首都

直下地震などに備えた設備整備を計画通り進め

た。 

災害対応強化のための報道・制作体制

を充実 
新中型ヘリを配備し、航空取材力を強化。ニュー

ス制作支援車の配備を完了した。本部および全放

送局の災害対策ハンドブック改訂を進めた。災害

対策規程を全面改正し、東日本大震災以来進めて

きた取り組みを反映し、より実践的内容に改めた。

緊急報道訓練や動員訓練などを強化した。 

東海・東南海・南海地震等への対応を

中心とした全国の取材・伝送機能、放

送会館・放送所の電源設備、地震の揺

れや津波をとらえるロボットカメラ

等の増設や機能強化 

南海トラフ巨大地震も想定し、浸水が予想される

放送局にサブステーションを設置。優先順位をつ

け備蓄燃料を増強する工事を実施した。津波や原

発の様子をとらえるロボットカメラの新設や、停

電時の電源強化を進めた。 

１．「公共」   安全・安心を守るなど公共放送の機能を強化するとともに、 
東日本大震災からの復興を支援します 

 
 
 目標のポイント 

３か年のおもな成果 
 

達成状況 一覧 
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■３年間で、「①公平・公正」の期待度と実現度の差が、5.0 から 1.8 に改善した。「③社

会的課題の共有」も、18.5から 16.6に改善した。また、有意な統計差には達していな

いが「②正確・迅速な情報提供」、「④記録・伝承」においても改善傾向が見られた。 

■総合テレビの「丁寧に取材制作」などの質が高い評価で維持された。 

■３年間の取り組みの成果が、指標の評価でも確認されたと考えられる。 

 

 

 

 

 
 

 

大災害時にも放送の中枢機能を維持

するため、新放送センターの整備に向

けた準備を開始 

建設用地の選定を進めつつ、新放送センターの機

能面の検討を継続した。 

■ 地 域 の 安 全 ・ 

安心に役立つ情報

提供 

全国の放送局のホームページを「地域

の安全・安心のポータルサイト」と位

置づけ、地域の災害情報、避難情報、

生活安全情報等をきめ細かく提供 

Ｌ字放送の情報をホームページに利用できる仕組

みを整え、入力の効率化・省力化も進めた。ライ

フライン情報システムを開発し情報を一元管理で

きるようにして発信力を強化した。 

自治体等と連携し、地域に密着した災

害・防災情報等を充実 
自治体が災害情報を発信する「Ｌアラート」の情

報を活用できる設備整備を進めた。 

災害発生時におけるラジオ放送等、音

声メディアの強化を検討 
各地の放送局で地域向けラジオ番組を新設し、災

害時を意識した発信の強化に取り組んだ。大規模

災害などを想定したラジオの訓練を強化した。 

■東日本大震災を

検証し復興を支援

する番組 

大震災や原子力発電所事故の教訓、復

興への課題の検証、予想される大災害

の科学的分析、過去の大災害の検証

等、将来の防災・減災に役立つ番組を

制作 

「震災ビッグデータ」「シリーズ東日本大震災」な

どのＮＨＫスペシャルや、「明日へ－支えあおう

－」などの定時番組で継続的に東日本大震災を検

証し、復興を支援した。 

被災地応援キャンペーンを展開し、復

興に役立つニュース・番組の強化や被

災地でのイベント開催等、被災地の

方々を元気づける取り組みを充実 

ＢＳプレミアムの東北応援キャンペーンをさまざ

まなテーマで３年間継続。「公開復興サポート」を

６回実施したほか、多数のイベントや番組収録を

被災地で行った。被災地が舞台の大河ドラマや連

続テレビ小説を通じた支援にも取り組んだ。 

■災害の映像・証言

を歴史的資料とし

て記録し保存・活用 

地震や風水害等、さまざまな災害の映

像や復興の記録をアーカイブス化し

て、放送やインターネットを通じて広

く公開し、日本だけでなく世界の防

災・減災に貢献 

公開ホームページのサイト「東日本大震災アーカ

イブス」で災害・復興の映像 816 本を記録し、公

開している。 

被災者の証言をもとにした番組制作

を通して、証言を体系的に記録しデー

タベース化 

「東日本大震災アーカイブス」で被災者の証言、

516人分を記録・公開し、活用してもらっている。 

・新経営計画の重点方針「１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテ

ンツを充実」に盛り込んだ重点事項「①『命と暮らしを守る』報道に全力を挙げ、東日

本大震災からの復興を積極的に支援」を着実に実施していく。 

今後に向けて 

指標による評価 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 

「確かなニュースや多様で質の高い番組」、「地域の再生、地域の活性化への貢献」、「国際発

信力の強化」、「国際展開によるＮＨＫのブランド力の向上」を柱として据えた。その中でも

特に、多様で質の高いコンテンツの制作と、それによる人材育成に重点的に取り組んだ。 

 

 

■緊急報道・選挙報道で、正確・迅速に情報を届け、公共放送の信頼を高めた。 

■朝の連続テレビ小説が３年にわたり高い視聴率と高い質を維持するなど、幅広い視聴

者層に向けたコンテンツ制作について一定の成果を上げた。 

■国際展開を見据えた大型番組制作を通じて、創造性豊かな人材の育成に努めた。  

■国際放送の視聴可能世帯数を２億 8,435 万世帯（27年３月末）に拡大した。  

 

 具体的施策 実績 

■確かなニュー

スや多様で質の

高い番組 

正確な情報を迅速に伝えるニュース・

報道番組をさらに強化 
緊急報道・選挙報道で迅速・正確な情報を届けた。報道

局遊軍プロジェクトを発足、調査報道・データジャーナ

リズムを強化。「NEWS WEB」の開発など報道番組を充実。 

日本が直面するさまざまな課題、激動

する国際情勢等を深く掘り下げる調査

報道や科学・文明などをテーマにした

大型シリーズ番組を開発 

ＮＨＫスペシャルの「日本新生」「ホットスポット」「病

の起源」など多様なシリーズで最新の知見を伝えた。「世

界初撮影！ 深海の超巨大イカ」などＮＨＫの評価を高

める番組を多数制作した。 

幅広い視聴者層を意識したコンテンツ

を開発 
幅広い年齢層に見られる番組を開発した。「あまちゃん」

「Ｒの法則」「LIFE！」などの番組で視聴者層を拡大し

た。チャンネル・ジャンル・番組管理を導入して番組開

発に活用。番組の質の指標「丁寧に取材制作」を高く維

持し、「くつろげる・リラックス」「わくわく・ドキドキ」

を改善した。オリンピックや FIFA ワールドカップの放

送で視聴者の期待に応えた。 

多様で質の高いコンテンツ制作を支え

る、創造性豊かな人材を育成 
「ドキュメント 72 時間」などに、若手の制作者が積極

的に参加。 

■地域の再生、

地域の活性化へ

の貢献 

地域を舞台にした地域発ドラマや公開

番組等を充実 
３年で 24本の地域発ドラマを放送。「ＮＨＫのど自慢」

は小規模会場でも実施し、開催地域を拡大した。 

放送と連動したイベントやインターネ

ット展開を推進 
地域発ドラマと連動する地域イベントを展開。大河ドラ

マや連続テレビ小説の舞台となった地域で特設サイ

ト・イベントを展開。 

放送局の経営資源を集中させ、総力で

地域密着の情報を提供 
「放送局のちから」調査で地域の視聴者の意向を把握

し、効果的なコンテンツを提供。イベントの選択と集中

を進め、効果的・効率的に実施。 

２．「信頼」   世界に通用する質の高い番組や、日本、そして地域の発展に 
つながる放送・サービスを充実させます 

 
  目標のポイント 

３年間のおもな成果 

達成状況 一覧 
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■「信頼」に関連する経営指標に、３年間で大きな変化はないが、「⑤文化の創造・発展」
は、期待度と実現度の差が統計差には達していないが改善した。 地上放送で「丁寧に
取材制作」などの質を高く維持しつつ、「くつろげる」「わくわく・ドキドキ」などの
質を改善したこと、衛星放送２波で「丁寧に取材制作」の質を高く維持したことなど
が影響したと考えられる。  

■「⑧世界への情報発信」は、統計差には達していないが、期待度が大きく向上する一
方、実現度が追いつかず、差が広がった。  

■ＮＨＫ４波のリーチは、24 年度の 79.2%から 26 年度に 76.8%と低下傾向にある。録画
再生やネット利用の増加なども踏まえつつ、留意が必要である。  

 

 

 

 全国の放送局間で、取材した映像を自

由に交換できる「映像ファイル交換ネ

ットワーク」の構築を進め、多様で深

みのある地域放送をめざす 

26 年度から地域放送局のニュース制作設備のファイル

ベース化、映像ファイル交換設備整備を開始した。 

地域番組の字幕放送を拡大、データ放

送を充実 
地域向けニュースの字幕放送設備を大阪局、名古屋局、

福岡局、仙台局、広島局に整備。Ｌ字放送の情報をデー

タ放送に利用できるようシステムを共通化。 

■国際発信力の

強化 

海外の取材・送出拠点の増設や放送時間の

拡大で24時間英語ニュースを充実 

バンコク・中国拠点の体制強化。「NEWSLINE」の平日毎正

時 30分化を実現。番組数を増やし、内容も充実させた。 

日本に対する理解を深めるため、全国

各地の優れたコンテンツを積極的に世

界に発信 

英語リポート研修の充実、報道局との連携の強化などで

地域からの発信増加。 

受信可能地域の拡大と重点地域での受

信環境整備を進め、認知度や接触を向

上 

米ではﾆｭｰﾖｰｸ、ﾛｻﾝｾﾞﾙｽなど主要都市で 24時間放送を開

始。アジアではﾐｬﾝﾏｰ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱなどで開始。27年３月末

時点の全世界での視聴可能世帯は２億 8,435万世帯。 

（株）日本国際放送の役割を含め実施

体制のあり方を検討し、「ＮＨＫワール

ドＴＶ」を充実強化 

国際発信の強化に伴い、（株）日本国際放送をはじめと

する各関連団体の強みを生かした連携を一層推進。実施

体制を強化した。 

大震災から復興する日本の姿をテレ

ビ、ラジオ、インターネットを通じて

多角的に発信 

「TOMORROW」などの定時番組やニュース企画、３月 11日を

中心に特番などを継続して発信。ライブストリーミング

アプリのダウンロード数は 27年３月末で累計約 300万。 

■国際展開によ

るＮＨＫのブラ

ンド力の向上 

海外マーケットを意識した企画開発や

外国語による制作等、新たな手法を取

り入れたコンテンツの制作・放送・展

開を行い、ＮＨＫの国際的なブランド

力を向上 

企画段階から国際展開をめざす仕組みを構築。４Ｋコン

テンツの販売を開始。アジアの現地放送局との新たな連

携による国際展開スキームを開発。 

海外放送機関と連携し、高度な制作

力・技術力を生かしたインパクトのあ

る大型番組を制作 

「世界初撮影！深海の超巨大イカ」「ホットスポット」

など大型番組の国際共同制作を実現。 

・新経営計画の重点方針「１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテ

ンツを充実」に盛り込んだ重点事項「②日本や世界の課題に向き合い、新たな手法を活

用して真相に迫る報道を充実」、「③視聴者の幅広い期待に応えて、見ごたえある魅力的

なコンテンツを開発・制作」、「④放送局は、地域の『安全・安心の拠点』となり、地域

活性化に積極的に貢献」を着実に実施する。ＮＨＫコンテンツへの多様な接触を把握す

る新たな評価手法“トータルリーチ”を開発・活用する。 

・重点方針「２．日本を世界に、積極的に発信」に盛り込んだ重点事項「①『信頼される

国際放送』として、日本を世界に、発信を強化」、「②国際戦略を強化し、コンテンツ展

開など、さまざまな分野で世界に貢献」を着実に実施する。 

今後に向けて 

指標による評価 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 

「放送と通信が融合した新たなサービスの提供と開発」、「新たなメディア環境に対応する技

術とサービス基盤の確立」、「次世代の超高臨場感放送システムの開発」、「人にやさしい放送・

サービスの拡充」、「テレビ放送の完全デジタル移行後の課題への取り組み」を柱として据え

た。特に、インターネットを活用した新たなサービスの充実に重点をおいて取り組んだ。 

 

 

 

■放送と通信を連携させるサービス「ハイブリッドキャスト」を 25 年９月に開始した。

ＮＨＫオンデマンドは、25 年度に引き続き、26 年度も単年度黒字になる見込み。 

■改正放送法（27 年４月施行）に対応して、「インターネット活用業務の実施基準」を

策定。インターネットサービスの「実施計画」を作成するとともに、実施体制を整備

した。 

■８Ｋスーパーハイビジョン（８Ｋ）については、ＮＨＫなどが発起人となって、オー

ルジャパンの推進組織「次世代放送推進フォーラム」を設立するとともに、機器の開

発整備や番組制作を進め、オリンピックなどのパブリックビューイングなどを通じて、

魅力を伝えた。 

■字幕放送は、国が定める字幕拡充計画に基づいて、着実に実施した。 

■25 年５月の東京スカイツリーへの送信所移転や、難視聴世帯への対応完了による衛星

セーフティーネットの終了など、完全デジタル放送移行後の課題を無事に解決した。 

 

 具体的施策 実績 

■放送と通信が
融合した新たな
サービスの提供
と開発 

放送を軸に、インターネットの双方向機能

等を活用したニュース・コンテンツの開発

をさらに強化し、変化するメディア環境に

対応した新たな公共放送の役割を果たす 

ＮＨＫのニュースサイト「NEWS WEB」をリニュー

アル。地域向けニュースの動画も提供。 

改正放送法に対応して、「インターネット活用業務

の実施基準」を策定した。 

テレビ、パソコン、携帯、タブレット端末

等さまざまなメディアを連携させてＮＨＫ

の情報やコンテンツを届けるサービスの提

供や研究開発を推進 

放送と通信を融合させる「ハイブリッドキャスト」

を 25年９月に開始。ソチオリンピックでは、放送

中番組の「早戻し再生」を試行するなど、新たな

サービスを提供。 

有料動画サービス「ＮＨＫオンデマンド」

の魅力を高めて利用者を拡大し、平成 25年

度に単年度黒字化をめざす 

使いやすさの改善や人気番組の関連動画配信など

による効果的なＰＲにより、目標どおり 25年度に

単年度黒字化を達成し、26年度も２年連続の黒字

を達成する見込み。直接提供の登録会員数は 150

万人を突破。 

ロンドンオリンピック（2012年）や、サッカー

の 2014 FIFA ワールドカップ等の機会をとら

え、新たなサービスの実験的な実施を検討 

ロンドンオリンピックでは、テレビで放映しない

競技について、ライブストリーミングを実施。 

（のべ 913時間、2600万件のアクセス） 

３．「創造・未来」   放送と通信の融合時代にふさわしい、さまざまな伝送路を 
利用した新たなサービスを充実させます 

 
  目標のポイント 

３年間のおもな成果 
 

達成状況 一覧 
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■ ３年間で、「⑪さまざまなメディアでの情報提供」の期待度と実現度の差が 5.5 から

3.0 に改善した。また、有意な統計差には達していないが「⑫放送技術の発展」にお

いても改善が見られた。３年間の取り組みの成果が指標の評価でも確認されたと考え

られる。 

■  ただし、スマートフォン向けサイトの普及など環境が変化している中、インターネット

サービスの接触者率は維持されているが、改善されていないことに留意が必要である。 

 

 

 

 
 

 

■新たなメディ
ア環境に対応す
る技術とサービ
ス基盤の確立 

放送と通信を融合した情報やコンテンツを

提供するため、内外のメディア環境の動向

を踏まえ、新たな技術・サービス基盤を整

備 

スーパーハイビジョン等の実現に向けＮＨＫなど

が発起人となり「次世代放送推進フォーラム」を

設立。８Ｋやハイブリッドキャストの技術仕様を

着実に策定。 

サービスの設計や展開の方針を総合的に企

画立案する組織を整備するとともに、コン

テンツに付随したデジタルデータ等を活用

する基盤を整備 

映像・音声素材をＶＴＲテープではなくファイル化

して扱う「ファイルベースシステム」を構築。放送

法改正を踏まえ、メディア企画室のインターネット

業務管理機能を強化するなどの組織改正を実施。 

■次世代の超高
臨場感放送シス
テムの開発 

多数のカメラを組み合わせたスポーツ番組

等の立体表現技術や、高度なＣＧ映像の合

成技術など、映像表現の可能性を広げる技

術開発を推進 

ロンドンオリンピックで活躍した「ツインズカム」

や深海のダイオウイカを世界で初めて撮影した

「超高感度カメラ」を開発。 

スーパーハイビジョンの実用化に向けた研

究開発やコンテンツの制作を推進 
国のロードマップも踏まえて、８Ｋの開発・整備、

コンテンツ制作、国内外でのパブリックビューイ

ングを実施。 

■人にやさしい
放送・サービス
の拡充 

生番組の字幕放送を拡充するとともに、自

動字幕や手話ＣＧ、話速変換装置などの新

技術を活用し、あらゆる視聴者が利用しや

すいユニバーサルサービスを充実 

字幕付与の割合は国が定める計画値を上回った。

（25年実績：総合テレビ 84.8％、Eテレ 63.2%） 

日本に住んでいる外国人の方に向け、ニュ

ース原稿を平易な日本語に変換する技術

や、放送と通信の融合技術を活用した多言

語による字幕放送などの技術を開発 

分かりやすい言葉でニュースを伝えるサイト

「NEWS WEB EASY」を開始。 

■テレビ放送の
完全デジタル移
行後の課題への
取り組み 

衛星セーフティネットの終了に向けた新たな

難視聴や混信への対策、デジタル化後の周波数

再編や、東京タワーから東京スカイツリーへの

送信機能の移転等を着実に実施 

デジタル難視聴対策は 27年３月に完了。 

東京スカイツリーへの送信所の移転は、民放５社

と協力し、25年５月に完了。 

群馬県、栃木県で県域テレビ放送サービス

の開始をめざす 

24年４月に両県で放送開始。 

データ放送や双方向機能、マルチ編成など、

デジタル放送ならではのサービスを充実 
「ビットワールド」（Ｅテレ、25年 11月）で双方

向とマルチ編成を組み合わせる演出に挑戦するな

ど、サービスを充実。 

・新経営計画の重点方針「３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造」に盛り込んだ

重点事項「①インターネットを活用して、より多くの人にＮＨＫコンテンツを届ける新

たなサービスを創造」、「②ＮＨＫコンテンツへの多様な接触を把握する新たな評価手法

“トータルリーチ”を開発し、サービス向上に活用」、「③技術面で先導的な役割を果た

し、スーパーハイビジョンの制作・活用を戦略的に推進」、「④『人にやさしい』放送・

サービスの推進」を着実に実施していく。 

今後に向けて 

指標による評価 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 
 

「経営計画の達成に向けた評価・管理」、「効率的なＮＨＫの業務体制の構築」、「効率的な

グループ経営の推進」などを柱に据えた。特に、数値目標として、ＶＦＭ（Value for Money 

コストに見合う成果）１以上達成をめざすこととした。 

 

 

 

 

■経営計画の達成状況に関する、ＮＨＫ独自の評価・管理手法を開発し、３年間運用を

続け、定着させた。 

■将来にわたって公共放送の役割を適切に果たしていくため、本部･放送局を一貫した業

務体制の改革案をまとめ、着手した。29 年度の完成をめざす。 

■「コストに見合う成果」の指標ＶＦＭは、３年間を通して１以上を達成した。 

 

 

 具体的施策 実績 

■経営計画の達成に

向けた評価・管理 

公共放送としての役割を達成するた

め、ＮＨＫ独自の評価・管理方法を

確立 

14指標の世論調査を年２回実施して検証、全局で

共有。進捗管理、課題の共有・対応に活用。 

「基本方針」「４つの重点目標」「現

場管理」を一貫して管理するしくみ

を確立 

会長、理事、部局長、職員の目標を一貫管理する

ことで、現場の日常業務が基本方針に貢献する仕

組みを充実。四半期ごとのＰＤＣＡを実施。 

■効率的なＮＨＫの

業務体制の構築 

業務の棚卸し等によりＮＨＫの要員

の見直しを行い（３か年で 280 人程

度減）、給与費の抑制に努める 

３か年での職員数純減 280 人の要員の見直しを実

施。「全体最適」の業務体制の改革に着手。 

給与費の抑制については、25年度からおおむね５

年で、基本賃金の 10％を目安に引き下げる給与制

度改革を実施（継続中）。 

全国の放送局のマネジメントに関す

る体制を整備するとともに、放送局

の業務の見直しを進める 

「放送局のちから」調査を活用した取り組みを推

進。 

■効率的なグループ

経営の推進 

子会社等の経営目標管理を徹底し、

ＮＨＫグループとしてのガバナンス

を強化 

運営基準と基本契約の見直しに加え、内部統制規

程などの見直しにより、ガバナンス基盤を強化。 

各関連団体での内部監査の整備促進により、一定

規模以上の団体で内部監査組織設置やモニタリン

グ体制が実現し、内部統制の新たな仕組みを構築。 

子会社等の位置づけを明確にし、重

複業務の整理や業務の仕分けを推進 
ＮＨＫエンタープライズと総合ビジョンの合併に

より、アニメ制作業務を一体化。 

４．「改革・活力」  

 目標のポイント 

３年間のおもな成果 
 

達成状況 一覧 

① 効率的な経営を行い、公共放送の価値を最大に高めます 

２ 
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■「コストに見合う成果」の指標ＶＦＭは、３年間を通して１以上を達成

ＶＦＭと支払意思額の調査結果（３か年） 

 

事務系システム統合を進め、より効

率的・効果的なＮＨＫグループの業

務体制を構築 

事務系システム統合、シェアードサービスの構築

を進め、25年度に人事・諸届領域、26年度に株式

会社の経理領域の稼働を開始。 

競争力あるコンテンツの開発・展開、

国際共同制作の強化などにより、子

会社等からの副次収入を拡大

番組活用収入は、海外事業拡大やメディアミック

ス活性化により 25年度に９年ぶりに増加に転じ、

26 年度もメディアミックス提案額が順調に拡大

し、目標の 53億円を達成。 

■視聴者のみなさま

との結びつき 

みなさまに支えられる公共放送とし

て、視聴者のニーズに迅速・柔軟に

対応できるよう「ＮＨＫふれあいセ

ンター」や「ＮＨＫネットクラブ」

など、視聴者とＮＨＫをつなぐ仕組

みをさらに強化

ふれあいセンターでは、電話対応の増席、研修な

どでの対応能力の向上を進め、以前は 70％前後だ

った外部応答率が 80％台後半～90％台に向上。Ｎ

ＨＫネットクラブの会員数は３か年で 173 万人増

加し、計 350万人。 

■環境経営 環境問題やエネルギー問題を取り上

げるニュース・番組の制作、イベン

ト等を実施

６月の環境月間に合わせてＮＨＫ環境キャンペー

ンなどを実施。 

ＣＯ₂の削減目標を定め、放送会館・

放送所や放送機器の省エネ化、自然

エネルギーの導入を推進するととも

に、廃棄物の削減等を推進 

Ｅテレ、ラジオ第２放送の深夜放送休止時間帯の

停波、放送センター・地方放送会館の冷凍機高効

率更新などを進めた結果、「ＣＯ 2排出原単位」の

目標を達成する見込み。 

・新経営計画の重点方針「５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革」に盛り込んだ

重点事項「①コンテンツ制作力強化のため、ＮＨＫグループ全体の業務体制改革を推進」、

「⑤経営計画を着実に達成するため、目標・指標管理を強化」、「⑥ＣＯ₂の削減目標を定

め、環境にやさしい経営を推進」を着実に実施する。

今後に向けて 

指標による評価

※視聴者の支払意思額の合計 = 地上放送および衛星放送に対する支払意思額×契約数の合算 

※世論調査により、年度ごとに公表 

24年度 25年度 26年度 

ＶＦＭ 1.83 1.82 1.82 

支
払
意
思
額

地上放送 
1,970円 

（受信料(～9/30)1,345円） 
（受信料(10/1～)1,225円） 

1,926円 
（受信料 1,225円） 

1,961円 
（受信料 1,260円） 

衛星放送 
1,291円 

（受信料 945円） 
1,257円 

（受信料 945円） 
1,254円 

（受信料 970円） 

ＶＦＭ (Value for Money) 

（コストに見合う成果） 
ＮＨＫが生み出した価値額(視聴者の支払意思額の合計) 

ＮＨＫの事業支出額（決算） 
= 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 
 

 

「支払率、収納率の向上（３年間で支払率３ポイント向上/支払数 193 万件増加・収納率 

３年後 97％）」を目標とし、「公平負担と営業経費抑制に向けた４つの営業改革」、「受信料

制度の理解促進」を柱に据えた。 

 

 

■ 24 年 10 月からの受信料値下げによる減収の影響をカバーするため、営業活動を強化

し、業績を前倒しで確保した。契約収納業務の法人委託化の拡大や民事手続きの強化

など「４つの営業改革」を着実に実行した。 

■ 受信料制度の理解促進活動は、ミニ番組の放送、地域ドラマの制作、公開番組収録、

イベントなど、さまざまな機会を捉え、組織を挙げて取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「改革・活力」  

 目標のポイント 

３年間のおもな成果 

② 受信料を公平に負担していただくため、営業改革と受信料制度の理解促進に努めます 
 

72 
73 

74 

75 

72（71.9） 

73（73.1） 

74（74.5） 

76（75.6） 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 

計画 

実績 

 24 年度 25 年度 26 年度 

計画 96％ 96％ 97％ 

実績 96％ 96％ 97％ 

 

 24 年度 25 年度 26 年度 

計画 11.7％ 11.8％ 11.6％ 

実績 11.4％ 11.4％ 11.1％ 

 

 24 年度 25 年度 26 年度 ３か年計 

計画 45 48 51 144 

実績 48.5 58.3 52.6 159.4 

達成率 108% 121% 103% 111% 

 

 24 年度 25 年度 26 年度 ３か年計 

計画 △20 △16 △13 △49 

実績 △21.1 △18.5 △15.0 △54.6 

達成率 105% 116% 115% 111% 

 

 24 年度 25 年度 26 年度 ３か年計 

計画 72 69 68 209 

実績 83.5 81.9 83.4 248.8 

達成率 116% 119% 123% 119% 

 

 24 年度 25 年度 26 年度 ３か年計 

計画 65 64 64 193 

実績 69.6 76.8 67.6 214.0 

達成率 107% 120% 106% 111% 

 

（万件） （万件） 

（万件） （万件） 

◆契約総数増加 ◆衛星契約増加 

◆未収削減 ◆支払数増加 

◆収納率 ◆営業経費率 

◆支払率 
 

２ 

（%） 

 

 35



 
 
 
   

   
 

■支払率は 26年度末 76％となり、３年間で支払率３ポイント向上を達成した。支払数も

214 万件増加し 193万件増加の計画を上回った。収納率も 97％の目標を達成した。 

■営業指標（契約総数増加、衛星契約増加、未収削減）は、単年度、３か年合計、全て計

画を達成した。営業経費率は 26 年度末 11.1％となり、計画の 11.6％を下回り、これま

でで最も低い経費率に抑制することができた。 

■「⑬受信料制度の理解促進」は、受信料制度理解者の高い期待に実現度が追いつかず、 

３年間で、期待度と実現度の差が 22.0から 24.3に悪化したが、理解者の割合は増加し

ており、活動の成果は表れている。「⑭受信料の公平負担」の期待度と実現度の差には

変化がなかった。  

 

 

 
 

 具体的施策 実績 

■支払率、収納

率の向上 

３年間で支払率（支払数／有料契約対象数）

を３ポイント向上（支払数 193万件増加） 
支払率３ポイント向上（26年度末 76％）を達成。 

支払数は３年間で 214万件増加 

収納率（収納数／有料契約数）は３年後97％ 26年度末 97％を達成 

■公平負担と

営業経費抑制

に向けた４つ

の営業改革 

（１）効率的な業務体制の構築  

・公開競争入札等による外部委託化を拡大  

・ 一層効率的な業務体制の構築に向けて営業拠

点を再編 

公開競争入札による外部委託は、26年度末 70地区（約

1,073万世帯）となり、３か年で 45地区（約 758万世

帯）拡大した。小規模なエリアを担当するエリア型法

人は 165地区拡大した。法人による世帯カバー率は 26

年度末 39％となり、３か年で 21％増加した。 

営業拠点の再編では、３か年で６拠点集約し、全国 69

拠点体制となった。 

（２）民事手続きの強化   

・ 事業所、世帯に対する未契約訴訟の拡大と 

 支払督促を着実に実施  

・未収状況に応じた効果的な文書督促を実施 

未契約訴訟は、３か年で世帯に対して 128件、事業所

に対して 11件を提起した。支払督促は３か年で 4,465

件の申し立てを実施した。文書督促では、未収状況に

応じて、民事督促に関するパンフレットを同封した。 

（３）契約・収納手法の開発     

・ 受信機設置情報、住所変更情報を活用した利

便性の高い届出方法を検討  

・訪問によらない効率的な未収回収プロセスを 

 検討 

放送受信規約を変更し、書面による届け出や本人から

の届け出を省略したことで利便性を向上させ、26年度

末までに、受信機設置情報を活用した衛星契約取次を

４万 9,366 件、住所変更情報を活用した取次を５万

9,056 件確保した。効率的な未収回収のため、文書に

よる請求の時期や封筒の種類などについてさまざま

な試行を行った。 

（４）各種法人・団体等との連携 

・ 公益企業等との連携強化による効率的な契

約・収納活動を検討  

・ 事業所契約の増加に向けた業界団体等との連

携強化 

ＮＴＴファイナンス株式会社との連携による電話料

金との一括支払いや、ヤフー株式会社と連携した

Yahoo!のホームページからの支払いなど、受信料支払

の利便性を向上させた。業界団体との連携強化などに

より、事業所契約は３か年で 42万件増加した。 

■受信料制度

の理解促進 

ホームページ、イベントなども活用した多

面的ＰＲ展開 
組織を挙げて、ミニ番組の放送や地域ドラマの制作、

公開番組収録、イベントなど、さまざまな機会を捉え、

受信料制度の理解促進活動を積極的に展開した。 

受信料体系のあり方を引き続き検討 受信料値下げ、消費税率改定などに対応しつつ、社会

状況に適合した受信料体系のあり方の検討を続けた。 

・新経営計画の重点方針「４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力」に盛り込ん

だ重点事項「①営業改革を一層推進し、過去最高の支払率を目標に最大限努力（目標：

29年度末、支払率 80％、衛星契約割合 50％）」「②視聴者との結びつきを強化し、意見を

適切に事業運営に反映」を着実に実施する。 

今後に向けて 

達成状況 一覧 

指標による評価 
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「４つの重点目標」 ３か年の達成状況 
 
 
 

 
 

 
 

「公共放送を担う人材の確保と育成」、「士気の向上と職場の活性化」を柱に据えた。 

 
 
 

 

■在宅勤務制度など、多様な働き方を可能にする制度を導入するとともに、職員の意識

改革に努めた。ワーク・ライフ・バランスを実現するトライアルを制作現場でも実施

し、残業をしない編集作業など成果の上がった取り組みを共有した。 

■努力や成果をより反映させる職員制度（考課制度など）に変更した。 

 

 

 

 

 

 

 具体的施策 実績 

■公共放送を担う

人材の確保と育成 

公共放送を支える高い使命感を備えた

人材を確保するため、より積極的で広範

な採用活動を展開 

効果的な周知活動と工夫を凝らした選考手法で

多彩な人材を確保した。地域の放送局を支える

人材として「地域職員」の採用選考を初めて実

施。 

コンプライアンス意識の醸成や、マネジ

メント力強化のための人材育成施策を

さらに充実 

新人層から経営層までの全ての階層別研修で、

公共放送人として必要不可欠な倫理観・コンプ

ライアンス意識を徹底。指導・管理者層向けに、

役割と立場に応じたマネジメント力とリーダー

シップを向上する研修を実施。 

■士気の向上と職

場の活性化 

評価、人材配置の一層の適正化をめざし

た施策を推進 
年功序列的な要素を抑え、努力や成果をより反

映させるよう職員制度（考課制度など）を変更。

管理職登用資格試験を導入。 

海外の放送機関等への派遣や、異業種交

流等、職員の意欲を高め、放送の充実と

スキルアップに資する研修を拡充 

短期の海外派遣、海外ビジネススクールへの派

遣を実施。大手広告代理店との相互派遣を新た

に開始。 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た新たな施策を試行 

27 年 1 月に在宅勤務制度を制作局・報道局に導

入。順次拡大を図る。女性管理職登用に関する

数値目標を設定。ワーク・ライフ・バランスを

実現するため、制作現場で残業をしない編集作

業などを推進し、取り組みを共有。 

４．「改革・活力」  

 目標のポイント 

・新経営計画の重点方針「５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革」に盛り込んだ

重点事項「②高度な専門性を発揮できる人材をＮＨＫグループで確保・育成」、「③女性

の積極登用を進め、仕事と生活の調和を実現し、多様な働き方ができる組織に改革」、「④

コンプライアンスを徹底し、『放送ガイドライン』を順守」を着実に実施する。 

今後に向けて 

３か年のおもな成果 
 

達成状況 一覧 

③ 放送・サービスの質を向上させるため、活力ある職場づくりをすすめます 
 

２ 
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視聴者のみなさまへの還元について 
 
 
 

① 受信料の値下げ 

② 大震災をふまえた緊急に必要な機能強化 

 

① 平成 24年 10 月から受信料額の改定（値下げ）を実施 

 

■口座・クレジット支払 月額△120円（年間△1,440円） 

■継続振込支払     月額△ 70円（年間△  840円） 

      ※いずれも２か月払の場合 

【改定後受信料額】 

（円） 

 
【現行受信料額】 

なお、消費税率が８％にな

ったことに伴い、平成 26年

４月から受信料額を改定し

ている。 

 
 
 
② いかなる災害時にも対応できる放送設備と体制を強化 

 
  ■本部のバックアップ機能を大阪局などに整備 

  ■放送会館等の津波対策、南海トラフ巨大地震などを想定した強化策の実施 

  ■非常用送信設備や自家発燃料タンクなど大災害時にも放送を継続するための設備強化 

  など 

 
 【公共放送の機能強化（還元*分）】 

（億円） 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ３か年計 

公共放送の機能強化 計画 ６ ３４ ６６ １０６ 
決算 ６ ３５ ７０ １１２ 

 *還元は建設投資に伴う減価償却費 
 

 還元の考え方 

３ 

（円） 
契約種別 支払方法 月　額 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額

口座・クレジット 1,260 2,520 7,190 13,990
継続振込等 1,310 2,620 7,475 14,545
口座 ・クレジット 2,230 4,460 12,730 24,770
継続振込等 2,280 4,560 13,015 25,320

地上契約

衛星契約

９月迄 10月～ ９月迄 10月～ ９月迄 10月～ ９月迄 10月～

口座・クレジット 1,225 △ 120 2,450 △ 240 6,980 △ 670 13,600 △ 1,310

継続振込等 1,275 △ 70 2,550 △ 140 7,270 △ 380 14,160 △ 750

口座 ・クレジット 2,170 △ 120 4,340 △ 240 12,370 △ 720 24,090 △ 1,430

継続振込等 2,220 △ 70 4,440 △ 140 12,660 △ 430 24,650 △ 870

契約種別

地上契約

衛星契約

1,345 7,650 14,910

2,290 13,090 25,520

2,690

4,580

平成２４年
差

支払方法 平成２４年
差

平成２４年
差

平成２４年
12か月前払額

差

月　額 2か月払額 6か月前払額
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