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“公共メディア” 実現へ「ＮＨＫビジョン2015→2020」第２ステップ 1

世界の⼈々のさまざまな夢や思いが、アスリートたちの舞台に結晶する「東京 2020」。
またとない機会に照準を定め、⽇本社会では意欲的な挑戦や⼤きな変⾰がさまざま⽣まれています。
ＮＨＫも、2020年に最⾼⽔準の放送・サービスを届けることを「ＮＨＫビジョン2015→2020」で掲げ、2018

年には、超⾼精細の映像と臨場感あふれる⾳で新しい体験を提供するスーパーハイビジョンの実⽤放送を開始し
ます。
インターネットの浸透により、情報の⼊⼿やコミュニケーションのあり⽅は根本的な変貌を遂げ、「いつでも、

気軽に、だれとでも」必要な情報を取得・交換できるようになりました。
⼀⽅で、「ＮＨＫビジョン2015→2020」で指摘した以上に、不確かな情報の拡散や、お互いの“つながり”の希

薄化が深刻に受け⽌められ、「意⾒の極化」や「社会の分断」を懸念する声もあります。
社会のありようが急速に変化する中でも、ＮＨＫは引き続き、広く受信料によって⽀えられる公共放送の基本

姿勢を堅持し、放送法を順守しながら、⾃主⾃律を貫き、健全な⺠主主義の発達と⽂化の向上に寄与していきた
いと考えます。
そのために、放送を太い幹としつつ、インターネットも活⽤して、「いつでも、どこでも」必要な情報・コン

テンツを伝える“公共メディア”への進化をめざします。
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蓄積してきた取材⼒・制作⼒を⽣かし、インターネットも活⽤して、正確な情報を公平・
公正に伝え、⼈々の判断のよりどころとなり、健全な⺠主主義の発達に寄与する①正確で公平・公正な情報提供 蓄積してきた取材⼒・制作⼒を⽣かし、インターネットも活⽤して、正確な情報を公平・
公正に伝え、⼈々の判断のよりどころとなり、健全な⺠主主義の発達に寄与する①正確で公平・公正な情報提供
最優先の使命である「命と暮らしを守る報道」に、多様なメディアで必要な情報を届
け、より多くの⼈の「安⼼」に貢献する②安全で安⼼な暮らしに貢献 最優先の使命である「命と暮らしを守る報道」に、多様なメディアで必要な情報を届
け、より多くの⼈の「安⼼」に貢献する②安全で安⼼な暮らしに貢献
「第⼀級のコンテンツ」制作や最先端技術を駆使した放送・サービスを通じ、⽂化の
向上に寄与し、技術の進歩発達の先導的役割を果たす③質の⾼い⽂化の創造 「第⼀級のコンテンツ」制作や最先端技術を駆使した放送・サービスを通じ、⽂化の
向上に寄与し、技術の進歩発達の先導的役割を果たす③質の⾼い⽂化の創造
さまざまな⽂化や暮らしが息づく地域の豊かさ、固有の課題などを広く共有し、放
送・サービスを通じて、多様な地域社会の発展に貢献する④地域社会発展への貢献 さまざまな⽂化や暮らしが息づく地域の豊かさ、固有の課題などを広く共有し、放
送・サービスを通じて、多様な地域社会の発展に貢献する④地域社会発展への貢献
国際社会との相互理解を進めるため、⽇本についての正確で多様な情報を、世界各
国に向けて積極的に発信する⑤⽇本と国際社会の理解促進 国際社会との相互理解を進めるため、⽇本についての正確で多様な情報を、世界各
国に向けて積極的に発信する⑤⽇本と国際社会の理解促進
教育や福祉に関するコンテンツや、⾼齢者や障害者などが活⽤しやすい放送・サー
ビスの充実を通して、多様な⼈が安⼼して暮らせる社会の実現に貢献する⑥教育と福祉への貢献 教育や福祉に関するコンテンツや、⾼齢者や障害者などが活⽤しやすい放送・サー
ビスの充実を通して、多様な⼈が安⼼して暮らせる社会の実現に貢献する⑥教育と福祉への貢献
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ＮＨＫが追求する「公共的価値」

今後とも、「世の中でいま何が問題となっているのか」「⼈々はどのように考えているのか」など、これから
の時代に視聴者のみなさまが求めることにしっかりと応え、「情報の社会的基盤」としての役割を果たしていき
ます。
「ＮＨＫビジョン2015→2020」の第２ステップとなる 2018年度からの３か年経営計画では、関連団体を含め

ＮＨＫグループが⼀体となって「第⼀級のコンテンツ創造集団」を形成し、効率的で透明性の⾼いマネジメント
を徹底します。魅⼒あふれる放送の追求とみなさまの⽇々の暮らしに役⽴つ新しいサービスの具体化に取り組み、
「⼤切なことを、より深く、より⾝近に」伝える、“公共メディア”の礎を築きます。

ＮＨＫが追求する「公共的価値」については、以下のように考えます。



前回のＮＨＫ経営計画（2015-2017年度）の総括と今後の経営課題
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○ＮＨＫの経営14指標では、「公平・公正」「正確・迅速な情報提供」など10指標で期待度と実現度
の差が改善傾向。⼀⽅、インターネットの浸透による「不確かな情報の拡散」などの懸念は想定以
上に顕在化し、正確で多⾓的な情報を伝える「情報の社会的基盤」としての役割はさらに重要に。

○幅広い世代の視聴者のＮＨＫコンテンツへのリーチ拡⼤は、⼗分な成果得られず、継続課題。

○国際放送の内容充実と視聴可能世帯の増加では⼀定の成果。2020年を⾒据え、ＮＨＫワールドＴ
Ｖは、さらに関⼼に応える番組の充実と多⾔語化などへの対応が必要。

○４Ｋ・８Ｋコンテンツ制作の技術開発・ノウハウ蓄積は進捗。2018年のスーパーハイビジョン実
⽤放送開始に向け、周知・普及と制作体制の強化が課題。

○情報デバイスの多様化など視聴環境の動向を⾒据え、放送だけでなく、インターネットも活⽤し、
視聴者の期待に応える放送・サービスを提供。

○受信料の「衛星契約割合50％」の⽬標は2016年度に届き、「⽀払率80％」の⽬標も達成⾒込み。
⼈⼝や世帯数が減少する中での財源確保、⼈材難・⼈的コスト増の中での収納体制の整備など、
今後さらに困難な課題に直⾯。

○関連団体の管理体制の強化や効率的なグループ経営を推進するための基盤整備は進捗。さらにＮ
ＨＫグループ⼀体となって、効率と創造を追求するため、業務の統合や廃⽌などを視野に改⾰。

○取材・制作⼒強化や新サービスへの対応のための、業務の⾒直しと⼤規模な要員シフトを完遂。
「働き⽅改⾰」や⼥性の積極登⽤、⼈事制度改⾰など活⼒ある職場環境を⽬指す取り組み、コン
プライアンスの徹底やサイバーセキュリティー対応など、組織運営の課題に引き続き注⼒。

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

重点⽅針２
⽇本を世界に、積極
的に発信

重点⽅針３
新たな可能性を開く
放送・サービスを創造

重点⽅針４
受信料の公平負担の徹
底に向け、最⼤限努⼒

重点⽅針５
創造と効率を追求する、
最適な組織に改⾰



放送・サービス
1.“公共メディア”への進化
2.多様な地域社会への貢献
3.未来へのチャレンジ

マネジメント
1.視聴者理解・公平負担
2.効率と創造を追求

4「ＮＨＫビジョン 2015→2020」と新・３か年経営計画の位置づけ

2015年 2017年 2020年

前・３か年経営計画
「信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の⼒」

新・３か年経営計画
「⼤切なことを、より深く、より⾝近に」

正確・公平公正
安全・安⼼
質の⾼い⽂化
地域社会発展
国際相互理解
教育・福祉

正確・公平公正
安全・安⼼
質の⾼い⽂化
地域社会発展
国際相互理解
教育・福祉

ＮＨＫが追求する
「公共的価値」

「公共的価値」の拡⼤を⽬指す

最⾼⽔準の
放送･サービス

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
2.⽇本を世界に、積極的に発信
3.新たな可能性を開く放送・サービス
を創造
4.受信料の公平負担の徹底に向け、最
⼤限努⼒
5.創造と効率を追求する、最適な組織
に改⾰

３か年の重点⽅針 ５つの重点⽅針
◇想定を超える「不確かな情報の拡散」
◇幅広い世代の視聴者へのリーチ拡⼤
◇地域の期待に応えるサービス
◇世帯数減少への対応
◇「働き⽅改⾰」など活⼒ある職場環
境推進、リスクマネジメント強化

新たな課題

放送を太い幹としつつ
インターネットも活⽤し、

“公共メディア”へ

など



３か年(2018-2020年度)の
重点⽅針と主な施策
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③ 多彩なコンテンツと新しい放送体験で、スペシャルな知識と感動を③ 多彩なコンテンツと新しい放送体験で、スペシャルな知識と感動を

② より安全・安⼼な暮らしへ 防災・減災、緊急報道、復興⽀援を充実② より安全・安⼼な暮らしへ 防災・減災、緊急報道、復興⽀援を充実

① 世の中の課題や最新事情、信頼できる情報を早く、深く、わかりやすく① 世の中の課題や最新事情、信頼できる情報を早く、深く、わかりやすく

地域の魅⼒や課題を広く発信し、多様な地域社会の発展に貢献地域の魅⼒や課題を広く発信し、多様な地域社会の発展に貢献

① 「東京 2020」のメッセージを、最⾼⽔準の放送とサービスで① 「東京 2020」のメッセージを、最⾼⽔準の放送とサービスで

② みなさまと新たなサービスを創造② みなさまと新たなサービスを創造

④ ⽇本のいまを世界へ、世界の動きを⽇本へ④ ⽇本のいまを世界へ、世界の動きを⽇本へ
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ＮＨＫへの理解をいただく活動を強化し、受信料の公平負担を徹底ＮＨＫへの理解をいただく活動を強化し、受信料の公平負担を徹底

グループ⼀体となり、効率的で透明性の⾼い組織運営を推進グループ⼀体となり、効率的で透明性の⾼い組織運営を推進

１．“公共メディア”への進化

２．多様な地域社会への貢献

３．未来へのチャレンジ

２．効率と創造を追求

１．視聴者理解・公平負担

重点⽅針
放送・サービス

マネジメント

重点⽅針 重点項⽬



7放送・サービス

① 世の中の課題や最新事情、信頼できる情報を早く、深く、わかりやすく① 世の中の課題や最新事情、信頼できる情報を早く、深く、わかりやすく

■広範なネットワークを⽣かして、⽇本と世界の政治・経済・社会・⽂化の今を伝える正確な
情報を多⾓的に取り上げ、より早く、より深く、よりわかりやすく伝える

■少⼦⾼齢化や地域のさまざまな問題など、 2020年、そして、その先の⽇本の課題の解決策を探
る新しいスタイルの番組を開発

■インターネットを活⽤した情報収集や、データジャーナリズムなどの調査報道の⼿法をさらに
研究・開発し、正確・迅速で公平・公正な報道に積極的に活⽤

■最新のニュースや番組を「いつでも、どこでも」視聴できるように、インターネット同時配信
を積極的に実施

■ＡＩ（⼈⼯知能）やＩｏＴ（モノのインターネット）の本格化を⾒据え、端末に合わせた情報
提供のあり⽅を研究

重点⽅針１．“公共メディア”への進化



② より安全・安⼼な暮らしへ 防災・減災、緊急報道、復興⽀援を充実② より安全・安⼼な暮らしへ 防災・減災、緊急報道、復興⽀援を充実
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■「命と暮らしを守る」防災・減災報道を追求し、⼤規模災害時には、視聴者が必要とする情報
をさまざまな伝送路（テレビ・ラジオ・インターネット）を使って最適なエリアに発信

■⾸都直下地震や南海トラフ巨⼤地震など⾮常事態の中でも、放送・サービスを継続するために、
放送局の機能や運⽤・実施体制を整備

■国際的な緊張関係やテロリズム、世界経済の急変、サイバー攻撃など、暮らしに直結するさま
ざまな社会的脅威に関するニュース・番組を、迅速かつ丁寧に発信

■東⽇本⼤震災など⼤規模災害からの復興を⽀援する番組や応援キャンペーンを積極的に展開

■ニュースや防災情報などをいち早く伝えるＮＨＫのアプリは、気象サービスを充実させるとと
もに、災害時には地域の災害情報や避難情報が優先的に表⽰される機能を整備

■４Ｋや８Ｋによる空撮映像などを、災害時の被害の詳しい実態や災害メカニズムの検証、防災
研究などに積極的に活⽤
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③ 多彩なコンテンツと新しい放送体験で、スペシャルな知識と感動を③ 多彩なコンテンツと新しい放送体験で、スペシャルな知識と感動を

■視聴者のみなさまのＮＨＫへの期待を的確に把握し、チャンネルや時間帯ごとの狙いを明確に
し、幅広い世代の期待に応える多彩で魅⼒的なコンテンツを、テレビとラジオの各チャンネ
ル・インターネットのそれぞれの特⻑を⽣かして編成

■国際展開も視野に、複数年かけて制作する⾒応えある⼤型コンテンツを制作

■インターネットを経由してさまざまな場所で情報や映像に触れる⼈が増えている中で、イン
ターネットを活⽤し、⾒逃し番組をはじめとする番組連動のコンテンツを、より使いやすい形
で提供するサービスを開発・推進

■「⼦どもたちにとって良質なコンテンツを」との期待に応え、データ放送やアプリ連動で参加・
体験できる番組をさらに充実させ、⼦どもの主体性や創造⼒の育成を⽀援

■教育や語学などのコンテンツは、インターネットも活⽤し、より使いやすい形で適切に提供

放送・サービス

重点⽅針１．“公共メディア”への進化
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■４Ｋ・８Ｋ（スーパーハイビジョン）は、2018年12⽉に実⽤放送開始
・４Ｋ放送は、⼤河ドラマ（2019年）や連続テレビ⼩説（2020年）をはじめ⾃然・紀⾏・ス
ポーツなど地上波・衛星波の中から⾼精細の選りすぐりのコンテンツを編成し、新たなテレ
ビの魅⼒を提供

・８Ｋ放送は、⾳楽・芸術・エンターテインメントなど、“８Ｋならではの圧倒的な映像・⾳
響”に徹底的にこだわり、⽇本や世界の“本物”体験を提供

・多くの⼈にスーパーハイビジョンの魅⼒を知ってもらうため、認知度向上・普及促進の取り
組みを加速

■気象情報の⼿話ＣＧや東京五輪時の競技データの⾳声化・字幕化など、⾼齢者や障害者など、
だれもが快適に楽しめる「⼈にやさしい放送・サービス」を、ＩＣＴ技術も活⽤して構築
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④ ⽇本のいまを世界へ、世界の動きを⽇本へ④ ⽇本のいまを世界へ、世界の動きを⽇本へ

■激動する世界の最新状況を多⾓的に取材し、放送やインターネットで発信

■英語によるテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」の発信⼒をさらに強化
・⽇本ならではの視点のニュース、⽇本各地の魅⼒を伝える番組など、⽇本への理解を促す番
組をより⼀層充実

・世界における認知を向上させ、視聴を促進するため、ニーズを的確に捉え、多⾔語化を進め
るとともに周知・広報活動を積極的に推進

■ 2020年に向け、訪⽇外国⼈がスマートフォンやＳＮＳなどで視聴することを視野に⼊れたコン
テンツ制作を推進し、災害情報や地域の情報など、頼りにできる情報発信を強化

■ＮＨＫグループが連携し、コンテンツの国際共同制作や、国際版の制作・展開を推進

■ＮＨＫの“強み”である防災や教育などの専⾨性を⽣かし、国際会議などで貢献するとともに、
世界の放送局と連携した映像アーカイブスのデジタル化協⼒や、８Ｋなどの優れた技術の世界
への普及促進など、さまざまな形での国際展開・貢献を実現

放送・サービス

重点⽅針１．“公共メディア”への進化
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■地域ごとの視聴者のニーズに応えるため、暮らしに⾝近なニュースや情報、地域に関⼼の⾼い
テーマの番組、地域の魅⼒や課題を全国に発信するなど、多様な地域の期待により応えられる
ように、放送・サービスを充実

■ＮＨＫならではの全国ネットワークで、地域の安全・安⼼を向上させるための連携を強化する
とともに、地域社会の活性化に貢献するデジタルサービスを開発・提供

■地域放送局の放送・サービスやマネジメントを⽀援する本部の機能、ＮＨＫグループの体制を強化

地域の魅⼒や課題を広く発信し、多様な地域社会の発展に貢献地域の魅⼒や課題を広く発信し、多様な地域社会の発展に貢献

重点⽅針２．多様な地域社会への貢献

※今後の検討を踏まえ強化項⽬を追記予定
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① 「東京 2020」のメッセージを、最⾼⽔準の放送とサービスで① 「東京 2020」のメッセージを、最⾼⽔準の放送とサービスで

■ 2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」では、最⾼⽔準の放送・サービスを提供
・インターネットやパブリックビューイングなども活⽤し、感動の瞬間を共有
・ビッグデータや⼈⼯知能を活⽤した競技分析、ＡＲ（拡張現実）やロボット技術を活⽤し、
新たな視聴体験を開発・提供

■「東京 2020」に向け、選⼿の応援企画や、外国⼈観光客向けの⽇本⽂化紹介番組など、多彩
なシリーズを開発・展開

■「東京2020」に向けて、バリアフリーを実現し、障害のある⼈も積極的に参加・貢献できる
「共⽣社会」への理解を深めるとともに、⼈種・国籍・性別などの違いを超えて多様な価値観
を認め合う社会をめざした放送・サービスを充実

■「東京2020」の⽂化プログラムや地域をつなぐ聖⽕リレーなど、地域を盛り⽴てるイベント
を“オールＮＨＫ”で取り組み、世紀のイベントの成功に貢献

重点⽅針３．未来へのチャレンジ

放送・サービス
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■視聴者のみなさまや、さまざまなジャンルの専⾨家などと番組の企画となるアイデアを出しあ
うイベントなどを開催し、新しいコンテンツやサービスを研究

■ＮＨＫの番組映像やＣＧ、テキスト情報などを、最新技術を活⽤した体験型スペースで提供し、
視聴者のみなさまに還元

■８Ｋは、医療分野での活⽤、遠隔教育など、放送外においてもさまざまな可能性をＮＨＫグ
ループ全体で追求

② みなさまと新たなサービスを創造② みなさまと新たなサービスを創造



マネジメント

ＮＨＫへの理解をいただく活動を強化し、受信料の公平負担を徹底ＮＨＫへの理解をいただく活動を強化し、受信料の公平負担を徹底

グループ⼀体となり、効率的で透明性の⾼い組織運営を推進グループ⼀体となり、効率的で透明性の⾼い組織運営を推進
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(1) 受信料の価値を⾼めるため、ＮＨＫグループ⼀体で、効率的で質の⾼い放送・サービスを提供
■本体と関連団体の役割を明確にし、より効率的なグループの連携体制にシフト
■グループ⼀体の⼈事施策などを推進し、マネジメントを強化
■地域の期待に応える放送・サービスを実現するため、グループ⼀体で地域放送局を⽀援

重点⽅針１．視聴者理解・公平負担

重点⽅針２．効率と創造を追求

(1)「視聴者のみなさまから、より必要とされるＮＨＫ」を⽬指し、理解促進活動を効果的に展開
視聴者のみなさまの期待に応えるため、さまざまな⼿段を⽤いて視聴者コミュニケーション機能を強化
 “公共メディア”のサービスや新たな取り組みなどについて積極的に広報し、受信料制度の理解を促進
■多様化する視聴者意向の集約・対応⼒を向上

(2) ⽀払率の向上を⽬指し最⼤限努⼒
■受信料の公平負担に向けて最⼤限努⼒
■⽀払率の低い⼤都市圏での重点対策の実施
■ “公共メディア”の役割を⾒据え、より視聴者の理解を得られる受信料制度を研究

※今後の収⽀の検討を踏まえ営業⽬標を掲載予定

※今後のグループ経営の検討を踏まえ更新予定
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(4) コンプライアンス・リスクマネジメントを強化
■ＩＣＴ（情報通信技術）を積極的に活⽤し、リスクの低減を図る仕組みを確⽴
■公共放送⼈としての倫理教育を徹底し、不祥事を起こさない組織⾵⼟を醸成

(5) サイバーセキュリティーの強化
■放送・サービス機能の維持、および取材・個⼈情報等の漏えい防⽌を図るため、サイバーセキュリティーの対
策を強化

(7) 東京・渋⾕のＮＨＫ放送センター建替を着⼯
■ＩＣＴ時代に対応したサービス・働き⽅を設計に反映し、放送センター建替を2020年秋に着⼯
■⼯事期間中の安定的な放送送出と迅速的確な緊急報道など、確実な事業・放送継続を実現

(3)「働き⽅改⾰」を推進し、より活⼒を⽣む組織・⼈事制度へ改⾰
■業務フローの抜本的な⾒直しを実施 適切なアウトソーシングやＡＩ導⼊、テレワークの拡⼤
■より魅⼒ある職場環境の構築に向け、「働き⽅改⾰」を促進する施策を導⼊するとともに、⼥性の活躍などダ
イバーシティー施策を推進

■モチベーション⾼い組織とするための⼈事制度の構築や⼈材育成の強化

(6) 環境にやさしい経営を推進
■会館建設や設備更新にあたり、省エネルギー対応を推進
■オフィス滞在時間の⾒直しや、紙に依存しない働き⽅など「オフィス環境改⾰」による貢献

(2) 業務運営の効率性に資する経営を推進
■ＮＨＫの普遍的な役割の達成状況を、指標を活⽤してよりわかりやすく視聴者のみなさまに説明し、パフォー
マンスや効率性を適切に管理する指標の導⼊も検討

■マネジメントを徹底し、業務を適正に評価し、改善につなげていくＰＤＣＡサイクルを確⽴
■2020年以降の放送・サービスを⾒据えて、適宜業務の⾒直しを⾏い、経営資源をシフト
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●激しく変化する環境の中で、求められる「情報の社会的基盤」
インターネットの利⽤拡⼤やモバイル端末の急速な普及により、さまざまな情報が瞬時に⼈々の間を駆け

めぐり、多種多様な情報が国境を越えて激しく⾏き交う時代に⼊りました。これらの情報は、⼈々、社会、
そして、国々の⾏動に⼤きな影響を与えています。
こうした中で、物事の核⼼に迫る、正確で信頼できる情報をしっかり伝えていくこと、そして、⽇本を正

しく理解してもらうために、⽇本を世界に、積極的に発信していくことは、⼀層重要度を増しています。
⼈々は、インターネットを通じて情報を簡単に、便利に得られるようになりました。そして、個々の関⼼

や価値観に沿った情報を、積極的に発信するようになりました。
多様化が進む⼀⽅で、不確かな情報の拡散や、お互いの“つながり”の希薄化を指摘する声も

あります。
国際化や社会のつながりの希薄化が進む時代だからこそ、広く、世界や⽇本の課題の共有化を図り、正確

な情報で⼈と⼈を互いに“つなぐ”というメディアの公共的な機能に対する期待に応えて、ＮＨＫが「情報の社
会的基盤」の役割を果たしていくことが、ますます重要になっていくと考えます。

●2020年に最⾼⽔準の放送・サービス実現をめざして
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、 国際環境、放送と通信、情報端末、メディ

アや視聴者の環境の変化は、さらに加速していくと⾒られます。
今から50年前の東京オリンピックがそうであったように、ＮＨＫは、この⼤きな変化の時を捉えて、新た

な公共放送の姿を創っていくことに挑戦したいと考えます。
放送と通信の融合がさらに進む時代に、ＮＨＫは、視聴者のみなさまの多様な関⼼や進化するニーズに適

切に対応して、世界に通⽤する魅⼒的な番組やこれまでにないサービスの創造に全⼒を尽くし、「第⼀級の
コンテンツ創造集団」であり続けたいと思います。
培ってきた取材・制作⼒、技術⼒、メディアとしての⼒をさらに⾼め、 2020年に向けて、世界から注⽬が

集まる中、最⾼⽔準の放送・サービスを視聴者のみなさまにお届けしたいと考えます。
そのための取り組みを、2015年度からの３か年計画で、着実に進めていきます。

（参考）ＮＨＫビジョン 2015→2020
信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の⼒
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●公共放送の「原点」を堅持
まず、ＮＨＫはこれからも、受信料制度のもとで、視聴者のみなさまに⽀えていただきながら、公共放送

の「原点」を堅持し、使命を果たしていきます。
放送法の精神に則り、命と暮らしを守る防災・減災報道に全⼒で取り組み、⽇本や世界の課題に正⾯から

向き合って、ジャーナリズムの役割を果たします。公平・公正で正確な報道と、豊かで質の⾼い多彩なコン
テンツをさらに強化・充実して、信頼される「情報の社会的基盤」として、健全な⺠主主義の発達や⽂化⽔
準の向上に貢献します。

●国際発信とインターネットによる情報発信の強化に重点
激しい環境の変化に適切に対応して公共放送の役割を果たしていくため、国際発信の強化とインターネッ

トを活⽤した発信の強化に重点的に取り組みます。
正確な情報をしっかり世界に届け、⽇本に対する理解を促進していくため、まずは英語によるテレビ国際

放送を、最優先して強化します。
放送と通信の融合の時代に、新しい技術を積極的に取り⼊れ、放送を太い幹としつつ、放送だけでなくイ

ンターネットも積極的に活⽤して、より多くの⼈々に、多様な伝送路で公共性の⾼い情報や番組などのコン
テンツを届けます。
「さすがＮＨＫ」と評価していただけるような、正確・迅速な報道と豊かで質の⾼い多彩なコンテンツに

加えて、国際発信、インターネットを活⽤した発信を強化することで、⼈と⼈を、そして、⽇本と世界を “つ
なぐ”公共的なメディアの役割を積極的に果たしていきます。

●“公共メディア”への進化を⾒据えて
2020年に最⾼⽔準の放送・サービスを実現することを⽬標に、2015年度からの３か年計画を「第⼀ステッ

プ」として、創造性の発揮とともに、効率性を徹底する組織への改⾰をさらに進めます。
視聴者のみなさまの期待に応えて、放送・サービスの強化・充実を図り、受信料の価値をさらに⾼めなが

ら、公共放送ＮＨＫを、「より⾝近で、信頼できるメディア」に発展させます。
そして、その先に、公共放送から、放送と通信の融合時代にふさわしい“公共メディア”への進化を⾒据えて、

挑戦と改⾰を続けます。


