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 平成 19 年度、日本放送協会は、視聴者の信頼回復と改革・新生に向け

た「3 か年経営計画」の中間年として、放送サービスにおける公共的役割

の追求、コンプライアンスの徹底とガバナンスの強化、受信料の公平負担

の徹底と効率的契約収納活動への取り組み、視聴者との結びつきの強化な

ど各般の施策に取り組んだ。 

 しかし、平成 20 年 1 月の報道局職員らによるインサイダー取引の発覚

は、報道機関としての倫理やコンプライアンスの徹底に課題を残している

ことを示した。  

 他方、放送サービスにおいては、参議院選挙や中越沖地震等での迅速・

的確な報道で公共放送としての役割を果たすとともに、前年度実施した大

幅な番組改定の定着等に努め、幅広い視聴者層に向けた質の高い番組の展

開に一定の成果を上げつつある。一方、受信料収入については、組織をあ

げた努力により、前年度に引き続き着実に回復し、予算額を大幅に上回り、

2 年連続の増収となった。また、地上デジタルテレビ放送の中継局の整備

を着実に進めたほか、視聴者満足度の向上、業務の効率化や経費の削減な

どにも実績をあげた。 

 放送の完全デジタル化など今後の経営環境の変化に対応するため、執行

部は平成 20 年度からの「5 か年経営計画（案）」を策定し、9 月に経営委

員会に提案したが、その議決が得られず、平成 21 年度からの計画を改め

て検討することとなった。また 12 月には、NHK のガバナンス強化などを

盛り込んだ改正放送法が成立した。経営委員会は同月、平成 20 年 1 月に

任期満了を迎える橋本元一会長の後任にアサヒビール相談役の福地茂雄氏

を任命した。また、インサイダー取引を受け、橋本元一会長ほか関係する

役員が辞任した。 
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 視聴者の信頼回復の途上でのインサイダー取引の発覚は誠に遺憾である。

協会は、公共放送に携わる者としての職員倫理の確立に向け、改めてコン

プライアンスの徹底に全力で取り組む必要がある。 

 また、協会は、放送法改正の趣旨を十分に踏まえたガバナンスの強化や

国際放送の充実等の着実な実施、経営委員会との十分な連携による大胆な

改革案を盛り込んだ次期経営計画の策定、幅広い視聴者層に支持される放

送サービスの充実、受信料公平負担の徹底と契約収納業務の改革など諸施

策の推進に緩むことなく取り組む必要がある。 

 以上を踏まえ、特記する事項は以下のとおりである。 

                  

 

コンプライアンスの推進 

 平成 19 年度は、視聴者の信頼回復に向け、引き続き「コンプライアンス

推進のアクションプラン」を策定するとともに、「コンプライアンスの徹底

に向けた工程表」を作成し、役職員の意識改革や態勢の強化などに取り組

むこととした。 

  しかしながら、年度当初に職員のわいせつ行為などの不祥事が相次ぎ、

さらに、平成 20 年 1 月には、報道局職員らによるインサイダー取引が明

らかになった。放送前の特ダネ原稿を報道情報システムで読むなどして株

の売買を行ったもので、報道機関としての倫理の根幹にかかわる重大な違

法行為であり、視聴者の信頼を再び大きく損ねるところとなった。 

 協会は、職員就業規則の見直しやシステムへのアクセス管理の強化など

当面の対策を実施するとともに、外部有識者による第三者委員会を設置し、

原因究明と再発防止策の検討を行った。 

 また、アクションプランや工程表に基づき、職員意識調査、役員と職員
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との対話活動、職員研修の充実、コンプライアンス推進強化月間の取り組

みなどを進めるとともに、平成 19 年度からの 3 年計画で内部統制システ

ムの構築を開始した。この他、現場管理職による“コンプライアンス月次

点検”を導入したほか、コーポレートカードの導入や臨時前渡金の廃止に

よるキャッシュレス化など、経理適正化施策を進めた。 

  

 インサイダー取引等の不祥事は、協会がこれまで講じてきた様々なコン

プライアンス施策が必ずしも十分に機能せず、公共放送に携わる者として

の職員倫理の確立がなお不十分であったことを示している。コンプライア

ンスの徹底は視聴者の信頼回復の原点であり、経営委員会の諮問機関であ

る「コンプライアンス委員会」の提言や「第三者委員会」の報告を踏まえ、

実効ある再発防止策の速やかな実施と、職員一人一人へのコンプライアン

ス意識の浸透に改めて全力で取り組む必要がある。 

 また、組織・業務全般にわたる内部統制システムの構築については、必

要な経営資源の投入を含め、執行部は強力なリーダーシップを発揮し、こ

れを完遂する必要がある。 

 

国内放送 

平成 19 年度は、視聴者の信頼と多様な要望に応えるため、“NHK だか

らできる”放送を通して放送の公共的役割を追求することとし、多彩で充

足感のある番組を地上、衛星、音声各波で編成し、放送サービスの充実に

努めた。 

番組面においては、前年度に実施した総合テレビと衛星放送の大幅な番

組改定の定着と機動的な編成に努め、幅広い視聴者層に向けた質の高い番

組の展開に一定の成果を上げつつある。さらに、ドラマ「ハゲタカ」がイ
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タリア賞を受賞するなど協会で放送した番組が様々なコンクールで高い評

価を受けた。 

報道面においては、「新潟県中越沖地震」や「参議院議員通常選挙」、「統

一地方選挙」で迅速・的確に情報を伝えるとともに、年金問題、食の安全

問題等、国民の関心の高い問題についても内容を深く掘り下げて分かりや

すい報道に努めた。また、防災・減災に役立てるため、気象庁の「緊急地

震速報」を放送する体制をスタートさせた。 

地域放送では、各地域の実情に応じた放送サービスの充実を図るととも

に、全国ネットワークを生かして視聴者と地域が抱える課題の解決策を探

る “地域応援キャンペーン”を展開した。また、データ放送については、

ニュース、気象情報や道路交通情報等のほか、防災情報を強化するなど地

域のニーズに応じたきめ細かいサービスを提供し、内容の充実に努めた。 

   

平成 19 年度においては、報道、番組を通じ、視聴者のニーズ等に応え

る放送サービスの充実に一定の成果を上げて、視聴者の信頼回復に寄与し

つつあるが、今後、その信頼を一層高めるため、放送サービスのさらなる

充実に取り組む必要がある。これに当たっては、災害・緊急報道の強化に

努めるとともに、番組の質の維持・向上を図りつつ、総合テレビの接触者

率の低下傾向を踏まえた若年層を含む幅広い視聴者層に支持される番組の

積極的編成、時代を見据えた大型企画番組の充実、通信など他メディアと

の連携による放送の新たな可能性を切り開く番組の強化に努力する必要が

ある。 

地域放送については、各地域が抱える課題等に積極的に取り組み、視聴

者のニーズに的確に応えるとともに、地域からの情報の全国発信に一層努

める必要がある。 
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 また、経営資源の重点的・効率的配分の推進や外部の優れた制作能力の

さらなる活用などの業務改革についても積極的に取り組む必要がある。 

このほか、番組基準や新放送ガイドライン等の遵守の徹底を図るなど、

取材や制作現場での放送倫理の向上に一層注力する必要がある。 

 

国際放送 

テレビ国際放送については、充実強化への要望の高まりに応え、日本や

アジアの最新情報を伝える英語ニュース番組の強化や国際放送独自制作の

英語番組の新設など、英語による情報発信の強化に努めた。これらにより

テレビ国際放送の英語化率は、平成 19 年度後半期で 91％になり、平成 20

年度の後半期には 100%を達成する見込みである。 

また、海外の視聴者がより簡便に視聴できるよう、受信環境の整備にも

取り組み、平成 19 年 7 月には外務省が配信経費を負担することにより、

米国ワシントン DC 地区で地上デジタル放送とケーブル局での視聴が可能

になったほか、インドや南太平洋地域でも受信環境整備の交渉を進めてい

る。 

ラジオ国際放送は 3 か年経営計画に基づき、限りある経営資源をテレビ

にシフトすることとし、平成 19 年度後半期から送信地域、送信時間と使

用言語の見直しを行った。 

このほか、インターネットによる動画でのニュース提供、ポッドキャス

ティングによる外国語ニュースの提供、携帯電話によるニュース原稿提供

など様々なメディアを利用した多言語でのサービスの充実を図った。 

 

テレビ国際放送の充実に対する期待は大きく、協会は、改正放送法の趣

旨に則り、外国人向けテレビ国際放送の円滑な実施と番組の充実に努める
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とともに、受信環境の整備にも注力し、なお一層視聴者の拡大を図る必要

がある。 

ラジオ国際放送については、世界各国の動向も注視しつつ、引き続きよ

り効果的・効率的な放送のあり方を追求していく必要がある。 

また、インターネットなど様々なメディアを利用したニュース等の提供

にも一層積極的に取り組む必要がある。 

 

地上デジタルテレビ放送 

地上デジタルテレビ放送については、平成 23 年 7 月の完全デジタル化

に向けて、放送局送出設備、中継局の整備を進め、平成 19 年度に新たに

北海道の 6 放送局で放送を開始するとともに、ＮＨＫ共同受信施設のデジ

タル化に本格的に着手した。これらにより、同年度末で視聴可能世帯は約

4,360 万世帯（全世帯の約 93％）となった。 

中継局の建設に当たっては、民間放送事業者との共同建設や送信機の仕

様の共通化などにより効率化とコスト削減に努めた。また、地上デジタル

テレビ放送の拡大・普及に資するため、電器店・ケーブルテレビ事業者等

への技術協力に取り組んだほか、ＮＨＫ共同受信施設のデジタル化に努め

るとともに、地元組合等が自主的に運営している自主共聴施設のデジタル

導入に向けた調査への協力に着手した。 

地上デジタルテレビ放送のエリア拡大に合わせ、放送のハイビジョン化

を推進し、北海道の 6 放送局のニュース送出設備や全国のＦＰＵ基地局等

の伝送系のハイビジョン化に効率性に配意しつつ着実に取り組んだ。また、

携帯端末向け「ワンセグ」について、設備整備を順次進め、全国で県域放

送を可能としたほか、放送と通信が連携した「NHK オンデマンド」サー

ビスの平成 20 年 12 月開始に向けての準備を進めた。 
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協会は、平成 23 年 7 月の完全デジタル化に向けて、効率性に配意しつ

つ、中継局建設やＮＨＫ共同受信施設の更新・改修を的確に取り進めると

ともに、国、地方公共団体、民間放送事業者、ケーブルテレビ事業者等と

連携し、自主共聴施設、衛星による再送信等の様々な手段を活用して、視

聴可能地域の拡大を図り、視聴者への周知の一層の徹底とデジタル放送受

信機のさらなる普及促進に努める必要がある。 

全国の災害・緊急報道用機材や番組制作設備については、引き続き、コ

ストの圧縮に努めつつ、ハイビジョン化整備を一層推進する必要がある。 

さらに、「NHK オンデマンド」サービスの開始に当たっては、視聴者の

ニーズの十分な把握と提供するコンテンツの充実に努めるとともに、収支

の状況にも十分に配慮しつつ、的確に取り組みを進める必要がある。 

 

営業活動 

 前年度の受信料収入回復基調を受け、平成 19 年度においては、受信料

収入の確保と公平負担の徹底を目指し、協会あげての取り組みを進めた。

これに当たり、法人委託など外部戦力の強化、電子決済端末の導入などに

よる支払の間接化の推進、様々な活動による未契約・未収対策の強化、支

払者優待サービスの拡充など関係施策の展開を図ったほか、放送やイベン

ト等との連携にも努めた。また、民事手続きによる支払督促については、

その実施地域を順次拡大した。これらの結果、受信料収入は予算を 181 億

円上回る額を確保し、契約総数や衛星契約の増加等で年度当初計画した目

標数を達成した。また、特別推進チーム等による訪問や支払督促の文書請

求などを実施した結果、支払拒否・保留件数はピーク時の 128.0 万件から

65.1 万件まで減少した。このほか、新規契約時に支払方法を口座・クレジ
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ットカード・継続振込に特定する｢新規支払特定｣を 10 月から開始し、平

成 20 年度実施予定の訪問集金廃止への体制整備に努めた。また、より公

平で合理的な受信料体系の実現を図るため、10 月には普通契約のカラー契

約への統合を行った。 

 

受信料収入の増収と契約総数増加等の目標の達成は、協会全体の取り組

みの成果として評価に値する。しかし、収入額としては、未だ一連の不祥

事発覚前の水準には達しておらず、未契約・未払者はなお相当数にのぼっ

ている。これらを受け、受信料収入の確保と公平負担の徹底へ向けて、引

き続き、協会をあげて関係施策の積極展開を図る必要がある。同時に訪問

集金の廃止への円滑な移行と早期定着に努めるとともに、外部委託の拡充

に取り組み、より効率的・効果的な契約収納業務体制の速やかな構築に努

める必要がある。また、平成 21 年 2 月に予定されている事業所割引導入

等の受信料体系の変更については、十分な周知等を図り円滑な実施に努め

る必要がある。 

さらに、民事手続きによる支払督促については、対象地域の拡大に即し、

視聴者への十分な周知と理解の促進を図りつつ、研修・指導等により営業

職員の知識を十分に深め、的確な対応に努める必要がある。 

 

視聴者サービス 

 平成 19 年度においては、ＣＳ(お客様満足)向上活動の推進、公共放送の

理解促進を目指したイベント等の実施と多様な媒体を活用した広報の展開、

受信料支払者優待サービスの拡充など、視聴者との結びつきの強化に向け

た取り組みの充実に努めた。これに当たり、全局体制で実施したふれあい

ミーティングは年間 1,969 回を数えた。 
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また、視聴者の声を生かした業務の改善を 1,040 件行ったほか、コール

センターでの応答率の向上やインターネットを活用した契約者向け会員サ

ービスの開始への取り組みを進めた。 

そのほか、若い世代を対象としたイベント・広報の実施や、全国の放送

局が独自のテーマを設定して地域や社会への貢献活動を行う｢チャレンジ

54｣活動を展開した。 

 情報公開については、迅速・的確な対応の実現に注力するとともに、番

組制作費に係る情報公開の充実に努めた。 

 

 ＣＳ向上活動等、視聴者との結びつき強化に向けた取り組みについては、

視聴者第一主義を内外に示し、実現していく施策として、今後とも執行部

の強力なリーダーシップの下、積極的に推進する必要がある。これに当た

っては、さらに活動手法の多様化や内容の充実に取り組むとともに、活動

の成果の検証と次の活動への反映に一層注力する必要がある。また、各部

局における活動の成功事例等の情報の共有化および連携・提供の強化にも

努める必要がある。公共放送の理解促進に向けた広報・イベント展開にお

いては、より一層多様な媒体を活用し、幅広い世代へのアプローチを推進

していく必要がある。 

 情報公開については、引き続き、原則公開の方針の下、情報公開の求め

に対する迅速・的確な対応に努めるとともに、文書ファイルの整備、経営

情報等の提供の充実を推進する必要がある。 

 

業務・組織改革、子会社等 

業務・組織改革については、3 か年経営計画に従い着実な実施を図った。

組織については、管理機能のスリム化を進め、本部部局数を 1 部局削減し
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て 20 として、3 か年経営計画で掲げた数値を達成した。職員数では、業務

のスクラップや委託拡大等により、前年を上回る395人の純減を実現した。

また、これに合わせ、技術や管理関係の業務体制を見直すなど、各部門の

業務改革も進めた。 

受信料収入は、組織をあげて増収に努めた結果、予算を上回る収入を確

保した。事業経費については、業務の見直しなど効果的・効率的な事業運

営に努めた結果、予算を上回る経費削減を達成した。これらにより事業収

支差金は 375 億円となり、債務償還への充当分を除く 367 億円を財政安定

のための繰越金に繰入れて財務体質の強化を図った。 

子会社等の事業運営については、関連団体運営基準に沿った適正確保に

努めるとともに、子会社等における「コンプライアンス推進のアクション

プラン」の策定などによりコンプライアンスの推進を図り、情報セキュリ

ティの強化にも努めた。また、子会社等の役員については、協会ＯＢの常

勤役員の削減などを進めた。子会社の統合等について準備を進め、地域子

会社 6 社の統合、技術分野の子会社 2 社の統合および改正放送法の規定に

基づく外国人向けテレビ国際放送新子会社の設立を、平成 20 年 4 月に実

施した。子会社等からの副次収入については、前年度を上回る 73 億円と

なり、また、協会への配当については、前年度に引き続き特別配当を実施

し、子会社等合計で 18 億円となった。 

 

業務・組織改革については、引き続き、着実にその推進を図る必要があ

る。事業経費については、業務の見直し、予算・コスト管理の充実などに

より効率化を進めるとともに、必要な施設・設備の更新・整備については、

優先順位を明確にし、計画的、効率的な実施を図る必要がある。また、業

務委託および調達契約については、子会社等との取引を含め、新たな競争
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的手法を導入するなど積極的見直しを図り、さらに競争性、透明性の向上

に努める必要がある。 

 子会社等については、グループ全体のあるべき姿を早期に明確化しつつ、 

デジタル時代に対応した事業展開を進め、統合・再編や改革に積極的に取

り組み、効率的・効果的な体制の構築を着実に推進していく必要がある。

また、引き続き事業運営の適正確保に努め、コンプライアンスの徹底、情

報セキュリティの強化などに取り組むとともに、副次収入や配当の確保に

努める必要がある。 

 


