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本書は、放送法第２２条の２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２１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２１年度業務報告書および財務諸表は、放送法に基づき、６月末に総務大臣に提出の予定で、現在

とりまとめ作業をしているところです。このため、今期の四半期業務報告書には、財務諸表を掲載して

いません。 

 

（ 別 冊 ）  平成２２年４月２７日

Kenichi_Gosho
長方形
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1  ２１年度事業運営の総括  
 

 

平成 21 年度は、３か年経営計画の初年度として、経営目標の「ＮＨＫへの接触者率３年後 80％」

と「受信料支払率３年後 75％ ５年後 78％」の達成をめざし、組織を挙げて計画を遂行した。信頼

できる情報や豊かで質の高い番組を視聴者のみなさまにお届けするとともに、海外への情報発信や

地域への貢献、円滑な完全デジタル化に向けた取り組みなどを着実に進め、公共放送としての役割

を果たしてきた。 

 

「接触者率の向上」については、取材・制作力を強化し、競争力のある大型コンテンツや質の高

い多彩な番組を提供するとともに、多様なメディアを活用した“３-Screens 展開”で、いつでも、

どこでもＮＨＫに接していただけるように取り組んだ。 

北朝鮮のミサイル発射や台風・地震・津波などの緊急災害報道、衆議院選挙、バンクーバーオリ

ンピックでは、迅速かつ的確な速報や特集番組で視聴者の期待に応えた。大型コンテンツとしては、

スペシャルドラマ「坂の上の雲」が大きな反響を呼んだほか、国際共同制作のＮＨＫスペシャル「Ｍ

ＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」が高い評価を受けて、世界各地での放送が予定されている。  

報道ビッグプロジェクト「あすの日本」は、雇用や無縁社会などの問題に真正面から向き合った。 

また、地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題をニュース・番組・イベントなどで積極的

に取り上げるとともに、ＮＨＫ自らもＣＯ２削減などに着実に取り組んだ。 

11 月の全国接触者率調査では、全体リーチが前年同期の 76.1％から 76.8％になった。また、11

月の全国放送評価調査では、「親しみ」が 51％に上がって目標の 50％を超えたほか、「信頼」が 65％

に上昇し、ＮＨＫの放送への評価が全体的に向上した。 

 

「受信料支払率の向上」については、公平負担の徹底をめざした契約・収納活動や受信料制度へ

の理解促進に全力で取り組んだ結果、年間目標の支払率 72.2％を達成し、前年度末の 71.7％から着

実に向上した。一方、受信料収入については、前年度に比べ 56 億円増加して 6,442 億円の見込み

となった。しかし、景気低迷の影響で生活保護世帯などの全額免除世帯が大幅に増加したことなど

から、予算に対しては 47 億円下回る見込となった。 

今後も視聴者のみなさまに公共放送の役割や受信料制度への理解を深めていただき、受信料の公

平負担につなげる活動を全局体制で推進していく。 

 

平成 23 年７月のテレビ放送の完全デジタル化に向けて、ＮＨＫは送信設備の整備などを計画的に

進めてきた。21 年度末にはデジタル中継局と共聴施設を合わせた世帯カバー率が 98.6％となった。

今後も小規模なカバーエリアの中継局や共聴施設の整備をきめ細かく進め、22 年度末にはカバー率

を 99.5％まで拡大する。残りの 0.5％の世帯についても、衛星セーフティネットを利用して、地上

デジタル放送を全国あまねくお届けできるようにする。 

また、視聴者のみなさまがデジタル受信機を備えるなどの受信インフラのデジタル化を促進する

ため、総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）と連携して受信相談や調査に協力するととも

に、放送番組や多様なメディアを活用して周知広報活動を全局体制で展開していく。 

 

経営計画で掲げた「組織風土の改革」については、経営目標の達成に向けて組織全体でＰＤＣＡ

サイクルを回し、職員全員で情報共有しながら経営課題に取り組んでいく土壌ができた。コンプラ

イアンス意識の浸透や「風通しのよい活力ある組織」をめざした取り組みも進んだ。視聴者のみな

さまの信頼を高めるため、今後も役職員が一丸となって改革の努力を続けていく。 
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 ２ 経営２目標の達成状況   

（１）ＮＨＫへの接触者率の向上  
 
● 接触者率の目標達成状況 
 
 ３か年経営計画では、１週間に５分以上ＮＨＫを「見たり」「聞いたり」した人の率（全体リーチ）
を３年後に 80％、１週間に５分以上放送以外のＮＨＫのメディアに接触した人の率（放送外リーチ）
を３年後に 25％とすることを目標に掲げている。 
 ＮＨＫ放送文化研究所では６月と 11 月の年２回調査をしている。その結果、平成 21 年度は、全
体リーチが６月は 76.1％、11 月は 76.8％であり、放送外リーチが６月は 18.1％、11 月は 18.2％で
あった。いずれも前年と同程度で、統計的な有意差はないが、数値は上がった。 
年層別では、13～19 歳以上では、年齢が高くなるほどＮＨＫ全体リーチと放送リーチが高くなる

傾向が見られた。放送外リーチは年層による大きな差は無いが、インターネット関連では 20 代の利
用が多い傾向が見られた。 
 

 2007.11 2008.6 2008.11 2009.6 2009.11 
ＮＨＫ全体リーチ 75.6 76.9 76.1 76.1％ 76.8％ 

 ＮＨＫ放送リーチ 74.6 76.0 75.4 74.9％ 75.1％ 
 ＮＨＫ放送外リーチ 17.0 19.4 17.9 18.1％ 18.2％ 

 

● 主な取り組みと分析・評価 
 

21 年度の番組改定では、“激変の時代”に必要とされる報道の強化、日本と世界にインパクトを
与えるパワーコンテンツの制作、幅広い視聴者層に向けたニュース・番組作りなどを基本方針とし
た。 
報道の強化では、報道ビッグプロジェクト「あすの日本」を設置し、深刻化する雇用危機や、崩

壊していく絆（きずな）の問題などを、ニュース企画や特集番組で集中的に取り上げた。また、新
型インフルエンザの世界的な拡大や、８月の衆議院選挙、２月のチリ地震による大津波警報などの
緊急災害報道に的確に対応した。 

大型コンテンツとしては、３年間にわたる大型企画「プロジェクトＪＡＰＡＮ」がスタートし、
スペシャルドラマ「坂の上の雲」の第１部が好評を博したほか、報道ビッグプロジェクト「あすの
日本」による「雇用シリーズ」や「絆シリーズ」が大きな反響を呼んだ。 
定時番組では、「鶴瓶の家族に乾杯」、「ためしてガッテン」などが好調を維持し、「思い出のメロ

ディー」、「ＮＨＫ紅白歌合戦」、大河ドラマ「天地人」と「龍馬伝」などの充実を図るとともに、人
形劇「新・三銃士」や「ブラタモリ」など、新たな視聴者層を獲得する新番組の開発にも積極的に
取り組んだ。 
 さらに、「リトルチャロ」や「ニュースで英会話」など語学番組のクロスメディア展開、46 年ぶ
りの皆既日食の生中継や衆議院選挙、バンクーバーオリンピックなどのインターネットや携帯電話
への展開、ワンセグ独自番組の開始など、多様なメディアで、いつでもどこでもＮＨＫに接してい
ただけるように積極的な「３-Screens」展開を行った。 
取材制作現場だけでなく全ての職場で、新番組開発

や積極的な番組広報、戦略的な多角的展開、データ分
析などを行った。こうした取り組みの成果が接触者率
に少しずつ表れつつある。 
ＮＨＫの放送に対する視聴者の評価を把握するた

め、年に４回、「信頼」「満足」「親しみ」「独自性」「社
会貢献」の５項目について調査を実施している。全体
評価としては、前年度と前々年度平均に比べて「信頼」
「満足」「親しみ」の３項目で、５段階評価で４または
５をつけて肯定的に捉えている人の率が上がった。 
  

● 接触者率向上への今後の取り組み 
 

22 年度の番組改定では、接触者率の向上を第一の目的として、それぞれの時間帯にどの視聴者層
に向けて放送するか、ターゲットを明確にした。総合テレビでは、朝と夜の情報番組を強化し、午
前８時から９時台を女性向け、夜の 10 時から 11 時台を“働き盛り”層向けとした。夜８時台は、
幅広い世代に満足していただけるよう多彩な番組編成とし、教育テレビは、10 代の視聴者層拡大を
図る番組を新設。衛星については、２波化に向けた魅力的な編成をめざす。ラジオはアンコール放
送で番組を楽しんでいただく機会を提供。さらに、ワンセグ独自番組やインターネット利用によっ
て、より多くの人にＮＨＫの番組に接していただけるよう工夫していく。 

 

（２）受信料の支払率の向上 

 
● 受信料支払率の目標達成状況 

 
３か年経営計画で掲げた「受信料の支払率 ３年後 75％ ５年後 78％」の経営目標の達成をめざ

して、21 年度は年間目標を 72.2％に設定した。組織を挙げて、契約・収納活動の強化や受信料制度
への理解促進に取り組んだ結果、年度末で 72.2％(推計)となり、年間目標を達成することができた。 

 
● 主な取り組みと分析・評価 

 
21 年度は、訪問集金の廃止（平成 20 年 10 月）に伴って地域スタッフの業務を契約・未収対策に

パワーシフトするなど、契約・収納活動を強化するとともに、事業所割引制度を活用して事業所へ
の対策を強化した。また、景気低迷の影響で、受信料収入の確保が厳しい状況になったため、６月
から、契約・収納業務を行う法人委託の拡大や外部パワーの活用による未収対策の強化などの 10
項目の追加施策を実施した。 

 
こうした取り組みの結果、契約総数は、前年度に比べ 23 万件増加して、3,685 万件となった。し

かし、景気低迷の影響で全額免除の対象となる生活保護世帯や市町村民税非課税の障害者世帯が増
加し、当初４万件と見込んでいた全額免除の増加件数（有料契約から無料契約への切り替え）が 18
万件に拡大した。このため、契約総数の増加は、年間目標としていた 30 万件には届かなかった。 

 
また、支払いが滞っている契約者の未収削減については、地域スタッフのパワーシフトや電話・

郵便による支払請求などを強化した結果、未収件数が前年度に比べ 12 万件減少した。しかし、未収
削減も、景気低迷の影響で口座振替率などが低下して新たな未収が発生したこともあって、年間削
減目標の 25 万件には届かなかった。 

 
  上記のように、厳しい経済状況の中で契約・収納活動に全力で取り組んだ結果、受信料の支払率
は年間目標を達成できたが、生活保護世帯などの全額免除世帯の増加が当初の想定を大幅に超えた
ことなどから、受信料収入は予算を下回ることになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 支払率向上への今後の取り組み 
 
受信料支払率向上の経営目標の達成に向けて、22 年度は支払率の年間目標を前年度より 1.2 ポ 

イント高い 73.4％に設定し、契約総数 35 万件増加、未収削減 20 万件を目標とした。これをめざし
て、地域スタッフの契約・未収対策へのパワーシフト、法人委託の拡大、受信確認メッセージの活
用、民事手続きの拡大などの施策に全力で取り組んでいく。また、12 月から開始した「受信料の支
払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」も、全職員で情報を共有しながら全局体制
で推進する。 
今後も視聴者のみなさまに公共放送の役割や受信料制度への理解を深めていただき、受信料の公 

平負担につなげる活動に組織を挙げて取り組んでいく。 
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３ 経営９方針の年間総括   

（方針１）視聴者のみなさまの信頼を高めるため組織風土改革に全力をあげます。
 

● 経営計画の実現に向けた体制の強化 
 

経営計画で掲げた経営２目標の達成に向けて、一貫した目標・方針管理を確立し、各部局が年間
目標（放送局は「放送局のちから」）を設定して、四半期業務報告を軸に自らＰＤＣＡサイクル（計
画→実行→検証→改善）を回していく新たな仕組みが定着した。さらに、組織全体でＰＤＣＡを回
す一環として、組織横断の「改革推進プロジェクト」や「ブロック経営会議」で、目標達成状況の
点検や課題解決に向けた検討を行い、新たな取り組みにつなげた。また、四半期業務報告などを視
聴者のみなさまに公表するとともに、イントラホームページに掲載して役職員全員で情報共有しな
がら組織全体で経営課題に取り組んでいく土壌ができた。 
また、第三者機関の「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会（経営計画で示した“約束”評価を引

き継ぐ委員会）でＮＨＫ全体の事業運営を客観的に評価する仕組みを構築した。６月に 21 年度報告
書が公表される予定であり、その結果を踏まえて、さらに改善を図っていく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（改革推進プロジェクト）  

組織横断の「改革推進プロジェクト」では、部
局を越えて課題を洗い出し、課題解決に向けた検
討を行った。特に、受信料収入の確保が厳しい状
況になったことから、「受信料の支払率向上と収入
確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」について、
全職員から提案を募集し、それを 15 項目の取り組
みに集約して具体策が固まったものから順次実施
に移した。また、グループ経営への提言をまとめ
たほか、完全デジタル化に向けた周知広報の強化
などを前進させることができた。                

 
（ブロック経営会議）  

経営目標達成に向けて、全国の放送局が「放送局のちから」を発揮し、拠点局による域内経営資
源のマネジメント等の実効性を高めるため、21 年度から会長以下の全役員と拠点局長で構成する
「ブロック経営会議」を新設した。会議は経営の視点に立って、年４回、経営委員会への四半期業
務報告が終わった後に速やかに開催し、四半期業務報告を踏まえて、目標の達成状況と課題、拠点
局の経営資源マネジメントの検証と地域の課題への対応などを検討し、次への展開につなげた。 
 

（経営トップとの直接対話）  
経営トップが直接現場の声を聞いてコミュニケー

ションを深めるとともに、意見交換によって風通し
の良い組織風土を醸成するため、会長と職員の対話
活動を全国の放送局で実施した。 
また、会長と若手職員(20～30 代)の直接対話の場

として新たに設けた「若者トークセッション」は、「支
払率の向上に向けて」「３-Screens 戦略」等をテーマ
に、７回実施した。対話で出された意見や課題は、「改
革推進プロジェクト」に提起することなどにより、
改革推進の取り組みを職員全体に浸透させることが
できつつある。 

 

 
 
● 視聴者のみなさまの声を経営に反映させる回路の充実 
 

広報番組「三つのたまご」に毎月１回経営トップが出演
し、ＮＨＫの予算・事業計画、放送と通信の融合、放送の
完全デジタル化、視聴者サービスの取り組みなどをテーマ
に、経営方針や取り組みなどを伝えた。 
 「ふれあいミーティング」を全国で 2,112 回開催し、    
53,721 人の参加者と直接対話活動を実施した。このうち、
一般から広く参加者を募る「公募型ふれあいミーティン
グ」は全国で 102 回開催した。視聴者のみなさまにＮＨＫ
への理解を深めていただくとともに、意見や提言を放送や
経営に生かすように努めた。 
 

 「視聴者コールセンター」や全国各放送局に、21 年度
の 1年間で 465万件のご意見や問い合わせが寄せられた。
コールセンターの電話の外部応答率は、年間平均 76.1％
で目標の 75％を上回った。「つながる、伝わる、身近なお
客さま窓口」を目指して、22 年 10 月に新コールセンター
の運用開始を予定しており、視聴者のみなさまの声に、
より迅速・的確に対応し、経営や放送現場に伝えていく
ためのシステムづくりと業務体制の整備を進めていく。 

 

● 組織横断的な人事と公共放送人・ジャーナリストの育成 
 

「風通しのよい活力ある組織の実現」と「高い専門性と広い視野を持った公共放送人・ジャーナ
リストの育成」に重点を置き、人事制度の運用を見直した。職種・仕事の専門を越える異動や部局
を越えた複眼考課を導入し、より公正な評価の実施に努めた。  
（異動・採用・評価） 
管理職異動では、放送現場の管理職のマネジメント能力の育成を図るため、放送現場と管理部門

との交流異動を推進した。高位管理職層の部局を越えた交流異動の割合は、20 年度の２割程度から、
21 年度は３割超となった。また、若手職員を対象に複数の業務を経験して、仕事の幅を広げる、い
わゆるキャリアの複線化となる異動を 21 年度は 20 年度の約２倍の 105 件行った。 
採用では、公共放送人・ジャーナリストにふさわしい人材の確保を目的に、ジャーナリスト適性

を見極めるため、番組視聴後のグループディスカッションや報道資料をもとにした企画提案などの
選考方法を実施した。また、地域に密着した人材活用の施策については、引き続き検討していく。  
21 年度から管理職の人事評価の一部である賞与の査定に関して、より客観性と公平性をもたせる

ため、他部局の評価も加えて査定に反映させた。今後、専任職・一般職についても、拡大していく。  
（コンプライアンス徹底のための研修） 
局長研修に新たに内部統制や内部監査などのコンプライアンスに関する講座を新設するととも

に、管理職を対象にコンプライアンスに関する実践的な知識習得と意識徹底を図った。さらに、10
～12 月を「コンプライアンス推進強化月間」とし、情報のリスクマネジメント推進を必須活動とし
たほか、コンプライアンス上の判断に迷う事例やハラスメント防止などの討議を行った。 
 

● 内部統制の取り組み強化とグループ・リスクマネジメント体制の構築 
 

全部局で業務プロセスの総点検作業である「見える化」が完了し、リスクに対する対応策を立て
て自局で解決していく“自走”体制を確立した。また、リスクマネジメント委員会では、「見える化」
作業や調査などから抽出した 12 項目の課題のうち、グループ総合力に関わる「関連団体の大規模災
害への備え」やＩＴ関連の「大規模個人情報データの管理強化」など９項目について対応策の策定
をほぼ終えた。21 年度は、内部統制構築の３か年実行計画の 終年度として取り組み、体制の構築
はほぼ終了した。今後は残された課題の「グループ総合力のいっそうの充実」「トータル管理のしく
み整備」に取り組むとともに、３か年で構築した体制の定着を図っていく。 
また、今後のＩＴ利活用の方向性を示す「中長期ＩＴビジョン」をＩＴ統制委員会で策定し、22

年度からビジョンの具体化に取り組んでいく。    

経営計画 
平成 21～23 年度 

いつでも、どこでも、

もっと身近に 
ＮＨＫ 

 

事業計画 

平成 21 年度 

 
部局目標 

 
放送局の 
ちから 

 

部・センター 

目標 

 

四半期 

業務報告 

ＰＤＣＡ 

「風通しの良い組織」を実現 

「開かれたＮＨＫ」の実現 

視聴者のみなさまに公表 

全職員が情報共有 

改革推進プロジェクト 

若者トークセッション 

視聴者コールセンター 

三つのたまご 
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 4 検証ポイント 年間総括   

（方針２）日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます。 
 

  
  経営計画では、年４回実施している放送評価調査の５つの指標（信頼・満足・親しみ・独自性・

社会貢献）について評価の改善を目標に掲げた。平成 21 年度の平均は、「信頼」が 65％、「満足」
が 55％、「親しみ」が 49％と、前年、前々年に比べて数値が上がった。また、「独自性」が 58％、
「社会貢献」が 63％で、引き続き評価が高かった。特に「親しみ」は 50％以上を目標とし、11 月
の調査で 51％、３月の調査で 50％となった。 

   

● 報道ビッグプロジェクト「あすの日本」など、報道ジャーナリズムの強化 
 

21 年度は、報道局にビッグプロジェクト「あすの日本」を設置し、日本の課題、地球規模の課題
に真正面から取り組んだ。深刻化する雇用危機や、社会の絆（きずな）の崩壊などをテーマに、ニ
ュース企画や特集番組で集中的に伝えた。特に社会から孤立していく人たちの姿を追った「無縁社
会」のシリーズは視聴者に大きな衝撃を与えた。また、「新政権プロジェクト」を設け、報道局と地
域放送局が連携して、ニュース企画や「クローズアップ現代」「ＮＨＫスペシャル」などを放送した。 
このほか、北朝鮮のミサイル発射（４月）、衆議院選挙（８月）、静岡県中西部地震（８月）、愛知

県に上陸した台風 18 号（10 月）、バンクーバーオリンピック（２月）、チリ地震と大津波警報（２
月）などの報道にも迅速かつ的確に対応した。 
また、生活情報部を新設し、政治・経済・社会などの枠にとらわれない機動的な取材体制を整備

し、年金記録や女性の雇用など生活に密着したニュースや番組を積極的に発信した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 日本の原点にせまる 高品質でインパクト・競争力のある大型コンテンツの提供  
３年間にわたる大型企画「プロジェクトＪＡＰＡＮ」がスタートし、ＮＨＫスペシャルのシリー

ズ「ＪＡＰＡＮデビュー」とスペシャルドラマ「坂の上の雲」が大きな反響を呼んだ。国際共同制
作のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」は科学技術映像祭で内閣総理大臣賞を受
賞するなど高い評価を受けて、世界各地での放送が予定されている。 
また、「戦争証言プロジェクト」を立ち上げ、関係者が高齢化していく中で貴重な証言を残す取り

組みも始まった。シリーズ証言記録「兵士たちの戦争」と「市民たちの戦争」は専門家の間でも評
価が高く、今後はウェブサイトの充実も図っていく。 
夏期特集では、ＮＨＫスペシャル「日本海軍４００時間の証言」、「終戦特集ドラマ 気骨の判決」 

(名古屋局制作)など、戦争関連番組を集中編成した。「日本海軍 ４００時間の証言」には、放送か
ら一週間で 1,400 件の反響が寄せられ、多くが好評意見であった。教育テレビでは「海外ドラマ・
アンネの日記」やＥＴＶ特集「シリーズ 戦争とラジオ」などを放送。「戦争を考えるきっかけとな
った」など、視聴者から大きな反響があった。 
広島発ドラマ「火の魚」の芸術祭大賞、「天地人第 2回 泣き虫与六」のＡＢＵ賞など、番組コン

クールでの受賞も多く、ＮＨＫの番組の質の高さを内外に示すことができた。 
 

 

 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 

● 幅広い視聴者層に向けた多様で質の高い番組 
 

21 年度番組改定では、総合テレビは、働き盛りを主な対象として夜 10 時台を強化した。教育テ
レビは、幼児・子ども向け番組、ティーンズ向け番組の充実を図った。衛星放送は、「プレミアム
８」を新設して多彩な番組を曜日ごとにジャンルで編成し、見やすさを重視した。ラジオ放送は、
ビッグネームを起用して団塊世代向け番組を強化した。また、ワンセグ独自サービスをスタートさ
せたほか、放送と通信の連携を図った番組を制作し、“３-Screens”展開を推進した。 

総合テレビは、ビデオリサーチ社の関東地区調査で、ゴールデンタイム（19:00～22:00）の上半
期平均世帯視聴率は 12.3％で第２位となったが、目標とした夜 10 時台は視聴率が上がらなかった。  
このため、後期番組改定で夜 10 時以降を強化し、新番組「ブラタモリ」の好評などにつながった。 

また、年末の「ＮＨＫ紅白歌合戦」は第１部が 4年連続で
視聴率が上昇し、個人視聴率も若い世代が伸びるなど視聴層
が拡大した。大河ドラマ「天地人」と「龍馬伝」（１月～）
は高視聴率を維持し、若い年代層の接触を増やした。 
さらに、２月のバンクーバーオリンピックでは、「フィギ

ュアスケート女子シングル フリー」が視聴率 36.3％を記
録するなど連日、高視聴率をあげただけでなく、若い世代の
視聴者を獲得した。 
ゴールデンタイムの年間平均世帯視聴率は 12.2％で、在京

民放とＮＨＫの６社の中で３位であった。 
 

● 番組制作会社の制作拡大で日本のコンテンツ力向上に貢献 
 

ＮＨＫおよび子会社等が番組制作会社に制作業務を委託する際の基準を定めた「放送番組の制作
に関する番組制作会社との取引基準」を策定し、番組制作会社が参入しやすいように条件を整えた。
“取引基準”については、ホームページ上に記載するとともに、
子会社等および番組制作会社向けに説明会を実施し、広く情報
を公開した。企画競争により開発した番組の定時化を進めると
ともに、特集番組も随時、採択した。番組制作会社が参入しや
すいように条件を整えた結果、ＮＨＫ・子会社等以外が制作す
る番組の編成比率はテレビ５波で 24.8％、衛星３波で 37.9％と
なった。番組制作会社に委託した番組の中から評価の高い番組
も生まれており、特集「星新一ショートショート」が国際エミ
ー賞、ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦犯管理所の６年
～」がギャラクシー賞の大賞など多くの受賞があった。 

 

● 23 年度からの衛星２波化に向けて 
 

23 年度からの衛星２波化に向け、衛星ハイビジョンでは大型定時番組「プレミアム８」を新設し
た。平日夜８時台に、月曜“自然”、火曜“文化・芸術”、水曜“紀行”、木曜“人物”、金曜“エン
ターテインメント”と、曜日ごとにジャンル別に編成して見やすくし、それぞれの分野で視聴者層
の拡大をめざした結果、「王妃たちの物語」「世界一番紀行」など話題作が続き、衛星ハイビジョン
の核に定着した。 
衛星第２テレビでは、将来の看板番組をめざした番組を開発

した。音楽の自由な楽しみ方を提案する「どれみふぁワンダー
ランド」、築 100 年の古民家でハーブに囲まれて暮らす英国人
主婦のライフスタイルを紹介する「猫のしっぽ カエルの手～
京都大原 ベニシアの手作り暮らし～」などが好評である。 

デジタルの普及に伴ってＢＳを受信できる世帯が増えてい
る。今後も衛星放送の戦略ソフトであるスポーツ番組の展開、
地域放送局との連携、ＢＳ独自のソフトとして地域の魅力を再
発見する「新日本風土記」の開発などを進め、ＢＳのプロモー
ションを展開して、接触者率を高める努力を続けていく。 

スペシャルドラマ「坂の上の雲」 

ニュースウオッチ９ 
「シリーズ“無縁社会”ニッポン」 

芸術祭大賞「火の魚」 ＮＨＫスペシャル 
「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」 

国際エミー賞「星新一ショートショート」

 

高視聴率をあげた 
バンクーバーオリンピック 

 
ＮＨＫスペシャル 
「攻防 マニフェスト予算」 

チリ地震で 
１７年ぶりの大津波警報 

放送評価調査の５つの指標改善の達成状況 

世界一番紀行 
「世界で一番寒い村 ロシア・オイミャコン」
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（方針３）放送・通信融合時代の新サービスで公共放送の役割を果たします。 
 
 
  

経営計画では「いつでも、どこでも、もっと身近に」を実現して、３年後のＮＨＫ放送外リーチ
25％、ＮＨＫ全体リーチ 80％に向上させる目標を掲げた。これをめざして、21 年度は、積極的な
「３-Screens」展開を図った。21 年６月と 11 月の調査結果によると、放送外リーチは６月 18.1％、
11 月 18.2％で、全体リーチは６月 76.1％、11 月 76.8％となり、わずかながら数値が上がった。 

 
 
 
 
● ＮＨＫオンデマンドのサービス拡充  

平成 20 年 12 月にスタートしたＮＯＤは、当初は、知名度の低さや、サービス内容がなかなか伝
わらないこともあって、会員数、売り上げともに伸び悩んだが、21 年度は「見逃し番組」の拡大と
視聴期間の延長、無料視聴コーナーの設置、ＴＶ系プラットフォームの拡大、新たな電子決済の導
入、さらに料金値下げなど、次々に対策を打ち出すことによって、徐々に利用者を増やしてきた。
また、「大相撲幕内の全取組」の配信を開始するとともに、衆議院選挙やバンクーバーオリンピッ
クも配信した。「紅白歌合戦」「冬のソナタ」「マイケル・ジャクソン」などの訴求力のある番組群
をラインナップするとともに、こうした番組群をＰＲするバナー、電車内の吊り広告や動画ビジョ
ン等により、周知に努めた。 

ＰＣ系会員数は、10 月以降、毎月４万人程度の
増加を続けて、それまでの毎月２万人増のペース
を大幅に上回り、3 月末の会員数は 41.3 万人とな
った。月ごとの視聴料収入も増加しているが、３
月末の累計で約３億円にとどまり、当初の収入見
込みを下回った。今後も、見逃し番組と特選ライ
ブラリーのシームレス化を推進し、利用者のニー
ズに応えるとともに、配信業務や権利処理の効率
化とコスト削減を図っていく。 

  
● クロスメディア展開で、いつでも、どこでも、もっと身近に  

地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」で、21 年４月から独自番組サービスの「ワンセグ２」を
開始した。ワンセグの主なユーザーである 20～30 代向けの情報番組｢ワンセグ ランチボックス」、
大河ドラマ「天地人」のダイジェスト番組、自然番組「ダーウィンが来た！」から派生したスピン
オフ番組「ケータイ大自然」などの独自コンテンツを放送している。ＮＨＫの調査で、ワンセグへ
の接触者は 30 代以下が多いことが分かり、接触者層の拡大につながっていると見られる。 

総合テレビでは、インターネットや携帯端末と連動した番組とし
て、「特ダネ投稿ＤＯ画」と「探偵Ｘからの挑戦状！」を新設した。
「特ダネ投稿ＤＯ画」は、携帯端末などで撮影したスクープ映像や
心和む映像を投稿してもらう番組。「探偵Ｘからの挑戦状！」は、放
送前に携帯電話にミステリー小説を配信し、放送の中で犯人が明か
される推理エンターテインメントで、若者に好評だった。 
教育テレビでは、直近の英語ニュースを題材にしたクロスメディ

ア番組「ニュースで英会話」を新設した。番組のサイト「ニュース
で英会話オンライン」ではニュースの動画や和訳・解説に加え、ｅ-
ラーニングや放送と連動した実力テストも毎週提供している。バン
フテレビ祭で大賞を受賞した「天才てれびくんＭＡＸ ビットワー
ルド」では、双方向企画を実施し、年４回の放送で 36 万 2,000 人が
参加。ホームページへのアクセス数は１億 2,000 万を記録した。 
公共放送キャンペーン「ＥＴＶ５０ 子どもサポートネット」で

は、ＰＣや携帯電話で子どもたちからの相談や親の子育ての悩みや
疑問を寄せてもらい、意見を交わす場としている。それを参考に、「福
祉ネットワーク」、「ＮＨＫスペシャル セーフティーネットクライ
シス vol.３」、「ＥＴＶワイド 世界の“子ども支援”」を放送した。 

4 検証ポイント 年間総括   

 
   
● イベントなどでの、多メディア発信の取り組み  

46 年ぶりの皆既日食では、インターネットのストリーミン
グ配信、視聴者からの動画募集、ホームページ上で短い情報
をリアルタイムで伝える新手法(Twitter)の活用、日食動画
の YouTube 掲載など多角的な展開を図った。また、データ放
送でも中継現場の状況や各地の日食シミュレーションなど
を伝えた。皆既日食のライブ動画は、のべ 164 万回見られ、
世界中で 大４万人が同時に視聴した。放送後に公開した日
食中継動画も、115 万回再生された。 
８月の衆議院選挙では、データ放送、インターネット、携

帯サイトで開票速報を実施し、ＮＨＫオンデマンドでも配信
した。特に携帯サイトは 456 万 PV のアクセス数を記録した。 

２月のバンクーバーオリンピックでは、放送だけでなく、
データ放送、ＰＣ、ワンセグでも途中経過や結果をリアルタ
イムで伝えるとともに、ＰＣでは「動画ニュース」や「競技
動画クリップ」など、いつでもオリンピックを楽しんでもら
う工夫をした。ホームページへのアクセスは 3,090 万件と北
京オリンピック（2,366 万件）をはるかに上回り、今大会初
めて実施した競技映像のストリーミング配信には 25 万件を
超えるアクセスがあった。今後も、テレビだけでなく、ＰＣ
や携帯端末など多様なメディアでＮＨＫのコンテンツが見
られる環境を整備していく。 

  
● 放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発  
（技研公開） 

ＮＨＫ技術研究所では、５月に「テレビの進化は止まらない」というテーマで一般公開し、スー
パーハイビジョンや高齢者に適した音響再生方式等の人にやさしい技術など 37 項目を展示した。 
スーパーハイビジョンについては、超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ衛星）を利用した衛

星生中継、より高精細な映像表現を可能にする 3,300 万画素３板式カラーカメラ、広ダイナミック
レンジプロジェクターの動画表示などが注目を集めた。また、放送と通信が連携した新たなサービ
スの可能性を追求する研究としては、放送通信連携ＩＰＴＶサービス、高度衛星ダウンロード放送
映像配信サービスなどを展示した。  

（スーパーハイビジョン） 
世界 大の放送機器展ＮＡＢ2009(ラスベガス)で、スーパーハイビジョンや月探査衛星“かぐや”
がとらえた月と地球のハイビジョン立体映像などを世界に紹介した。横浜開港 150 周年記念テーマ
イベントで、スーパーハイビジョンシアターでの展示協力を行った。また、ＮＨＫがメーカーと共
同で開発した「ハイビジョン自動焦点レンズ」が、アメリカテレビ芸術科学アカデミーの 2009 年
度「エミー賞」(技術部門)を受賞した。  

（立体テレビ） 
  メガネをかけなくても自然で臨場感豊かな立体像表示ができる映像技術の研究として、多くの微
小レンズを並べた特殊なレンズ板を通して撮影・表示を行なうインテグラル立体テレビ方式を改善
し、画質向上を図った。  

 

 

 

 

 

 

  “かぐや”がとらえた月と地球 眼鏡なし立体テレビの表示用レンズ板と表示画像例 

 

接触者率の向上の達成状況 

 

46 年ぶりの皆既日食 

バンクーバーオリンピック 

のホームページ 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針４）地域を元気にするための拠点となります。  
    

 
全国 53 放送局は、「地域を元気にする拠点」となって地域に貢献するための目標を「放送局のち

から」として掲げ、番組やイベント、“３-Screens”展開、ふれあいミーティングなどに積極的に
取り組んだ。各放送局とも特色を生かした取り組みにより、地域での存在感が高まった。 

 
 

● 放送番組を軸とした、地域ならではの取り組み  
・拠点局が中心となって域内各局が参加し、番組とイベントを連動させるブロック一体の取り組みが
進んだ。北海道では、道内各地で番組キャラバンや視聴者参加イベントを展開する統一キャンペー
ン「まるごと体感！北海道」、東北は、食文化をテーマにした「おいしい東北」、四国では、「坂の
上の雲」「龍馬伝」「ウェルかめ」などを軸にしたキャンペーン「ドラマチック！四国」を展開。い
ずれも、地域の魅力を発信し地域の活性化に貢献した。 
 

・全国放送番組に連動した取り組みも多かった。大河ドラマ「天地人」（新潟局・山形局・福島局）
や朝の連続テレビ小説「つばさ」（さいたま局）の関係局では、ドラマに連動したイベントや番組
を多角的に展開するとともに、その機会を利用して「ふれあいミーティング」を開くなど接触者の
拡大に努めた。 

 
・地域ブロック番組で、地域の課題にも意欲的に取り組んだ。名古屋局では「ほっとイブニング」で、
経済危機下の企業や地域社会の変容を伝えるシリーズを毎月組んで放送したほか、大阪局では「か
んさい熱視線」で、関西の３空港問題など、視聴者の関心が高い地域の課題を取り上げた。また、
広島局では、中国地方の未来を有識者と視聴者が議論する番組「ちゅうごく未来ビジョン」、福岡
局では九州・沖縄が抱える課題を生活者の目線で討論する「ふるさと再生スタジアム」を放送した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「３-Screens」展開の主な取り組み 
・ホームページの充実で、地域ならではの情報発信を実現し

た例も多かった。県域のテレビ放送をしていない横浜・千
葉・さいたまの３局がニュースの動画配信を 21 年 10 月か
らスタートした。「阪神・淡路大震災」から 15 年になる大
阪局と神戸局は共同で、被災者やボランティアを支援する
ホームページ「リエゾン被災人(ひさいと)」を９月から開
設し、動画配信などを拡充した。広島局の核平和関連サイ
ト「NO MORE HIBAKUSHA」、「ヒバクシャからの手紙」には、
国内外から多数の継続的なアクセスがあり、高く評価され
ている。 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 
 
・ワンセグやデータ放送の活用にも積極的に取り組んだ。３月に札幌局が地元球団「日本ハムファイ

ターズ」の試合速報をワンセグ用にデータ配信したのをきっかけに、名古屋局の「いつでもドラゴ
ンズ情報」、福岡局の「ホークス情報」、広島局の「ワンセグカープ」、大阪局の「阪神／オリック
ス情報」など、12 球団情報が全国に広がった。 

また、送信出力を制限した微弱電波で、限定的な狭いエリアに動画配信をする「エリアワンセグ
サービス」の活用も、各地で展開した。春の会館公開で佐賀局が来館者のキャスター体験をエリア
ワンセグで配信したほか、福岡局・仙台局などでも、若者参加番組の収録にあわせて実施し、好評
だった。新技術を使った、新たな視聴者サービスの形になりつつある。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
● 地域に密着した多様なサービス実現のための体制強化  

全国の放送局が多様な地域放送番組を展開できるようにするため、21 年度は、地域放送番組費
を４億円増額して総額 146 億円とした。この予算を使って、ブロックごとに地域を元気にする番組
作りやキャンペーン展開が図られた。 
また、地域を見つめ、地域とともに考える報道・番組を強化するため、21 年度は、地域の取材・

制作要員として、６局に計 10 人を増配置した。これにより、近畿・東海圏の２局の取材デスクが
２名から３名体制に強化され、緊急時の取材指揮や若手記者の人材育成に指導力をより発揮できる
ようになった。また、拠点局では取材制作の機動性が増し、域内支援も柔軟にできるようになった。
管理要員については、ブロック規模の大きい５拠点局に管理要員を１人ずつ増配置したことで、コ
ンプライアンスの徹底などに効果を上げている。 

 
● 受信料の公平負担への取り組み  

支払率の向上をめざして、各放送局が地域の現状に即して、統一キャンペーンなど全職員が一丸
となった活動、放送やイベントと連動した営業活動、地上デジタル放送の周知広報と連動した公共
放送への理解促進活動などに取り組んだ。 

ドラマや公開派遣番組などの収録の機会をとらえてホテルや地元企業に受信料への理解を深め
てもらう取り組み、大学との関係を強化して学生の受信契約促進につなげる取り組み、地域独自の
スポットで受信料ＰＲなどにより、理解促進に成果をあげた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
全国の放送局が工夫を凝らして、独自のＰＲを展開 （左から 金沢局、山口局、宮崎局） 

「ドラマチック！四国」 
 
ドラマを前面に押し出した 

キャンペーンを展開 

「ふるさと再生スタジアム」 
 
九州・沖縄が抱える課題を 

生活者の目線で討論 

 

横浜局、千葉局、さいたま局で始まった 

インターネットの動画ニュース 

 

「おいしい東北～闘技場」

の収録風景をエリアワ

ンセグで配信（仙台局）

地元球団を 

ワンセグで応援

「つばさ ファンミーティング 
in 川越」 
 
好評だった出演者のトークショー 

大阪局と神戸局の共同で 

阪神・淡路大震災の被災者

を支援するホームページ

開設 

  

放送局のちからを発揮する取り組みの達成状況 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針５）日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。  
 
 
 
 
「ＮＨＫワールドＴＶ」の視聴可能世帯数を５年間で１億 5,000 万世帯、ホームページなどへのア
クセス数を５年後に年間１億ページビューまで増やす経営計画の目標をめざし、受信環境の整備な
どに取り組んだ。21年度は、視聴可能世帯数が１億2,500万世帯、ホームページへのアクセスが7,800
万ページビューとなり、当初計画を上回る順調な成果が得られた。 

 
 

● 情報発信の強化 
 
【ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け 24 時間英語放送）のコンテンツを強化】 

ＮＨＫワールドＴＶは、平成 20 年 10 月から 100％英語のニュース・情報チャンネルとなり、21 年
２月からは、専用スタジオから毎正時ニュースを放送するなど編成を刷新して、新たな「外国人向け」
テレビ国際放送としてスタートした。 
21 年４月の番組改定で、日本発の名デザインを紹介する番組や、京都の暮らしと文化を描く英語独

自番組を新設した。さらに「小さな旅」、「ルソンの壺」など地域放送局の制作番組を英語化して放送
したほか、日本やアジアの課題を取り上げた討論番組を編成するなど、多彩な番組で日本やアジアの
情報発信の強化に努めた。 
24 時間ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、日本やアジアへの経済危機の影響、北朝鮮ミサイル問

題、新型インフルエンザ対策、衆議院選挙特集、地球温暖化防止の国際会議、ハイチ地震、チリ地震
などを重点的に取り上げた。 
ＮＨＫワールドＴＶでは英語リポートによる情報発信強化を 21 年度の目標に掲げ、記者・カメラ

マン・アナウンサー・現地スタッフの英語リポートや中継への出演を増やした。また、地域放送局か
らも積極的に英語リポートを海外に発信した。 
10 月からの後期番組改定で、日本の１週間の動きをせき止めて伝える「ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ」、

日本とアジアの経済を俯瞰する「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」の２本のウィークリー番組を
開始し、情報発信をさらに強化した。後期番組改定で英語の独自制作の番組数が週 16 本となり、英
語化した国内番組数を超えた。 
11 月には、ミラノ国際スポーツ映像祭で英語特集番組の「ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＰＩＲＩＴ – ＫＥＮ

ＤＯ（剣道）」が奨励賞（Mention d’Honneur）を受賞した。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
【㈱日本国際放送（ＪＩＢ）独自番組の編成によるコンテンツ充実】 

改正放送法に基づき 20 年４月に設立された「㈱日本国際放送」の独自番組として、毎週金曜の１
番組（30 分×１日６回放送）を編成し、ビジネス情報番組（毎月１回）、世界情勢や将来展望につ
いてのアジアの視点を伝える番組（４本シリーズ）、中国麺紀行番組などを放送した。 

 
● 受信環境の整備 
 
【ＮＨＫワールドＴＶ受信可能世帯の拡大】 

ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備については、21 年５月にエクアドルのＩＰＴＶ、６月にラト
ビアのケーブル局と再送信契約に合意した。８月にはケニアのケーブル局(１万世帯)での再送信、
９月にフランスのＩＰＴＶ(300 万世帯)での再送信、イスラエル(56 万世帯)での衛星放送が実現し
た。10 月には、トルコ(886 万世帯)での衛星放送が実現。さらに、グァムのＩＰＴＶ、ブラジルと
スイスのケーブル局でＮＨＫワールドＴＶの再送信を開始した（合計７万世帯）。22 年１月には、
スリランカでの衛星放送（15 万世帯）、タイのケーブルテレビ協会（30 万世帯）など、２月にはア
フリカで 50 か国をカバーする衛星放送（90 万世帯）などで再送信が始まった。 

 

  
  

こうした取り組みの結果、世界でＮＨＫワールドＴＶの 24 時間視聴可能世帯は、１億 2,500 万世
帯となった。これに加えて、１月に全米主要 25 都市の非商業放送局等で、１日４時間、ＮＨＫワー
ルドＴＶ番組の放送（2,800 万世帯）が始まった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【インターネットによる配信の充実】 

英語ニュース番組と権利処理が可能な英語番組について、「ＮＨＫワールド・オンライン」の中で
放送と同時に動画配信を実施した。また、項目ニュースについては、英語では動画配信を、他の 16
言語ではテキストと音声による配信を実施した。中国語・ポルトガル語では動画による企画ニュース
も配信を実施した。 
ＮＨＫワールドＴＶの番組表から個別番組を紹介するページへのアクセスを容易にしたのをはじ

め、これまでより高速・高画質の動画再送信を開始した。これにより、パソコンの通常サイズのモニ
ターの全画面表示で、ＮＨＫワールドＴＶのインターネット同時再送信を見ることが可能になった。
11 月～12 月には、放送とホームページの連動により双方への接触向上を図る試みとして、ホーム

ページ上でＮＨＫワールドＴＶ番組の人気投票企画「Viewer's Choice」を行った。２月からはホー
ムページでの英語ニュース・番組の放送同時配信に加え、多機能端末（iPhone）への配信も始まった。
こうしたことから、21 年度末までの累計のアクセス数は、およそ 7,800 万ページビューとなった。
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ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳＮＥＷＳＬＩＮＥ 

平成 22 年度以降（予定） 

平成 21 年度末まで 

受信環境整備地域 ＮＨＫワールドＴＶ視聴可能世帯数 

1億 2,500万世帯

スイス、トルコ、グァム、ブラジル 

スリランカ、タイ、フィリピン、アフリカ

ケニア、フランス、イスラエル 

エクアドル、ラトビア 

 

（万 PV） 

（百万世帯） 

国際放送のホームページ 

「ＮＨＫワールド・オンライン」 「ＮＨＫワールド・オンライン」へのアクセス数 

7,800 万ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ 

受信可能世帯数とアクセス数増加の達成状況 

SAMURAI SPIRIT - KENDO 

平成 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針６）円滑な完全デジタル化に向けて重点的に取り組みます。 
 
 

 
地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、21 年度はデジタル中継局の建設やＮＨＫ共聴施設の

デジタル化など送信設備の整備を着実に進めた。また、デジタル化により電波が届かなくなる地域へ
の受信環境整備のため、自主共聴施設のデジタル化支援や受信環境調査に積極的に取り組んだ。
この結果、中継局と共聴施設を合わせた世帯カバー率は、計画どおり 98.6％となった。今後も小規模
なカバーエリアの中継局や共聴施設の整備などをきめ細かく進め、22 年度末には、世帯カバー率を
99.5％まで拡大する。残りの 0.5％の世帯についても、「暫定的な衛星利用による難視聴対策」（衛星
セーフティネット）を利用して、デジタル放送を全国あまねくお届けできるようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 送信設備の着実な整備  

① デジタル中継局の整備 

21 年度は、625 局のデジタル中継局を整備、606 局を開局し、
年間目標の 600 局の整備を達成した。21 年度末までの累計で
は 1,422 局の整備と 1,391 局の開局が完了した。これにより、中
継局からの電波による世帯カバー率は 97.5％となった。 

デジタル中継局については、これまで平成 22 年末までに約
2,200 局の整備を目標としてきたが、「全国地上デジタル放送推
進協議会」で検討の結果、約 100 局が自治体ケーブルテレビ等
の代替手段に移行することになり、「地上デジタルテレビ放送中
継局ロードマップ」計画の整備局数が約 2,080 局となった。 

22 年度は、この中継局ロードマップに基づいて、12 月末まで
に残り約 680 局を整備し、中継局からの電波による世帯カバー
率 98％を達成する。このほか、難視解消に向けた送信対策にも
取り組んでいく。 
 

② ＮＨＫ共聴施設のデジタル化 

ＮＨＫが地元の視聴世帯と共同で設置し運用するＮＨＫ共聴施設については、21 年度中に、デジ
タル化改修と自治体ケーブルテレビへの移行などにより、1,974 施設のデジタル化を完了し、年間目
標の1,600施設を上回った。この結果、全国に約7,800施設あるNHK共聴のうち、69％にあたる5,364
施設のデジタル化が完了した。残りの約 2,430 施設については、22 年度末までに計画どおりデジタル
化を完了する。 

 

 
 

● 受信環境整備への支援 
 

③ 自主共聴施設のデジタル化への支援 

 地元の視聴世帯が共同で設置し運用する自主共聴施設は、全国に約 1 万 3,000 施設ある。このデ
ジタル化を促進するために必要な技術的支援を行うとともに、ＮＨＫは平成 20 年 11 月に総務大臣
認可を受けて、施設の整備等に必要な経費の一部を助成する業務を実施している。21 年度はＮＨＫ
の助成条件を満たした 1,100 施設に経費助成を行った。これにより、21 年度末までに、ケーブルテ
レビへの移行を含めて、全体の約 53％にあたる約 6,900 施設のデジタル化が完了した。また、残る
約 6,100 施設のうち、約 5,700 施設はデジタル化への準備を進めている。22 年度末までに、すべて
の自主共聴のデジタル化対応が完了するように引き続き支援を行っていく。 

 

④ 都市部における受信障害対策共聴等への対応 

受信環境については、都市部のビル陰などの受信障害対策共聴
やマンションなどの集合住宅共聴のデジタル化の遅れが大きな
課題となっている。このため 21 年度は、全国約 5万の受信障害対
策共聴を対象に、地上デジタル放送の伝送が可能かなどの実態を把
握するために技術調査を実施した。この調査結果を総務省テレビ受
信者支援センター（デジサポ）に提供し、デジタル化促進の活動に
協力した。また、受信障害対策共聴や集合住宅共聴のデジタル化を
戦略的に実施することを目的とした総務省の「共聴施設デジタル化
推進会議」に参画し、「共聴施設デジタル化加速プログラム」の策定
に協力した。 
 

⑤ 衛星セーフティネットの利用 

23 年７月 24 日のアナログ放送終了までにデジタル放送を受信できない「新たな難視世帯」を救
済するため、衛星を使って地上デジタル放送を再送信する衛星セーフティネットの運用が 22 年 3 月
から開始された。ＮＨＫは実施主体のデジタル放送推進協会（Dpa）や受託事業者の B-SAT 社に技術
支援を行うとともに、全国地上デジタル放送推進協議会が対象地区を特定するホワイトリストの作
成に協力している。なお、22 年 1月には第 1次のホワイトリスト（55 地区・約 5,400 世帯）が公表
され、今後も順次公表されることになっている。 

 
● デジタル放送普及とアナログ放送終了に向けた周知広報の強化 
 

会長をトップとした全局体制による「2011 年完全デジタル移
行委員会」を随時開催し、デジタル化の現状や課題確認を行う
とともに、「放送展開プロジェクト」を新設して、完全デジタル
化に向けた周知広報の強化を図った。 
デジタル放送の日（12 月 1 日）やバンクーバーオリンピック

に合わせ、デジタル周知広報番組「デジタルＱ」や地デジＰＲ
のスポットなどを集中編成するとともに、ビル陰共聴や集合住
宅共聴のデジタル化への対応策をプレマップで放送するなど、
デジタル放送の普及や受信設備のデジタル移行を促進するため
の周知広報を展開した。また、各地の放送局では、地域の実情
に即した周知広報番組を放送するなどの活動に取り組んだ。 
ＮＨＫホームページに新たに「ＮＨＫデジタルサイト」を開

設し、広報番組などをストリーミング配信するなど多角的にデ
ジタル化に関する情報を伝えた。 
また、22 年度の新番組スタートに合わせ、アナログ放送のテ

レビ画面のレターボックス化を進めるとともに、画面上下の黒
い部分を活用して文字スーパーでアナログ放送終了をお知らせ
するなど、デジタル放送への移行に向けた取り組みをさらに強
化していく。 

        

放送局 

①デジタル中継局 

親局 

②ＮＨＫ共聴施設 

⑤衛星 
セーフティネット 

放送衛星 

ケーブルテレビ 

集合住宅共聴 

個別受信 

ビル陰 

③自主共聴施設 

④受信障害対策共聴 

デジタル中継局 

受信障害対策共聴イメージ

（ビル陰の場合）

完全デジタル化への取り組みの達成状況 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針７）構造改革を推し進め効率的な体制で受信料の価値をより大きくします。
  

 

  取材・制作現場に経営資源をシフトし放送サービスの充実を図るとともに、効率的な体制に移行
する構造改革に取り組み、視聴者のみなさまにとって受信料の価値をより大きくするよう努めた。
「コストに見合う成果」のＶＦＭ(Value for Money)を向上させる目標については、６月に「視聴
者視点によるＮＨＫ評価委員会」の調査結果が公表されるため、それを今後の取り組みに反映させ
ていく。 

 

● 経営資源のシフト   
21 年度は、放送サービスの質をより高めるため、構造改革の推進

によって放送部門に経営資源（ヒト・モノ・カネ）をシフトし、取
材・制作体制を強化した。 
要員面では、放送の体制強化として 55 人の増員、技術・営業・事

務の体制見直しとして 85 人の減員を実施し、「報道・ジャーナリズ
ムの強化」や「多メディア展開（“３-Screens”）」、「地域の取材・制
作体制の強化」などを行なった。 
予算では、技術・営業・事務の経費を抑制し、報道取材や番組制

作、コンテンツの多メディア展開などの放送に重点配分した。こう
した取り組みにより、放送サービスの充実が図られ、視聴者層拡大
に効果を上げつつある。 
22 年度も取材・制作部門に経営資源をシフトして放送サービスの

充実を図るとともに、効率的な体制の構築に取り組んでいく。 
       
● 番組制作・編成の最適化に向けた改革  

新年度の番組改定で、番組制作に必要なヒト(要員)、モノ(制作設備)、カネ(番組単価)を同時に
把握できるようにするため、本部制作の新設番組はトータルコストを記入した番組制作プランニン
グ表の提出を義務づけた。22 年度番組改定では、このプランニング表をもとに、番組のねらいに沿
って要員・予算・リソースを検討し、番組改定と単価の決定を初めて同時に行った。この結果、編
成のねらいに沿って経営資源を重点配分することができ、コスト管理手法としても大変有効だった。 
番組評価手法の確立のため、従来の視聴率や接触者率調査を補完する指標として、一週間ごとの

リーチを把握するためのデータを導入した。総合テレビについては、個別番組ごとの視聴経験率や
内容評価を記載した「番組カルテ」に、さらに番組リーチやホームページのページビューなどを加
えて充実を図った。21 年度番組の総括や 22 年度の番組改定の基礎資料としてこれらを活用した。 

  
● グループ経営の最適化  
（子会社等の再編・統合） 

子会社等の再編・統合について、ＮＨＫとの間や子会社等の間での業務の仕分けをさらに徹底し、
子会社等の位置づけを明確にして計画的に進めた。21 年４月に報道分野の㈱ＮＨＫ情報ネットワー
クと㈱日本文字放送が合併し、㈱ＮＨＫグローバルメディアサービスとして発足した。これにより、
ニュース系のデジタルコンテンツの制作業務を一元的に行う体制が整備された。また、会館などの
管理業務を行う㈱ＮＨＫ共同ビジネスと事務支援業務を行う㈱ＮＨＫオフィス企画が合併し、ＮＨ
Ｋグループの総合的な業務支援会社㈱ＮＨＫビジネスクリエイトが発足した。この結果、子会社数
は 15 社となった。６月には、関連会社であるＮＨＫ名古屋ビルシステムズを解散した。 
また、22 年４月に向けて国際関係業務を行う子会社等の再編・統合の検討を進めた。関連公益法

人の見直しの検討も進め、22 年４月に㈶ＮＨＫ交響楽団が公益財団法人に移行することになった。   
（平成 21 年 4 月）   
 

 

 

 

 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 

（ＮＨＫと子会社等との取り引き） 
 

ＮＨＫと子会社等の取り引きについて、番組制作関連では、子会社等と番組制作会社の競争を推
進するため、企画提案段階からの競争を導入した。21 年度は、番組制作会社向けの「企画競争番組
の公募」のホームページを刷新し、審査のプロセスを明示することで、企画競争の透明性・公平性
をより高めた。ドラマや定時番組・特集番組・ワンセグ独自番組などを対象に、計 23 回の企画競争
の募集を行い、149 本の番組を放送した。企画競争番組の定時化は、20 年度の３番組から 21 年度は
７番組に増加した。委託番組に対する企画競争の編成比率は１％未満で、企画競争推進の目標(５年
で委託番組の 25～30％程度)の達成にはなお努力が必要である。 

 
番組制作関連以外では、渋谷の放送センタ

ー受付業務や制作フロア運用業務、共同受信
施設の緊急故障修理・点検調査等の保守業務
などを競争契約に移行し、子会社等との取り
引きの競争拡大に取り組んだ結果、21 年度の
競争契約率は年間目標の 31％を達成する見
込みとなった。 
さらに、ＮＨＫと子会社の取り引きの透明

性の向上と適正化のために、外部監査法人に
委託して、子会社から提出された 20 年度区
分経理の決算報告と業務委託契約の原価の
調査を実施した。子会社に区分経理の精度向
上への意識が浸透したほか、調査結果を 22
年度の業務委託契約の見直しに活用した。 
                                  

（副次収入と子会社からの配当金） 
 

21 年度の副次収入は、ＤＶＤやＣＤなどの映像・音声パッケージ商品の売上減や自治体等からの
イベント受注減、出版不況等の影響で、年間目標の 105 億円を下回って 84 億円にとどまる見込みと
なった。20 年度決算に基づく子会社の配当額は、目標の 25 億円を上回って 30 億円(うちＮＨＫ受
取配当金 17 億円)となった。18 年度からの４年間で、子会社が実施した配当は総額 186 億円で、こ
のうちＮＨＫの受取配当金は 126 億円となり、ＮＨＫ財政に大きく貢献している。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
● 年金制度改革と転籍運用見直し  

確定拠出年金の導入を柱とする年金制度改革を 22 年度から実施することを決定した。また、ＮＨ
Ｋでの専門能力の活用を図るため、ＮＨＫから子会社等への転籍を従来の運用に比べ計画どおり４
分の３程度に縮減した。 
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人員のシフト 

受信料の価値向上の達成状況 

（  ）

（億円）（億円） 

子会社の配当総額 副次収入 

競争契約率 (番組制作関連以外) 

〔技術〕 
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針８）受信料を公平に負担していただくための取り組みを強化します。
 
 
   

地域スタッフのパワーシフトなどにより契約・収納活動を強化した結果、21 年度の年間目標とし
ていた受信料の支払率 72.2％は達成できた。しかし、営業経費率については、景気低迷などの影響
で受信料収入が予算を下回ったことや、契約・収納活動の強化に向けた追加施策を実施したことか
ら、21 年度末で 12％程度になる見込みとなり、年間目標の 11.5％には至らなかった。 

    
● 受信料の契約増加と収入確保  

契約総数については、契約・収納活動を強化するための 10 項目の追加施策に加え、大量移動期の
早期契約や新社会人・新入学生を対象にした契約活動の強化、年末や年度末における全国一斉の集
中対策期間の設定など、契約増加をめざして様々な施策に取り組んだ。しかし、長引く景気低迷の
影響で、当初４万件と見込んでいた全額免除の増加件数（有料契約から無料契約への切り替え）が、
想定を大きく上回る 18 万件となった。こうした要因により、契約総数は年間増加目標の 30 万件に
対して 23 万件の増加にとどまり、21 年度末の契約総数は 3,685 万件となった。 

 
衛星契約については、デジタル機器の普及に伴い、新規契約や衛星契約への変更を勧奨する活動

を強化したことや、ケーブルテレビ事業者・電器店・量販店等との連携強化に取り組んだことなど
から、年間増加目標の 60 万件を上回って 69 万件の増加となり、21 年度末の衛星契約数は 1,456 万
件となった。 

 
一方、受信料収入は、21 年度予算で前年度実績に比べ 104 億円増の 6,490 億円としていたが、年

度末では 56 億円増の 6,442 億円になる見込みとなった。 
収入の増減を要因別で見ると、契約総数・衛星契約の増加と未収削減等による増収額は 175 億円

となった。しかし、厳しい経済状況のもとで口座振替率や継続振込率が低下したことや全額免除と
なる生活保護世帯や市町村民税非課税の障害者世帯が増加したこと、事業所割引や家族割引の減収
額が当初の見込みを上回ったことなどによる減収額が 119 億円となった。この結果、増収分の 175
億円から減収分の 119 億円が相殺されて、全体で 56 億円の増加になる見込みとなった。 

 
営業経費率は、景気低迷などの影響で受信料収入が予算を下回ったことや、契約・収納活動の強

化に向けた追加施策を実施したことから、21 年度末で 12％程度になる見込みとなり、年間目標の
11.5％には至らなかった。 

  
 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 
 
● 支払率向上の主な取り組み  
（１） 地域スタッフのパワーシフト  
訪問集金の廃止（平成 20 年 10 月）に伴い、21 年度は地域スタッフを 5,400 人から 5,100 人に削

減して効率化を図るとともに、従来の収納業務から契約・未収対策にパワーシフトした。 
この結果、地域スタッフ１人当たりの契約取次数は、契約総数が対前年度比 103％、衛星契約が

対前年度比 120％となり、着実にパワーシフトの効果が表れつつある。 
 
（２） 外部委託の推進  
平成 21 年２月から、外部パワーを活用した契約・収納活動の強化と営業経費の削減をめざし、東

京都荒川区、神奈川県厚木市の一部、大阪府大阪市天王寺区・生野区の３地域について、公開競争
入札による業務委託を開始した。21 年度の実績としては、契約総数・衛星契約・収納など多くの項
目で目標を上回る業績を確保し、一定の効果が上がっている。 
また、21 年６月から開始した小規模な地域を対象としたエリア型の法人委託については、ＮＨＫ

の公開ホームページを活用した募集や各地域拠点局の独自の募集により、年度末の時点で業務委託
契約を結んでいる事業者が 35 社となり、外部委託が進んだ。 

 
（３） 事業所割引や業界団体取りまとめの活用  
平成 21 年２月から開始した事業所割引制度の適用件数は、21 年度に 34 万件増加し、累計で適用

対象の約 70％にあたる 103 万件となった。今後は、テレビ設置台数の契約率が低い事業所への契約
勧奨を強化していく。また、21 年４月から開始したホテル・旅館の宿泊業界５団体による契約・収
納の取りまとめと、10 月から開始した病院向けテレビリース事業者の団体による取りまとめの件数
は、21 年度末で 32 万件となった。 

 
（４） 衛星デジタル放送の受信確認メッセージの活用強化  
21 年３月から衛星デジタル放送の受信確認メッセージの画面表示面積を拡大したほか、10 月から

メッセージの表示内容の改善や消去受付体制の強化を図った。 
こうした取り組みにより、メッセージの応答率が高まり、消去受付件数が増加した。21 年度の電

話による受付件数は前年度比 40％増加して 175 万件、ホームページによる受付件数は前年度比 35％
増加して 71 万件となった。今後も未契約者へのメッセージの再表示など、有効な活用方法を検討し
ていく。 

 
（５） 未収者や未契約者への民事手続き  
支払いが滞っている契約者への支払督促の申立てについては、21 年度末までに全国 36 都道府県

で実施し、総件数が 841 件となった。このうち、77％は解決済みとなり、支払いを再開していただ
いた。また、窓口変更手続きについては、21 年度に 3,273 件実施し、累計で 5,060 件となった。22
年度は、支払督促の申立てを全ての都道府県に拡大していく。 
また、未契約者に対する民事手続きについては、21 年６月に未契約の事業所１社に対して、受信

契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を提起したが、相手先から全設置台数の契約締結と
受信料の支払いを受けたため、訴訟を取り下げた。 
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（35％増） 

 

（年度） （年度） 

受信料の支払率向上と営業経費率縮減の達成状況 

ＮＨＫではBS設置のご連絡をお願いして
います。既に衛星契約をいただいている
方にもお手数をお掛けしますがご連絡を
お願いします。ご連絡はＮＨＫホームペ
ージ・携帯サイト・電話等でお願いしま
す。リモコンの青ボタンを２秒以上押し
続けると詳しいご案内を表示します。
電話の場合は０１２０－９３３９３３
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4 検証ポイント 年間総括   

（方針９）環境経営に着実に取り組みます。  
 

 
 
地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題をニュース・番組・イベントなどで積極的に取り

上げるとともに、ＮＨＫ自らも排出するＣＯ₂削減をめざして環境経営に着実に取り組んだ。平成
24 年度にエネルギー消費原単位(ＣＯ₂総排出量/有形固定資産総額)を基準年の平成 18 年度比で
12％改善する目標に対して、21 年度は４％超改善する見込となった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

● 放送やイベントによる環境問題への取り組み 

21 年度は、前年度に引き続き「地球エコ 環境キャンペーン」に取り組み、その一環として環境
特集番組「ＳＡＶＥ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」を６月と 12 月に放送した。６月は 20 日、21 日の２日
間、約 15 時間にわたって生放送し、全国の環境ＮＰＯの活動を紹介したほか、アニメ「川の光」を
放送するなど、幅広い層に環境問題を丁寧に多角的に伝えた。 
12 月は、デンマークで開かれたＣＯＰ15(気候変動枠組条約第 15 回締約国会議）の 終日に合わ

せ、環境特集番組「ＳＡＶＥ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ『科学者ライブ グリーン・エコノミーで未来を
築け』」を放送し、環境問題の現状と世界の取り組みをわかりやすく伝えた。 
また、７月 22 日には、総合テレビで「地球エコ ２００９ 体感！４６年ぶりの皆既日食」を放送

した。皆既日食は、国内４か所から生中継し、硫黄島からは超高速インターネットを使用して臨場
感あふれるハイビジョン映像を送った。 
さらに、地球温暖化問題をはじめ、産業廃棄物、自然や動植物の保護、リサイクル、省エネ対策

など、数多くの課題をニュースや番組で取り上げた。 
これらの取り組みは、「ＮＨＫならではの公共的なキャンペーンで、期待している」という声が寄

せられるなど、視聴者の関心に応えるとともに、環境問題を身近に感じていただくことができた。 
 

 
 

4 検証ポイント 年間総括   

 
 
● エネルギー消費量、事業系廃棄物の削減 
 

「ＮＨＫ環境自主行動計画」のアクションプランに基づき、「放送休止・停波時間の拡大」「省エ
ネ管理システムの導入」「放送センター・放送局の太陽光発電システムの設置」「新放送会館の省エ
ネ化」など、自ら排出するＣＯ₂や事業系廃棄物の削減にも積極的に取り組んだ。   
（放送休止・停波時間の拡大) 

教育テレビとラジオ第２放送で夜間の放送休止時間を拡大するとともに、放送休止時間帯の停波
をアナログ教育テレビで 1 日あたり４分拡大して２時間 21 分、ラジオ第２放送で９分拡大して４
時間 36 分実施した。デジタル教育テレビも東名阪エリアで放送休止時間帯の停波を開始した。   
（省エネ管理システム) 
省エネ管理システムは、東京・放送センターや放送局の主な電力量の使用状況を把握し、「見える

化」によって省エネを推進するもので、21 年度は 22 局（拠点局２、放送局 20）の整備を完了し、
運用を開始した。22 年度は、さらに 29 局を整備し、新放送会館建設にあわせて整備する千葉放送
局と甲府放送局を除く全国すべての放送局で運用できるようにする。システム整備後は、本部での
一元管理により、ＮＨＫ全体の効果的な省エネ施策を推進していく。   
（太陽光発電システム) 
21 年度から５年をかけて東京・放送センターに 440kW の発電システムを整備する。21 年度は 40kW

の工事が完了した。また、８放送局で 10kW 発電システムの整備を完了した。さらに、菖蒲久喜ラジ
オ放送所への太陽光発電システムの導入についても、ラジオ放送に支障のないことが確認できたた
め、12kW 発電システムを整備した。今後さらに大規模なシステム導入を検討する。   
（新放送会館の省エネ化) 
横浜放送局の新会館（建設中)は太陽光発電システムや外気活用などの自然エネルギー利用、屋

上・敷地内緑化、空調制御技術の導入など環境に配慮した建設を進めている。千葉放送局（着工)
と甲府放送局（実施設計)の新会館は、ＣＯ₂排出量の 30％削減を目指して取り組んでいる。   
（事業系廃棄物の削減) 
番組セット機材の共有化やイベントセットを繰り返し使用する取り組みや、コピー用紙の使用量

抑止やダンボール箱の再利用等による紙ごみの発生抑止に努めたことなどから、東京・放送センタ
ーの廃棄物総量は前年度に比べて 9.7％減の 1,945 トン、紙ごみは 2.57％減の 862 トンとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 環境マネジメントの推進  

６月と 12 月を「環境経営強化月間」として、６月は環境経営への意識啓発のための周知活動、12
月は渋谷・放送センターで「環境経営セミナー」と「環境経営特別展」を実施し、職員の環境経営
に対する意識向上を図った。また、20 年度の環境活動を取りまとめた「ＮＨＫ環境報告書 2009」を
21 年７月に発行し、ホームページに掲載するなど視聴者への情報開示に努めた。 
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4 第４四半期の執行状況 



４ 第４四半期の執行状況   

（１）視聴者のみなさまの信頼を高めるため組織風土改革に全力をあげます。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【改革推進プロジェクトを核とした改革の推進】【事業計画の実行・検証・改善を徹底】 
・経営計画で掲げた経営２目標の達成に向けて、四半期業務報告を軸にＰＤＣＡサイクルを回す一環として、

第４四半期も組織横断の「改革推進プロジェクト」、執行部役員と拠点局長による「ブロック経営会議」で、
課題の洗い出し、認識の共有、改善策の検討等を行った。また、四半期業務報告はＮＨＫオンラインに掲
載して公表するとともに、部局長報告を経営企画局のイントラホームページに掲載し、全職員が閲覧して
共有できるようにした。 

 
 
 
 
・「改革推進プロジェクト」では、21 年度の事業計画の達成状況を点検したうえで、「平成 22 年度事業計画工

程表」の策定を進めたほか、部局目標の策定にあたって、組織全体の調整機能を果たした。 
また、「受信料の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」の 15 項目の具体化を進め、

全職員による「受信料キャンペーン・カード」携行、営業基礎知識の習得、受信料制度の理解促進を図る
番組エンドスーパー試行、本部ふれあいミーティング情報共有化などの取り組みを開始した。 

 
 
 
 
 
・第３回「ブロック経営会議」（１月開催）では、経営目標の達成状況や組織全体の課題について共有を行う

とともに、ブロック経営の実効性を高めるための課題などを議論した。 
 
 
・会長と若手職員（20～30 代）が直接対話を行う「若者トークセッション」については、過去５回のセッシ
ョンに参加したメンバーにアンケートを行い、来年度の展開に向けた検討を行った。 

 
 
・「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」では、２月に評価指標や評価手法を公表したほか、各部局へのヒア

リング等を実施した。 

 
・各部局でのＰＤＣＡの取り組みに加え、「改革推進プロジ

ェクト」「ブロック経営会議」を核として組織全体で「計
画の実行→四半期業務報告→点検→改善」というサイク
ルが回っている。 

・情報共有については、第３四半期報告をイントラに掲載
した初日にアクセス数が 2,900 件と、第２四半期報告よ
り 500 件増加するなど、職員間に経営目標達成への意欲
と情報共有の意識が高まっている。 

 
・「改革推進プロジェクト」は、一貫した目標・方針管理と

四半期業務報告を軸としたＰＤＣＡの推進役となってき
たが、平成 22 年度事業計画の工程表や部局目標の策定に
あたっても、その役割を果たすことができた。         

・「オールＮＨＫの取り組み」について、関係部局による検
討を急ぎ、具体策が固まったものから、順次実施に移す
ことができた。また、各取り組みの実施状況を随時、経
営企画局のイントラＨＰに掲載し、全職員の意識向上に
つながっている。 

 
・ブロック経営会議では、域内経営資源のマネジメントに
関する人事施策と拠点局長権限などについて、課題整理
が進んだ。 

 
・参加した意識の高い若手職員の課題意識を集約すること
ができ、貴重な材料となった。 

 
 
・複数の全国紙の紙面やインターネットに記事が掲載され、

視聴者のみなさまに周知することができた。 
 

 
・22 年度も「改革推進プロジェクト」、「ブロック経営会議」、

「若者トークセッション」等の場を通じて、経営２目標
の達成をめざす取り組みを強化し、引き続きオールＮＨ
Ｋで取り組んでいく意識の浸透をめざす。 

 
 
 
 
 
・「改革推進プロジェクト」は、引き続き、経営課題の解決

に向けた全局体制の取り組みを、経営企画局のイントラ
ＨＰなどを通じて全役職員が情報共有しながら、持続的
に展開していく。 

 
・「オールＮＨＫの取り組み」について、引き続き経営企画

局が総合調整を行い、関係部局で具体策を検討して順次
実施していく。 

 
 
・ブロック経営会議は、目標の進捗管理、マネジメントの
検証等に有効に機能しており、22 年度もさらに充実させ
ていく。 

 
・意識が高まっている若手職員を基点に、さらに横に展開
できる仕組みを整え、22 年度のトークセッションを実施
していく。 

 
・６月に公表する 21 年度報告書について、作業を進めてい

く。 
 

【経営トップがテレビ番組等で方針や実施結果を説明】  
・広報番組「三つのたまご」に毎月１回経営トップが出演し、「2010 年のＮＨＫを語る」（１月）、「ますます

充実！ＮＨＫワールドＴＶ」（２月）、「ＮＨＫ春の新番組」（３月）をテーマに、経営方針や取り組みなど
を伝えた。 
 

・第４四半期は、全国で「ふれあいミーティング」を 513 回開催し、1万 2,678 人の参加者と直接対話活動を
実施した。このうち、一般から広く参加者を募る「公募型ふれあいミーティング」は全国で 35 回開催した。
21 年度の「ふれあいミーティング」の累計は、2,112 回の開催で、参加者は５万 3,721 人となり、このう
ち「公募型」は 102 回となった。 

 

 
・視聴者反響から見ても、説明責任の観点からも経営トッ
プ自らの説明は重要であると考えている。 

 
 
・参加人数が前年を下回ったものの、幼稚園や大規模マン
ションで出前型のミーティングが展開されるなど、経営
２目標の達成を意識したミーティングが目立った。いた
だいた意見も２割が要望で、改善に結びつける声が多く
届いた。 

 

 
・「三つのたまご」では引き続きトップの出演により、経営

方針等を伝えていく。（４月は会長が出演し、ＮＨＫの 22
年度予算と事業計画について伝えた。） 

 
・21 年度は参加者数と公募型の実施回数を年間目標として
推進してきたが、22 年度は、より経営２目標の達成に資
する「ふれあいミーティング」に見直していく。 

【視聴者コールセンターの対応強化等】   
・電話の外部応答率 75％の目標に対し、第４四半期の平均は 68.5％だった。21 年度の年間平均では 76.1％

となり、目標を上回った。 
 
 
・平成 22 年 10 月に運用開始予定の新コールセンターのシステム対応を進め、第３四半期で発生した詳細設
計工程の遅延を受け、開発・テスト工程の見直しによる全体工程の挽回を図った。業務アプリケーション
では開発を終えたものから順次テストフェーズに入ったほか、インフラ系ではネットワーク等の整備を終
え、データセンターではサーバー及びストレージ等の設置構築を進めた。 

 
・「もっと身近なＮＨＫ」の実現を目指す会員サービス「ＮＨＫネットクラブ」の充実を図った。２月末に年

間目標の会員数 50 万人を超え、３月末には 53 万 7,243 人となった。 
 

 
・第４四半期は、２月の大津波警報発表時に５万件を超え
る電話がコールセンターに殺到したために外部応対率が
低下した。 

 
・体制強化・工程の同時並行化等の対策を講じ、当初の全
体スケジュールにおけるテスト工程を見直し、４月末結
合テスト完了に向けて目処をつけることができた。 

 
 
・会員数は、「ＮＨＫオンラインメンバーズ」と「ＮＨＫ＋

ＩＤサービス」を統合する前の 41 万 6,000 人（10 月）
から、５か月間で約 12 万人増加し、順調に推移している。 

 
・視聴者から放送時間の問い合わせ等が殺到するという事
態への対処法を模索する。また、デジタル関係など専門
性が必要な問合せに対する応対能力の向上を図る。 

 
・進捗遅延の経緯を踏まえ、今後は工程管理をより徹底し
ていく。また、業務の円滑な移行のために必要なマニュ
アルの整備や研修の実施に取り組むとともに、新コール
センターへの全面移転に向けた準備作業を進める。 

 
・番組との連携をさらに広げ、番組との相乗効果や各種の
広報展開を通じて、「ネットクラブ」の認知度を高める。
また、魅力的な会員サービスを開発していく。 
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【コンプライアンスを徹底させるための研修強化・勉強会の実施】   
・職員弁護士による実践法律セミナー、部外講師による「放送と人権」セミナー等を開催したほか、入局７

年目の職員を対象にした「コンプライアンス推進研修」を実施した。このほか、担当部署から講師を派遣
して、各部局で「ハラスメント防止研修」等のコンプライアンス研修を実施した。 

 
 
・コンプライアンス推進強化月間（10～12 月）に実施した「情報の管理状況」についての各部局からの報告
をとりまとめ、分析した結果を役員会に報告した。 

 

 
・コンプライアンス意識を高めるためには、定期的に研修
を実施していくことが大切である。「コンプライアンス推
進研修」参加者の意見では、前向きな取り組みの端緒に
なったとの反応が多く、手応えを得ている。 

 
・コンプライアンス推進強化月間の取り組みやｅ-ラーニン

グの実施等により、「情報管理規程」に対する意識は芽生
えているが、さらに周知・定着を図る必要がある。 

 

 
・22 年度の人材育成について、コンプライアンスの徹底を
さらに推し進めていくことを方針のひとつとして決定し
た。今後、実効性のあるカリキュラム策定につなげてい
く。 

 
・21 年度の成果を踏まえ、引き続き「情報のリスクマネジ
メント」の意識を高めていく。 

 

【異業種交流研修の実施】   
・異業種交流施策は、第４四半期で海外・国内の企業・研究機関への派遣開始が４件、大手航空会社との新

たな交流研修など、他企業交流研修・セミナー等への参加者 14 件で、21 年度の累計では 48 件となった。
 こうした取り組みを「ネットワークＮＨＫ」や「人事メルマガ」で随時紹介し、意識の醸成に努めた。 
 

 
・大手航空会社との新規研修は、お客さま第一主義やコス
ト意識、組織を俯瞰する考え方など、異業種ならではの
気づきが多く得られる場となり、非常に好評だった。 

 

 
・22 年度の異業種交流施策は、他企業交流研修の新たな提
携先を開拓するなど、これまでの実績を踏まえつつ、内
容の充実を図っていく。 

【士気、モチベーションを高める公正な評価制度の確立】   
・22 年度の管理職の目標設定に向けて、的確な目標管理を行うために、ＳＭａＲＴを活用したシステム開発

を行った。 
 
・専任職の賞与査定で、各部局の要望を踏まえ、本部の部局を越えて高業績者を推薦する仕組みを拡大した。
 
 
 

 
・管理職の目標設定が、組織目標と連動した形で行われ、
より充実した目標管理が図られるようになった。 

 
・部局を越えた推薦は、前回の各部局からのアンケート結
果の要望に応える形で実施した。被推薦者については概
ね高評価であり、複眼考課の効果が表れている。 

 

 
・目標管理の基軸である考課者面接の充実について、さら
に検証を行い、考課者教育のあり方につなげていく。 

 
 

【内部統制の取り組み強化、グループ・リスクマネジメント体制構築】   
・リスクマネジメント委員会で提起した 12 項目の課題のうち、「関連団体の大規模災害への備え」の対策な
ど、21 年度末で計９項目について対応策の策定をほぼ終了した。 

 
 
・全国の部局、すべての海外総支局で業務プロセスの「見える化」作業を終了した。本部部局長や放送局長
によるリスクマネジメント推進責任者会議を開催し、各部局でのリスクマネジメントの“自走”体制の徹
底を図った。 

 
・ＩＴ関連規程の見直しを進め、部局システムを含めた情報システム全般を対象とする新たなＩＴ関連規程
の整備方針をまとめた。 

 
 
 
 
 
・関連団体に対し、新ウイルス・ガンブラー被害防止のための緊急調査を行い、ホームページ管理状況の実
態把握を行った。さらに今後の被害防止を図るため、外部専門家の協力を得て、ガンブラー対策ハンドブ
ック等を作成し関連団体に配布した。 

 
 
・内部監査業務の改革を進めるため、21 年度の業務プロセス監査等を対象に、内部点検を実施した。 
 
 
・業務委託の処理の適正性、リスクマネジメントへの取り組み状況等をテーマに、関連団体調査を実施した。
 

 
・会長を委員長とするリスクマネジメント委員会で課題対
応の進捗管理を行うことで、グループ全体のリスクマネ
ジメントが着実に機能している。 

 
・リスクマネジメントについて、すべての部局で自律的な
運営が定着しつつある。 

 
 
・「ＩＴ統制委員会規程」を改訂し、リスクマネジメントの

対象範囲に放送設備を含むことを明文化した。これによ
り、放送設備のＩＴリスク低減についても一元的な対応
が可能となった。 

・「システム管理基準」の制定により、整合性を持った下位
ガイドライン策定の基盤ができた。 

 
・ガンブラー対策ハンドブックは、対策の要点をわかりや
すくまとめたもので、チェックリストの活用とあわせて、
今後の被害防止の上で大いに効果が期待できる。 

 
 
・内部点検の結果は「適正」であった。日常の実務に関す
る指摘事項については、ただちに改善を実施した。 

 
・21 年度計画どおり、計８団体について調査を終了し、業
務委託等で発見された課題について指摘し、改善の手掛
かりを提供した。 

  

 
・引き続き、残る重要課題の対応策の策定に取り組んで行
く。 

 
 
・各部局の“自走”体制をさらに促進するために、一層の
周知・定着活動や「危機管理情報等の共有サイト」の構
築などに取り組む。 

 
・ガイドライン類の策定については、関係部局との分科会
を組織し、22 年度第１四半期での策定を目指し作業を進
めていく。 

 
 
 
 
・ホームページの脆弱性対策は大きな課題である。今後は、

専門性を持つ関連団体が、ＮＨＫグループ各社のＩＴ活
用をサポートする体制整備を支援する。 

 
 
・内部点検を的確に実施した。その結果を 22 年度の 
 監査実務の改善に生かしていく。 
 
・22 年度も８団体について実施し、指摘した事項の取り組
み状況等を調査していく。 
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（２）日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【バンクーバーオリンピックの放送】 
・バンクーバーオリンピックは、総合テレビ（166 時間 59 分）・衛星第１テレビ（320 時間 41 分）・ラジオ第

１（43 時間 11 分）で放送し、総放送時間は 530 時間 51 分にのぼった。冬季五輪としては初めて、すべて
の競技映像をハイビジョン、5.1 サラウンドで制作した。生字幕放送は、総放送時間が 55 時間 40 分となり、
前回のトリノ大会の 31 時間 04 分を大きく上回った。 

・ビデオリサーチ社の調査では、世帯視聴率は、フィギュアスケート女子シングルフリーの 36.3％、開会式
の 25.4％、フィギュアスケート男子シングルショートプログラムの 20.6％など、五輪期間中トップ 10 の
うち７番組をＮＨＫ総合テレビが占めた。また、期間中の総合テレビへのリーチは 91.7％に達した。 

・バンクーバーパラリンピックについても、平日のゴールデンタイムに教育テレビで連日放送した。総放送
時間は 27 時間 48 分で、前回のトリノ大会より約５時間増加した。また、アイススレッジホッケーで日本
が決勝に進出したことを受けて、編成を変更して総合テレビで生中継した。 

 
 

 
・バンクーバーオリンピック終了後、ＮＨＫでは、利用し
たメディアやチャンネル、よく見た競技、オリンピック
編成への感想などについて独自に電話調査を実施した。 

・その結果、「バンクーバーオリンピック中継を少しでも見
聞きしたメディアはＮＨＫ総合テレビ」という人が 79％
だった。開催地との時差があることから、録画による編
成を行なったが、67％が好評意見だった。 

・また、放送だけでなく、ＰＣや携帯端末など多様なメデ
ィアを活用して情報発信したことから、若い世代の人た
ちにもよく見ていただいた。 

 

 
・放送だけでなく、インターネットによるストリーミング
配信なども好評だったので、今後のオリンピックでもさ
らなる３－Screens 展開を検討する。 

・６月に開催されるサッカーの 2010 FIFA ワールドカップ
南アフリカ大会では、注目の日本対カメルーン戦を総合
テレビで、日本対オランダ戦を衛星第１テレビで生中継
するほか、関連番組も含めて多角的に取り組んでいく。

【日本の原点に新たな視点で迫るコンテンツを充実】 
・スペシャルドラマ「坂の上の雲」第１部は、最高視聴率 19.6％、全 5回の平均は 17.5％だった。視聴者か

らの反響は大きく、放送開始から３月末までの間に 10,462 件の意見が寄せられた。 
・ＥＴＶ特集のシリーズ「日本と朝鮮半島２０００年」は、１月 31 日に最終回となる第 10 回を放送。また、

視聴者からの要望にこたえ、１月１日～３日の間に、それまでの９回をまとめて再放送した。全 10 回の平
均視聴率は 1.5％、シリーズを通して視聴者から高い関心を集めた。 

 

 
・スペシャルドラマ「坂の上の雲」の反響は、好評が 7,761

件と圧倒的に多く、「感動した、何度でも放送してほしい」
「まばたきするのが惜しいほど良かった」などの声が数
多く寄せられた。 

・ＥＴＶ特集「日本と朝鮮半島２０００年」は、ひとつの
テーマを通史として放送したことが、「歴史を知りたい」
という視聴者のニーズをつかんだと考えられる。 

 

 
・スペシャルドラマ「坂の上の雲」第２部の放送は、22 年
12 月を予定しており、第１部を凌駕するスケールのドラ
マをめざして制作を進めている。 

・22 年４月から、ＮＨＫスペシャル「シリーズ 日本と朝
鮮半島」を放送する。1910 年の韓国併合から 100 年にな
るのを機会に、５回シリーズで日本と朝鮮半島の 100 年
の歩みに迫っていく。 

 
【高品質でインパクト・競争力のある大型コンテンツの提供】 
・阪神・淡路大震災から 15 年の今年、ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」（４回シリーズ）
を、アメリカの自然科学の専門チャンネルと国際共同制作で制作し、１月と３月に放送した。番組では、
地震研究の最前線を取材し、ＣＧや特撮技術を駆使して映像化した。視聴率は、第１回「次の巨大地震を
つかめ」9.0％、第２回「ＫＯＢＥ １５秒の真実」11.1％、第３回「巨大都市を未知の揺れが襲う」8.3％、
第４回「ＴＳＵＮＡＭＩ 襲来の悪夢」11.9％だった。 

・同じく国際共同制作としてフランス・カナダの放送局と制作した２月のＮＨＫスペシャル「ミラクルボデ
ィー」（３回シリーズ）は、バンクーバーオリンピックに出場する世界のトップアスリートの肉体とパフォ
ーマンスに特撮を駆使して迫った。視聴率は、第１回「滑降 時速 160km 極限の恐怖に挑む」8.9％、第２
回「ジャンプ 空飛ぶ“魔法使い”」9.5％、第３回「フィギュアスケート ４回転ジャンプ “0.7 秒”の美
しき支配者」11.2％だった。 

 

 
・「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震 第２回 ＫＯＢＥ １５秒

の真実」は、第 51 回科学技術映像祭で内閣総理大臣賞を
受賞した。また、シリーズの期間中にチリ地震が発生し、
結果としてタイムリーな放送となった。 

・「ミラクルボディー」は、ＮＨＫの制作技術力を多彩に発
揮し、内外から高い評価を得た。第１回「滑降」では時
速 160km の滑降をハイスピード撮影、第２回「ジャンプ」
では風カメラを使用、第３回「フィギュアスケート」で
は、４回転ジャンプのハイスピード撮影やスーパーハイ
ビジョン映像から切り出した足元のアップ映像の活用な
ど、様々な特殊撮影を駆使して選手の能力を具体的に解
き明かした。 

 

 
・「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」は、アメリカを除く全
世界で放送が予定されている。「ミラクルボディー」は、
ヨーロッパ放送連合を通じて北欧・中欧およびカナダで
の放送が実現した。 

・巨大地震やオリンピックをテーマに最先端の映像で迫り、
世界に発信・展開できるコンテンツを制作できたのは、
ＮＨＫのこれまでの番組制作実績が海外の放送局から高
く評価されたからである。今後も、2012 年の放送に向け
準備を進めている「深海巨大生物プロジェクト」など、
競争力のある国際共同制作に積極的に取り組んでいく。

 

【報道ビッグプロジェクト「あすの日本」設置、展開の具体化】 
・地縁・血縁が希薄な現代社会の問題点とその解決策を問う「絆 はじめよう」キャンペーンを１～２月に展

開した。「ＮＨＫニュース おはよう日本」で 11 本、「ニュースウオッチ９」で 13 本の企画を放送した他、
「生活ほっとモーニング」などの番組、１分ミニ番組、30 秒スポット、ラジオ番組など、関係部門との連
携を図り、１月 31 日のＮＨＫスペシャル「無縁社会～“無縁死”３万２千人の衝撃～」（視聴率 11.5％）
に結びつけた。 

 

 
・「絆 はじめよう」の一連の報道に対しては、1,124 件の反

響が寄せられ、特にＮＨＫスペシャル「無縁社会」につ
いては「今まで気づかなかった問題を示してくれた」「他
人事とは思えない。シリーズ化してほしい」などの意見
が寄せられ、ネット上でも大きな反響を呼んだ。  

 
・ＮＨＫスペシャル「無縁社会」への反響を受けて、22 年
４月と 11 月に続編の放送を予定している。また、番組・
企画の出版化も検討している。 

 
 

【緊急災害報道の一層の強化・充実】 
・２月 27 日に発生したチリ地震に際して、翌 28 日に気象庁は東北の三陸に大津波警報、北海道から沖縄ま
での太平洋沿岸に津波警報を発表した。これを受けて、ＮＨＫはすべての放送波を使って警報を伝えた。
今回、警報が広範囲に及んだため、ＣＳＫ（衛星中継車）33 台、ロボットカメラ 19 基、ヘリ 10 機を展開
する大規模なオペレーションとなったが、混乱なく緊急報道を全うした。 

・大津波警報が出た東北地方で視聴率が高く、津波の第１波が到達した時間帯には視聴率が 20％を上回った。
専門家をスタジオに招き、「第１波が小さくても、第２波、第３波が高くなることもある」と繰り返し警告
するなど、12 時間余りにわたって放送を続けた。 

 

 
・視聴者から「迅速な対応で良かった」などの意見があっ
た一方、「地図スーパーが大きく、常に出ているため画面
が見にくい」との苦情も寄せられた。 

・ＮＨＫ放送文化研究所は大津波警報が出た市町村住民へ
の電話調査を行った。それによると、大津波警報を知っ
たのは「テレビ」が 72％、「市町村の防災無線や広報車」
が 12％であり、テレビが重要な情報源だったことが改め
て裏づけられた。 

 

 
・津波警報の地図スーパーのために画面が見にくいという
視聴者からの指摘については、どのような改善が可能か
検討する。 
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【海外特派員の増員】 
・３月１日にオーストリアのウィーンに支局を開設した。支局開設にあたっては、高品位の民生機を中心に、

機動性に優れ、テープレスなどの次世代も見据えた機器を整備した。ウィーン支局開設により、ＮＨＫの
海外総支局は 29 か所となった。 

 

 
・ウィーン支局は、核抑止効果が注目されているＩＡＥＡ
（国際原子力機関）などへの取材拠点となる。ＩＡＥＡ
の事務局長には初めて日本人が就任し、今後の活動が注
目されている。 

 

 
・ 21 年度は、ドバイ・シンガポール・ウィーンと３か所

の支局を開設して、より充実した国際報道の体制が整
い、今後の発信強化につなげていく。 

 

【ＮＨＫ・子会社等以外が制作する番組の編成比率をテレビ４波で 25％程度まで、衛星２波で 40％程度まで
高める（５年間で）】 

・ 21 年度のＮＨＫ・子会社等以外が制作する番組の編成比率は、テレビ５波平均 24.8％・衛星３波平均 37.9％
だった。前年度の実績値であるテレビ５波平均 17.1％・衛星３波平均 26.1％より大幅に向上し、経営計画
の目標値である５年でテレビ４波平均 25％・衛星２波平均 40％に近づいた。 

 
 

 
・番組制作会社に委託した番組の中から高く評価される作
品も生まれており、特集「星新一ショートショート」が
国際エミー賞、ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦
犯管理所の６年～」がギャラクシー賞の大賞などを受賞
した。ＮＨＫの衛星放送が、コンテンツ制作力の向上に
貢献するプラットフォームとなっている。 

 

 
・外部編成比率やコストなどの関係する指標を、放送波、
ジャンル、制作形態別に速やかに集計できるような仕組
み作りやツールの開発を目指す。 

 

【衛星ハイビジョン２波への再編】 
・１月から衛星ハイビジョンで、日中国際共同制作のシリーズドラマ「蒼穹の昴」をスタートさせた。３月
６日には視聴率が 1.1％となり、衛星放送のドラマとして良く見られている。 

・新年度からスタートするほとんどの番組で試作版を制作し、番組内容と演出の向上を図った。 
 
・ＢＳ２波化の周知と完全デジタル化の推進のために、「ＢＳプロモーション展開プロジェクト」を発足させ、

第１弾として３月 20 日に放送記念日特集「体感！デジタルパワーがやって来る」を 10 時間にわたって放
送した。さらに、「ＢＳ新キャスター会見＆取材会」を広報局と連携して開催し、ＢＳ新番組の認知度向上
に努めた。 

 

 
・放送記念日特集「体感！デジタルパワーがやって来る」
では、高画質・高音質や３Ｄの可能性など様々な衛星放
送の魅力を紹介した。 

 
・「ＢＳプロモーション展開プロジェクト」は組織横断型の

プロジェクトで、総合的なプロモーションと広報戦略を
展開するという新しい試みである。 

 
・「ＢＳプロモーション展開プロジェクト」では、社内公募

制度を活用して専従者２名を配置した。衛星放送センタ
ーや広報局、営業局からもメンバーが入り、視聴者総局
や経営企画局、技術局と連携して体制を整えた。今後、
イベントと連動した大型特集やＰＣ・携帯端末を使った
キャンペーンなどで視聴者にアピールしていく。 
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（３）放送・通信融合時代の新サービスで公共放送の役割を果たします。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【「ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）」のさらなる充実】 
・ＰＣ系会員数は、１月以降、月平均４万人程度の増加を続けており、21 年度前半の毎月２万人増のペース

を上回っている。その結果、３月末の会員数は 41.3 万人となり、前年度末の約 10 倍になった。１月に、
ＮＯＤとして初めて「紅白歌合戦」を 10 日間配信し、月間の売り上げが過去 高となった。月ごとの視聴
料収入は、ほぼ一貫して増加を続けているが、年度末の累計で約３億円にとどまった。 

 
・購入率アップをめざし、２月に「見逃し見放題パック」の料金を月額 1,470 円から 945 円へ引き下げた。
これにより、契約数が大幅に増加し、２月の新規契約数は約 5,000 件と、通常の月の６～７倍となった。

 
・１～３月の見逃し番組の配信本数は 1,795 本。１月に「紅白歌合戦」、２月には「バンクーバーオリンピッ

ク」と、大型ソフトの配信が続いた。オリンピックでは、総合テレビで放送された競技やハイライトを中
心に、計 85 番組すべてを３月 30 日まで配信した。特選ライブラリーの配信本数は３月末で 2,752 本。１
月には、ＮＯＤ利用者から要望の多かった「大河ドラマ 篤姫」「ドラマスペシャル 白洲次郎」の配信を開
始した。 

 
・権利者団体との合意により、22 年度から見逃し番組の配信期間を現行の 10 日間から 14 日間に延長するこ
とになった。また、これまで放送後３年未満の番組の配信許諾を得ることが難しかったが、権利者団体と
の交渉の結果、新作番組を速やかに配信することが可能となり、１月にＮＨＫスペシャルの２作品で試行
を行った。このように、見逃し番組として配信したあと、間をおかずに特選ライブラリーでも提供する配
信のシームレス化を、22 年度から本格的に実施していく。 

 
・１月の売り上げは、収入見込み額を上回って好調だった
が、「紅白歌合戦」の配信が終了した２月以降は、再び収
入見込み額を下回る状況となった。 

 
・２月の「見逃し見放題パック」の値下げによって新規契
約数は大幅に増え、３月には値下げ前の売上水準を上回
った。今後も好調な伸びが期待できる状況となっている。 

 
・１～３月の見逃し番組の総ビデオビューは約 105 万回。
第３四半期の 1.4 倍に増加した。「紅白歌合戦」や大河ド
ラマ「龍馬伝」「篤姫」など、女性や若年層にアピールす
る強力ソフトの配信が、認知度アップと会員数増加につ
ながった。バンクーバーオリンピックのビデオビューは
計 5.5 万回。ＮＯＤの新たな魅力を強くアピールするこ
とができた。 

 
・配信期間の延長で、より多くの購入・視聴機会を提供で
きる。また、配信のシームレス化を推進することで、権
利処理や原盤制作が１回で済み、経費の削減にもつなが
ると期待される。 

 
・22 年度は、ＰＣ登録会員数 99 万人、視聴料収入 11 億円
をめざす。そのために、下記のような取り組みを推進し
ていく。 

 
・ＰＣ系サービスについて、４月から、動画フォーマット
を Firefox 等の現在非対応のブラウザや Mac でも視聴可
能な Flash Video に変更する。これにより、ブロードバ
ンド回線に接続されたほぼすべてのＰＣで、ＮＯＤの視
聴が可能になる見込みである。さらに、これまでＮＯＤ
を視聴できなかったユーザー向けに、利用を促すプロモ
ーションを展開する。 

 
・ＮＯＤのホームページで、特選ライブラリーの番組紹介
に工夫をこらし、ドラマの「ハゲタカ」や松本清張シリ
ーズ、宇宙関連ドキュメンタリー、数学の難問をテーマ
にしたドキュメンタリーなどでヒットを狙う。 

 
・配信のシームレス化については、22 年度から定時の５番
組で実施し、ＮＨＫスペシャルの一部やドラマ等に拡大
していく。 

 
・高画質テレビでＮＯＤを視聴したいという利用者の意向
が非常に強いことから、今後もテレビ系プラットフォー
ムの拡大に積極的に取り組んでいく。 

【“３-Screens”展開の年間総括に基づく点検（ユーザー数・アクセス数などの検証）】 
（番組連動の取り組み） 
・バンクーバーオリンピックの３-Screens 展開では、データ放送、ＰＣ、携帯端末のそれぞれのメリットを
生かしたサービスを提供した。2008 年の北京オリンピックと比べて、今回はホームページからの動画提供
を強化し、オリンピック関連のニュース動画 130 本、競技動画クリップ 550 本を配信した。また、初めて
オリンピックのホームページから、インターネットを通じて競技の模様を配信するストリーミングサービ
スを行った。大会期間中、ホームページへのアクセス数は、総計 3,090 万ページビューを記録し、北京オ
リンピックの 1,690 万ページビューの 1.8 倍になった。 

 
・21 年度のＮＨＫの公式ホームページ全体のページビューは、ＰＣは約 41 億ページビュー（前年度比 24％
増）、携帯は約 5億 2,000 万ページビュー（前年度比 22％増）と大幅に増加した。 

 
（３-Screens 展開の促進に向けた人材育成の取り組み） 
・３-Screens 展開に対応した現場技術力の育成や、番組演出の向上に対応するため、技術展などを通じた人
材育成の取り組みを推進した。３月の「番組技術展」では、新たに３-Screens 関連の新技術を展示カテゴ
リーに加え、ホームページからの動画配信を簡単迅速化するサポートシステム（盛岡局）や、スポーツ等
の生放送中に視聴者から送られた応援メッセージをすばやく表示するシステム（佐賀局）など、多数展示
した。２月の「平成 21 年度 放送技術選奨」でも、従来の番組部門に加え、新たに「デジタルコンテンツ
部門」を設け、各地の放送局が制作した優れたコンテンツを表彰した。 

 

 
 
・競技動画クリップについては、駅伝やＮＨＫ杯フィギュ
アなどで積み重ねてきた制作スキルと業務フローが生か
され、視聴者の関心が高い高品質の動画を効率的に制作
することができた。 

・ストリーミングについては、実況や解説が一切ない配信
サービスだったが、利用者へのアンケート結果によると、
98％が「これからも同様のサービスを受けたい」と好評
だった。 

 
 
 
・「番組技術展」には、３日間で一般来場者と職員 5,700 人

が訪れ、全国の放送局が３-Screens 展開の技術開発に積
極的に取り組んでいる状況を広くアピールできた。現場
の創意工夫から生まれた新しい技術やアイデアを全国の
放送局に広める絶好の機会となった。 

 
 
・2012 年のロンドンオリンピックでの効率的なデジタルコ
ンテンツ制作に向けて、早い段階で編成局や報道局で多
角的な検討を行う。 

 
・ 22 年度番組改定で、若い女性に人気のケータイ小説サイ

ト「魔法のｉらんど」と連携した「ケータイ発ドラマ 激
♡恋」を総合テレビ深夜に編成した。また、新年度のワン
セグ独自コンテンツとして、「ワンセグランチボックス」
の拡充に加え、「モバイル週間ニュース」「青山ワンセグ
開発」などを新設し、接触者率の向上をめざす。 

 
・今後も、本部と地域放送局の３-Screens 展開を円滑に推
進するため、放送技術局に設置したクロスメディア部と
編成局のデジタルサービス部を中心に、人材育成に取り
組んでいく。 

・新しい技術紹介の場を積極的に活用して、全国の放送局
での３-Screens 展開につなげていく。 

【ネット広場の具体化】 
・公共放送キャンペーン「ＥＴＶ５０ 子どもサポートネット」では、孤立を深める親や子どもたちの声を番

組で届け、視聴者からの意見をホームページの掲示板に寄せてもらいながら、解決に必要なことを考えて
きた。１月と２月には、教育テレビの「福祉ネットワーク」で４回にわたって、オランダやイギリスでの
子育て支援の取り組みや、小児医療の現場が抱える課題などを取り上げた。さらに、２月 27 日には、ＥＴ
Ｖワイド「“子育ち”を考える！」を放送し、親が子どもを育てるという従来の発想を転換し、子どもが自
ら育つ力を社会がどう支えていくかという新しい視点に立って考えた。 

 
・「子どもサポートネット」は子育て世代の関心を呼んでお

り、ＥＴＶワイド 「“子育ち”を考える！」では、携帯
サイトのアクセスが 20 時台 4,500 ページビュー、21 時台
8,000 ページビューに達し、805 件の意見が寄せられた。 

 
・「子どもサポートネット」の掲示板には、21 年度末までに

20～30代の子育て世代から6,800件の意見が寄せられた。 
 

 
・「ＥＴＶ５０」のサイトは、ＥＴＶポータルサイトに模様

替えして 22 年度も存続する。「子どもサポートネットキ
ャンペーン」は 22 年度も継続し、子育て政策の検証や虐
待などのテーマに、より具体的に迫っていく。 
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【スーパーハイビジョン(ＳＨＶ)や立体テレビの実験等、最先端技術の研究・開発推進】 
（スーパーハイビジョン） 
・フル解像度のカメラ試作機、ＳＨＶの映像信号を圧縮する新符号化装置(画素ずらし方式)、22.2 マルチチ

ャンネル音響を実現するためのフィールド収音システムおよびミキシング制作システムを開発した。 
・地上でのＳＨＶ大容量伝送が可能な実験装置(超多値ＯＦＤＭ波伝送)を試作し、実験局を使って野外実験
を行った。 

 
（立体テレビ） 
・３Ｄが注目を集めている中、３月にＮＨＫと関連団体の役職員を対象に「２眼立体テレビに関する技術動
向関連報告会」を開催し、放送技術研究所のこれまでの研究成果について紹介した。 

 
（人にやさしい技術） 
・生放送の報道系情報番組の字幕制作に対応するため、音声を文字に自動変換する際、話し言葉特有の表現
や発音の揺らぎによる音声認識の誤りを減らす技術を考案した。 

 
・テレビ画面に手話を自動表示する研究として、手話のＣＧアニメーションの開発に取り組んだ。これまで
に取得した手指動作のデータをもとに、単語の組み合わせによる文章作成の実験や、インターネット上で
手話のやりとりをする「チャットシステム」の試作を行った。 

 
・フル解像度機器開発の基本となるカメラの試作を完了し、

ＳＨＶ本来の画質を確認した。新符号化装置では旧装置
に比べて画質向上が図れた。22.2ch 音響制作機器の開発
が進展した。 

・実験電波を使って実際に伝送に成功し、将来のスーパー
ハイビジョン放送の実現に向けた基本機能を確認でき
た。 

 
・200 人を超える聴講者に対して、３Ｄの現状と課題を理解

してもらうことができた。 
 
 
・技術の評価用に選定した報道系情報番組で、対談部分の
認識の誤りを２割以上削減し、認識率 86.4％を達成した。 

 
・手話の単語を表すＣＧアニメーションの動作区間の切り
出しや、複数の単語を用いて手話の文章を表現するため
の動作の合成に関する課題などが明らかになった。 

 

 
・フル解像度機器の開発を進めるとともに、画素ずらし方
式機器の小型・高性能化、22.2ch 音響技術の研究開発を
引き続き進め、22 年５月の技研公開でその成果をアピー
ルする。 

 
 
 
・３Ｄの長所だけでなく、視覚疲労や子どもへの影響など
を踏まえて、今後のＮＨＫの取り組みについて検討して
いく必要がある。 

 
・引き続き、対談などの自由に発言する音声の認識性能の
改善に取り組むとともに、音声認識によって字幕制作が
できる番組の拡大に向けて改善を進める。 

 
・手話に必要な顔の表情を生成できるＣＧ顔モデルを開発
し、手指動作と顔の表情を備えた手話文章の映像生成を
実現する。 
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（４）地域を元気にするための拠点となります。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【「放送局のちから」発信の取り組み】 
・全国 53 放送局が「放送局のちから」を掲げ、各地域それぞれの特徴を生かしながら、地域を元気にするた

めの取り組みを一年間進めた。ドラマなど全国向け放送の番組と連動したイベントやキャンペーン、ホー
ムページや携帯などを活用した３-Screens の展開など、地域を元気にするための取り組みが積極的に行わ
れた。また、チリ地震による津波警報・津波注意報への対応など緊急災害報道、完全デジタル化に向けた
中継局整備と地域独自の周知広報、支払率向上に資する契約・収納活動など、第４四半期もそれぞれに「放
送局のちから」を発揮した。 

・各放送局が、一年間の目標として掲げた 21 年度「放送局のちから」を総括し、課題を確認したうえで、
22 年度の新たな「放送局のちから」を策定した（別紙）。 

 

 
・さまざまな活動を通じて、ＮＨＫにより親しんでいただ
き、地域の拠点としての存在感の向上を図ることができ
た。イベントに参加してくださる視聴者のみなさまの数
やホームページへのアクセス数の伸びなどから、各放送
局ともそれぞれの取り組みの成果や手ごたえを数字で実
感することができた。 

 
・22 年度も、全国 53 放送局が新たな「放送局のちから」を

掲げ、地域に根ざした放送局として、みなさまへの放送・
サービスの充実を一層図り、経営２目標の達成をめざす。

【地域放送の充実】 
・地域放送番組を全国発信する枠として、総合テレビ「地域発！ぐるっと日本」とＢＳハイビジョン「ふる

さとから、あなたへ」を充実させたことにより、地域放送番組の全国発信が増加した。 
・週２枠から４枠に増設されたＢＳハイビジョンの「ふるさとから、あなたへ」については、地域発の番組
数が 20 年度の 125 本から 21 年度は 219 本にほぼ倍増し、全国発信の枠として視聴者に定着してきている。

・阪神・淡路大震災 15 年にあたり、１月に、大阪局などが制作した震災関連のドキュメンタリーやドラマを
集中編成した。「かみさまのいじわる～神戸 幼き被災者たちの１５年」（14 日）、追跡！A to Z「見過ごさ
れた１５年～復興曲線が語る新事実～」（16 日）、「よみがえる震災の記憶～阪神・淡路大震災１５年」（17
日）、阪神・淡路大震災１５年 特集ドラマ「その街のこども」（17 日）などを放送した。 

・その他の主な地域発全国放送番組としては、２月と３月に「にっぽん紀行」（岐阜、福岡、大阪、宮崎、名
古屋、長崎の各局）、２月に福岡発ドラマスペシャル「母さんへ」（福岡局）、３月に広島発ドラマ「火の魚」
（広島局）など力作が並んだ。 

 

 
・阪神・淡路大震災関連番組の集中編成には、「とても興味

深く見た。忘れてはいけない震災の記憶をこうしてメデ
ィアで取り上げるのはとても良い」、「母さんへ」には「大
変素晴らしい内容で、テレビを見ながらとめどもなく涙
が出た」「とても感動した。またこのようなドラマを作っ
てほしい」など、多くの好評意見が寄せられた。 

・広島発ドラマ「火の魚」は当初７月に中国ブロックで放
送されたが、文化庁芸術祭のテレビ部門で大賞を受賞し、
３月に全国放送となった。 

 
・今後も、ＮＨＫのネットワークを生かして、地域の情報
や課題を、全国に向けて発信していく。 

・22 年度は、総合テレビに「目撃！日本列島」（毎週土曜）
を新設し、地域からの全国発信をさらに充実させる。 

 
 
 

【取材・制作者の拡充（＋50 人程度、3か年中心）の具体化】【拠点局管理機能の強化】  
【地域放送・サービス強化へ地域放送番組費を拡大（＋49 億円、5か年累計）の具体化】  
・地域放送･サービスの充実のため、22 年度も引き続き、取材･制作要員と拠点局管理要員の増員配置を行う計画を策
定した。 

・地域放送充実予算は、21 年度は４億円を増額し、年間を通して地域放送やイベントの充実に有効に使われた。
22年度はさらに５億円を増額する。 

 

 
 
・22 年度の取材･制作者の拡充は、近畿・東海圏の取材デス

ク体制整備、拠点局の域内支援体制強化など、21 年度と
同規模で実施する。また、拠点局管理機能強化について
は、全拠点局への展開を進めていく。 

 

 
 

・地域の放送・サービス充実に向け、放送部門を中心にこ

れまでの要員不足の解消を進めるとともに、22 年度増員

配置を確実に実施する。 

【地域から人材を採用する「地域限定型職員制度」の導入】  
・これまでの検討を踏まえ、「地域に密着した人材活用の新たな仕組み」として多角的に検討を継続していくこととし

た。 
 

 
・地域人材の確保施策に加え、放送局の体制整備、拠点局
の権限等も含めた多角的な施策としていく必要がある。 

 
 

 
・「地域に密着した人材活用の新たな仕組み」の検討案を早

急に作成し、役員、関係部局、組合からの意見聴取を行
いつつ、基本方針を固める。22 年度第３四半期中には、
一定の枠組みを構築する。 

【放送局支援強化のための本部の取り組み】  
・視聴者サービス局では、放送局支援に注力した。放送局の「戦略型企画」について、予算と本部の専門的
ノウハウの両面から各局の取り組みを支援した。また、21 年 10 月にスタートした「ＮＨＫネットクラブ」
の会員対象のアンケートシステムは、地域の視聴者の声を聞く、新しい回路のひとつとしても生かされ、、
第４四半期は、岐阜局（２月）、名古屋局（３月）で番組と連動したアンケートを実施した。 

・編成局デジタルサービス部では、拠点局デジタルサービス担当管理職会議、甲信越水戸局デジタルサービ
ス担当者会議を開催して、各局での３-Screens 展開について議論した。また、放送局支援の結果、放送局
のホームページのアクセス数は、１月末の集計で 1億 1,000 万ページビューと前年度比 16％増加した。 

・編成局地域支援事務局では、編成局のプロデューサーと編成担当者が、番組制作や編成の業務等に関する
アドバイス、サポートを行う「地域支援ミーティング」を１月 12 日に静岡局、22 日に盛岡局で実施し、若
手ＰＤの育成を図った。 

・報道局では、全国デスク交流を第４四半期に３回、年間では６回実施した。また、18 年度以降に入局した
キャリア採用者の補完研修を初めて実施した。 

・ＮＨＫ放送博物館では、様々な地域サービスに取り組んでいる全国の放送局を紹介する特別展「がんばろ
う ふるさと・全国ＮＨＫ放送局展」を平成 19 年から実施している。特別展は２か月ごとに２放送局ずつ
取り上げ、期間中に１日イベントも実施。第４四半期は、高松、広島、津、大津の４放送局（イベント実
施は３局）を紹介した。１～３月の広島・高松両局の特別展には 22,400 人あまりが来場し、３月から始ま
った津・大津両局の特別展は 22 年５月まで開催されている。 

 

 
・各放送局とも一丸となって「もっと身近なＮＨＫ」の実
現に取り組むことができた。 

・「ＮＨＫネットクラブ」アンケートシステムは、岐阜局で
は番組放送後の感想募集、名古屋局では番組放送前の体
験談などの募集と、目的に応じた活用ができた。 

・地域局ホームページは、各局が地域の実情に合わせたコ
ンテンツ開発を進め、それを的確に支援することで、ア
クセス増に結びついていると評価している。 

・地域支援ミーティングでは、“放送局のディレクターが最
も制作したい番組”のひとつになっている、総合テレビ
の「ドキュメント２０ｍｉｎ．」の提案を募集し、地域放
送局の人材育成に役立っている。 

・デスク交流や報道現場討議は、報道局と放送局が一体と
なって業務を進める上で極めて有効だと考えている。キ
ャリア採用者の補完研修は、育成に効果があった。 

・ 21 年度は計 14 放送局の特別展を実施し、各局の歴史や
様々な取り組み、その地域の文化・観光等を広く知って
もらう良い機会となった。 

 

 
・22 年度は提案採択時点での数値目標の設定などを工夫し
ながら、「戦略提案」の枠組みを継続し、放送局の支援を
充実させていく。 

・アンケートシステムが「放送局のちから」を発揮する上
で有効に生かせるよう、支援や周知に力を入れていく 

・22 年度から、地域局向けの気象コンテンツ制作作業を開
始する。避難所情報など安心・安全コンテンツの展開に
ついても、検討を進める。 

・21 年度は地域支援ミーティングを計８回実施し、人材育
成に寄与した。22 年度は、テーマを絞るなど、内容を刷
新して実施することを検討する。 

・今後も、各局で活用できる汎用ソフトの配布や研修、交
流などを通して、放送局の支援を進めていく。 

・地域放送局と連携し、地域を支援する取り組みとして、
22 年度も特別展を継続し、さらに充実させていく。 
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北 海 道   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
多彩な番組を集中編成する各局スペシャル月間は､１～２月に北見局で｢オホーツクスペシャル｣を実施。夕

方の｢まるごとニュース北海道｣でキャスターが紋別市に出向いて放送したほか「おはよう北海道」｢ほっから
んど北海道」のシリーズ編成、「北海道中ひざくりげ」｢北海道ひと物語｣などで北見局の存在感を高めた。 
年間 100 万人以上の観光客が訪れる美瑛の丘の風景と農家のドラマを一年にわたって記録した映像は、１

月に「ワンダー×ワンダー」で放送したほか、２月のハイビジョン特集や 22 年度に新設した「北スペシャル」
の初回放送でも展開した。 
北海道関係者が出場選手の半数を占めた２月のバンクーバー五輪とパラリンピックでは、「どさんこ選手応

援キャンペーン」をオール北海道で展開。視聴者からの応援メッセージを各放送局のみならず、イベントや
営業活動、採用活動を通じて幅広く募集し、ミニ番組や特集番組、ニュース番組、ホームページなどで選手
情報等をきめ細かく紹介した。 
２月 28 日、チリ地震による津波警報と津波注意報が北海道沿岸に発表され､札幌局と道内局が連携して、

長時間にわたって海岸部の様子を伝えるとともに、避難や警戒を呼びかけた。 
地域番組を大幅に刷新した 22 年度番組編成の周知は、｢新ＮＨＫ｣をテーマに、スポットやＰＲホームペー

ジの新設、新聞への広告など、新キャスターをビジュアルに表現して番組の魅力を紹介した。 
完全デジタル化に向けて、デジタル中継局の整備が順調に進んだ｡デジタル化周知の取り組みは、３月に札

幌の民放５局に呼びかけ、各局のマスコットキャラクターと地デジカが登場するアニメーションスポットを
全国で初めて制作・放送したほか、番組やイベント、中継局開局などを通じて積極的に行っている。また、
４月からの「いいね！デジタル北海道キャラバン」を前に、地域巡回用のパッケージセットを製作し、札幌
局ロビーに展示公開して、デジタルの魅力をアピールした。 

 
北見月間では、北海道中ひざくりげ「置戸町｣が視聴率

9.8％､北海道ひと物語「興部町他｣が 10.3％と良く見られ､
小学校への出前授業活動も地域で好評だった。 
ワンダー×ワンダー「美瑛 丘の物語」は 9.9％（ビデオ・

リサーチ札幌地区）、関東地区でも 7.7％と好評だった。 
オリンピック関連放送では、北海道クローズアップ「バ

ンクーバーで輝け｣が 8.1％､開幕直前の｢輝け！北のアスリ
ートたち｣は 6.4％。スポーツ大陸「二人のエース～複合団
体｣など全国発信にも力を注いだ｡ＦＡＸやメール、各種イ
ベントなどを通じて、道内７局に寄せられた応援メッセー
ジは 1,499 通にのぼった。 
新番組ホームページのページビューは､３月 24日に 34万

6,152 件で、普段の 20 倍以上の数値を記録した。 
デジタル中継局整備は､目標の 41 局を達成し、北海道内

の世帯カバー率 97.8％となった。 
アニメスポットをＮＨＫと在札民放で随時放送するとと

もに、さまざまなイベント会場でデシサポと連携してデジ
タルＰＲを効果的に実施した。 

 
北海道の７つの放送局は、22 年度も「まるごと体感！北

海道」キャンペーンを継続し、４月の室蘭局「いぶり・ひ
だかスペシャル」をスタートに、情報番組のキャラバンや
さまざまな番組の集中編成を展開するスペシャル月間の充
実を図る。 
地域番組を大幅に刷新して、夕方の「ネットワークニュ

ース北海道」、昼前の「つながる＠きたカフェ」、金曜日の
「北スペシャル」、深夜の若者向け音楽情報番組「ＩＮＦＯ
Ｈ」を新設するほか、積極的な独自編成を通じて放送サー
ビスの充実を図る。また、「北海道ロハスな旅」や「北海道
的単身赴任ライフのすすめ」など多彩なイベント通じて、
接触者層の拡大をめざす。 
デジタル中継局は、22 年末までに 55 局の整備を予定して

おり、北海道内世帯カバー率 98.5％をめざす。また、デジ
タル普及をさらに推進するため、デジタルキャラバンを北
海道全局で積極的に展開する。 

【札幌局】 
○２月のさっぽろ雪まつりで、会館公開「まるごと体感！COOL HOKKAIDO」など多彩なイベントを展開した。
○幅広い接触者層の拡大をめざし、20～30 代の若手職員によるプロジェクト「Ｕ－３０」の提案による音楽
情報番組「ＩＮＦＯ Ｈ」や「ＬＩＶＥ Ｈ」の開発を通して、22 年度番組の大幅刷新の準備を進めた。 
○｢いいね！デジタル 北海道キャラバン｣の巡回セットを開発し、デジタル普及に向けた準備を進めた。 

 
○雪まつりは過去最高の人出となり、会館公開や会場での
ステージイベント等の参加総数が 25,120 人にのぼった。 
○組織に横串を通す「Ｕ－３０」の活動が、地域に密着し
た新しい番組やイベント開発に結びついている。 

 
○22 年度は各局月間をブラッシュアップし、｢Ｕ－３０｣の
取り組みを拡充して、幅広い接触者の獲得をめざす。 
○「いいね！デジタル 北海道キャラバン」巡回セットの
稼働率を高めるよう運営体制を構築する。 

【函館局】 
○緊急報道体制の強化と充実を目指して、全局体制の「緊急報道プロジェクト」を立ち上げた。様々な図上
訓練のほか、実際に中継訓練も実施して、的確な情報を迅速にお届けできるよう努めた。 
○21 年度に予定していた５つのデジタル中継局整備は、12 月までに全てが完了し、管内のカバー率を 97％と
した。ＮＨＫ共聴への地デジ導入も、85 施設中 77 施設が完了及び計画確定など順調に推移している。 

 
○｢緊急報道プロジェクト｣では、検討→訓練→改善のサイ
クルを意識した取り組みを推進している。 
○自治体や地域の皆さまへの丁寧な対応を重ねた結果、函
館局管内の共聴地デジ導入は順調に推移している。 

 
○22 年度に函館局で開催する災害対策総合訓練も踏まえな
がら、より一層、緊急報道への対応力向上を図る。 
○ビル陰共聴施設オーナーへの働きかけ、電気店等と連携
した地デジ出前授業などにより、一層の普及を図る。 

【旭川局】 
○市町村アピールの「わが街のいちおし！」は、新たに７市町村を加え、管内 47 市町村すべてを紹介した。
ハイビジョン「美瑛の丘」を全国放送した他、13 時間ＦＭ生放送では３-Screens 展開を効果的に行った。  
○第４回地デジ普及イベント「あなたの街へ」を旭川冬まつり会場で実施し、３Ｄハイビジョン展示などの
ＮＨＫコーナーに 7,700 人が来場した。デジタル中継局は予定の全 11 局を開局した。 

 
○ミニ番組で地域活性化に寄与し、上質な大型ハイビジョ
ン番組で北海道の魅力を全道、全国に発信している。 
○「あなたの街へ」は地元大イベントへの進出と満足度を
重視した内容で効果的な普及活動となった。 

 
○47 市町村対象の「わが街のいちおし！」、地デジ普及イベ
ント「あなたの街へ」は充実を図り 22 年度も継続する。 
○地元放送局ならではの視点で、地域の魅力を全道・全国
に発信する大型番組の制作を進める。 

【帯広局】 
○バンクーバー五輪に出場した域内 13 選手の動向や結果をきめ細かくニュースや中継で伝えるとともに、玄
関ロビーに視聴者からの応援メッセージ 250 枚を展示し、地域の応援団の役割を担った。また「全十勝少年
少女選抜スピードスケート大会」を中継録画で放送し、スケート王国・十勝の盛り上げに貢献できた。 
○「帯広氷まつり関連イベント」「ＮＨＫ杯囲碁・将棋大会」、出前授業などで視聴者との接触増加に努めた。

 
○五輪期間中の十勝は、銀メダルに輝いた長島圭一郎選手
や中学生選手として話題になった高木美帆選手らの活躍に
沸き、地域局として後押しする役割が果たせた。 
○イベントを通じて視聴者接触活動の広がりが見られた。 

 
○22 年度も春秋のスペシャル月間を中心に地域情報の発信
に努めるとともに、きめ細かな市町村情報も提供していく。
○視聴者ふれあい指数「トカチン」の 10 万達成をめざし、
接触する世代の拡大や関係機関との連携強化に努める。 

【釧路局】 
○21 年９月にスタートさせた「北方領土プロジェクト」で元島民の証言「わたしの証言」を 25 本放送。釧路
局ホームページにも証言の動画が視聴できるサイトを開設し、根室でも３月に番組の上映会を開催した。 
○21 年度から取り組んでいる番組上映会を１月から３月で実施し、のべ 300 人を超える来場者となった。特
に、２月のバンクーバー五輪ではパブリックビューイングも実施し、継続的な地域貢献に努めた。 

 
○証言の放送やホームページ開設による３-Screens 展開､
番組の上映会と広範な情報提供で釧路局の存在感を示し
た。 
○ＮＨＫの資産を地域に還元し「放送局のちから」を発揮
するとともに接触者率向上に貢献した。 

 
○22 年９月に集大成として「証言」の番組化と全国放送の
大型番組を制作する予定である。 
○今後はサッカーＷ杯での番組上映などを実施し、更なる
地域の文化拠点を目指し接触者率向上を目指していく。 

【北見局】 
○１月、２月に番組の集中月間「オホーツクスペシャル」を実施し情報番組では全道、全国に地域の魅力や
課題を発信。また料理セミナーやキャスター講演会、技術出前授業も合わせて開催しふれあい活動も行った。
○21 年度開局した５つのデジタル局エリア内の電波調査を継続して行い、新たな難視地域について情報を収
集するとともに共聴施設のデジタル化に向けて自治体や組合と情報共有を図り導入の折衝を推進した。 

 
○オホーツク地域の観光や漁業の課題を放送した紋別市か
ら、活性化に繋がる取り組みとして高い評価を受けた。 
○地デジの中継局建設は計画通り進捗しオホーツク地域で
は 22 年中に全中継局が完成する見通しとなった。 

 
○22 年度は６月に番組系、10 月は情報系のキャラバンを実
施する他、世界遺産登録５年「知床」関連番組を編成する。
○地デジ送信系の整備は順調に推移し今後は共聴施設を含
め個々の受信対策を中心にＰＲや普及活動を進めていく。

【室蘭局】 
○接触者率向上に向けて放送と連動したＨＰの充実を強力に進め、さらにＨＰ自体を外部に積極的にＰＲす
る「インフォメモニター」をＪＲ駅に設置したことにより、今期アクセス数は前年同期比約 2.8 倍となった。
○21 年度のデジタル中継局７局の整備は２月末までにすべて完了し、世帯カバー率は 94.6％となった。ＮＨ
Ｋ共聴施設の対応も 21 年度予定分の全てで完了し、22 年度分を前倒して７施設で早期着工した。 
 

 
○成果がアクセス数で現れることが、次の取り組み拡大に
つながり、ＨＰのさらなる内容充実に結びついている。 
○的確なスケジュール管理と協業先との連携により、中継
局整備は順調に進み計画された全てが完了できた。 

 
○全国での成功事例を取り入れ、より一層活用する取り組
みや手法の開発に拠点局と連携して、取り組んで行きたい。
○地デジ移行準備最終年度の 13 局の整備を計画的に進め、
デジサポと連動して地デジＰＲを積極展開していく。 
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東 北   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
２月にチリで巨大地震が発生し、気象庁から東北地方の太平洋沿岸に大津波警報が発表された。各局とも

遠隔操作のできるロボットカメラ等を駆使して沿岸の状況を的確に伝えた。また、文字スーパーで避難情報
や交通情報など、きめ細かな情報を流し続けた。後日行われた調査で、検潮所での観測を上回る大きな津波
が押し寄せていたことや漁業にも津波の被害が起きていたことなどが明らかになった。このように次第に明
らかになっていく被害状況についても丹念に取材して放送した。 
地上デジタル放送の受信エリア拡大に向け、中継局の建設やＮＨＫ共聴のデジタル化は予定通り順調に進

んでいる。その一方で、調査が進むにつれて地形などの理由で受信困難なデジタル難視が次々に見つかり、「新
たな難視」は 803 地区(１月末現在)となった。該当する市町村や住民への説明会を開催して難視解消のため
の対策計画を説明しているが、合意が得られたところは３月末で 292 地区にとどまっている。 

 
21 年 11 月に東北６県の報道担当者が盛岡局に集まり、三

陸津波を想定した大がかりな訓練を行った。こうした日頃
からの訓練が迅速な緊急報道につながった。また、潮位の
変化を的確にとらえたロボットカメラの映像は、繰り返し
放送され、津波の現状をわかりやすく伝えることができた。 
東北地方では地上デジタル放送の電波が届いた世帯の割

合が 93.9％(21 年度末)にまで広がった。難視地域は、急速
なテンポで解消しつつあるものの、まだ相当数が残ってお
り、一層の取り組み強化が必要である。 

 
大津波警報の際、実際に避難した住民は１割程度しかい

なかったことが判明し、避難誘導をどのように促していく
のかという課題が残った。東北地方は、地震や津波による
被害を受けやすい地域であることを念頭において、緊急報
道体制の充実に努めていく。 
難視地域の解消に向けては、共聴など施設整備が必要と

なるケースもあるが、住民の負担を伴うことから、地域の
合意が大前提となる。国やＮＨＫの助成支援制度などを十
分に説明し、難視対策を加速させたい。 

【仙台局】 
○不況に立ち向かう地元企業を紹介する特集番組を放送したほか、買い物に行けない高齢者の増加問題、東
北でも広がりつつあるネット商戦など、地域が抱える課題や新たに生じ始めた問題などを丁寧に伝えた。 
○料理対決番組「おいしい東北闘技場」で優勝した秋田県のチームをイタリアに派遣し、料理修業を重ねる
海外の若者との交流を撮影した。このロケをベースに「東北 VS イタリア」の料理対決を４月放送予定である。

 
○地方で起きている深刻な事態を掘り起こし民間や行政に
求められている今後の取り組みを展望することができた。 
○「おいしい東北」は 21 年度の新番組であるが、若者たち
の真剣な様子に、視聴者から高い評価が寄せられている。 

 
○22 年秋、東北新幹線が青森まで開通する。それに伴う東
北経済への光と影を深く取材し検証していく。 
○若者の料理対決「おいしい東北闘技場」は、東北の枠を
越え全国各地のチームと対決する番組へと進化させる。 

【秋田局】 
○秋田の魅力を全国に伝えることを心がけ、地元出身のオリンピック選手を取り上げた「スポーツ大陸」、大
潟村のタカ・チュウヒを紹介する「ダーウィンが来た！」など数々の全国発信を行った。 
○オリンピック特番やアナウンサーブログなどに関心が高く、ホームページのアクセス数が３か月で 32 万を
超えた。また、民謡コンクールの公開録音などで来館者数は３か月で月平均 13,000 人を超えた。 

 
○全国放送で取り上げた地域から「地元の魅力を放送で再
発見した」という声が寄せられた。 
○県民とのふれあい交流は 17 万人を超え目標達成した。ホ
ームページへのアクセス数も年間 124 万を超えた。 

 
○引き続き 22 年度も全国発信を目指すとともに、地域放送
と全国放送の連携を一層強化していく。 
○接触者率向上にむけホームページの内容充実、来館者の
満足度アップ、公開番組の見学者増などに取り組んでいく。

【山形局】 
○地上デジタルの周知を図るため「なまらナイトバージョン１分スポット」を放送した。このスポットは、
地域の人たちに関心を持ってもらうため、県内３か所でロケを行った。 
○山形の米の新品種「つや姫」や農業の課題をゆく年くる年の中継に合わせて紹介した。１月下旬からは「安
全マル得情報」と銘打って、ニュースの中で火災予防や盗難対策などの安心情報を毎日伝えた。 

 
○「なまらナイト１分スポット」は視聴者の反響も良く、
今後も継続していきたいと考えている。 
○「つや姫」の全国発信は大きな反響があった。身近な話
題を取り上げた安心情報は、視聴者から好評を得ている。 

 
○今回はデジサポの紹介に重点を置いたが、今後はアナロ
グ終了を具体的に周知できるスポットを検討していく。 
○地域の文化や課題を積極的に全国発信するとともに、地
域に密着した身近な情報もきめ細かく提供していく。 

【盛岡局】 
○ＮＨＫ単独の中継局では民放チャンネルが映らないため、該当する 13 地区について、地元自治体と密接な
連携を図り、ケーブルテレビへの移行を促進した。 
○「いわてみんなのうた」第４弾として、ＮＨＫ民謡コンクールの出場者が歌を担当した「がんすけ＆なは
ん音頭」と県内の和菓子職人が作曲し民放とのコラボによる「大根コン」の２曲を制作した。 

 
○地元自治体等への粘り強い働きかけが功を奏し、全 13 地
区で地上デジタルの視聴環境を整えることができた。 
○「いわてみんなのうた」は、21 年の岩手県の流行語にも
選ばれ、地域放送局としての存在感を示すことができた。 

 
○民放各局と連携した周知広報イベント等も活用して、地
上デジタルの普及促進に結びつけていきたい。 
○「いわてみんなのうた」は県民から愛され、親しまれて
おり、22 年度も制作を継続していく。 

【福島局】 
○「主役は福島！みんなのテレビ」では「心に響け♪合唱のチカラ」の公開収録を行い、出演者は 200 人、
来場者は 1,000 人を超えた。来場者アンケートでは、内容に満足とする人たちが大半を占めた。 
○民放４社と共同で「福島県 100％地デジ化！」を合言葉に、普及促進ＰＲスポットの制作に取り組むととも
に、３月 11 日は「アナログ放送終了まで 500 日」を放送でアピールし、早めの地デジ準備を呼びかけた。 

 
○合唱王国・福島にふさわしい「心に響け♪合唱のチカラ」
は、視聴者の期待に応える公開収録番組となった。 
○「500 日前」の機会をとらえ、民放とＮＨＫが一斉に放送
したことで、インパクトが強い形で周知することができた。 

 
○「みんなのテレビ」を定着させるため、文研を通じて実
施した調査結果を参考に、一層の改善を図っていく。 
○民放やデジサポとの連携をさらに強化し、地デジスポッ
トなどを活用して効果的な周知広報活動を展開していく。

【青森局】 
○バンクーバーオリンピック期間中、カーリングの「チーム青森」応援サイトを開設し、独自取材による選
手の素顔やインタビュー動画の掲載などを行った。２月のアクセス数は、通常月より 11 万件増の 20 万件と
なった。 
○冬山遭難を想定した訓練のほか、持ち運び可能な中継機材を使用した訓練、人数の少ない朝の時間帯での
訓練など、さまざまなケースを想定した緊急報道訓練を実施した。 
 

 
○タイミングよく、関心の高いコンテンツを提供したこと
が、ホームページアクセス数の大幅な増加に結びついた。 
○日頃の訓練が大津波警報の全局対応に生かされた。今回
の経験を通じ、緊急報道態勢の重要性を再認識した。 

 
○地域局でインターネットサービスを展開する場合、パワ
ー確保が課題だが、可能な限りチャレンジしていきたい。
○大津波警報への対応を検証し、より万全な態勢を作るた
め多様な想定に基づく訓練を継続的に実施していく。 
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関東甲信越   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
各局ともチリ地震と津波警報などの緊急報道対応では、地域の「安心・安全」を守るため迅速・的確な速

報体制をとるとともに、地域の課題をニュースや番組で継続的に取り上げ、地域の拠点としての存在感を十
分に発揮した。南関東３局での運用となった公開ＨＰ「動画ニュース」は、県域のテレビ放送をしていない
地域の映像ニュースに対する高いニーズを反映して、ＨＰのページビューが大幅に伸びるなど反響を呼んで
いる。厳しい経済環境の中、首都圏では衛星契約増加目標と収納額で、全国をリードする業績を確保した。

 
 各局とも、八ッ場ダムや茨城空港開港など地域が抱える
課題を住民の目線で掘り下げ、全国や首都圏に向け積極的
な情報発信を行った。また、プロスポーツなどで地域に密
着した中継を実施するとともに、データ放送やＨＰを活用
した 3-Screens 展開で視聴者との結び付きを深めている。 

 
 完全デジタル化に向け、新たな難視世帯や受信障害対策
共聴施設の対策が大きな課題となっており、今後必要な対
策を講じるとともに周知活動を積極的に展開していく。 
営業活動では、衛星契約新規率や同時口座率の向上など、

より一層質の高い活動を展開し、営業目標の確保を目指す。
【長野局】 
○25 人の長野県関係選手が出場したバンクーバーオリンピックに際し、大会期間中毎日、50 回に及ぶ県域ニ
ュースで選手たちの活躍と出身地や勤務先の応援の様子をきめ細かく伝えた。大会後には、ＮＨＫニュース
おはよう日本「スキー日本復活は？」で選手育成の課題について全国に伝えた。またスキー客が最盛期の３
分の１にまで落ち込むスキー離れの中で、利益や雇用をもたらし地域経済を担う長野県のスキー場が抱える
問題と進むべき将来像について、夕方６時台や金曜夜８時台で多角的に掘り下げた。 

○長野県は冬季五輪の開催地であり県関係の選手も多いこ
とから、バンクーバー五輪に対する分厚い地域放送は県民
の高い関心に応えるものとなった。地元の応援に対するき
め細かな取材や日本時間の深夜早朝に行われた競技の独自
の素材収録が功を奏した。また地域の課題であるスキー場
経営の問題も関心を呼んだ。 

○バンクーバー五輪での長野県関係選手の活躍を分厚く伝
えたほか、小学生アルペンスキー大会やサッカー松本山雅
の地元開幕戦など、地域のスポーツを応援し地域を元気に
する放送を行った。今後については地域の伝統文化を応援
する“御柱祭”などの放送に取り組むとともに、地域の課
題にしっかりと取り組んでいく。 

【新潟局】 
○記録的な大雪となった２月上旬、３日間にわたって速報画面で気象情報、交通情報を分厚く放送した。 
○県や市町村と連携した６１０の新コーナー「旬わがまち」の放送を１月から開始した。 
○若者をターゲットにした公開ＦＭラジオ番組「好きらて新潟」を２時間生放送で行った。 
○地上デジタル放送のデータ放送の機能を利用し、朝の出勤前の時間帯における気象情報のスーパーを開始。
○プロバスケットボールのｂｊリーグ中継を新潟で初めて実施。応援メッセージを募集し、データ放送で画

面表示した。 

○大雪情報は、何かあった時のＮＨＫという信頼を高めた。
○「旬わがまち」は、地域の魅力を発信する新たな試みと
して、大きな期待が寄せられている。 
○新潟市中心部に若者を集めようと実施した公開番組は、
県内にＮＨＫの存在感を示した。 
○データ放送を活用した新たなサービスにより、地デジ推
進に貢献した。 

 
○台風や大雪などによる市民の生活の影響については、今
後もきめ細かく報道していきたい。 
○観光や町の活性化など地域を支援する番組やイベント
は、今後も積極的に展開していきたい。 
○データ放送については、災害情報「ＴＶＣＭＬ」の４月
開始に向け準備中である。 

【甲府局】 
○山梨県民向けに「富士山」の企画を数多く放送するとともに、「新日本風土記」の１シリーズ目として、甲
府局が撮りためてきた富士山に関する映像を活用、日本人・心のふるさととしての魅力を全国に発信した。
○デジタル普及活動として「しんげん君ファミリー」による「地上デジタル」や「ＢＳデジタル」のミニ番
組を制作するとともに、地デジ応援隊として各地に出向いてショーを開催。地デジ建設計画通り２中継局を
新たに開局した。 
○平成 21 年度「衛星契約増加目標」達成。全国唯一、20 年連続の目標達成である。 

 
○富士山を自然のみならず、歴史文化的側面も掘り起こし
＜日本人と富士山の物語＞を紡いだと高い評価を得た。 
○若い世代にも楽しくわかりやすくデジタル放送を理解し
てもらえるよう工夫した。 
○年度当初から新規契約に占める衛星契約の割合に着目し
た衛星新規契約率向上施策を推進した。 

○富士山は22年いよいよ世界遺産の登録にむけて動きが本
格化する。今後は、環境問題、地元の期待などに迫る。 
○しんげん君ファミリーを使ったミニ番組をＤＶＤにして
市町村の窓口で流してもらうよう働きかけるとともに、地
デジ普及を年内にめどがつくよう計画的に進める。 
○22 年度は契約取次業務へのパワーシフトを推進し、早期
の目標達成を目指す。 

【横浜局】 
○化学工場爆発、新幹線架線切断、チリ地震と津波警報など緊急災害報道に迅速・的確に対応した。 
○４月から施行される受動喫煙防止条例について県の動き、公共施設・飲食店の対応等を多角的に伝えた。
○新会館移転を前に 22 年度ＦＭ番組の刷新、全中公開番組の提案などオープン企画に向けた準備を整えた。
○視聴者全体会議、ふれあいミーティング、地域イベントの開催などを推進し地域との結びつきを深めた。

 
○津波警報では、速やかに対応要員を確保し安全に中継で
きるポイントを見つけるなど、的確な対応ができた。新会
館はオープンに繋げる取り組みを進めた。地域会議でスタ
ートした視聴者会議は全体会で締めくくった。 

 
○受動喫煙防止条例施行は国民、県民の関心事として丁寧
に取材し、様々な角度から放送していく。刷新するＦＭサ
ウンド☆クルーズは早期定着とファン層の拡大を図る。新
会館はソフト・ハードの両面で視聴者の期待に応えていく。

【前橋局】 
○八ッ場ダムの建設中止問題は、22 年年明け早々に現場中継を行うなど総力をあげて継続取材している。浅
間山の噴火を想定した関東甲信越ブロック災害対策訓練を１月に実施し、各局から 57 人が参加して取材上の
問題点の洗い出し等を行った。完全デジタル化に向けた取り組みを進めるとともに、県域放送開始のための
会館工事に着手した。営業面では１月に関東甲信越管内４番目の早さで、衛星契約増加目標を達成した。 

 
○八ッ場ダム問題は地元住民の目線に立って推移を丁寧に
情報発信していると評価されている。災害対策訓練の参加
者のほとんどにとって、火山噴火を想定した初の訓練とな
った。完全デジタル化への対応は計画通り進んでいる。 

 
○八ッ場ダム問題は、22 年度番組「目撃！日本列島」で５
月に放送する予定で継続取材している。浅間山の噴火等緊
急報道に備え万全の態勢を築き対応する。中継局の建設と
共聴のデジタル化を推進し、完全デジタル化を目指す。 

【水戸局】 
○茨城空港開港について、県域放送でシリーズ企画を放送したほか、開港日には、全国、ブロック、県域向
けに、空港からの中継をベースに韓国からのリポートも含めて分厚く伝えた。茨城県出身の女優をゲストに、
アナウンスグループが総出演して、３度目となる「朗読コンサート」を実施し、今回初めて県域でテレビ放
送した。Ｊリーグ開幕にあわせ、会館で県内の２チームを紹介する展示を行い 680 人が来館した。 

 
○茨城空港開港については、事前の周到な準備が実を結び
地域の放送局としての役割を果たすことができた。「朗読コ
ンサート」は、全局体制で取り組むイベントとして定着し、
テレビ放送の反響も大きく、再放送を行った。 

 
○茨城空港は、全国的な視点を忘れずに引き続き多角的に
取り上げていく。「朗読コンサート」は、局内に横断的なプ
ロジェクトを作って検討し充実を図る。６月のＷ杯に向け、
県内のＪチームを応援する会館での展示を継続開催する。

【千葉局】 
○女子大学生殺害事件の取材から、刑務所出所者の再犯率をテーマに「クローズアップ現代」を放送した。
○１月には総合テレビ「生中継ふるさと一番！」で君津市と南房総市の話題、教育テレビ「あしたをつかめ」
で成田山新勝寺の若い僧侶を紹介した。３月には総合テレビ「小さな旅」で勝浦市のひな祭りを紹介した。
○千葉県ゆかりの著名人をゲストに招いてのＦＭ公開放送は３月に 10 回目を実施した。 

○事件取材を通して浮かび上がった犯罪者の更生のあり方
を問う番組として高い評価を得た。 
○地域から全国への情報発信に対して地元をはじめ多くの
関係者から感謝と称賛の声が寄せられた。 
○告知方法の工夫などで若い年代の観覧者が増えた。 

○事件や事故の背後にある問題点を番組化することに今後
も努力する。 
○割り当て分だけでなく積極的な番組提案で今後も情報発
信量アップに努める。 
○視聴者との結びつき強化のためＦＭ公開を継続する。 

【宇都宮局】 
○「足利事件再審」報道については全局体制で臨み、首都圏放送センターと連携しながら信頼ある放送に取
り組んだ。２月のＦＭ公開生放送は、22 年廃校する女子高からの生放送を企画し、訪れた 100 人以上の視聴
者との結び付きの強化を図った。栃木市で地元ゆかりの独自イベントを企画、放送し地域活性化へ寄与した。
７つのデジタル中継局、23 のＮＨＫ共聴施設への地デジ導入を予定通り達成することができた。デジサポ・
自治体と協力し、高齢者対象のセミナー４回、住民説明会を 30 回以上開催した。 

○「足利事件再審」問題では、えん罪事件の背景や今後の
課題について企画や中継リポートなどによる多角的な報道
で信頼あるニュースに貢献した。地域独自イベント｢喜多川
ミステリー｣は、地元自治体と一年がかりで企画を練り、地
域文化の掘り起こしを通して貴重なイベントに仕上がり、
県民の期待に応えたイベントとなった。 

○新たなテーマの発掘による情報発信が課題。ＦＭ公開生
番組を更に充実させるとともに、県民の信頼に応える放送
を発信。22 年度も 14 のデジタル中継局を建設予定で、関係
各所と難視解消の協議を詰めつつ、住民への説明会を積極
的に実施する。イベントやふれあいミーティングを通じて
県域放送開始と完全デジタル化の広報に努める。 

【さいたま局】 
○ＦＭ「週刊★サッカー王国」番組ＨＰへのメッセージ投稿者の集いを開催。番組コメンテーターによるト
ーク、質疑応答などを行い、一部を録音して次週の番組内で紹介した。 
○南関東３局での運用となった公開ＨＰ｢動画ニュース｣で、埼玉県のニュースは期間中に 68,000 ページビュ
ーあまりを数えるなどニーズが高い。 
○ＣＡＴＶ17 社の制作担当者を対象とした研修を局内で実施。講師や事務局などに全局体制で取り組んだ。

○「週刊★サッカー王国」の集いは、熱心なリスナーの希
望と合致し、番組の存在感を印象づける契機となった。 
○「動画ニュース」は編集を本部で一括して行い、効率的
な運用を図っている。 
○ＣＡＴＶ制作担当者研修は、地域性に富んだ具体的な内
容で、参加者からの共感と好評を得た。 

○新年度は「週刊★サッカー王国」の放送時間を拡大し、
Ｊリーグをはじめサッカーに関する情報も充実させる。Ｈ
Ｐへの投稿メッセージ数の増加も目指す。 
○ＦＭ「日刊！さいたま～ず」の新設に合わせ、公開ＨＰ
をリニューアルする。「動画ニュース」も継続し、接触者率
向上を目指す。 
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東海・北陸   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
景気回復が遅れ、経済状況が厳しいなかで、年度末の営業目標達成に向けて各放送局で地域スタッフや委

託先法人等への働きかけなど、様々な取り組みにより、衛星および事業所契約増加目標を達成した。 
完全デジタル化に向けて、中継局建設や共聴施設の改修などの取り組みをさらに拡大し、各種イベント等

の機会をとらえて視聴者へのアピールや個別相談など、働きかけをいっそう強めている。 
 

 
第３四半期末のキャンペーンで得た勢いをそのまま第４

四半期に続けることができ、好業績につながった。 
送信側の取り組みはほぼ計画どおりに進捗している。受

信側でも、視聴者の理解は短い間に進んできている。 

 
総数増加を含む各項目をバランスよく推進できる「体力

づくり」と年度前半の業績確保を課題として取り組む。 
地デジ普及促進については，都市部障害対策共聴エリア

等への周知・広報にも努めていく。 

【名古屋局】 
○大量リコールに端を発したトヨタ自動車の品質問題を、米国へのクルー派遣を含め多角的に伝えた。 
○名古屋開府 400 年関連番組を「金とく」「サタ★テン」などで年頭から展開した。 
○１年間にわたるスマイルキャンペーンは、これまでに寄せられた写真やメッセージを放送センタービル内
に展示するとともに、市営地下鉄の１編成を借り切って「スマイルトレイン」として運行し、締めくくった。

 
○関心の高いテーマを現地からのリポートで詳報できた。 
○「金とく」名古屋城は視聴率 10.5％とよく見られた。 
○ふだんＮＨＫと接触がない視聴者にも「地域の応援団と
してのＮＨＫ」を広くアピールでき、話題を喚起した。 

 
○動向を今後もフォローし、ニュース・番組で伝えていく。
○名古屋にとって特別な年を、年間通じて盛り上げていく。
○１年間のキャンペーンで得たノウハウや局内連携体制を
生かし、22 年度も新たなテーマで情報発信していきたい。

【金沢局】 
○羽咋市妙成寺から、厳しい修業を勤め上げた僧５人による寒水荒行の模様を「くる年」で生中継した。 
○珠洲市他で行われた第２回「アナログ放送終了リハーサル」において、民放と連携して告知スーパーによ
る周知を徹底し、トラブルもなく終了した。  
○ケーブルテレビに番組出演を呼びかけ、５社が出演した。このうち、白山市の「あさがおテレビ」に対し
ては、地元で開催した「のど自慢」予選会の収録などを通じ関係強化を更に進めた。 
○石川県ゆかりの著名人の「開局 80 周年ありがとうメッセージ」やマスコットキャラクター「ことじろう」
のアニメーションスポット、金沢局の広報紙「ことじろう通信」を開始した他、様々な場面に「ことじろう」
を展開し、県民の金沢局への親近感醸成を図った。 

 
○厳粛な空間での僧侶の祈りを緊張感のある映像で描き、
高い評価を得た。 
○関係者と連携し告知スーパーの的確な運用に努め、「告知
スーパーの効果を検証した。  
○営業、放送の一体の取組みが、22 年３月からの「あさが
おテレビ」での既加入者対策に繋がった。 
○様々な場面への「ことじろう」の展開により、「ことじろ
う」と「開局 80 周年」が県民に浸透し始めた。 

 
○ルーブル美術館にとって初めての現代美術とのコラボレ
ーションとなる金沢21世紀美術館との合同特別展（４月～）
をはじめ、様々な文化活動等を放送で紹介し、地域におけ
る金沢局の存在感を高めていく。 
○珠洲中継局のアナログ放送終了（22 年７月）に向け、具
体的な活動を推進するとともに、デジタル中継局の建設等
を推進し、地上デジタル放送への移行を完遂する。 
○各部の連携を武器に、ＣＡＴＶ既加入者対策や団体一括
開始を進めていく。 
○「ことじろう」を先頭に、開局 80 周年の放送サービスを
展開し、金沢局への県民の親近感醸成を進めていく。 

【静岡局】 
○地域の放送局としての存在を示すため、「たっぷり静岡」の中継キャラバンを２月８日に藤枝で、３月 18
日に熱海で実施し、あわせてＦＭ初の試みである「伊豆文学賞」最優秀作品の朗読番組を制作した。 
○「オールＮＨＫの取り組み」として全職員による衛星電話対策を２月中旬から３月中旬に実施した。 
○ホームページ「防災ポータルサイト」制作・運営の中心となっている静岡局デジタルコンテンツプロジェ
クトの活動は、ＮＨＫ内でも高い評価を得た。 

 
○キャラバンは熱海ではＢＳ新番組の公開収録と日程を合
わせてＰＲし、藤枝では学生との対話の場を設けた。  
○衛星電話対策は放送・技術・総務から 85 人が参加し、静
岡・浜松計で衛星取次 64 件と大きな効果があった。 

 
○キャラバンは営業・広報活動との連携をさらに深めて、
より効果的に推進していく。 
○全局体制で取り組み、営業活動の重要性を再認識した。
継続して実施したい。 

【福井局】 
○小浜市出身の華道家を取り上げた「トップランナー」（１月）を放送したほか、ラジオ第１の全国特集番組
「渋谷アニメランド」（３月）を坂井市で公開収録して放送するなど、若者向け番組を全国に発信した。 
○高速増殖炉“もんじゅ”が運転再開を目指していることを見据えて、原発事故を想定した初動訓練（２月）
を原発オフサイトセンターで実施するとともに、線量計の使い方について勉強会を行った。 

 
○「渋谷アニメランド」の参加のほとんどが 20 代前後の若
者で、「また是非やってほしい」といった意見が多く寄せら
れた。 
○勉強会の参加者からは、「報道する際のシミュレーション
になった」といった意見が寄せられた。 

 
○今後も、若者との接触者率を増やすなど、視聴層拡大に
向けた取り組みを行っていく。 
○“もんじゅ”の運転再開も含め、災害などいざというと
きに備えて、初動訓練や勉強会など引き続き実施していく。

【富山局】 
○｢ひとりじゃない｣キャンペーンは今期で終了。締めくくりとして｢認知症と向きあう｣をテーマに５本の企
画を集中的に放送し、連動するかたちで｢認知症フォーラム｣を開催した。３か年実施してきた富山大メディ
ア講座が 21 年度で終了するにあたり、最終講義として｢どうする？富山の地域放送｣フォーラムを共催の地元
民放と行った。デジタル中継局の整備完了に続き、今期ＮＨＫ共聴、自主共聴についても整備方針を決めた。

 
○｢ひとりじゃない｣キャンペーンは２年間に及ぶ展開を終
了したが、締めくくりに相応しい内容だった。富山大講義
についても大学・若者対策として、また地元民放とのコラ
ボという新しい取り組みも展開できた。 

 
○｢ひとりじゃない｣に続き、22 年度は富山の未来を豊かに
するヒントを探る｢あした、みつけた｣という新たなキャン
ペーンを展開する。営業課題だった地域スタッフの要員確
保もでき、22 年は全目標達成に向け計画的な活動を試みる。

【津局】 
○「ふるさとにＱ」は１月に紀北町、２月、３月に木曽岬町を取り上げた。地域に残る民話の謎に迫る企画
や地元の企業が培った技術を生かして海外からも注文が来るフライパンなどを紹介し、好評を得た。 
◯プロジェクト活動の一環であるスポット・ロケを通じ、地元の視聴者との結びつきが深まり、自治体窓口
や取材協力先等への契約対策も円滑に進むなど、営業業績に直結する活動として定着した。 

○「ふるさとにＱ」で取り上げた話題や特産品などについ
て多くの反響や問い合わせが寄せられるようになり、この
コーナーが視聴者に定着してきたことを窺わせている。 
◯営業活動の成果として、低契約率ホテルの適正化（+126
件）、滞納企業の支払再開（＋63 件）等があった。 

◯22 年度は「ほっとイブニングみえ」で中継回数を増やす
など、よりライブ感を生かしたものにして内容の充実を図
っていきたい。また、21 年度初めて放送に結びつけた津局
制作のドキュメント番組の制作にも引き続き取り組みた
い。 

【岐阜局】 
○県内には隣の名古屋局を視聴している世帯がまだ相当数あるため、地デジ化を契機に県域視聴を促進する
キャンペーンスポットを放送や駅前大画面テレビで大々的に展開した。また「たーんとみのひだ」にデジサ
ポ責任者が出演して課題であるビル陰共聴対策等を訴えたほか、デジサポとともにイベント会場や住宅フェ
アにおける地デジ説明会を今期４回開催した。さらに局舎シャッターを使ったＰＲ、局舎壁面への告知横断
幕の掲出、中継車へマグネットシール貼付による広報など、地デジ対応促進活動を複合的に展開した。 

 
○円滑なアナログ放送終了に向け、多彩なアイデアで広報
活動を展開できた。第３～４四半期に活動が集中するなど、
立ち上がりがやや遅くなったが、視聴者からの地デジ化や
県域視聴に関する問合せが増えるなど手ごたえは大きかっ
た。今後も活動強化をめざす。 

 
○「ビル陰対策共同受信施設」など特定の受信形態に課題
が残っている。それぞれの地域事情にあった個別具体的な
デジタル化の方法についてアドバイスを徹底していく必要
がある。スクラム 2011 会議など関係者・団体との情報共有
を進めることで対象を明確にし、効果的な取り組みを展開
していく。 
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近 畿   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
阪神・淡路大震災 15 年、平城遷都 1300 年など各放送局が掲げた「放送局のちから」を具体化していくと

ともに、経営２目標達成にむけた初年度を終えた。 
営業は、取次ぎ数全国２位の確保など、近畿ブロックは着実に実績を残した。また、デジタル化について

は、送信側の対策が 21 年度の計画を順調に達成。都市部の難視聴対策を引き続き行う。 
全体として近畿ブロックは 21 年度のしめくくりにふさわしい成果をあげた。 

 
神戸局と大阪局を中心にして１週間にわたり、「命をみつ

める。心をつなぐ」を大テーマに多様な震災関連番組を展
開。15 年たった被災地の人々と課題に真摯に向き合った。 
「平城遷都 1300 年祭」（１月開幕）に向けた布石が着実

に結実しつつある。上海万博については、ＳＭＧ（上海メ
ディアグループ）との粘り強い交渉により、開幕中継と大
型番組発信が実現することになった。 

 
デジタル対策は今後、電波障害対策共聴（ビル陰共聴）

に関する受信対策を重点課題とする。またＢＳアナログ停
波にともなう対策は喫緊の課題である。 
接触者率アップに向けた、さまざまな回路での広報活動

の充実が求められる。 
 

【大阪局】 
○大阪放送局開局 85 周年記念事業計画に基づき、21 年度内に計画されている 85 周年事業の具体的な取り組
みの展開に着手した。「ＢＫ８５さくら祭り」では、連続テレビ小説「ウェルかめ」のはまもと荘のセット公
開と連動し「大仏開眼衣装」「等身大大仏」等の展示を実施するとともに、「85 歳家族の絆写真展」等を開催
した。 
○震災 15 年関連の全国放送は計 22 本。「命をみつめる。心をつなぐ」という次世代への絆をテーマに番組群
を構築した。災害への理解を深め、特にドラマ「その街のこども」は 15 年という今でしか出来ないドラマと
非常に高い評価を得た。 
○契約総数は、地域スタッフ数が要員枠を大幅に下回る中で、生産性の向上を目指し取次総量確保を図って
きた。厳しい営業環境の中ではあるが、職員・法人を含めた近畿ブロックの取次数は全国２位を確保できた。

○「ＢＫ８５さくら祭り」には、期間中、44,000 人余りの
人が来局し、特に等身大の大仏のセットには「すばらしい」
との声が寄せられた。地元の放送局として親しんでもらう
上で、大きな効果があったと考える。 
○震災 15 年では大阪・神戸が連携して、質・量ともに視聴
者の期待に応える内容の放送を行い、大阪局は神戸局とと
もに高い評価を得た。 
○全額免除数の増加など引き続き経済状況悪化の影響もみ
られる中で、対前年度収納額増加率は、４年連続して全国
平均を上回り、対前年度増加額は 10 億円を見込んでいる。 

○大阪放送局開局 85 周年記念事業を、22 年の活動の基本に
据えて「放送局のちから」を発揮するための具体的な計画
を策定していく。 
○震災を風化させないよう報道のしかたに今後一層の工夫
が求められる。人の命と財産を守る災害・減災報道のＮＨ
Ｋの声価をさらに高めるよう不断の努力を続ける。 
○近畿ブロックの営業課題は、契約総数増加の確保である。
そのためには①地域スタッフの生産性向上・要員数確保②
効率的・効果的な部外戦力の運用が今後も必要である。 

【京都局】 
○２月に宇治市で行った「のど自慢」の予選会に出場した 250 組全員を後日ローカル番組で紹介した。予選
会当日に会場を訪れた人のために、最新の撮影機材が体験できるコーナーやＮＨＫのキャラクターと一緒に
撮影するフォトサービスを行うなど視聴者活動を実施した。 
○第４四半期に学生（高校生・大学生・京都大学留学生）を対象とした職員（アナウンサーなど）の講演や
ふれあいミーティングを３回開催し 71 人が参加した。 

 
○「のど自慢」での視聴者活動を始め、視聴者とじかに接
する機会を大切にし、ＮＨＫへの親近感を高めた。 
○学生を対象としたふれあいミーティングの参加者数は前
年同期と比較して 3.2 倍となっており、学生との交流の機
会は着実に増えている。 

 
○放送を通じて地域の人たちとふれあう取り組みは22年度
へ向けてキャラバンや視聴者参加番組等の内容充実などさ
らに工夫が必要である。 
○学生を対象にした放送やイベントは数多く、ＮＨＫ講座、
フレッシャーズ対策と合わせて学生のＮＨＫに対する理解
促進につながっていて、営業活動にも貢献している。 

【神戸局】 
○阪神・淡路大震災から 15 年の今年は、１月 17 日を中心に大阪局と協力し、21 年の２倍を超える全国放送
番組を制作。 
○衛星契約増加目標は、神戸、阪神、姫路とも達成。事業所対策は年度前半から早期展開を図り、２月末に
増加目標の 210.4％を確保。エリア型法人委託に対し、全５業務受託法人としての体制確立を支援した。 
 
 

 
○「ホリデーにっぽん」は、被災した人々の＜思い＞が 31
文字に結晶し、今も神戸で生きる人々につながり励ましに
なっていることがよく判った。公共放送の使命を果たした
と内外から高い評価を受けた。 
○早期達成をめざした衛星契約増加目標は、収納額への影
響も大きく、評価できる。営業収納額は、１月末で 20 年度
比１億 2,000 万円の増収を確保。 

 
○震災 15 年の節目に、一定の存在感を示し得た。取材・制
作で得た新たな知見を今後の放送や事業活動につなげる。
○地域スタッフに対しては「量」と「質」の向上を指導し、
進捗の前倒しを図る。また、法人委託により、必要な業績
の確保をめざす。課題である口座取次数の向上に向け、低
位者への対応を強化する。 

【和歌山局】 
○一般職全員が部局を横断して様々な課題や提案を出し合い意見交換会する「オレンジ・サミット」を１月
に開催し、放送と連動した営業対策や「もっと知ろうキャンペーン」など様々な提案について議論した。 
○「おいでよ！Ｎわか 大公開」のタイトルで会館公開を実施した。課題や提案を随時書き込んで意見交換
できるイントラ掲示板「オレンジ・ボックス」なども活用して全職員から広くアイデアを募り、６１０のス
タジオ公開やスタジオカメラ・屋上リモコンカメラ操作、３Ｄハイビジョンシアター、５．１ｃｈサラウン
ドシアターに加えて、起震車体験や「わかやまポンチ」試食、デジサポによる地デジ相談など楽しく盛りだ
くさんな内容とした。 

 
○「オレンジ・ボックス」でも、18 項目のスレッドで意見
交換が行われ、会館公開の充実やデータ放送のレシピアッ
プの迅速化などの改善が生まれた。 
○会館公開は雨にも関わらず 600 人もの来館者があり大変
な好評をいただいた。オレンジスタジオで行ったＦＭ公開
番組は津波警報の影響で生放送でなく収録となったが、ゲ
ストの生演奏や視聴者参加のゴスペルコンサートで盛り上
がった。 

 
○「オレンジ・ボックス」「オレンジ・サミット」の提案も
含めて、各部の施策を総合的にスケジュール調整しうまく
連携させることで効率的かつ効果的に部局目標に結び付け
ていく「戦略プロジェクト（仮題）」を４月から立ち上げる。
○10 月に予定していた会館公開は、災害対策総合訓練と総
選挙の都合で２月に延期せざるを得なくなったが、職員の
部局を越える連携や工夫で大成功を納めることが出来た。

【奈良局】 
○「やまとの国宝」ホームページを１月５日に立ち上げた。２月 18 日からは動画提供を開始した。 
○ドラマ「万葉ラブストーリー」四季編の完結版“冬編”を３月に放送。脚本募集のみならず、脚本審査員、
ロケ地、エキストラなど、すべて一般に公募し「地域のみんなと作るドラマ」とした。 
○「ならナビ」“なら 1300 人の夢”では奈良版の“1000 人メッセージ”に放送、技術、営業、企画総務のす
べてのセクションがかかわる全局体制で取り組んだ。 

 
○今期も動画展開やより見やすい・活用しやすい奈良局ホ
ームページに向け積極展開した。今後も、本部や拠点局か
らの各局支援を得つつ進めたい。 
○目標とした年度での合計視聴率が 28.5％と、目標の 20％
を大きく超え、観光応援につながった。 
○年度末段階で、443 人分を収録済み。「ならナビ」ですで
に 232 人を放送。 

○22 年度も平城遷都 1300 年に関連し、1300 年祭のメイン
会場となる平城宮跡内に新たに設けたサテライトスタジオ
からお送りする「せんとくん通信」の動画提供も加えるな
ど取り組みを推進する予定。 
○四季編が完結し、一定の役割を果たせた。今後は有効活
用にも努めたい。 
○1300 人完遂に向けて、順調に収録が進んでいる。様々な
機会を捉え、奈良の老若男女の元気な夢を収録し、発信し
ていく。 

【大津局】 
○営業諸目標のうち６項目を達成し、全国トップレベルの実績となった。  
○３月に、環境ホームページ「びわエコ」の全体を公開し、「おうみ発６１０」内のコーナー「びわ湖クロー
ズアップ」や「環境メッセージ」の放送内容も掲載するようにした。  

 
○支払総数 117％、衛星契約 133％、契約総数 162％、事業
所契約 366％、世帯契約 126％の増加を確保した。 
○「びわエコ」全体公開後は、アクセス数も伸びてきてお
り、「びわエコ写真館」への投稿も徐々に増えて、“環境こ
だわり放送局”のホームページとして定着しつつある。  

 
○下半期以降の地域スタッフ取次が下降し目標進捗率が伸
び悩んだが、職員が数多くの施策を講じ効果的な推進によ
り次年度につながる活動となった。 
○「びわエコ」は、びわ湖をはじめとする自然環境や大切
な水資源について改めて考え、学ぶ場として、また視聴者
との交流の場として、活用しく。  
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中 国   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
 ３-Screens 展開では、広島局の｢ひろしま男子駅伝｣で初の試みとして全チームの健闘の模様をＨＰで動画
配信したほか、松江局の｢アラハタ！｣に続いて鳥取局も新たに若者をターゲットにした新番組「√るーと」
を開始するなど、各局が接触者率向上を目指して意欲的に番組制作やネット展開を行った。また広島局の新
春コンサート、岡山局のキャンペーン番組と連動したフォーラムの開催、松江局の「アラハタ！」公開生放
送、山口局のテレビ開局 50 年記念会館公開など、各局が積極的に地域の視聴者との交流を図り、地域に根ざ
した放送局としての活動を着実に推進した。 
 

 
 各局の３-Screens 展開では、ＰＣ･携帯とも高いアクセス
数を記録し、ＮＨＫのコンテンツが地域の視聴者に受け入
れられつつあることを物語っている。またイベントや公開
生放送でも多くの来場者があり、「地域を元気にする拠点」
として、視聴者の信頼も高まっている。 

 
 22 年度も各局が引き続き地域に密着し、地域の課題に正
面から向き合う番組を意欲的に制作するとともに、３
-Screens 展開やイベントも含め接触者率向上に資する施策
を戦略的に展開していく。また支払率の向上、地上デジタ
ル放送普及に向けてもそれぞれのアプローチから独自施策
を打ち出していく。 

【広島局】 
○｢ひろしま男子駅伝｣(1/24、視聴率 32.9％)では、競技データをＰＣ・携帯・データ放送で配信し、ＨＰで
も出場全チームのスタート時の模様などを初めて動画で紹介。「いよいよ開幕！野村カープ」(3/19、視聴率
14.8％)でもＰＣ・携帯・データ放送を活用した投票システムと応援メッセージシステムを駆使するなど積極
的に３-Screens 展開を実施。また、世界文化遺産・宮島のある廿日市市とモン・サン＝ミッシェル市（仏）
との観光友好都市提携を記念した「ＮＨＫ広島新春コンサート 祈りの海の夕べ」(1/10)を開催し、好評を
博した。 
 

 
○駅伝ＨＰのアクセス数は、ＰＣ・携帯ともＮＨＫ全ディ
レクトリ内でトップとなった。「野村カープ」への投票シス
テムには 2,233 件、応援メッセージは 323 件の参加があり、
視聴者の声を番組に反映させた。新春コンサートは地元若
手演奏家を起用するなど地域の音楽振興にも貢献し、関係
者から多くの評価の声が寄せられた。 

 
○番組をより楽しんでもらう工夫に継続して取り組んでお
り、22 年度は金曜夜間のＦＭで、10～20 代をターゲットに
ＰＣや携帯を活用した双方向番組を新設し、若年層の接触
者率向上を図る。また、コンサートを通じて地元の音楽団
体等との連携が強化された。今後も地域に根付いたイベン
ト展開に努める。 

【岡山局】 
○通年で取り組んでいる「脳卒中防止キャンペーン」では、夕方６時台で５本の関連リポートを伝え、キャ
ンペーンスポット２本を制作して好適時間帯に放送した。さらに、大阪の国立循環器病センターと共同で初
のイベント「脳卒中を考える」フォーラムを開催(3/23)、750 人が集まった。豪雨災害にみまわれた美作市で
は｢龍馬伝セミナー」や｢地デジわくわく広場｣を核とする復興支援イベントを実施(2/6)した。また局内の３
-Screens 推進プロジェクトで新規サービスについて検討を重ね、昼前情報番組に届いた絵手紙を紹介する「ひ
だまり絵手紙ブログ」や「スタッフブログ」を開設した。 
 

 
○リポートの一部が「三つのたまご」などで紹介され、岡
山局の取り組みを全国に発信できた。３時間にもおよぶフ
ォーラムも出席者からは評価の声をいただいた。美作市で
のイベントの開催により「地域の放送局」をアピールでき
た。絵手紙ブログは開始から１か月で多数のアクセスがあ
り、手応えを感じている。 

 
○キャンペーンで培ったノウハウは 22 年度の「みんなで子
育てキャンペーン」や開局 80 年記念事業に活かしていくと
ともに、「岡山の元気を応援する」取り組みも継続していく。
絵手紙ブログなど新たにスタートさせたコンテンツは制作
体制の確立とサービスの充実を図り、データ放送も含め掲
載情報の整理を進めていく。 

【松江局】 
○21 年末に発生した浜田市の女子大学生遺体遺棄事件を受け、犯罪に強い街づくりの視点から「ＬＥＤ防犯
灯の設置と効果」「子どもたちの防犯教室」など、地域の取り組みを積極的に報道した。また松江局が若年層
の接触者率向上を目指して独自制作してきた「アラハタ！」は、松江高専に 150 名の若者を集めて 75 分の公
開生放送を実施（3/12）、携帯電話から視聴者が投票できる双方向番組とした。 

 
○事件は未解決で県民の関心は極めて高い。捜査の行方だ
けでなく、犯罪を予防するための放送は、地域のニーズに
合致しており公共放送の役割を果たしている。「アラハ
タ！」は若年層の接触者率向上に寄与していると確信する。 

 
○犯罪に強い街づくりは島根県にとって大きなテーマであ
り、今後も的確な情報を報道して地域の放送局としての役
割を果たしていく。「アラハタ！」は地域の若者がさらに参
加しやすい番組やイベントの実現に向け、企画力を高めて
いく。 

【鳥取局】 
○男性連続不審死で容疑者が強盗殺人容疑で再逮捕された事件では、容疑者の特ダネ映像を使って全国放送
と県域放送でいち早く詳しく伝え、公共放送の責務を果たした。また、若者をターゲットにした新番組「√
るーと」を放送(3/12)し、若年層の接触者率向上にも意欲的に取り組んだ。22 年度前期の連続テレビ小説「ゲ
ゲゲの女房」ＰＲでは、松江局と共同して関連番組の放送とともにＨＰ・携帯サイトを開設(3/25)し、朝の
ゾーンの視聴者拡大に努めた。 
 

 
○不審死事件では 21 年の疑惑発覚後、事前取材や準備を進
め、分厚い内容で放送することができ、視聴者の期待に応
えた。「√るーと」は、放送直後に高校生などから好評のメ
ールが届くなど概ね好意的な反応が寄せられている。 

 
○不審死事件では続報に課題が残ったことから、若い記者
の育成に一層力を注いでいく。「√るーと」は４月から日曜
深夜に隔週放送するとともに、関連ＨＰ・携帯サイトも立
ち上げ、若年層の接触者率向上を目指す。 

【山口局】 
○高校入試出願倍率を 2/17 よりＰＣ・携帯サイトにアップしたところ、２月末までののべ 12 日間で携帯端
末からのアクセス数が 13,826 件を記録し､山口局の携帯サイトでトップとなった｡テレビ開局 50 年関連では
「テレビ５０年ありがとう！キャラバン」を１～３月で計 10 回実施した。また 3/20～21 にはテレビ 50 年の
ファイナルイベントとして会館公開を実施。幅広い層を対象にした多彩な内容で、２日間でのべ 3,500 人の
入場者があった。 
 

 
○「出願倍率」サービスでは特に携帯サイトにおいて 10 代
の若年層から多くのアクセスがあったものと思われる。キ
ャラバン実施後には共聴施設の新設が１か所、自主共聴の
デジタル化改修１か所が決定。会館公開では山口局への親
近感の醸成に努めた。 

 
○ＰＣと携帯、それぞれの特性を活かしたコンテンツ制作
を今後も行う。22 年度のキャラバンは技術職員を中心に 21
年度の約５倍の 75 か所で「地デジ難視ゼロ」キャラバンと
して実施予定。会館イベントは隣接施設との連携も視野に
地域貢献施策を検討している。 
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四 国   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
「ドラマチック！四国」では、各局が関連番組を制作し、ブロックや全国に向けて放送するとともに、「ドラ
マチック！四国」展を四国４県と東京、名古屋、大阪で実施。番組だけでなく、各県の魅力を紹介する映像
も流して、「放送局のちから」を発揮した。キャンペーンの一環として４県の各金融機関にトップセールスを
行い、口座勧奨活動を行った。高松へのヘリ配備に伴いブロックとして体制を整備し、研修を重ねて運用に
備えた。 
 

 
「ドラマチック！四国」展は 79,000 人を集客。番組では１
月から放送が開始された「龍馬伝」に関連して全国放送番
組の企画も多く、四国の存在をＮＨＫ全体で盛り上げるこ
とになって、観光客増加につながった。関係の自治体から
も感謝の意が示されている。 
 

 
「ドラマチック！四国」は今後、ドラマだけでなく各県の
文化や人物に対象を広げ、金曜夜の「しこく８」の枠でブ
ロックを挙げて番組を制作していく。今回培ったノウハウ
をさらに進化させ、四国の魅力を全国に発信していく。 

【松山局】 
○午後６時台の情報番組では伊方のプルサーマル問題、元気な企業の紹介、バンクーバーオリンピックの地
元スノーボード選手などを分厚く伝えた。「四国羅針盤」では地元病院の病気腎移植問題を取り上げた。双方
向番組「四国選択会議」では高速道路無料化について議論を行い大きな反響を得た。また若年層の参加番組
を複数制作し接触者率を高めた。会館公開では職員の講演によるふれあいミーティングや俳句王国のスタジ
オ公開を行い、視聴者との接触を図った。 
 

 
○午後６時台の視聴率は 10.1％で民放を圧倒。南国出身の
スノーボード選手は全国的にもインパクトが強かった。「四
国選択会議」は 11.5％の視聴率で 15,000 人もの視聴者参加
があった。若年層に向けてはイベントも分厚く実施し接触
者率を高めた。 

 
○午後６時台は「地域が変わる」をテーマにシリーズを強
化。若年層を積極的に取り上げ、接触者率向上を図る。「四
国選択会議」はデータ放送からも参加できるようにし、ワ
ンセグ利用の可能性も探る。引き続き「坂の上の雲」を取
り上げる。 

【高知局】 
○春野町での公開収録をはじめ、ニュース番組、「四国羅針盤」、「西日本の旅」、「とさ金」など高知局制作だ
けでなく全国放送番組やアニメなども活用して「龍馬伝」と高知県を露出した。ホームページでも他局制作
の高知関連番組を放送ＰＲと連動して掲載。ニュースでは、裁判員裁判、クロマグロ漁の課題、チリ地震の
津波警報などをタイムリーに伝えた。「龍馬伝」での盛り上がりを背景に営業成績が好調であり営業基本目標
を達成できる。 
 

 
○公開収録の観客は、ＨＰで申し込んだ 20～40 代の若い層
が 多で、85％の高い満足度評価。視聴率も 19.5％。接触
者率向上に貢献した。「とさ金」の企画を効率よく全国放送
に展開できた。津波警報関連放送には、須崎湊からの中継
など翌朝まできめ細かく対応した。 

 
○「しこく８」「とさ金８」の枠で龍馬関連特集を多彩に展
開する。ＨＰはドラマの進行に合わせて情報を付加、魅力
的なコンテンツを充実させる。若年層のＮＨＫへの接触の
機会を増やすための活動を強化。龍馬伝を営業、デジタル
化広報に活用。 

【徳島局】 
○「なみちゃんを探せ！」「ウェルかめッセージ」を各８本放送。３月には「なみちゃん…」の総集編も放送
した。「新日本風土記」で「阿波おどり」を放送（３月）、取材期間に半年余りかけた大型番組となった。こ
のほか、外国人介護士の取材を継続している。接触者率向上のため中・高校のクラブ活動を紹介する「突撃！
熱中クラブ」を８本制作。ウェルかめのキャラクター、かめっ太を徳島局のキャラクターに位置づけ、今後
の局ＰＲに活用していく。 
 

 
○ウェルかめ関連キャンペーンはモニター報告、視聴者意
向とも好評。「阿波おどり」も百科事典的番組に仕上がり好
評。津波報道では県南部からの中継が評価された。クラブ
紹介はアナウンサーの熱意もあり、若年層の認知度が上が
った。 

 
○22 年度も不況の問題や地域再生について取り上げてい
く。午後６時台は全面リニューアルして内容を拡充する。
新しいキャラクター、かめっ太を活用し、「開かれた会館」
に向けて施策を充実、来館者を増やしロビー展を活性化す
る。 

【高松局】 
○午後６時台では瀬戸内国際芸術祭（７月）についての予定や課題、宇高フェリー廃止問題など多角的に取
材して放送した。瀬戸内海で起きている海苔の色落ち問題は「四国羅針盤」に展開した。香川県ＴＶＣＭＬ
のネットワーク構築を終え、データの実用性を確認できた。旅館組合や小豆島への対応を積み重ね、小豆島
地区から総数 325 件、衛星 55 件の契約増加を確保した。また丸亀でも長期の交渉で 205 件の実績を上げた。
 

 
○宇高フェリー問題については 22 年度に展開を予定。海苔
の色落ち問題はモニター報告で高い評価を得た。ＴＶＣＭ
Ｌでは本部や外部業者との連携により放送のめどが立っ
た。営業については人気の県域番組や金融機関との連携を
活用した。 
 

 
○フェリー業界だけでなく鉄道や道路も含めて幅広い視点
で取材・放送を続ける。ＴＶＣＭＬについては雨が多くな
る時期までに放送準備を整える。営業については地域スタ
ッフの採用と入れ替えを行い、戦力を活性化させて業績向
上を目指す。 
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九 州   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
地域放送充実予算を提案に基づいて重点配分し、域内各局とも放送を通じて地域の魅力を発信し、地域を

元気にする拠点としての取り組みを進めた。22 年度予算に向けて地域充実予算の配分に向けた域内提案募集
を実施し、第一次予算配分を審査決定した。域内の契約総数確保に向け、対策局所を選定して、各局事業所
担当者を動員した事業所集中対策を拠点局指導で行い、大きな成果をあげた。 
 

 
地域放送充実予算の配分が効率的に行われ、各放送局の

取り組みを十分支援することができた。営業活動やデジタ
ル化推進策についても、拠点局の指示のもとで集中的に実
施し、域内全体の業績向上に役立った。 

 
今後も各部門で人材・予算・機材の集中的かつ効率的な

運用に努め、域内全体として最大級の効果をもたらすよう
に、拠点局の指導力を発揮していく必要がある。人材育成
についても効果的な独自施策を拠点局中心に進めていく。

【福岡局】 
○全国放送に積極的に取り組み大きな成果を得た。「熱血オヤジバトル」は 22 年度からブロック予選を実施
し参加バンドが倍増、福岡で行われた決戦ライブの模様を全国放送した。ドラマ「母さんへ」を全国放送し
月間ギャラクシー賞を受賞。また、若者の孤独死問題を取り上げた一連の報道が高く評価された。 
○新たな地上デジタル放送普及スポット「地デジ侍」を放送し、地デジについての問い合わせが倍増した。

 
○全国に向けて多彩な番組を放送し、地域に密着した番組
作りが福岡局の存在感を高める大きな成果を上げた。 
○「地デジ侍」は親しまれるキャラクターで反響も大きく
普及活動に大きく貢献している。 

 
○「オヤジバトル」は予算の効率的な運用をさらに進める。
開局 80 周年に向けてスケール感のあるドラマを制作、地域
の課題に目を向けた番組の全国発信にも努める。 
○地デジ普及イベントなどの取り組みを一層強化する。 

【北九州局】 
○Ｊ２に昇格し、北九州初のプロスポーツチームとなった地元サッカーチームのホーム開幕戦を中継した。
21 年のＪＦＬの際も含めて、年度内に４試合のローカル中継を行い、地域の期待に応えた。 
○不況による若年ホームレスの問題を掘り下げ、「クローズアップ現代」で第２弾を放送した。 
○市民が作った「まちうた」を集めた公開収録番組を、地域放送で２週にわたって放送した。 

 
○地域との一体感、達成感を得られ、「地域を盛り上げ、地
域の力を引き出します」という目標を完遂できた。 
○地域の課題に鋭く切り込んで、全中展開を継続できた。 
○故郷の良さを前面に出し、明るい話題を提供できた。 

 
○域内各局と協力して、九州勢同士の試合を中心に、22 年
も年間４回以上の試合中継を行う。特集放送も続ける。 
○不況下の地域を継続的に取材し、全中展開を図っていく。
○「うた」で 80 周年事業やイベントへの展開も検討する。

【熊本局】 
○地域応援のためのミニ番組「くまもと大好き！」を継続して制作、年間で 20 本、のべ 155 回放送した。 
○水俣病問題の歴史的節目となった３月の「和解合意」に至る動き、既存ダムとして全国で初めて撤去が決
まった荒瀬ダム問題など、地域の大きな課題の最新の動きを的確に取材、全国にも発信した。 
○衛星契約増加と事業所契約増加について目標を達成した。課題だった取りまとめ率は 40％まで上昇した 

 
○継続的取組みで地域応援の姿勢を強くアピールできた。 
○「クマロク！」の年間の視聴率は 9.8％と昨年度を 1.3 ポ
イント上回りニュース番組では県内トップとなった。 
○当初ほどではないが支払免除は継続して発生している。 

 
○22 年度はミニ番組の３-Screens 展開も図る。 
○水俣病問題は今後も解決に向けての道のりを丹念にフォ
ローしていく。 
○総数取次と口座・クレジット取次の総量確保が課題。 

【長崎局】 
○「龍馬伝」が１月にスタート。ロケで長崎を訪れた出演者へのインタビューの放送や、ホームページコン
テンツの充実、子役や書家を招いてのイベントなど、ドラマの盛り上がりにつながる取り組みを展開した。
○事実上、与野党対決の構造となり、政権交代後の政局に影響する注目選挙だった２月の知事選挙では、周
到な事前取材、出口調査、機動的な開票所取材で、民放より１時間以上早い午後８時 23 分に当確を速報した。

 
○１～３月の長崎における「龍馬伝」の視聴率は平均 32.7％
にのぼった。イベント参加者の満足度は 93％だった。。 
○正確・迅速な報道は、東京、九州管内からの応援を得て
万全の体制で臨んだ賜物だった。選挙ＨＰは 37 万ＰＶ。 

 
○長崎がドラマの舞台となる７月に向けて、番組、ホーム
ページ、イベントなどで更に地域の盛り上げを図る。 
○今回の成果を、22 年度の参議院選挙に生かす。選挙後の
県政の課題、諫早湾干拓問題などを今後も注視していく。

【鹿児島局】 
○アメリカ軍統治下の奄美の悲惨な歴史や大隅半島の高齢者問題、新幹線全線開業に向けた課題などを番組
やニュースで伝えた。地元民放と共同で火山防災シンポジウムを開催し、放送でも展開した。 
○海外での「篤姫」の放送を受け、ＨＰの篤姫コーナーで、中国語、ハングルのサイトを立ち上げた。 
○過疎化が進む大隅半島で、営業とも連携してキャラバンを実施した。 

○地域の課題に真正面から向き合うという目標は、達成し
たと分析している。火山シンポジウムは、桜島の活発な活
動に対する関心の高まりを反映し、会場が満席になった。 
○大隅キャラバンでは、営業が戦略的に活動し、70 件を超
える取次ぎを確保した。 

○23 年春の新幹線全線開業関連の番組展開を軸に、急浮上
した普天間基地の移設問題にも重点的に取り組んでいく。
○桜島噴火に関する情報発信を更に強化するとともに、警
戒レベルが上がった時の備えに万全を期す。 
○大隅地域を元気にするため、情報発信をより強化する。

【宮崎局】 
○宮崎弁を生かしたラジオドラマ「ゆれる車の音」「生活ほっと～母乳に潜むウィルス」、にっぽん紀行「宿
題は親子でギュッ」、元日生中継「海幸山幸・観光列車」等を全国放送し、宮崎の元気・課題を伝えた。 
○ふれあいミーティングは、多彩に年間 152 回、延べ 3,948 人と全局１位で、目標を大きく突破した。 
○日向灘地震を想定した実践的な災害総合訓練を実施し、初動から応援体制構築まで真摯な議論を共有した。

 
○いずれも若手の意欲的な挑戦で、列車中継は技術的障害
を克服しての試み。地域発ドラマにも先鞭をつけ反響は大。 
○山間地での地デジＰＲや営業支援を狙い出前型を多用。 
○日頃の備えと放技連携、緊急機材整備の好機となった。 

 
○全国発信こそ最大のローカルサービスと捉え、今後も地
域番組からの展開やＰＲに努め果敢に全国展開を図る。 
○イベント型対話なども含め、量から質の向上を目指す。
○台風地震に加え、新燃岳の噴火警戒などに今後も要注視。

【大分局】 
○「湯ったり快的出会い旅」「豊後の国 四季の詩」小さな旅「真玉海岸」など大分の素晴らしい自然を全国
各地に向けて紹介する番組を集中的に制作した。スポーツに関心が高い県民ニーズに応えてＪリーグ大分ト
リニータの地元開幕戦とプロバスケットボールの地元チームのアウェイゲームを中継した。 
○ＮＨＫへの理解を深めてもらうため「のど自慢」をはじめ３つの公開派遣番組を２月に県内各地で実施し
た。                                           

○第４四半期は大分の魅力を広くアピールする取り組みに
重点を置き大分発全国、ブロック向け番組を10本放送した。
県外からの反響も多数寄せられ「発信します まるごと大
分」の部局目標の達成につながった。公開派遣番組には大
勢の来場者があり、営業活動や地デジ推進の観点からも地
域局にとって重要なコンテンツであることを再認識した。 

○「放送局のちから」の中で緊急災害報道の充実と並び、
視聴者からの要望が強い大分からの情報発信を、22 年度は
さらに強化していく。合わせて県民の関心が高い地域のプ
ロスポーツについては放送やイベントを通して積極的に支
援し、大分局が地域スポーツの情報拠点のひとつと認知さ
れるよう通年で取り組む。 

【佐賀局】 
○「吹奏楽のチカラ」は、もう一度ブラスバンドをやってみたい市民 68 人が参加し、一度限りの夢のコンサ

ートを開催。多くの人たちと絆を深め、地域文化の発展に貢献した。 
○１月 22 日放送のドキュメント２０ｍｉｎ．「夢見る島～佐賀・高島～」は全国放送で最高視聴率を記録し
た。反響も多く、視聴者のみなさまのご要望に応えて２月５日に県域で再放送した。 

 
○音楽愛好家の発表の場を提供するとともに音楽文化の発
展に貢献した。 
○宝くじ当選祈願を島興しに活用した島の姿と、島を訪れ
る人々の人間模様を丁寧に取材し高評価を得た。 

 
○地域の人々との結びつきを深めるイベントを今後も開発
し、地域文化の発展に貢献していく。 
○地域経済や地域文化を発掘し、全国に発信する番組を今
後も継続して制作・放送していく。 

【沖縄局】 
○普天間基地移設問題では、海兵隊の現状などをハワイとアメリカ本土で取材し分厚く伝えた。注目の名護
市長選挙では九州・沖縄向けに特設枠を組んで開票速報を放送した。震度５弱の地震による津波警報では空
撮や沿岸中継など多角的に災害報道に取り組んだ（2/27）。 
○「第 63 回沖縄の歌と踊り」の公開収録、沖縄出身演奏家を交えたＮ響「金管コンサート」、地域ミニ番組
に登場する歌手たちによる「沖縄ちゅらうた」コンサートなど、多彩な芸術番組・イベントを展開した。 
 

○海兵隊の現地取材は、司令官などのインタビューや自衛
隊との共同訓練を通して米国が沖縄を重視する実情を伝え
た。僅差の名護市長選では、一部報道機関の「０％当確」
とは異なる、ＮＨＫの信頼できる選挙報道を印象づけた。 
○満席の「歌と踊り」の他、Ｎ響や「沖縄ちゅらうた」の
各コンサートなど若年層にも好評のイベントが続いた。 

○米国内の海兵隊取材に続いて、普天間基地の当事者、沖
縄の海兵隊の現状について取材をすすめる。７月の参院選
の他、沖縄では 11 月に知事選挙があり、万全の態勢で臨む。
○第 64 回の「沖縄の歌と踊りのつどい」が４月 11 日開催。
「ちゅらうた」や「おもろライブ」コンサートなど、若年
層にも好評な番組や企画を続けていく。 
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（５）日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け 24 時間英語放送）のコンテンツを強化】 
・毎正時英語ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、１月のハイチ地震では、被災地の現状を特派員による英語

リポートを交え連日報道した。２月のチリ地震の際には、発生から大津波警報の発令、津波の到達まで、
放送枠を拡大して逐次伝えた。国内の外国人向けにも、総合テレビの副音声などの英語情報を随時更新し
た。 

・「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」に対しては第４四半期、海外総支局から 144 本（月平均 48 本）、地域放送局から 30
本（月平均 10 本）の英語リポートが寄せられた。特に地域放送局からのリポートは、第３四半期までの累
計で 49 本だったのに対し、第４四半期だけで 30 本と大幅に増えた。 

・１月の鳩山首相年頭会見、２月の米議会トヨタ社長公聴会、３月の中国全人代での温家宝首相演説を生中
継した。中国全人代中継では中国語から英語への同時通訳を初めて行った。国内外の重要な会見や演説等
で特設ニュース枠を設けて生中継するなど、24 時間放送ならではの機動力を発揮した。 

・１月、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムのメインセッションの運営を日本の放送局として
初めて担当し、ＮＨＫワールドＴＶの討論番組「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」の公開討論として収録し、
ＮＨＫワールドＴＶとＢＳ１で放送した。会場に「ＮＨＫワールドＴＶ」のロゴを貼り出すなど、ＮＨＫ
国際放送の海外知名度向上に努めた。             

・番組編成で新たな試みを行った。２月に地域放送局制作の地域向け番組の中から、地方独自の自然や文化
を紹介する７本の優れた作品を集中編成した。３月には民放に協力を求め、国内のコンクールで受賞した
地方民放の番組から戦争の悲劇を訴える２本を「Documentaries of JAPAN」として放送。さらに日本賞事
務局と連携してスリランカ、フィリピンなどアジア各国の放送局が制作した各国の現状を描く番組４本を
「Documentaries of ASIA」として放送した。 

     
・「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」で放送した津波の映像はＣＮＮやＢ

ＢＣワールドなど海外のテレビ局でもＮＨＫワールドの
ロゴ入りで放送されるなど、災害報道に強いＮＨＫをア
ピールできた。 

・英語リポートは、取材担当者が英語で生出演する事例が
増えており、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」に対する認知度と関心
が全局的に広がってきた。 

・国内外での重要な会見や演説等を随時中継してきたこと
で生放送対応への機動力が大幅に向上した。また、国内
地上放送で生中継することがなかった中国全人代の初の
中継実施で、アジアの今を伝えるＮＨＫ国際放送の役割
を果たすことにつながった。 

・ＮＨＫワールドＴＶがダボス会議のメインセッションを
担当した結果、内外の著名な研究機関や公益的な団体か
ら「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」への強い関心と協力依
頼が寄せられている。 

・地域放送局制作番組や民放制作番組、さらにアジア各国
の番組の放送が、海外の視聴者に好意的に迎えられたこ
とがモニター調査で明らかになった。今後の編成の可能
性を広げるものと評価している。 

 

 
・災害時対応については、海外向けのＮＨＫワールドＴＶ
の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」に加え、国内の外国人向けの緊
急英語放送にも対応する必要がある。今回は、比較的短
期間で対応が終了したが、長期化する場合には、海外と
国内向けで伝える内容や目的が異なり、要員上の制約も
出てくる。３-Screens 展開も含め、緊急報道時の対応を
早急に検討・整備する必要がある。 

・地域放送局からの英語リポートは、事前のボイストレー
ニング等の徹底により改善されてきたが、なお改善の余
地が残っている。更なる品質向上のための取り組みを検
討したい。また、地域放送局に対する働きかけを強化し
て地域情報の一層の発掘に努めたい。 

・ＮＨＫワールドＴＶの番組編成の多様化に向け、英語独
自番組の充実を図る一方で、ＮＨＫだけでなく、内外の
放送局を含め、番組の調達先を広げながら、いかに優れ
た番組を放送していくか、柔軟な発想で試行を続けてい
きたい。 

【㈱日本国際放送（ＪＩＢ）独自番組の編成によるコンテンツ充実】 
・㈱日本国際放送（ＪＩＢ）の独自番組は、第４四半期に週２枠から週１枠に戻った。年間を通じた「NIKKEI 

Japan Report」、後期からスタートした海外で草の根で活躍する日本人を紹介するシリーズに加え、２月に
は日本の今後を考える２本の枠内特集番組を放送した。 

 
・第４四半期にＪＩＢ独自番組枠は 12 枠あったが、うち再

放送が５枠と全体の 40％となり、チャンネル全体の編成、
イメージへの影響が懸念される。 

 
・ＪＩＢ独自番組枠の縮減には、ＮＨＫ番組枠を増やすこ
とで柔軟に対応したが、ＪＩＢ独自放送の成否は経済情
勢と密接に結び付いており、厳しい状況が続いている。

【ＮＨＫワールドＴＶ受信可能世帯の拡大、視聴可能世帯数の中間点検と検証】 
・１月には、スリランカ DialogTV での衛星放送（15 万世帯）、タイのケーブル事業者 289 社が加盟するタイ
ケーブルテレビ協会（TCTA）との再送信包括契約（30 万世帯）、マレーシアのＩＰＴＶ事業者 DETV による
再送信、標準画質の放送を再送信していたグアムの GUDTV（ＩＰＴＶ）によるハイビジョン放送の再送信が
始まった。２月には、アフリカ 50 か国をカバーする衛星放送、MultiChoice Africa での衛星放送（90 万
世帯）、フィリピンの Destiny Cable、Cablelink による再送信（９万世帯）が始まった。 

・３月、欧州・アジア地域で広く使われているテレビ信号の規格（PAL）に準拠したハイビジョン放送を届け
ることが可能になった。 

 
・アフリカでの衛星放送開始により、21 年度の年間目標と
した視聴可能世帯数１億 2,500 万世帯を達成した。 

・ハイビジョン放送が実現したのはグアムのＩＰＴＶ再送
信だけだが、米国ＰＢＳ系列局を中心に再送信交渉を進
めている。また、欧州・アジア向けのハイビジョン信号
送出が始まったため、22 年度以降の再送信実現に期待が
持てる。 

 

 
・国により放送制度やビジネスモデルが大きく異なり、中
国や北米、南米への参入には、地域事情に応じた丁寧な
交渉を継続していく必要がある。 

・今後もハイビジョンによるＮＨＫワールドＴＶ普及に力
を入れていく。特に、アメリカではＰＢＳなど非商業局
の多くがデジタル化によるチャンネル増と財政難に直面
しており、ＮＨＫワールドＴＶの部分提供をめざしてい
く。 

【海外における国際放送の視聴状況に関する把握手法の開発】 
・非英語圏のフランス、イスラエル、タイで初めて視聴実態基礎調査を実施した。その結果、ＮＨＫワール

ドＴＶの認知率はフランス 12％、イスラエル７％、タイ（バンコク）41％、毎週視聴する世帯はフランス
３％、イスラエル５％、タイ（バンコク）11％という結果を得た。 

・また、アジアの富裕層をターゲットにしたメディア視聴調査「ＰＡＸ」に参加し、香港、バンコク、ジャ
カルタのデータを活用して、ＢＢＣ等との比較を通じて視聴者像を捉える試みを行った。 

・第３四半期に香港で行った番組ごとの定性調査の結果をまとめ、ニュースや番組、編成セクションに対し
説明会を開催するなど、現場へのフィードバックを進めた。 

・香港での個別番組評価の結果、国際放送では内容が判りやすい番組名が視聴動機に結びつくことが分かり、
日本各地を紹介する紀行番組「ＯＵＴ＆ＡＢＯＵＴ」のタイトルを新年度から「journeys in japan」に変更すること
を決めた。 

 
・ＮＨＫワールドＴＶの認知度・視聴頻度は、英語圏、非
英語圏にかかわらず、アジアで高く、欧米で低い傾向に
あることが判明した。 

・視聴実態調査で得られた客観的な数値をどのように分析
して何を評価するか、表現方法も含めて手法の開発を続
ける必要がある。 

 
・定量的な調査は定型化しつつある。今後はチャンネルの
認知度や視聴頻度といった基礎調査と、個別番組の視聴
状況を把握する調査を分けるなど、効率的な調査手法の
開発に努め、調査対象地域の拡大に対応する。 

・定性的な調査は、調査手法、結果の分析・評価と表現の
方法について今後開発を進める。 

【インターネットによる配信の充実、ホームページアクセス数の中間点検と検証】 
・ＮＨＫワールド・オンラインへのアクセス数は、第４四半期に 2,000 万ページビュー、年間累計では 7,760

万に達し、目標の 7,000 万ページビューを上回った。 
・２月には、iPhone でストリーミングを見ることができるアプリケーションを開発して公開した。３月末ま
でのダウンロード数は 20 万を超え、順調に推移している。 

・２月のチリ地震と、その後の日本での大津波警報のニュースの際には、日本に津波が到達した 28 日のスペ
イン語とポルトガル語のニューステキスト、ニュースオンデマンドなどへのアクセス数が、前週同日比で
２倍から３倍の大幅な伸びとなった。 

 
・ホームページへのアクセス数は、四半期ごとに着実に増
加しており、チャンネルの浸透が確実に進み、サイトと
して定着していると考えられる。 

・iPhone への対応は、「いつでも、どこでも」を実現してい
く大きなステップとなった。利用者からの評判も良く、
韓国のように放送を見ることができない地域でのダウン
ロードも進んでいる。  

 
・22 年度は、iPhone 以外のスマートフォン（多機能携帯端

末）にもＮＨＫワールドＴＶのストリーミングができる
よう、６月から対応を始める。また、サーバーなどの設
備の更新増強が整う 10 月には、一部のニュース項目や企
画の配信を加えるなど、コンテンツの拡充も図りたい。

・ＮＨＫワールド・オンラインの中国語の動画について、
現在の週２本の企画リポートに加え、22 年夏から毎日、
ニュースの配信を始める。        
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（６）円滑な完全デジタル化に向けて重点的に取り組みます。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【デジタル中継局の建設 ＮＨＫ共聴のデジタル化改修】 
（デジタル中継局） 
・第４四半期にデジタル中継局 150 局を整備した。これにより、21 年度は年間目標の 600 局を上回る 625 局

の整備を完了した。 
（ＮＨＫ共聴施設のデジタル化） 
・第４四半期に 433 施設のデジタル化改修を行い、21 年度は 1,531 施設の改修を完了した。ケーブル移行分

とあわせるとデジタル化対応済み施設は 1,974 施設となり、年間目標の 1,600 施設を達成した。 
（全体計画の進捗状況） 
・デジタル中継局は、整備計画約 2,080 局＊のうち、21 年度末までに 1,422 局の整備を完了した。また、Ｎ
ＨＫ共聴は、約 7,800 施設のうち 5,364 施設の整備を完了した。これらを合わせた世帯カバー率は 98.6％
となった。 
*「全国地上デジタル放送推進協議会（全国協）」で検討した結果、「中継局ロードマップ」計画の整備局数は、
当初の 2,200 局から約 2,080 局に変更された。  

 
 
・工事業者と連携した工程管理の徹底により、第４四半期
も順調に中継局の整備を遂行し、結果として年間目標を
達成することができた。 

・受信点の移設が必要なＢ・Ｃランクの共聴施設について
は、やや整備の遅れがあったが、Ａランク施設は可能な
限り前倒し整備に努めたほか、ケーブル移行が順調に進
捗したことなどにより、年間目標を達成することができ
た。 

 
 
・ 平成 22 年度は、「中継局ロードマップ」に基づき、12 月

末までに残り約 680 局（累計で 2,080 局）を開局し、中
継局からの電波によるカバー率 98％を達成する。 

・ ＮＨＫ共聴については、22 年度末までに残りの約 2,430
施設のデジタル化を完了する。 

 
・22 年度末までに、中継局と共聴施設による世帯カバー率
99.5％の達成をめざす。残りの 0.5％は、衛星セーフティ
ネットを利用してカバーし、地上デジタル放送を全国あ
まねくお届けできるようにする。 

【デジタル化で電波が受信できなくなる地域の難視対策や混信対策、自主共聴・集合住宅共聴等のデジタル
化対策など】 

・新たな難視地区の受信対策として、「高性能等アンテナ対策」や「ケーブル加入」もデジタル化支援が可能
となるよう、３月に総務大臣認可を受けて、経費助成枠の拡大を行った。 

・全国協が「地上デジタル放送難視地区対策計画」（第２版）を１月に公表し、「新たな難視」は、約 4,900
地区 13 万世帯となった。計画策定にあたって、ＮＨＫは主導的役割を果たし、計画策定に貢献した。 

 
・自主共聴へのデジタル化支援については、第４四半期に約 630 施設、年度末の累計で約 860 施設の経費助
成を決定し、助成審査中の施設を加えると約 1,100 件となった。また、自主共聴支援を促進するため、改
修工事の完了前に契約確認および受信契約勧奨を実施できるようにするなど、助成プロセスの短期化に向
けた業務フローの改善を行った。 

 
・共聴施設のデジタル化を促進するために、ＮＨＫが発案した「エリア対策」が、総務省の「共聴施設デジ

タル化緊急対策（第２次）」の中心施策に位置づけられ、21 年度はデジサポにより全国 21 地区（約 84 万
世帯）で対策が展開された。 

 
・衛星セーフティネットの対象世帯となるホワイトリストの策定（全国協）に主導的に関わり、第１次のホ

ワイトリストが１月 29 日に公表された。また、ホワイトリストに含まれないＮＨＫアナログ難視地区の世
帯について、地上デジタル放送が受信可能かなどの実測調査を実施し、衛星セーフティネットの対象リス
トを策定した。 

・衛星セーフティネットの本放送が３月 11 日から開始された。ＮＨＫではアナログ難視地区の世帯向けに独
自のコールセンターを２月に開設し、問い合わせなどに対応した。 

 
・ＢＳアナログ放送の受信形態の一つであるＢＳ-ＡＭ変換世帯のデジタル化対策については、21 年 11 月に

実施したヒアリング調査をもとに、共聴・集合住宅などの受信実態に合わせた対策案を取りまとめた。  

 
 
・難視対策計画に登録された地区は、20 世帯未満の地区が
多く、世帯あたりのデジタル化負担が大きかったが、22
年度からは国とＮＨＫの経費助成枠が拡大されたため、
難視地区の対策が進むことが期待される。 

・自主共聴のデジタル化対応済みの施設数は、ケーブルテ
レビへの移行を含めて6,883施設となり、全体の約13,000
施設の 53％となった。残る約 6,100 施設のうち、約 5,700
施設はデジタル化への準備を進めている。 

 
・自主共聴組合などの意向確認のため、直接訪問活動に取
り組んだ結果、ほぼ全ての自主共聴施設について、組合
の意向や現状を把握することができた。 
 

・「エリア対策」により、個別受信が可能なエリアについて
は、アンテナによる個別受信化を促進することで、重点
的に対応すべき施設の仕分けが明確になった。 

 
・衛星セーフティネットについては、デジタル放送推進協
会（Dpa）、全国協、受信機メーカーなど関係機関と綿密
な連携を図り、円滑に運用を開始することができた。 

 
 
・難視対策計画については、今回公表された地域以外につ
いても検討を進め、対策手法の策定作業に引き続き貢献
していく。また、難視解消に向けた送信対策にも取り組
んでいく。 

 
・経費助成の申請件数が、年度末にかけて急激に増えてお
り、22 年度は年度当初から順調な進捗が見込まれる。22
年度末までに、全ての自主共聴施設のデジタル化が完了
するよう引き続き支援していく。 

 
・集合住宅と障害対策共聴のデジタル化の進捗の遅れが課
題となっている。今回打ち出した「エリア対策」が有効
なデジタル化促進策として全国展開できるよう、デジサ
ポとの連携強化を図っていく。 

 
・第１次のホワイトリストで公表された地区以外について
も、難視対策計画と連動して早急にセーフティネット対
象世帯の特定作業を進める必要がある。 

・アナログ難視地区の世帯に対しては、ＮＨＫが独自に対
策を実施していく。 

 
・ＢＳ-ＡＭ変換世帯のデジタル化対策を検討し、具体施策

を実施する。 

【アナログ放送の終了に向けた周知広報活動等の実施】 
・「2011 年完全デジタル移行委員会」の下に設置した「放送展開プロジェクト」を中心として、地域特有の課

題を取り上げた周知スポットの制作やイベントによるＰＲ活動などの周知広報活動を推進した。 
・地デジＰＲのスポット（85 回）やクラッチ（440 回）とともに、デジタル放送周知広報番組「デジタルＱ」

（本放送 5 回・再放送 4 回）を放送したほか、バンクーバーオリンピックにあわせて、ミニ特番「オリン
ピックをデジタル放送で楽しもう！」の 10 分版と 15 分版を制作・放送した。  

・また、バンクーバーオリンピックに合わせて、ＮＨＫホームページに地デジ・ＢＳデジタル放送の疑問を
解決し魅力をお伝えする「キャンペーンサイト」を開設した。 

・マンガ世代の理解を深めるために、「マンガでわかるデジタル放送」を、「基本編」から「応用・活用編」
までの６編構成で各 10 万部、作成・配布した。 

・ＢＳデジタル放送に移行していない可能性の高い約 500 万世帯を対象に、BS アナログ放送の終了周知を兼
ねたデジタル受信状況の調査アンケートを実施した。   

 
・円滑なデジタル移行には、放送による周知広報活動が重
要である。地域における周知広報の強化が普及率の上昇
と地域間格差の縮小につながっていると考える。 

・「デジタルＱ」の１月～３月の平均視聴率は、6.9％。朝
昼夜など時間を変えて、延べ 15 回放送したミニ特番の視
聴率は、最高が 7.6％、平均が 2.5％だった。 

・キャンペーンサイトのアクセス件数は、１月、２月が約
40 万ページビュー、３月が約 60 万ページビューだった。 

 
・今後、アンケート調査結果を分析し、ＢＳアナログ受信
世帯への対応策の検討を進めていく。 

 
・引き続き「放送展開プロジェクト」を軸に、地上とＢＳ双

方の周知広報活動を拡充・強化していく。 
 
・22 年度の新番組スタートにあわせて、アナログ放送のテ
レビ画面をレターボックス化するとともに、画面上下の黒
い部分を活用して文字スーパーでお知らせを行う。 

 
・22 年度から、新たに特番「デジタルテレビライフがやっ
てきた！」（月１回、20 分）を制作するほか、「ＮＨＫデ
ジタルサイト」については、ワールド杯サッカーなどに合
わせて、一層の充実を図っていく。 

 
【デジタル放送関連研究・開発等】 
・エクアドルが地上デジタル放送の日本方式の採用を３月に決定した。これにより、南米６か国（ブラジル・
ペルー・チリ・アルゼンチン・ベネズエラ・エクアドル）で日本の ISDB-T 方式が採用された。 

・ベネズエラ、アルゼンチン、チリから各 20 名程度の海外研修生を受け入れ、ISDB-T 方式導入に向けた研修
を２月から３月にかけて実施した。 

 
・ 南米における日本方式採用国の拡大は、これまでの総務

省、電波産業会（ARIB）、ＪＩＣＡ等と連携したＮＨＫの
主導的な活動の成果である。 

 
・日本方式採用国の拡大は、ハイビジョンコンテンツの流
通や国内産業発展等への貢献につながるため、今後も採
用国拡大に向けて関係機関と連携した取り組みを継続し
ていく。  
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（７）構造改革を推し進め効率的な体制で受信料の価値をより大きくします。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【放送充実のための経営資源のシフト（人員）】 
・22 年度も取材･制作現場等へ要員シフトを行い、本部の取材･報道や新番組制作、海外総支局、地域の取材・

制作などの体制の強化を図るとともに、全体として純減数を 40 人とする要員体制の実行計画を策定した。

 
・平成 22 年度も放送･サービスの充実に向けた要員シフト

を着実に推進していく。 

 
・22 年４月以降、新採用者の配属や異動などにより、22
年度の要員体制の構築を着実に進める。 

 

【放送充実のための経営資源のシフト（支出）】 
・第４四半期は、バンクーバーオリンピック、年始の特集番組、コンテンツの多メディア展開などへの重点
的な支出により、放送サービスの充実を図った。契約収納費は、地上契約から衛星契約への契約変更の強
化や未収対策の強化を行う一方で、地域スタッフ削減などにより経費圧縮を図った。 

・22 年度予算編成では、報道取材・番組制作の強化、多様なメデイアへの展開など放送部門に重点配分する
一方で、技術や営業部門等の経費を削減するなど経営資源のシフトを行った。 
（21 年度予算比 放送＋13 億円 技術△26 億円 営業△0.5 億円） 
 

 
・放送部門への重点配分によって取材・制作力の強化や多
メディア展開が進んでいる。契約収納費は、追加施策の
実施などによって、支出が増加したが、早期に対策を実
施したため、受信料収入は下半期から前年比で増加基調
になった。 

 
・22 年度も、取材・制作現場に経営資源をシフトして放送
サービスの充実を図るとともに、効率的な業務運営に取
り組んでいく。 

【番組制作・編成の最適化に向けた改革】 
・22 年度番組改定では、番組で必要とする要員･予算・リソースなどをトータルコストとして同時に把握し、
番組編成の狙いに沿った経営資源の配分ができた。この経験を踏まえ、23 年度番組改定でのさらなるトー
タルコスト化に向けて、要員・リソース・デジタル展開・美術・運用システムの各分科会に分かれて検討
を開始した。 

 
・外部業者が保有している編集機などの番組制作用機材を効果的に活用するリソースの外部化については、
22 年度の予算を確保することで、定時・特集番組ともに実現の見通しが立った。 

 

 
・各分科会の議論を通じて、編成系システムと経理系シス
テムの連結など重要な課題が浮き彫りとなった。 

 
 
・22 年度の番組制作リソースの外部化については、関連団
体との協議や外部業者の協力により、編集機だけでなく、
音響制作スタジオまで拡大することができた。 

 

 
・22 年度は、番組制作プランニング表の提出を本体継続番
組にまで拡大することで、番組制作に必要な要員･予算・
リソースの把握をさらに徹底し、経営資源の適正配分に
向けて取り組んでいく。 

 
・リソースの外部化については、今後、ロケーション用カ
メラ等についても検討を開始する。 

【年金制度改革の検討着手】  
・22 年４月からの確定拠出年金制度の導入に向けて、本部および全国放送局等の職員を対象に、確定拠出年
金制度の説明会を約 440 回開催するとともに、個別相談会（約 1,460 人参加）を開催した。 

・確定拠出年金の企業型年金規約を策定し、労使で構成する年金委員会の承認および理事会の決定を経て、
関東信越厚生局から承認を受けた。 

・年金制度に関連する就業規則の整備・改正について、年金委員会で承認し、理事会で決定した。 
・年金制度改革に伴う「職員の給与等の支給の基準」の一部改正について、理事会の決定を経て経営委員会
で議決された。 

 
・22 年４月からの新たな年金制度の円滑な実施に向けて、

制度の周知や確定拠出年金の投資教育をきめ細かく行う
ことができた。 

・制度の拠り所となる規約の策定や規程の整備・改正につ
いても、遺漏なく進めることができた。 

 
・今後も職員に対する継続的な投資教育を実施していく。
あわせて、効果的な教育内容の検討も進める。 

・定期採用者や中途採用者に対する制度の周知と採用時投
資教育を着実に実施していく。 

 
 

【関連子会社等の再編整理】 
(報道分野) 
・ＮＨＫの報道分野を包括的に担う子会社として統合した㈱ＮＨＫグローバルメディアサービスは、２社の

合併から１年が経過し、新規事業の柱である携帯向けのニュース配信サービスで、企業ごとのニーズに合
わせた配信を行って契約数を伸ばすなど、順調に業務を進めている。 

 
(業務支援分野) 
・ＮＨＫグループの総合的な業務支援会社として統合した㈱ＮＨＫビジネスクリエイトは、各部が連携して
ＮＨＫが導入するセキュリティゲート設置の諸準備を行い、予定通り４月の設置に間に合わせるなど、順
調に業務を進めている。 

 
(国際関係分野) 
・コンテンツの国際展開を推進し、各社の業務分野を明確にするため、22 年４月１日に、アメリカで現地法
人のＮＥＰアメリカとＪＮＧを統合して「NHK Cosmomedia America, Inc.」を、ヨーロッパでは現地法人
のＮＥＰヨーロッパとＪＳＴＶを統合して「NHK Cosmomedia (Europe) Ltd.」を設立することが決定した。
同時に、国内で、㈱ＮＨＫエンタープライズ(ＮＥＰ)が㈱国際メディア・コーポレーション(ＭＩＣＯ)を
吸収合併し、ＭＩＣＯのスポーツ事業については、㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス(Ｇメディア)に
移行することが決定した。 

 
 
(関連公益法人の見直しの検討) 
・㈶ＮＨＫ交響楽団は、22 年４月１日付けで新しい法律のもとでの公益財団法人へ移行する。 
・㈶ＮＨＫサービスセンター、㈶ＮＨＫインターナショナル、㈶ＮＨＫエンジニアリングサービス、㈶ＮＨ
Ｋ放送研修センター、㈶日本放送協会共済会については、業務分析等の結果を踏まえ、外部コンサルタン
トの法的・会計的なアドバイスを得ながら、当面、「一般財団法人」へ移行する方向で検討している。 

 

 
 
・統合された２社の人材が適正に配置された結果、統合前
に蓄積されていた両社のノウハウが相乗的に発揮され、
携帯向けニュース配信サービスの契約増につながった。 

 
 
・セキュリティゲート導入に合わせ、スケールメリットを
生かしてＩＣ入館証のカード発行・管理業務も担うなど、
ＮＨＫとグループ全体の的確なサポートを実現してい
る。 

 
・海外現地法人の統合により、テレビジャパンの独自放送
番組枠をインハウスで制作するなど経営の充実を図ると
ともに、ＮＨＫグループの海外事業の拠点とする。また、
ＮＥＰがＭＩＣＯを吸収合併することで、国内外でのコ
ンテンツの戦略的展開を図る体制が整う。さらにＭＩＣ
Ｏのスポーツ事業をＧメディアに移行することで、同社
をＮＨＫグループのニュース・スポーツ事業の中核とし
て明確に位置づける。 

 
・公益認定等委員会の移行認定状況を全国的に見ると、移
行申請に踏み切った財団はまだ少なく、認可も全体の
1.6％にすぎない。ＮＨＫ関連公益法人の一般財団への移
行は、引き続き情報収集に努めつつ、慎重に対応したい。 

 
 
・景気低迷の中で、自主事業の活性化が経営課題であり、
携帯向けニュース配信事業についても、収支の改善をめ
ざして、さらに事業体制の見直し等を進めていく。 

 
 
・統合時の課題だった各種制度の統一については、業務の
実施時期を捉えて、人事考課や社員表彰の統一などを着
実に進めている。 

 
 
・統合後は、それぞれの企業が培ったノウハウを連携し、
効率的な事業運営を実施する。また、海外現地法人に出
資参加した在京の関連団体３社と連携し、ＮＨＫグルー
プの海外事業の拠点としての機能強化を図る。 

 
 
 
 
 
・今後、外部コンサルタントも活用し、各団体が一般財団
法人に移行するための個別課題を洗い出し、財団ごとの
移行ロードマップの作成を行う。 
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ＮＨＫと子会社等の取り引きの競争拡大】 

(番組制作関連・企画競争の推進) 
・企画競争の取り組みとして、21 年度は「ワンセグ５分番組」「私が初めて創ったドラマ第３シリーズ」「ハ
イビジョン特集」の企画提案募集を行い、「ワンセグ５分番組」には 377 件、「ハイビジョン特集」には 104
件の応募があった。 

・企画競争で採択した番組のうち定時化した番組数は、前年度の３番組から７番組に増えたが、21 年度の委
託番組の総放送時間に占める企画競争番組の編成比率は１％未満だった。 

 
・企画競争を円滑に進めるため、企画募集開始から下請法で義務づけられている保存書面の作成まで、25 項
目を網羅したチェックシートを作成した。22 年度から運用を開始し、手続きの不備を防ぐシステムを整備
する。 

  

(番組制作関連以外) 
・子会社との取引の競争拡大に向けて、地上デジタルテレビ中継放送所の送信設備整備工事や共同受信施設
 への地上デジタル導入工事などで競争契約を実施した。 
・外部との取引全体では、契約の透明性・公正性をさらに向上させるために競争契約を拡大し、一般競争入
札を全国で 41 件実施した。 

・「調達プロセス改善プロジェクト」を９回開催し、競争契約の推進やコスト削減効果の把握・分析とその有
効活用などについて検討を行った。 

 
 (ＮＨＫと子会社の取り引きの透明性向上) 
・ 21 年５月に子会社から提出された 20 年度区分経理の決算報告を検証するため、外部監査法人に委託して
「区分経理」報告の調査を行い、22 年１月までに子会社 15 社ですべて完了した。 

 
・子会社との取引の適正化のために、外部監査法人を通じて業務委託契約の原価の調査を実施し、22 年１月
までに子会社 15 社ですべて完了した。 

 
 

 
 
・ホームページで審査のプロセスを明示するなど、企画競
争の透明性・公平性を高めて参入しやすくすることで、
番組制作会社に“開かれたＮＨＫ”のイメージが浸透し、
応募が増えていると考える。 

・番組の品質管理、危機管理などを踏まえ、企画競争番組
の編成比率拡大に取り組んでいる。 

 
 
 
 
 
・競争契約の推進の取り組みによって、子会社等との取引
で競争契約率の向上を図ることができた。 

・契約の透明性・公正性をさらに向上させることができた。 
・調達プロセス改善プロジェクトで検討・議論を重ね、課
題の整理および共有化を図ることができた。 

 
 
 
・監査法人による調査を通じて、子会社に区分経理の精度
向上の考え方が浸透しつつある。 

 
・契約ごとの利益率にばらつきがあることが判明したため、

調査結果を各契約担当部局に打ち返し、22 年度業務委託
契約の積算見直しの材料として活用した。 

 

 
 
・委託番組の総放送時間に占める企画競争番組の編成比率
の拡大については、企画競争提案募集回数を増加させ、
企画競争提案で採択した番組の定時化をさらに推進する
などの施策を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
・22 年度の競争契約率の年間目標 34％の達成に向けて、競

争契約の拡大を着実に進めていく。 
・「調達プロセス改善プロジェクト」での検討結果について

は、22 年６月に最終報告を取りまとめる予定にしている。
 
 
 
 
・調査によって区分経理決算報告における子会社側の課題
も判明しつつあり、今後は個別に検討しながら「区分経
理作成要領」をブラッシュアップしていく。 

 
・見直すべき契約については、今後見直すよう、各契約担
当部局に依頼した。22 年度は、調査サンプル数を増やす
など、より効果的な調査方法を開発する。 

【３-Screens 展開の推進と受信料外収入の拡大】 
・21 年度の副次収入総額は、年間目標の 105 億円に対して 84 億円となる見込みである。22 年度の副次収入

の目標達成に向けて、子会社等ごとに副次収入増収策と目標額について合意した。 
 
 
 
・ＣＳチャンネルへの番組提供事業は、新規チャンネルへの提供が増えたことや、初めて提供する番組が増
えたことなどから、着実に拡大した。 

 
・メディアミックス権料は、前年度実績を１億円以上上回
る結果となったが、映像・音声パッケージ商品の売り上
げが改善されず、二次使用権料も合わせた副次収入総額
は、年間目標を下回った。 

 
・ＣＳチャンネルへの提供は、番組を提供する際に、編成
イメージを含めて提示したことなどで提供先事業者の拡
大が図られた。 

 

 
・今後はパッケージ商品に代わる展開を模索し、新たな番
組コンテンツ提供のあり方の検討を始める。その一つと
して、コンテンツ配信事業者への大型提供に向けた協議
を開始した。 

 
・番組提供事業は、ＣＳチャンネルへの一層の安定的な供

給を継続するとともに、ＢＳチャンネルの新規参入事業
者へのコンテンツ提供に向けた営業活動も活発に展開し
ていく。 
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（８）受信料を公平に負担していただくための取り組みを強化します。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 
 
【第４四半期の状況】 
・契約総数は、地域スタッフの未契約対策へのパワーシフトを一層進めるとともに、全国一斉の集中対策期

間や各放送局独自の契約対策専念期間を設定するなど契約活動の強化に取り組んだ。しかし、世帯の移動
に伴う減少が年度末にかけて発生したこともあり、第４四半期では１万件の減少となり、年間累計では 23
万件の増加にとどまった。 

・衛星契約は、年末商戦やバンクーバーオリンピックによる受信機の普及に連動した地上契約から衛星契約
への契約変更の勧奨、ケーブルテレビ事業者や電器店等との連携強化などに取り組んだ結果、第４四半期
では 18 万件増加し、年間累計では 69 万件の増加となった。 

・受信料収入のうち「当年度収納額」は、第４四半期は前年同期に比べ 30 億円の増収となり、年間累計では
前年度末に比べ 50 億円の増収となった。また、「前年度未収金の回収額」は、年間累計で 62 億円となり、
前年度末に比べ 17 億円の増収となった。 

・契約・収納活動を強化するため、21 年６月から実施している 10 項目の追加施策の実施状況は下記のとおり。
①補完型法人の活用は、追加要員を確保し、未収対策等を重点的に実施した。 
②長期未収文書対策の追加実施は、８月から継続的に実施した。 
③地上契約の転入者への衛星契約勧奨文書対策は、７月から順次文書を発送し、年間 68 万件を発送した。
④未納がある口座・クレジット支払者への電話対策は、７月から対策を開始し、年間 23 万件を実施した。
⑤継続振込未払者への入金依頼電話対策は、６月以降、対策対象を加重して実施した。 
⑥ホテル・旅館業界団体との連携強化は、職員等による協力要請を継続的に実施した。 
⑦長期未収事業者への対応強化は、電話等による一次対策、訪問等の二次対策を実施した。 
⑧契約率の低いホテルへの対策は、継続して対応を実施した。 
⑨未契約訴訟については、新たな実施に向けて対応を継続した。 
⑩地域スタッフの活動強化は、派遣社員等の追加要員を確保し、未収対策等を重点的に実施した。 

 

 
・契約総数は、全額免除（有料契約から無料契約への切り
替え）が 18 万件発生したこともあり、年間増加目標の 30
万件に対し 23 万件の増加（達成率 76％）となり、前年度
の達成率 88％を下回った。 

・衛星契約は、年間増加目標の 60 万件に対し 69 万件の増
加（達成率 116％）となった。ただ、前年度の達成率 117％
をやや下回った。 

 
・受信料収入のうち「当年度収納額」は、景気低迷を反映
した口座振替率・継続振込率の低下や、生活保護世帯や
市町村民税非課税の障害者世帯などの全額免除の増加、
前年度から実施している事業所割引などの影響で、年間
累計で 50 億円の増収にとどまった。 

 
・10 項目の追加施策については、法人委託の要員拡充、電
話による入金促進や郵便による支払い督促などを着実に
実施し、年度末までに計画で見込んだ30億円を確保した。 

 

 
・今後の経済状況によっては、さらに口座振替率や継続振
込率が低下することや全額免除の対象となる生活保護世
帯や市町村民税非課税の障害者世帯が増加することが懸
念される。 

・22 年度も、経済状況の影響を注視しながら、訪問集金廃
止後の新たな契約・収納体制のさらなる定着と強化を図
っていく。また、多様な営業施策を充実・強化し、予算
で見込んだ受信料収入6,550億円の確保をめざしていく。

 

【訪問集金の廃止による地域スタッフの活動領域シフト（契約・未収対策へ）】 
（契約取次の状況） 
・第４四半期における地域スタッフの契約総数の取次数は 37 万件、前年同期比で 88％となった（１人平均で

は 94％）。また、年間累計では 166 万件、前年度比で 95％となった（１人平均では 103％）。 
・第４四半期における地域スタッフの衛星契約の取次数は 18 万件、前年同期比で 112％となった（１人平均
では 119％）。また、年間累計では 70 万件、前年度比で 109％となった（１人平均では 120％）。 

 
（未収の状況） 
・地域スタッフの未収対策へのシフトや郵便による受信料請求などにより、未収数は年間で 12 万件減少し、
231 万件となった。 
なお、郵便による受信料請求に対して、年間で 7.3 万件の払込みがあった。 

 
（家族割引の状況） 
・家族割引制度の適用件数は、第４四半期で１万件減少し、年間累計では 11 万件増加した。これにより、適

用件数の総数は 47 万件となった。 

 
 
・地域スタッフの要員数が減少していることや、訪問集金
廃止に伴う未払込み回収業務が加わったことなどから、
年間の契約総数の取次数は前年度をやや下回ったが、１
人平均では増加した。 

 
 
・未収数については、地域スタッフのパワーシフトや文書
対策の強化を図ったものの、口座振替率や継続振込率が
低下したことによる新たな未収が発生したことにより、
年間削減目標 25 万件に対して、12 万件の削減となった。 

 
・家族割引制度は、単身赴任者や学生に対する契約活動の
際に積極的な案内を行うことで利用者が増加している。
また、別荘等についても割引制度の利用が増加している。 

 

 
 
・地域スタッフについては、前年度と比べて要員数が大幅
に減少した。今後も、必要な要員を確保しつつ、１人平
均の取次数を増やしていくことで目標の達成に必要な取
次数を確保していく。 

・景気低迷の影響が長引けば、今後さらに全額免除件数の
増加や事業所契約の減少等も懸念されるため、地域スタ
ッフのパワーを未契約対策や未収対策に一層シフトし、
契約総数の増加、未収の削減に取り組んでいく。 

・未収者や継続振込の利用者に対して、受信料を確実にお
支払いいただくために、引き続き口座振替やクレジット
カード継続払の利用を促進していく。 

・家族割引制度の周知は、大量に世帯が移動し、新入学生
や単身赴任者が増加する３月から４月にかけて重点的に
実施していく。 

【事業所割引・業界団体取りまとめの活用】 
・事業所割引制度を活用した対策や、21 年４月から開始したホテル・旅館の宿泊業界５団体や 21 年 10 月か

ら開始した病院向けテレビリース事業者の団体との受信料の取りまとめの活用などにより、事業所契約数
は 21 年度 12 万件増加し、累計で 235 万件となった。 

 
・ホテル・旅館の宿泊業界５団体および病院向けテレビリ
ース事業者の団体が取りまとめている受信契約件数は、
22 年３月末で 32 万件となっている。 

 

 
・契約率の低い事業所に対しては、事業所割引制度を活用
した対策をさらに強化していく。 

・取りまとめ業務を委託した宿泊業界５団体については、
傘下のホテル・旅館に対する一層の取り組み強化を要請
していく。 

 
【法人委託の対策強化等】 
・法人委託会社の年間の契約総数取次数は 4.7 万件、衛星契約取次数は 8.3 万件、支払再開数は 6.4 万件と

なった。 
・不動産会社と引越会社による年間の契約総数取次数は 11.2 万件、電器店・量販店による年間の衛星契約取

次数は 8.8 万件となった。 
 
 

 
・法人委託会社、不動産会社・引越会社、電器店・量販店
による取次数は、それぞれ前年度を上回る実績を確保し
た。賃貸マンション管理不動産会社による取次数は、業
務委託会社数の増加や対応の強化により、前年度に比べ
増加している。 

 
・分譲マンション販売会社による取次数は、減少傾向にあ
り、販売会社への対応を引き続き強化していく。 
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【公益企業等との連携強化等】 
・公的移転情報を活用し、世帯移動を迅速に把握して効果的に対策を実施した。住所変更の取次件数は年間

で 3.3 万件となった。 
・インターネットによる各種届け出の受付件数は、年間累計で 43 万件、前年度比 31％の増加となった。この

うち、契約取次件数は年間累計で 14 万件、前年度比 31％の増加となった。 
 

 
・公的移転情報を活用した電話対策では６割を超える通話
率を確保しており、住所変更の取次率も２割を維持して
いる。 

 
・電話対策での通話率や文書対策での返送率を高める工夫
を行うとともに、対応できなかった方に対しては訪問対
策を徹底していく。 

・インターネットによる住所変更取次は増加の傾向にあり、
公共料金ワンストップサービスなど外部との連携強化に
より取次件数のさらなる拡大を図っていく。 

 
【外部委託の推進（新戦力の活用）】 
（公開競争入札による契約・収納業務の委託） 
・21 年２月から開始した東京都荒川区、神奈川県厚木市の一部、大阪府大阪市天王寺区・生野区の３地区の
公開競争入札による業務委託については、各事業者の取り組みにより、契約総数・衛星契約・収納など多
くの項目で目標を上回る業績を確保した。 

・22 年３月には、新たに東京都豊島区を対象に公開競争入札公告を実施した。 
 
（公開ホームページ等による募集） 
・公開競争入札による業務委託の実効性を高めるため、21 年６月から開始した放送受信料の契約・収納業務
を受託できる法人の募集に対して、年間で約 120 社から応募・問い合わせがあり、そのうち 19 社と業務委
託契約を締結した。 

・地域拠点局ごとに独自に新たな法人委託を募集し、16 社と業務委託契約を締結した。 
 

 
 
・21 年６月から３事業者とも全業務に従事するようになっ
た。各事業者とも課題解決に向けた取り組みが功を奏し、
全業務のバランスのとれた推進につながった。 

 
 
 
・募集開始以降、当初の想定を上回る規模で法人委託の拡
大が進んでいる。 

 
 
・公開競争入札による業務委託事業者は、多くの項目で目
標を達成しており、委託業務はおおむね順調に推移して
いる。 

・公開競争入札による業務委託の実施地域については、22
年度も段階的に拡大していく。 

 
・新たな法人委託の募集は当初の想定を上回る規模で進ん
でおり、今後の公開競争入札の実効性を高めることが十
分可能となっている。 

 

【衛星デジタル放送の受信確認メッセージの活用強化】 
・21 年 10 月以降、受信確認メッセージの表示内容の改善やメッセージ消去受付体制の強化を実施した。 
・こうした効果もあり、電話による受付件数は年間 175 万件で、前年度比 40％増加した。また、ホームペー

ジ上での受付件数は年間 71 万件で、前年度比 35％増加した。 
・メッセージ消去連絡者に対し、21 年 12 月から電話による衛星契約勧奨を実施し、早期契約化に向けた活動

を強化している。 
・21 年１月から２月にかけて、「衛星デジタル放送におけるメッセージ運用方法の変更」に関する意見募集を

実施し、95 件の意見が寄せられた。 
 

 
・メッセージ消去連絡の受付体制の強化と改善により、応
答率が高まり、受付件数が増加した。 

 
・今後も電話受付における応答率を高める工夫を行うとと
もに、ホームページ上での受付についても周知を進める
ことで受付件数の向上を図っていく。 

 
・未契約者に対する受信確認メッセージの再表示や 30 日間

の猶予期間を置かない即表示について引き続き検討して
いく。 

 
【未収者に対する支払督促の全国展開・未契約者への民事手続き推進】 
（支払督促の全国展開） 
・支払督促の申立てについては、第４四半期、長野県で 10 件、神奈川県で 26 件、千葉県で 15 件、埼玉県で

22 件、京都府で 11 件、兵庫県で 30 件、和歌山県で 18 件、奈良県で６件、滋賀県で 11 件、静岡県で９件、
三重県で４件、岐阜県で４件、岡山県で６件、鳥取県で３件、山口県で８件、山形県で６件、岩手県で５
件、北海道で 17 件、香川県で８件、それぞれ実施した。これにより支払督促の実施はあわせて 36 都道府
県となり、申立て総件数は３月末までに 841 件となった。 

・担当窓口を本部・各地域拠点局の受信料特別対策センターに変更する窓口変更手続きについては、第４四
半期 1,505 件実施し、これまでの累計では 5,060 件となった。 

 
（未契約者への民事手続き） 
・22 年２月に、未契約の事業所１社に対して、民事訴訟の提起を視野に入れ、受信契約の締結と受信料の支
払いを求める通知を送付した。 

 

 
 
・支払督促の申立て総件数 841 件のうち、22 年３月末まで
に 647 件が支払い、または支払意思を表明している。 

 

 
 
・支払督促の申立てについては、22 年度中に、全国 47 都道

府県（76 営業部・センター）での実施を予定している。
 
・支払督促や判決の確定後も、なお、お支払いいただけな
い場合、民事執行を視野に入れた活動を進めていく。 

 
 
 
 
・受信料の公平負担の徹底のため、やむを得ないと判断し
た場合は、未契約者に対する民事訴訟を実施していく。

 
【営業経費率の縮減】 
・人件費、減価償却費を含めた契約収納にかかる営業経費が受信料収入に占める割合を示す営業経費率は 

12％程度になる見込みとなった。 

 
・地域スタッフの要員数の削減により事務費等が減少した
ものの、業界団体による受信料のとりまとめ経費や追加
施策を実施したことによる新たな経費が発生し、営業経
費率は年間目標の 11.5％に至らなかった。 

 

 
・業務の一層の効率化により契約収納経費の削減に努めつ
つ、受信料収入の確保に向けた施策を効果的に実施して
いく。 
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（９）環境経営に着実に取り組みます。 
  

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【環境番組等を通じた取り組み】 
・ 第４四半期も、環境問題の現状と日本および世界各地の取り組みを特集番組と定時番組で伝えた。 
・ 主な特集番組としては、１月２日に衛星第１テレビで「ＢＳ特集 あなたは何％減らせますか？私たちの

温暖化対策２０１０」を放送し、世界中の人をインターネット中継で結んで、CO₂を減らすためにどうした
らよいかを議論した。３月４日に衛星ハイビジョンで「未来への提言 環境保護活動家 楊勇～中国１３
億人の水危機に挑む～」を放送した。 

・ 主な定時番組としては、教育テレビで「ど～する？地球のあした」、「モリゾー・キッコロ 森へいこうよ！」、
衛星第１テレビで「世界のエコツアー」、衛星ハイビジョンで「猫のしっぽカエルの手」などを放送した。

 
・ ＮＨＫ環境キャンペーンの新たな柱として、４月からオープンする環境情報ポータルサイト「ＮＨＫエコ

チャンネル」を構築した。 
 

 
・ 「ＢＳ特集 あなたは何％減らせますか？私たちの温暖

化対策２０１０」では、視聴者から「内容が良かった」
「簡単エコ対策が役に立った」などの意見が寄せられた。 

・ 教育テレビの「ど～する？地球のあした」には「ぜひ授
業で使いたい」、衛星第１テレビの「世界のエコツアー」
には「自然と共存する人々の姿に感動した」「ウミガメの
産卵保護ボランティアの活動がすばらしかった」などの
好評意見が寄せられた。 

 

 
・ 22 年度も環境特集番組「ＳＡＶＥ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」

を 6月と 10 月に放送する。テーマは「生物多様性」で、
10 月に名古屋で開催されるＣＯＰ10「生物多様性条約締
約国会議」の会場からの中継などを予定している。 

 
・ 「ＮＨＫエコチャンネル」では、ＮＨＫのニュースや番

組で放送した映像の中から、環境に関するおすすめの動
画をインターネットで公開する。 

・ 環境問題をより多くの人々に伝えるために、日本テレビ
の環境キャンペーンとも連携し、「つなげよう ｅｃｏハ
ート」を共有の言葉として展開する。 

 
【アクションプランの実施状況】 
・ＮＨＫ環境自主行動計画のアクションプランに則り、放送センター・放送局において環境に配慮した事業
運営に努めた。 

 
・新年度に向けて現行の「アクションプラン」の見直しを図り、「深夜停波時間の拡大」に加え、「菖蒲久喜
ラジオ放送所太陽光発電システム導入の検討」、「大電力放送所への省エネ型放送機導入」などを新たに明
記した。 

 
・21 年度事業計画工程表に沿う形で、環境自主行動計画ア
クションプランを着実に進め、「太陽光発電システム」と
「省エネ管理システム」の整備などの施策を着実に実施
することができた。 

 
 

 
・環境経営の課題を整理して、アクションプランを見直し、

目標達成に向けた取り組みを一層強化・継続していく。
・照明器具のＬＥＤ化やメガソーラー設備など、省エネに
関する技術革新を検討してアクションプランに反映させ
ることで、経営計画の数値目標であるエネルギー消費原
単位 12％改善の着実な達成をめざしていく。 

 
【電力使用量の削減、省エネ管理システムの導入】 
・放送センターについては、24 年度までにオフィス部門の電力使用量 10％削減を目標としており、「トイレ、

廊下の減灯」「電灯のプルスイッチ化」などの節電活動を継続している。22 年２月末でオフィス部門の電力
使用量は、基準年度の 19 年度に比べ 6.6％減少した。 

 
 
・放送局省エネ管理システムについては、21 年度で 22 放送局に設置した。各放送局の詳細な電力使用状況を

イントラで参照できるようになり、省エネ活動の「見える化」が可能となった。 

 
・放送センターにおけるオフィス部門の電力使用量は、削
減目標まで残り 3.4％、目標達成率 66％と順調に進捗し
ている。各職場での日常の節電活動の効果が出ていると
考えている。 

 
・放送局省エネ管理システムについては、４月から 22 放送

局の系統別電力使用状況が把握できるようになり、その
詳細なデータを活用することで、各局での省エネ活動を
活性化できると考えている。 

 

 
・放送センターと技研は、４月から東京都 CO₂排出量削減義

務の対象となる。円滑な義務履行に向けて、オフィス部
門の節電を一層進めていく。 

 
 
・放送局省エネ管理システムは、22 年度に残り 29 局を整備

し、全国展開を完了する見通しである。詳細な電力使用
量データを活用し、放送局の電力使用量の削減を図って
いく。 

【省エネ型の放送設備、新放送会館などの整備状況】 
・太陽光発電システムの導入を進め、放送センターでは屋上に 40kW システムを設置し、３月 25 日から発電
を開始した。放送局については、21 年度に帯広、青森、新潟、岐阜、奈良、鳥取、宮崎、松山の８局に、
それぞれ 10kW システムの設置を完了した。菖蒲久喜ラジオ放送所では、メガソーラーシステムによる放送
波への影響をシミュレーションするシステムを開発・検証し、問題なくメガソーラーシステムを導入でき
ることを確認した。現在 12kW の太陽光発電パネルを設置している。 

 
・横浜放送局の新会館は外気換気、太陽光発電などの省エネ手法を用いて建設中で、22 年８月の完成を予定
している。千葉放送局の新会館は CO₂排出量を従来に比べて３割削減することをめざして工事に着手した。
また、甲府放送局の新会館も CO₂排出量３割削減をめざして基本設計を終え、実施設計を進めた。 

 
・放送センター空調設備の省エネ対策として、老朽化した西館冷凍機の高効率化更新整備を実施した。 
・ラジオ第２放送機の省エネ型放送機への更新（20 年 12 月設置）により、21 年の１年間（１月～12 月）で
約 1,190 トンの CO₂削減を実現した。 

 

 
・放送センター、放送局、菖蒲久喜ラジオ放送所への太陽
光発電パネルの設置により、年間で 74 トンの CO₂を削減
できることになった。 

 
 
 
・新会館整備については、省エネ設計を工程どおり進める
ことができた。 

 
 
・放送センター空調設備の省エネ改修は、「環境自主行動計

画アクションプラン」に沿って着実に実施できた。 
・すでに更新済みのラジオ第１送信機と合算すると、年間
（１月～12 月）で約 1,830 トンの CO₂削減効果になり、
当初の計画どおり、大幅な CO₂削減を達成できた。 

 

 
・引き続き放送センター、放送局への太陽光発電パネル整
備を進める。放送局は 22 年度に累計で 27 局となる予定
である。菖蒲久喜ラジオ放送所へのメガソーラーの設置
についても、具体化を検討していく。 

 
 
・千葉放送局と甲府放送局の新会館は 22 年度以降、品質管

理を確実に実施し、設計どおりの省エネ効果を実現して
いく。 

 
・放送センターの省エネについては、空調設備の更新や太
陽光発電の導入、オフィスの節電などで努力しているが、
現施設での省エネ施策には限界がある。環境経営を実現
しつつ、放送センター機能を維持していくには、さらに
抜本的な対策の検討が必要となってきている。 

 

方針９
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