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（資料１）

「改革推進プロジェクト」等の開催状況（平成２1 年度第４四半期）  

  

平成２２年 

 １月 ８日 改革推進会議（第４回） 

▽平成２２年度予算・事業計画と２２年度放送計画をテーマに開催された本部

局長・全国放送局長会議にあわせて、「改革推進会議」を開催し、平成２２年

度に向けた課題の共有を行った。 

▽経営計画の達成に向けて、２１年度部局目標（放送局のちから）の取り組み

総括と２２年度部局目標の設定の進め方について確認した。 

▽また、２１年１２月１５日の役員会で、「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項目を組織を挙げて実施して行くこと

が了承されたのを受け、準備が整った項目から、具体的な取り組みを開始し

ていくことを確認した。あわせて、「オールＮＨＫの取り組み」の情報共有を

図っていくことを確認した。 

 

 １月２６日 経営委員会に 平成２１年度第３四半期業務報告 

▽経営委員会への会長報告（案）は、経営企画局が改革推進プロジェクトと連

携して取りまとめた。 

▽主な検証ポイントとして、接触者率の向上と受信料支払率向上の経営２目標

とあわせて、「放送局のちから」の達成状況を取り上げた。 

 

 １月２９日 ブロック経営会議（第３回）  

▽第３四半期業務報告で、経営２目標とあわせて、「放送局のちから」の達成状

況を検証したことを踏まえて、「放送局のちから」の取り組みの具体的な課題

と対応、そして「ブロック経営」の課題について、議論を深めた。 

▽また、平成２３年７月のテレビ放送の完全デジタル化に向けて、「２０１１年

完全デジタル移行委員会」（２９日開催）を踏まえ、ＢＳ契約者へのアナログ

放送終了周知とアンケートの実施や番組のレターサイズ化などの「放送展開

プロジェクト」の取り組み状況を共有した。あわせて、それぞれの地域で抱

えるデジタル化の課題を共有し、円滑な完全移行に向けての取り組みをさら

に強化していくことを確認した。 

▽平成２１年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」の進捗状況を共有し、組織を挙げて取り組みを進め

ていくことを確認した。 

▽会長指示に基づく「中長期経営課題」の課題整理の取り組み状況について、

情報を共有した。     
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 ２月 ５日 改革推進プロジェクト本部担当者会議  

▽第３四半期業務報告を踏まえ、「第３回ブロック経営会議」との一連で、本部

担当者による改革推進プロジェクト会議を開催した。 

▽２１年度の年間総括となる第４四半期業務報告に向けて、どう取り組みを進

めるかについて情報共有を行った。 

▽２２年度の事業計画工程表の策定に向けたスケジュールを示し、実質的な作

業を開始した。３月中の完成に向けて、適宜方針別分科会を開催するなどし

て、作業を進めていくことを確認した。 

▽このほか、第３回ブロック経営会議の議事内容を共有するとともに、「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」の最新状況を紹

介し、共有した。 

 

３月１０日 改革推進プロジェクト全体会議（第７回）  

▽第４四半期業務報告の作成にあたって、平成２１年度の１年間の総括をどの

ように行うかを議論し、情報を共有した。また、５３放送局の「放送局のち

から」については、２２年度も視聴者のみなさまへの約束として位置づけ、

公開ホームページで公表することと、四半期業務報告の会長報告の付属資料

として、２１年度の簡潔な総括を作成して公表することを確認した。 

▽平成２２年度の部局目標（放送局は「放送局のちから」）について、自主修正

期間後の目標を確認して全体で共有した。 

▽平成２２年度事業計画工程表について、改革推進プロジェクトの方針別分科

会などで１か月かけて検討を続けてきた結果を踏まえて、詰めの議論を行っ

た。必要な修正を行った上で、プロジェクトとしての案を確定することを確

認した。 

▽「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」の進捗

状況を確認した。 

▽２１年９月の改革推進プロジェクト全体会議（第５回）で情報共有した組織

横断的な課題（完全デジタル化に向けた総合的施策の検討、接触者率向上の

ための取り組み、ブロック経営の強化など）について、取り組みの現状を共

有した。 

▽「若者トークセッション」の平成２２年度の進め方について報告した。 
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（資料２）

＜平成２１年度 第１四半期 主な受賞番組＞ 
 

● 第４５回 ヒューゴ・テレビ賞 
【ドキュメンタリー（歴史・伝記）部門】金賞 

NHK スペシャル「解かれた封印～米軍カメラマンが見たＮＡＧＡＳＡＫＩ～」 
【ドキュメンタリー（社会・政治）部門】金賞 

NHK スペシャル「言論を支配せよ～“プーチン”帝国とメディア～」 
  【教育部門】奨励賞 
    いないいないばぁ！「おそとでみーつけた」 

【ドキュメンタリー（科学・自然）部門】 奨励賞 
ＮＨＫスペシャル｢雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～｣ 

 
● 第１７回 橋田賞 

大河ドラマ「篤姫」 
 
● 第５回 アルジャジーラ国際ドキュメンタリー映像祭 特別賞 

ETV 特集「手の言葉で生きる」 
 
● 児童福祉文化賞 

小さな旅「空高く キューポラ」 
 
● 第３５回放送文化基金賞  

【テレビドキュメンタリー番組】 
本賞 

NHK スペシャル「解かれた封印～米軍カメラマンが見たＮＡＧＡＳＡＫＩ～」 
  優秀賞 

NHK スペシャル「ヤノマミ～奥アマゾン・原初の森に生きる～」 
番組賞 

NHK スペシャル「職業“詐欺”～増殖する若者犯罪グループ～」 
番組賞 

ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦犯管理所の６年～」 
【テレビドラマ番組】 
本賞 

広島発 特集ドラマ「帽子」 
優秀賞 

特集ドラマ「お買い物」 
【テレビエンターテインメント番組】 

本賞 
ハイビジョン特集「築地市場 大百科 ＡtoＺ」 

【ラジオ番組】 
番組賞 

サウンドスケープみなと三景音楽散歩「ヨコハマ湾岸ソウルフルワールド」 
 

● ワールド・メディアフェスティバル２００９  
【ニュース番組部門（時事）】グランドアワード 

ＮＨＫスペシャル｢激流中国 病人大行列～１３億人の医療～｣ 
【ドキュメンタリー部門（ヒューマン）】金賞 

特集｢心に響け いのちの授業｣ 
 1
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【ドキュメンタリー部門（スポーツ）】金賞 
NHK スペシャル｢ミラクルボディ 第１回 アサファ・パウエル 史上最速の男｣ 

 
● 第４６回 ギャラクシー賞 

大賞  
ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦犯管理所の６年～」 

   優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

 
● アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 

グランプリ、ゴールドカメラ賞  
発掘アジアドキュメンタリー「インド・マレガオンのスーパーマン」 

   ゴールドカメラ賞（部門１位） 
NHK スペシャル「言論を支配せよ～“プーチン”帝国とメディア～」 

シルバーエクセレンス賞（部門２位） 
NHK スペシャル「北極大変動 第１集 氷が消え悲劇が始まった」 

クリエイティブエクセレンス賞（部門３位） 
ETV 特集「アンジェイ・ワイダ 祖国ポーランドを撮り続けた男」 

クリエイティブエクセレンス賞（部門３位） 
課外授業ようこそ先輩「みんな生きていればいい」 

 
● ２００９年バンフテレビ祭 

【インタラクティブ（双方向）番組部門】大賞・ロッキー賞 
「天才テレビくんＭＡＸビットワールド 緊急生放送！とじこめられたトーヤを救え｣ 

 
● 第１５回上海テレビ祭 

【自然ドキュメンタリー部門】マグノリア金賞 
ＮＨＫスペシャル｢雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～｣ 

 
● モンテカルロテレビ祭ゴールドニンフ賞／ 

ワールドメディアフェスティバル グランドアワード  
ＮＨＫスペシャル｢激流中国 病人大行列～１３億人の医療～｣ 
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＜平成２１年度 第２四半期 主な受賞番組＞ 
 

● 第６１回 イタリア賞 
【テレビドキュメンタリー（時事問題）部門】イタリア賞（部門最優秀賞）  

NHK スペシャル「激流中国 病人大行列 ～１３億人の医療～」 
 
● 第４回 ソウルドラマ賞  

【単発ドラマ部門】優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

 
● 第９回 世界自然・野生生物映像祭  

環境賞 
NHK スペシャル「北極大変動 第１集 氷が消え悲劇が始まった」 

 
● ２００９年 JCJ 賞 

NHK スペシャル「こうして核は持ち込まれた～空母オリスカニの秘密～」 
 
 

＜平成２１年度 第３四半期 主な受賞番組＞ 
 
● ABU 賞 

【ドラマ番組部門】ABU 賞 
天地人 第２回「泣き虫与六」 

【スポーツ番組部門 オープニングタイトル】ABU 賞 
第８８回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝 ガンバ大阪対柏レイソル 

 
● ATP 賞 

【ドキュメンタリー部門】最優秀賞 
BS 世界のドキュメンタリー シリーズ四川大地震 被災地は今「第２回 李先生と 
３０人の子どもたち～紅白中心学校～」 

【情報バラエティ部門】最優秀賞 
笑劇開演～小林賢太郎テレビ～ 

【ドラマ部門】優秀賞 
ドラマ８「キャットストリート」全６回 

【ドキュメンタリー部門】 
優秀賞 総務大臣賞 

BS 世界のドキュメンタリー「いのちの声～コロンビア誘拐被害者へのラジオ放送～」 
優秀賞 

ハイビジョン特集「初女さんのおむすび～岩木山麓・ぬくもりの食卓～」 
ETV 特集「全身漫画家～真説・赤塚不二夫論～」 

【情報バラエティ部門】 
優秀賞 

絵金伝説～幕末土佐を生きた闇の絵師～ 
アレ今どうなった？全８回 

総務大臣特別賞 
迷宮美術館スペシャル「珠玉の名画大集合 美の秘密を解き明かせ！」 
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● 国際ドラマフェスティバル in TOKYO 
優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

ローカル・ドラマ賞 
NHK 仙台放送局開局８０周年記念ドラマ「お米のなみだ」 

 
● 山形国際ドキュメンタリー映画際 

【国際コンペティション部門】 
特別賞 市民賞（観客が一番印象に残った作品に投票して決まる賞） 
ハイビジョン特集 シリーズ東京モダン「ナオキ」 

特別賞（アジア千波万波賞） 
ハイビジョン特集 シリーズ新中国人Ⅱ～オリンピックの年に～「ハルビン螺旋階段」 

 
● ２００９年度グッドデザイン賞 

【ネットワーク領域－メディア】グッドデザイン賞 
天才てれびくん MAX ビットワールド～緊急生放送！過去と現在ふたつの部屋～ 

 
● ゴールデンチェスト国際テレビ祭 

【テレビレポート部門】グランプリ＜最優秀賞＞ 
NHK スペシャル「激流中国 病人大行列～１３億人の医療～」 

 
● インド CMS VATAVARAN－環境と野生生物フィルムフェスティバル 

【今年のテーマ（持続可能なテクノロジー部門）】最優秀作品賞 
NHK スペシャル「映像詩 里山 森と人 響きあう命」 

 
● 釜山国際映画祭 

ニューカレンツ賞、FIPRESCI 賞（国際映画批評家連盟賞） 
僕たちのキックオフ 

 
● 国際エミー賞  

【コメディー部門】国際エミー賞（部門最優秀賞） 
特集「星新一ショートショート」 

  
● 「地方の時代」映像祭  

優秀賞  
沖縄 慰霊の日特集｢“集団自決”戦後６４年目の告白～沖縄・渡嘉敷島～｣ 

奨励賞 
ハイビジョンふるさと発 シリーズ格闘２００８「底辺からはいあがれ～富山・元“ホ

ームレス”たちの第一歩～｣ 
 

● シカゴ国際子ども映像祭 
【テレビ向けアニメーション部門】最優秀賞 

みんなのうた「PoPo Loouise（ポポ ルイーズ）」 
   
 

● 国際水中映像祭 
観客特別賞  

NHK スペシャル「謎の海洋民族 モーケン」 
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● ミラノ国際スポーツ映像祭 

【テレビショー・ニューテクノロジー部門】奨励賞 
「SAMURAI SPIRIT－KENDO（剣道）｣ 

 
● 文化庁芸術祭 

【テレビ部門】 

大賞 

広島発ドラマ 「火の魚」 

優秀賞 

   ドラマスペシャル 「白洲次郎 第１回 カントリージェントルマンへの道」 

優秀賞 

   ＮＨＫスペシャル 「日本海軍 ４００時間の証言 第２回 特攻“やましき沈黙”」 

【ラジオ部門】 

大賞 

   ＦＭシアター「風に刻む」 

優秀賞 

   ＦＭシアター「鳥」 

 

● 高柳記念奨励賞 

ＮＨＫスペシャル「病の起源 第４集 読字障害 ～文字が生んだ病～」 

 

● 第６回中国国際アニメ・デジタルアートフェスティバル 

【テレビ番組部門】奨励賞 

プチプチ・アニメ「ニャッキ！（３７） 雪だるま」 

 
 

＜平成２１年度 第４四半期 主な受賞番組＞ 
 

● ＡＭＤアワード年間コンテンツ賞 
優秀賞 

特ダネ投稿ＤＯ画 
 
● 地球環境映像祭 

アース・ビジョン大賞 
ＮＨＫスペシャル「雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～」 

子どもアース・ビジョン大賞 
ＮＨＫスペシャル「映像詩 里山 森と人 響きあう命」 

子どもアース・ビジョン賞 
アニメ「川の光」 

 
● 科学技術映像祭 

内閣総理大臣賞 
ＮＨＫスペシャル MEGAQUAKE 巨大地震 第２回「KOBE １５秒の真実 その

とき地下で何が」 
優秀賞 

復活した“脳の力”～テイラー博士からのメッセージ～ 
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ＮＨＫオンデマンド主要数値　平成２１年度第４四半期　
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（資料４）

平成21年度「放送局のちから」総括

と平成22年度「放送局のちから」



　 北海道

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、道内の７つの放送局のネットワー
ク
　　をいっそう強化します。

　○ 様々な特集番組やニュース・ミニ番組の放送、放送局ごとに計画し
　　ている番組キャラバン、国際放送などを通して、魅力あふれる北海
　　道情報を発信していきます。

　“まるごと体感！北海道”キャンペーンを引き続き展開します。
　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、いっそう
　の地域貢献につとめます。

　○ 全国放送番組や特集番組、イベントを通じて北海道の魅力を強く
　　　アピールします。

　○ 総合テレビ平日夕方６時台、金曜夜間、昼前の情報番組などの
　　　地域番組を刷新し、発信力の強化に努めます。

　○ 北海道独自の番組編成を積極的に推進するとともにデータ放送
　　　やホームページなど、放送メディア以外の視聴者サービスの充実
　　　を図ります。

②

　“デジタル普及　全力投球！”
　
　　　全職場の力を結集して、放送やイベントなどを展開し、
　　　地上デジタル放送の速やかな普及を進めます。

　○ 計画的なデジタル中継局建設と着実な共同受信施設等のデジタ
ル
　　化を実施します。
　○ ６月と１０月に「デジタル放送普及ウイーク」を設定し、デジタル放
送
　　の魅力を強くアピールします。
　○ 平成２３年７月のアナログ放送終了を告知するミニ番組やデジタル
　　放送理解促進情報を放送し、デジタル受信への円滑な移行を促しま
　　す。

　“デジタル普及　全力投球！”
　２０１１年７月のアナログ放送終了が、目前に迫っています。
　デジタル放送の普及推進に総力を結集して取り組みます。

　○ デジタル中継局の完全整備とＮＨＫ共聴のデジタル化を着実に
　　　進めます。

　○ 様々な放送やイベントを通じてデジタル放送普及を強力に推し
　　　進めます。

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、道内の7つの放送局のネットワーク
　　をいっそう強化します。
　○ 様々な特集番組やニュース・ミニ番組の放送、番組キャラバン、
　　国際放送などを通して、魅力あふれる北海道情報を発信していきま
　　す。
　○ 開港150年を迎える函館の魅力を積極的に発信するとともに、公開
　　番組・イベント等を展開します。

　“まるごと体感！北海道”キャンペーンを引き続き展開します。

　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、いっそう
　の地域貢献につとめます。

　■ 「北海道はひとつ」を合言葉に、道内の7つの放送局のネットワーク
　　　を活かし多彩な情報をお届けします。
　
　■ 様々な特集番組やニュース・ミニ番組の放送、番組キャラバン、
　　　国際放送を通じて、魅力あふれる北海道・函館の情報を発信し
　　　ていきます。
　
　■ 新幹線の青森開業を始めとした新たな展開など地域の課題を
　　　多面的に報道していきます。

②

　“全力結集”　デジタル普及

　　　地上デジタル放送のエリア拡大と速やかな普及に向けて、
　　　全職場のちからを結集し、多角的な活動を展開します。

　○ デジタル中継局の計画的建設と共同受信施設等のデジタル対応
　　を推進します。
　○ 放送やイベント等による周知・広報活動を展開します。
　○ 自治体や総務省北海道南テレビ受信者支援センターと協力し
　　普及促進に努めます。
　○ 電器店・工事関係者対象の地デジ講習会や様々な場所で地デジ
　　の受信公開を行います。

　“地上デジタル”　完全移行を期して全力で取り組みます。

　地上デジタル放送の完全移行に向けて、域内全域でデジタル対応を
　完了すべく、多角的な活動を展開します。

　■ デジタル中継局の建設を完了し、共同受信施設等のデジタル
　　　放送対応の促進に万全を期します。
　
　■ より効果的な放送周知やイベント開催等により、地デジ対応
　　　未了者に対して強力にデジタル対応を求めていきます。
　
　■ 域内全域について、漏れなく円滑にデジタルに移行できるよう、
　　　自治体やデジサポ道南と協力し、きめ細かい施策を展開します。

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 道北４７市町村を紹介するミニ企画など、地域の活性化に
　　向けた番組を積極的に発信します。
　○ 全道的な視点で、道北地域の魅力や課題を取り上げます。

　"まるごと体感！北海道”　キャンペーンを引き続き展開します。
　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、いっそう
　の地域貢献につとめます。

　○ 旭川どさんこプロジェクトを中心に管内４７市町村の活性化に
　　　向けた番組を積極的に発信します。

　○ ７月、１２月の旭川月間は、接触者率と支払率向上を目指して
　　　効果的な取り組みを実施します。

　○ 参議院選挙と旭川市長選挙に的確に対応するとともに、医療、
　　　農業問題など、地域の課題を取り上げます。

②

　“充実！北のデジタル新時代”

　　　地上波デジタル放送の普及・推進に全力で取り組むとともに、
　　　デジタル時代にふさわしい放送・イベントの充実をめざします。

　○ 年数回、デジタル関連のイベント・中継を道北各地域において
　　集中的に実施します。
　○ 美瑛の丘の四季など、デジタル時代にふさわしいハイビジョン
　　番組を制作します。
　○ １２のデジタル中継局を建設し、受信エリアを拡大します。

　“北のデジタル　充実へ”
　地上デジタル放送の普及・推進に全力で取り組むとともに、デジタル
　時代にふさわしい放送・イベントの充実を図ります。

　○ 年数回、デジタル関連のイベントを道北各地において集中実施
　　　します。

　○ 北海道の豊かな自然を描く番組を、デジタルならではの映像・
　　　音声で制作します。

　○ １１のデジタル中継局を建設し、受信エリアを拡大します。

札　幌

函　館

旭　川

放送局
平成２１年度 平成２１年度

取り組みの総括

平成２２年度

   北海道では、「まるごと体感！北海道」をテーマに各放送局ごとに
「スペシャル月間」を実施し、札幌局と道内６局の連携を強化して、
番組キャラバンや公開派遣番組を集中展開しました。また、ＢＳ２の
３時間特集｢まるごと体感！北海道 ご当地グルメ応援団｣（データ放
送連動）や国際放送向けのミニ番組「Ｃｏｏｌ！Ｈｏｋｋａｉｄｏ」、大雪山
系の遭難事故を取りあげた「クローズアップ現代　夏山の惨事」な
ど、地域放送から全国、国際放送番組まで幅広い情報の発信に努
めました。さらに、地域住民の自主制作映画をまるごと放送したほ
か、若者向け音楽情報番組を開発するなど、独自の編成に取り組
みました。「北海道ロハスな旅」や「親子のはじめてクラシック」など
多彩なイベントを通じても、地域の幅広い視聴者の期待に応えまし
た。
   道内の地上デジタル中継局の整備は、２１年度目標の４１局を達
成し、世帯カバー率は９７．８％となりました。デジタルの普及推進
では、６月と１０月に｢まるごと体感！デジタルウィーク｣を実施し､３
月にはＮＨＫが在札民放に呼びかけてアニメーションスポットを共同
制作し、地域の関心を集めました。また、さまざまなイベント会場で
デジタルＰＲをデジサポと連携して効果的に実施し、２２年度から展
開するデジタルキャラバンの巡回用パッケージセットの製作にも､意
欲的に取り組みました。

   「まるごと体感！北海道・集中月間」、環境イベント｢SAVE THE
FUTURE 2009｣、函館開港150年記念の各種番組やイベントなど、
全国・地域で多彩な番組を放送しました。22年度も「まるごと体感！
北海道・集中月間」を中心に、道南の魅力や話題を積極的に発信し
ます。｢緊急報道プロジェクト｣は、態勢の整備･強化のみならず、若
手職員のスキルアップに貢献しています。22年度も勉強会や訓練
を継続し、公共放送の使命達成に邁進します。デジタル中継局の
整備は、12月に5局からの本放送を開始し、世帯カバー率を97％と
しました。また、地デジ普及活動と放送による広報をデジサポ道南
と連携して効果的に進めることができました。地デジ完全移行に向
けて、広報・普及活動をさらに強化します。

  年間企画「わが街のいちおし！」は、管内４７市町村すべてを計画
的に取材し２０２回に上る放送で地域の元気を伝えました。１１月の
旭川月間は、観光をテーマに地域の魅力や課題を集中的に放送し
ています。また、旭川局制作の全国番組「美瑛の丘」「巨大魚イト
ウ」はハイビジョンの特性を生かした上質な番組となり、視聴者の期
待に応えました。選挙・緊急報道や旭川の老舗デパート閉店等、市
民の関心の高いニュースも多角的に報道しています。新年度も、道
北の自然や魅力を全国・全道に発信するほか、地域に根ざした取
材を積み重ね、地域放送局としての役割を果たします。
   地上デジタル中継局は、１１局を整備して普及率は９５％となりま
した。普及目的の全局イベントは、旭川冬まつり会場など４か所で
開催し、成果を上げています。新年度は、残る１１中継局を確実に
整備するとともに、戦略的な番組やイベントで、完全デジタル化に向
けての普及推進を加速させます。



　 北海道

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 豊かな自然や話題を集中的に放送する「十勝月間」を設け、十勝
　　の魅力を発信します。

　○ 生活情報番組「ほっからんど十勝」を刷新し、全１９市町村の身近
　　な情報を紹介します。

　“まるごと体感！北海道”　キャンペーンを引き続き展開します。

　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、
　いっそうの地域貢献につとめます。

　○ 番組やニュースを集中的に放送する「とかち月間」を春と秋に
　　　編成し、地域の魅力を発信します。
　
　○ 新しい生活情報番組では、生中継を増やし、地域情報の充実に
　　　つとめます。

②
　”むすぶ　つながる　十勝の輪！”

      親しまれる放送やイベントを十勝の大地に展開し、デジタル化
　　　を推し進め、視聴者とのきずなを強めます。

　○ 独自の「視聴者ふれあい指数」を設け、視聴者との”接触量”を
　　増やします。

　○ 公開番組との連動や地域の文化拠点と連携したイベントを実施
　　します。

　○ 計画的にデジタル中継局を建設し、エリアカバー率９９％を達成
　　します。

　“むすぶ　つながる　十勝の輪”　の活動を推し進めます

　放送やイベントを通じて、視聴者とのきずなをいっそう強め、
　地域放送局の役割を果たします。

　○ 視聴者との接触量を増やし、独自のふれあい指数（トカチン）
　　　では、１０万トカチン達成をめざします。

　○ 文化・スポーツイベントを通じて、地域での視聴者活動を充実
　　　させます。

　○ デジタル放送の普及促進と受信料の公平負担に、全局体制で
　　　取り組みます。

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、道内の７つの放送局のネットワー
ク
　　をいっそう強化します。
　○ 様々な特集番組やニュース・ミニ番組の放送、番組キャラバン、
　　国際放送などを通して、魅力あふれる道東の自然環境や地域の
　　課題を全道・全国に発信していきます。
　○ 地震・津波、火山噴火など緊急災害報道への取り組みを強化しま
　　す。

　“まるごと体感！北海道”キャンペーンを引き続き展開します。

　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、
　いっそうの地域貢献につとめます。"

　□ 「北海道はひとつ」を合言葉に、ネットワークを生かしたニュース
　　　や番組を発信し、災害報道への取り組みを強化します。

　□ ９月の「釧路・根室スペシャル」月間を中心に、道東のすばらしい
　　　自然環境や北方領土など地域の課題を全道・全国に発信して
　　　いきます。

②

　”デジタルを広め、釧路・根室を元気に！”

　　　全職場でデジタル放送の普及をすすめるとともに、放送やイベ
　　　ント、視聴者サービスを通じて、釧路・根室地方に元気を与える
　　　放送局を目指します。

　○ 完全デジタル化に向けて送信設備の整備を推進します。
　○ テレビ受信者支援センターに協力し、地上デジタルの周知普及
　　活動を強化します。
　○ 営業改革の各施策を着実に実行し、支払い率の向上を目指し
　　ます。
　○ 地域を元気にするイベントを開発し、来館者サービスの改善に
　　努めます。

　“デジタルを広め、釧路・根室を元気に！”

　全職場でデジタル放送の普及をすすめるとともに、放送やイベント、
　視聴者サービスを通じて、釧路・根室地方に元気を与える放送局を
　目指します。

　□ 地上デジタル放送への完全移行に向けて送受信環境を整備する
　　　とともに、普及や広報活動に放送局をあげて取り組みます。

　□ 地域を元気にするイベントやきめ細かい視聴者サービスを通じて、
　　　地域に親しまれる放送局を目指します。

　□ 受信料の支払率を向上させるため、さまざまな取り組みを
　　　強化し、公平負担の徹底を目指します。

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、道内の７つの放送局のネットワー
ク
　　をいっそう強化します。

　○ 特集番組やニュース・番組キャラバンを通じて世界自然遺産
　　「知床」や冬の「流氷」を中心にオホーツク管内19市町村の“魅力
　　や元気”を積極的に全道・全国に発信します。

　“まるごと体感！北海道”キャンペーンを引き続き展開します。

　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、
　いっそうの地域貢献につとめます。

　○ ｢オホーツク地域の応援団」として、管内18市町村の“魅力や
　　　元気”を全国・全道発信に取り組みます。

　○ 政権交代に伴う政策転換による地域への効果・影響をはじめ、
　　　オホーツク地域の抱える課題に継続的に取り組みます。

②

　“デジタル頑張る！オホーツク”

　　　北見放送局の力を結集して、地域のみなさまともっと身近にふれ
　　　あい、地上デジタル放送の普及と受信料の公平負担に努めます。

　○ 21年度地上デシタル放送の北見放送局管内のエリアカバー率
　　97％をめざします。

　○ 営業改革を進め、営業目標達成に向けて、全局体制で取り組み
　　ます。

　○ 年間事業運営のPDCAサイクルを実践する組織横断的プロジェ
　　クトを設置し、お客様満足度の向上や理解促進に努めます。

　オホーツク　“デジタル”フル宣言！

　北見放送局の力を結集して、地域のみなさまともっと身近にふれ
　あい、地上デジタル放送の普及と受信料の公平負担に全力で取り
　組みます。

　○ ２３年７月のデジタル化完全移行に向けて、受信環境の整備や
　　　効果的な広報を展開し、着実に普及を進めます。

　○ さらに効率的な営業改革を進め、受信料の公平負担の徹底に
　　　取り組みます。

　○ 「いつでも　どこでも　もっと身近にＮＨＫ」のふれあい活動を
　　　とおして、お客様満足度の向上や理解促進につとめます。

釧　路

北　見

帯　広

 　新たに「十勝スペシャル月間」を編成し３７本の番組を発信するな
ど、地域の魅力をアピールすることができました。これまでにない集
中的な放送サービスの実現により、視聴者からも高く評価されまし
た。また「トムラウシ山遭難」「石川代議士逮捕」等の緊急報道でも
的確な情報を迅速に提供し、公共放送としての責務を果たせまし
た。２２年度も集中編成月間や新しい情報番組を中心に、サービス
の充実を図っていきます。
　独自の「視聴者ふれあい指数（トカチン）」では、目標を大きく上回
る８万トカチンを達成しました。放送やイベントを通じて、大学・美術
館・児童会館等の学術文化拠点との関係を強化できたほか、主婦
や学生・親子層等、比較的接触の乏しかった世代との交流も実現し
浸透も深まりました。２２年度は１０万トカチンという高いハードルを
設け、視聴者とのきずなやふれあいをいっそう深めていきます。

   情報の発信では、６月の「釧路・根室スペシャル月間」で４２本の
番組・企画を制作したほか、９月には「北方領土プロジェクト」を発足
させ、元島民の証言企画を２５本、道内向けの番組や企画を７本制
作、証言の動画公開も開始しました。「領土プロ」の取り組みは２２
年度も継続し、全道・全国の長尺番組の制作を行います。緊急報道
では、チリ地震津波で２１回の中継を行い、全国で も津波が早く
到達する局として責務を果たしました。２２年度は、若手の〝緊急報
道力〟を向上させる取り組みを強化していきます。
   ５つのデジタル中継局を整備し、世帯カバー率を９８％に拡大す
るとともに、ＮＨＫ共聴１６施設に地上デジタルを導入しました。開局
に合わせ、デジタルキャラバンや受信相談、デジサポ道東と連携し
たイベント等の実施など、積極的な普及に取り組みました。22年度
は、残る送受信設備のデジタル化整備と新たな難視対策に取り組
んでいきます。
   参加人数、回数とも昨年度を超えるふれあいミーティングを実施
しました。特に、毎月１回開催した番組上映会でも８回のミーティン
グを実施し、ＮＨＫへの理解促進を図りました。会館公開でも過去
高の来館者数を記録するなど、２２年度も地域の文化拠点として役
割を果たしていきます。

     「まるごと体感！北海道」では、春の花シリーズや夏の知床シ
リーズ、冬の集中月間などで地域の魅力を全国･全道に発信すると
ともに、地域の元気を紹介する「みんなのこえ」は年間で８５０人に
出演していただいた他、キャスター講演会や中継車を利用したテレ
ビ中継の出前授業なども実施して接触者率の向上に努めました。
また、医師不足など地域が抱える課題の取材・放送や断水事故の
緊急報道にも対応、地域放送局としての役割を果たしまた。送信設
備のデジタル化は計画した５か所の中継局で放送を開始し、世帯カ
バー率は目標の９７％になりました。
    ２２年度は引き続き地域のニュースや話題を全国・全道に向けて
発信します。特に知床地域が世界自然遺産登録から５年になるの
を機会に各種番組化を図ります。地デジ化では小規模中継局４局
を建設するほか、個別の受信対策にも全力をあげ、普及に向けて
きめ細かな取り組みをします。



　 北海道

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①

　“ まるごと体感！北海道 ”

　　　道内７局が連携して北海道各地の多彩な魅力を全道・全国、
　　　世界に発信、地域の活性化に貢献します。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、様々な特集番組やニュース・
　　ミニ番組などの放送を通して、魅力あふれる北海道情報を発信
　　していきます。
　
　○ ９月の室蘭月間を山場にすえた放送を全局体制で実施します。
　　また、若年層の接触者率拡大につながる企画を発信します。

　“まるごと体感！北海道”キャンペーンを引き続き展開します。

　道内７局が連携して、北海道の多彩な魅力を積極的に発信、いっそう
　の地域貢献に努めます。

　○ 「北海道はひとつ」を合言葉に、様々な特集番組やニュース・
　　　ミニ番組などの放送を通して、魅力あふれる北海道情報を
　　　発信していきます。

　○ ４月の室蘭月間等を山場にすえた放送を全局体制で実施します。
　　　また、若年層の接触者率拡大につながる企画を発信します。

②

　"地デジ普及にフルパワー！”

　　　全局体制で地デジ普及と環境経営に取り組む、地域に開か
　　　れた放送局を目指します。

　○ 地デジの視聴拡大を円滑に進める活動を、向こう２年間に
　　管内全１８市町で実施します。また、一人ひとりが地デジの
　　セールスマンとして普及の推進役となります。
　○ イベント開催・出前授業など、会館内外でのふれあい活動や
　　組織風土改革を推進し、視聴者満足度の向上を図ります。
　○ 環境マネジメントを積極的に推進します。

　“地デジ普及にフルパワー！”の活動を強力に推進します。

　地デジ普及と支払率向上を両輪とする全局活動を進め、地域に
　開かれた放送局を目指します。

　○ 管内全１８市町を巡回して地デジ拡大を円滑に進める活動を
　　　強化し、さらに２巡目の展開も目指します。また、職員一人ひとり
　　　がセールスマンを合言葉に地デジ普及と受信料の公平負担徹底
　　　に向け推進役となります。

　○ イベント開催・出前授業など、会館内外でのふれあい活動や組織
　　　風土改革を推進し、視聴者満足度の向上を図ります。

　○ 環境マネジメントを積極的に推進します。

室　蘭

     「まるごと体感！北海道」キャンペーンのもと、２回の「室蘭月
間」を山場に、前年度を上回る計１１４本のニュース、企画を全国発
信しました。この▽「月間」と▽地デジ普及▽営業▽ＣＳ活動▽イベ
ント開催等を「複合活動」として、全局体制で効果的・効率的に展開
し、「地域を元気にする拠点」として存在感を存分に示すことができ
ました。接触者率と視聴者満足度の向上を数量的に実感出来る取
り組みとして、計１５４組７３２人参加の視聴者参加型ミニ番組の現
地収録や、放送連動による内容充実で前年比１．８倍のアクセス実
績となったホームページ等の展開を強力に推進しました。こうした活
動を背景に、デジタル化の年度計画も円滑に完了、次年度分の前
倒し着工により移行準備 終年度への盤石な足がかりとしました。
複数年度の効果的な取り組みとして２１年度活動の手法や実績をさ
らに次年度の中で継承・発展させて行きます。



　 東北

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①
　「地域に根ざした放送局」をめざします。

　　　地域の課題に向き合い、地域の魅力を伝えます。
　　　地域の応援団として、視聴者とのつながりを大切にします。

　・ 緊急災害報道や選挙報道に万全の体制で臨みます。
　・ 東北の課題をより深く多角的に放送します。
　・ 東北の文化やスポーツ、伝統産業などを積極的に取り上げます。
　・ 地域とのきずなを深めるイベントや活動を展開します。
　・ 受信料の公平負担に取り組みます。

　地域から信頼される放送局を目指します。

　○ 様々な分野の出来事を丁寧に取材するとともに、災害報道や
　　　選挙報道に万全の態勢で臨みます。
　○ 暮らしに直結する課題を深く掘り下げ、多角的な視点でわかり
　　　やすく伝えます。
　○ スポーツの試合や活躍している選手を数多く紹介し、地元の
　　　期待に応えます。
　○ 東北の魅力を多彩な番組で描きます。
　○ 視聴者とのキズナを強める活動を展開します。
　○ 受信料の公平負担の徹底に全力で取り組みます。

②

　「デジタル化の推進」に努めます。

　　　地上デジタル放送のエリア拡大を着実に推進します。
　　　視聴者の理解を得ながら完全デジタル化に向けた普及促進を
　　　図ります。

　・ 中継局の建設など、受信エリアの拡大を着実に進めます。

　・ デジタル放送の魅力を伝える取り組みを進めます。
　地上デジタル放送の推進に取り組みます。

　○ 中継局の建設など、受信エリアの拡大を着実に進めます。

　○ デジタル放送へのスムーズな移行に向け、周知活動を徹底
　　　します。

①

　「あきたを元気に！」。
　　　私たちは地域の課題に正面から向き合います。

　　　秋田が直面する重要課題を重点的に取材し、秋田の活性化を
　　　応援します。
　　　そして、全国のみなさまに、秋田の良さ・すばらしさを知ってもらう
　　　放送をさらに強化します。

　○ 「ニュースこまち」などの高い支持（視聴者意向・視聴率 など）を
　　堅持し、みなさまの期待に応える県民目線の放送をさらに充実し
　　ます。

　○ 農林水産業の振興、新規産業の創出、地域の活性化など、当面
　　する重要課題を、より深く継続的に全力をあげて取材・放送します。

　○ 秋田から全国に向けて放送するニュース・番組をさらに増強し、
　　秋田県の認知度・関心を高めて、“あきたのすばらしさ”を発信し
　　ます。

　Ⅰ．“秋田のちから”を発信し、県民の期待に応えます！

　秋田の自然、伝統、文化、県民パワー、さまざまな地域の取り組みを
　“秋田のちから”として広く発信し、秋田県民の期待に応えます。

　○ 地域放送の内容を充実させ、視聴者に支持される豊かな
　　　放送サービスに取り組みます。また、秋田の話題を幅広く
　　　取り上げ、ニュース・番組の全国発信を強化します。
　○ 各市町村との連携を強化し、公開番組やイベントなどを
　　　通じて、幅広い世代が「ＮＨＫ秋田」をより身近に感じられる
　　　活動を展開します。
　○ デジタルテレビ、パソコン、モバイルを活用した、多様で効果
　　　的な放送サービスを推進します。

②

　「もっと身近に！」。
　　　私たちは、みなさまとのふれあいを大切にします。
 
　　　公開番組やイベント、ホームページ、みなさまとの対話などを通
　　　じて、県民の暮らしを守り、豊かにする情報・文化の交差点をめざ
　　　します。そして、テレビ放送開始５０周年や会館移転１周年事業に
　　　全局あげて取り組みます。

　○ 年間で人口の10%を超える12万人の県民のみなさまとの交流を
　　めざします。
　　（公開番組やイベント、来館者、ふれあいミーティングなどの合計）

　○ 秋田局独自の事業・イベントを強化するなど、「はっしん！エキ
　　ヨコ！ＮＨＫ」のもと、より親しまれる地域文化の発信拠点をめざ
　　します。

　Ⅱ．公共放送の責任を果たし、県民の信頼に応えます！
 
　受信料の公平負担、地上デジタル放送の推進に取り組み、公共放送
　の使命と責任を果たして秋田県民の信頼に応えます。

　○ 災害報道や緊急報道、さらに秋田が直面する課題を積極的
　　　に取り上げ、信頼される報道に取り組みます。また、「ＮＨＫ
　　　秋田」に寄せられるさまざまな声を大切にして県民に信頼され
　　　る業務運営を行います。
　○ 受信料の公平負担のため、幅広い世代にむけた理解促進
　　　活動等を展開し、支払率の向上を目指します。
　○ デジタル放送の受信環境を整備し、県内のデジタル放送普及
　　　を効果的に推進します。

①

　「わたしたち、まるごとやまがた応援隊！」

　○ 山形きらり放送局

　山形弁をはじめ、地域に根ざした文化・産業など「地域の宝」を大切
　にし、次の世代を担う若者へ向けた放送・サービスを行い、地域が
　元気になる放送局であり続けます。

　「わたしたち、まるごとやまがた応援隊!」
　山形きらり放送局

　山形のコメの新品種「つや姫」の動きを検証・応援するなど地域の
　産業や山形弁など「地域の宝・文化等」を大切にします。
　放送と連動を図る3-Ｓcreensをより親しみやすく展開し若者との
　接触を深め、地域が元気になる放送局であり続けます。

②
　「わたしたち、まるごとやまがた応援隊！」

　○ 山形あんぜん・あんしん放送局

　地域の課題に向き合う企画や緊急災害・選挙報道に力を尽くし、
　地域の人々の安全・安心につながる情報を迅速・的確に伝えると
　ともに、放送やインターネットなどを通じて、全国・世界に発信しま
　す。

　 「わたしたち、まるごとやまがた応援隊!」
 　山形あんぜんあんしん放送局

　緊急・災害報道に力を尽くします。初動態勢に万全を期すとともに
　防災報道にも力を注ぎます。
　今夏に予定されている参議院議員選挙や首長選挙など選挙報道
　においても正確・迅速に伝え、安全・安心な県民生活を守ります。

③
　「わたしたち、まるごとやまがた応援隊！」
 
　○ 一人一人とつながる山形放送局

　１軒１軒を大切にした受信料の公平負担を進め、デジタル普及を
　通じて、情報格差のない地域作りに取り組みます。

　「わたしたち、まるごとやまがた応援隊!」
　 一人一人とつながる山形放送局

　完全デジタル化に向け、きめ細かい対策を施します。
　「今夜はなまらナイト」を活用した地デジ促進ＰＲなどを通じての
　理解促進を図り情報格差のない地域作りに取り組みます。
　また、一軒一軒を大切にした受信料の公平負担にも力を注ぎます。

平成２１年度
放送局

山　形

仙　台

秋　田

年間を通じて高い視聴率となった「ニュースこまち」をはじめとする
地域放送や多彩な全国放送を発信し、県民から多くの支持をえるこ
とができました。平均視聴率も高位の「ニュースこまち」をはじめとす
る地域放送番組やテレビ放送開始５０年に関連した特集番組でＮＨ
Ｋ秋田の存在感をアピールし、気象災害や総選挙でも迅速・的確な
報道で信頼に応えることができました。
　広報・事業イベントでは、新会館移転１周年を記念した７月の「エ
キヨコ夏祭り」などをはじめ、公開番組などにも積極的に取り組んだ
結果、年間で１７万人を超える県民とのふれあい交流が実現しまし
た。秋田局ホームページでは、アナウンサーブログや大曲花火特
設サイトなどの展開により、年間１２４万ＰＶに達し、接触者率向上
につながりました。
　２２年度はさらに県民の期待に応える放送局となるよう、放送の内
容充実を図るとともに、地上デジタル普及や受信料公平負担への
取り組みを進めます。

　21年度は、地域放送を充実させるため、若者が地域の食材を使っ
て料理の腕を競う番組「おいしい東北闘技場」をスタートさせまし
た。視聴者からは「若い人たちが地域の代表として真剣に料理を作
る姿に感動した」など多くの好意的な声が寄せられました。また、衆
院選や大津波警報など多くの重要な報道に直面しましたが、いず
れも局をあげて取り組み、正確で迅速な報道を行うことができまし
た。営業面では、割引制度など新しい受信料制度を理解してもらう
ように努めました。
　デジタル移行にむけて、自主共聴の推進や難視地域の解消など
に積極的に取り組みました。しかしながら、デジタルテレビの世帯普
及率は依然として全国平均を下回っており、更なる周知活動が必要
だと思われます。22年度はこうした問題点をひとつひとつクリアし、
来年7月の完全移行につなげていきます。

　「今夜はなまらナイト」はＴＶで２回、Ｒで５回放送して視聴者から安
定した支持を得ました。ＴＶ５０年記念事業としてドラマ「スキップ」を
核にした取り組みを全局体制で展開し営業業績と地域の活性化に
貢献できました。
　地震だけでなく台風などの災害や選挙についても過不足なく報道
しました。災害や事件が少ないといわれる山形県ですが、さらに的
確な報道と地域の課題に取り組むとともに応援隊として存在感を高
めていきます。
　「なまらバージョン」地デジスポットを３本制作し普及に努めまし
た。樹氷関連の番組ＰＲ「蔵王を見よう！」を活用し事業所対策を行
うなど番組と連動した活動を積極的に行ないました。アナログ終了
１年に迫った今後は、より具体的な周知ができるスポットを制作す
べく検討し、この形を発展させアナログ終了と受信料の公平負担に
力を発揮していきます。地デジの「新たな難視」地区が徐々に確認
されつつありますが説明会を増やすなど、22年度は完全デジタル化
に向け効率的に業務を進めていきます。

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括



　 東北

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度
放送局

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①

　「岩手のチカラ　応援宣言！」

　　　岩手の応援団として、地域の伝統文化、美しい自然環境、豊富な
　　　食材と暮らしなど、岩手のチカラを多彩に盛り上げるとともに、
　　　岩手が抱える課題の解決に向け、県民の皆さんと一緒になって
　　　考えます。

　○ 選挙報道や緊急・災害報道には迅速かつ的確に対応し、皆さん
　　の信頼に応えます。

　○ 「岩手の今をわかりやすく」ニュース・情報番組で伝えます。

　○ 「岩手の魅力再発見」「課題と向き合う」番組を作ります。

　○ 多くの皆さんが番組に参加し、楽しんでいただける放送を実施
　　します。

    「岩手のチカラ　応援宣言！」

  岩手の応援団長として、地域の伝統文化、美しい自然環境、豊富な
　食材と暮らしなど、岩手のチカラを多彩に盛り上げるとともに、地域
　で元気に活躍されている人々を紹介し、より一層地域の放送局として
　の存在感を示していきます。

　○ 「岩手の魅力・元気な姿」をタイムリーにニュース・情報番組で伝え
　　　ます。
　○ 「地域に根ざした」「課題と向き合う」番組を作ります。
　○ 多くの皆さまが番組に参加できる放送を実施します。
　○ 迅速かつ的確な選挙報道や緊急・災害報道を行い、
　　　地域の皆さまの信頼に応えます。

②

　 「地域とともに！ 皆さんに寄り添う姿勢を貫きます」

  　　地域における公共放送の使命を改めて自覚し、組織や職員の力
　　　の発揮、デジタル化への取り組み、地域の皆さんとの交流、あら
　　　ゆる場面で岩手に生きる地域の皆さんの目線から仕事を進めま
　　　す。

　○ 地上テレビ放送の完全デジタル化にあたり、さまざまな機会を
　　捉えて、理解促進に努めます。
　○ 営業改革を進め、より効率的に受信料を集めます。
　○ 排出するCO２の削減に取り組むとともに、放送を通して
　　エコ推進を呼びかけていきます。
　○皆さんとふれあい、意見を伺う催しを積極的に実施します。

    「地域とともに歩む姿勢を貫きます」

  地域における公共放送の使命を改めて自覚し、デジタル化への取り
　組み、地域の皆さまとの交流など、あらゆる場面で岩手に生きる地域
　の皆さまの目線で業務に取り組み、親しみのある地域放送局を目指
　します。

　○ 様々な機会を捉えて、地上デジタル放送の魅力と利便性を地域
　　　の皆さまに伝え、普及促進を図ります。
　○ 営業改革をさらに推進し、より効率的な体制を構築します。
　○ 地域の皆さまとの触れ合いを積極的に実施します。
　○ 組織横断的な活動推進により総合力を高めるとともに、ＨＰでの
　　　動画配信を充実し、地域サービスの充実に努めます。

①

　発揮します　　地域をいきいきと豊かにする”元気力”。

　　　差し迫る様々な課題と向き合い解決の道を探るとともに、ふるさと
　　　を見つめ地域をいきいきとさせる放送局を目指します。

　・ “県内で一番見られる放送局”を堅持します。
　・ 視聴者参加番組を前年度以上制作。
　・ 福島のテレビ放送５０年を振り返る番組の制作。
　・ 視聴者とのふれあいを深めるため、「はまなかあいづTODAY」
　　中継キャラバンを県内各地で実施。
　・ 「ふれあいミーティング」をあらゆる機会をとらえて可能な限り
　　多く開催し、多数の参加者を確保。

　発揮します
　　地域をいきいきと豊かにする“元気力”。

　｢福島“元気”応援団」として、様々な課題と向き合い解決の道を探る
　とともに、ふるさとを見つめ地域をいきいきとさせる放送局を目指し
　ます。

　・ “県内で一番見られる放送局”を堅持。
　・ 視聴者参加番組を前年度以上制作。
　・ ＮＨＫ福島の開局７０周年を記念した特別番組の制作やイベント
　　の実施。
　・ 視聴者とのふれあいを深める番組やイベントを通じ、職員の職種
　　をこえたスキルアップの実施。
　・ 「ふれあいミーティング」をあらゆる機会をとらえて可能な限り多く
　　開催し、多数の参加者を確保。

②

　発揮します　　完全デジタルへの“実現力”。

　　　全職場が一丸となって、視聴者のみなさまにデジタル化への
　　　理解促進を図り、円滑な移行を目指します。

　・ 営業全目標の達成。
　・ 未面接者への対応強化に新しい手法開発。
　・ ロードマップに沿ったデジタル中継局の整備と共同受信施設
　　のデジタル化の促進。
　・ きめ細かな地デジ普及促進活動を効果的に県内各地で実施。

　発揮します
　　完全デジタルへの“実現力”。

　全職場が一丸となって、視聴者のみなさまにデジタル化への理解促
進
　を図り、早期に、円滑な移行を目指します。

　・ 営業全目標の達成。

　・ 未面接者への対応強化に新しい手法開発。

　・ ロードマップに沿ったデジタル中継局の整備と共同受信施設の
　　デジタル化の促進。

　・ きめ細かな地デジ普及促進活動を効果的に県内各地で実施。

①
　良質なコンテンツの制作・放送を核に、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送の普及と
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・携帯端末向け地域ｻｰﾋﾞｽの開発を進め、放送外ｻｰﾋﾞｽ
　の開発も含め、より身近で信頼されるNHKを実現します。

　◇各部連携で
　　　① 緊急報道訓練・災害時の生活関連情報訓練を実施
　　　② “いま”がわかり幅広い世代に見られるﾆｭｰｽ・番組を開発
　　　③ 地上デジタル放送のカバー世帯数拡大
　　　④ ﾏﾙﾁ編成等新技術による地域ｻｰﾋﾞｽ実施
　　　⑤ ﾃﾞｰﾀ放送やｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・携帯端末向け新ｻｰﾋﾞｽ開発
　　　⑥ 地域住民と直接つながる「公開ｲﾍﾞﾝﾄ」等開発
　　　⑦ 受信料の公平負担の推進

　地域の活性化に役立つ良質のニュースや番組を取材・制作し、
　県内・東北地方・全国に向けて積極的に発信します。

　① 緊急報道訓練・災害時等生活関連情報訓練実施

　② 青森の“いま”がわかり幅広い世代に見られるニュース・番組
　　の取材・制作

②
　デジタル放送の普及策を強化しつつ、インターネットや携帯端末
　向けのサービスも含め、幅広い年齢層に親しまれる地域サービス
　を実現します。

　① 地上デジタル放送の普及促進

　② データ放送充実とマルチ編成活用

　③ インターネット・携帯端末向け地域サービス充実

③
　視聴者の皆様に楽しんでいただける様々なイベントなどを通じて、
　より身近な青森放送局を実現します。

　① 視聴者と直接触れ合うイベント等の開発・実施とニュース・
　　番組での“双方向性”充実

　② 身近な親しみやすさで公平負担推進

青　森

福　島

盛　岡

花巻東高をはじめ関心が高いテーマをタイムリーに伝えるとともに、
新感覚の番組開発等にも挑み、岩手の魅力を多彩に盛り上げるこ
とができました。また、地元応援歌として放送している「いわてみん
なのうた（たらりら）」は、岩手県の流行語にも選ばれるなど多くの県
民に親しまれており、２２年度も継続していきます。
　また、「見られる」HPを目指し、番組連動の動画を中心に配信した
ことにより、アクセスが飛躍的に増加しました。今後も内容を充実
し、視聴者サービス向上にあたります。
　地デジ関連では、計画的に中継局整備を進めるとともに、地元自
治体と連携し、ＮＨＫ単独の建設予定だった全１３地区でＣＡＴＶ加
入促進による視聴環境を整えることができました。また、民放各社と
連携した活動も拡充しており、２２年度は、完全移行に向けた活動
を加速していきます。
　営業活動は、旧郵政委託地区への委託所配置などより効率的な
体制を再構築しました。今後も改革を一層促進し、受信料収納の確
保に努めます。

「はまなかあいづToday」の年間平均視聴率は、11.7%と県内１位を
保ち、各地からの中継特集等で、良く見られました。新年度は、そ
の日のニュースにこだわった放送を目指し、番組のパワーアップを
図ります。視聴者参加番組「主役は福島！みんなのテレビ」は目標
の年間７本を制作し、テレビ放送開始50年特集番組などもタイム
リーに編成して、季節感にあったテーマで、福島に“元気”を送り届
けることができました。視聴者とのふれあい活動では、番組公開な
どを通じ5万3000人の参加者を得、「ふれあいミーティング」では、
1000名超の方々から貴重な意見を伺いました。新年度もこの精神
を継続し、視聴者とのふれあいを大切にしていきます。「完全デジタ
ル」へむけては、カバーエリアを92.6%としましたが、新年度の29局
の置局とともにさまざまな普及イベントを行ないます。全局体制の
取り組みで、好成績を上げた営業は、新年度も多角的、効果的な取
り組みにより、財源確保に全力を尽くします。

　平成２１年度は、太宰治生誕百年関連の話題をはじめ、地元高校
サッカーの全国準優勝や冬季オリンピックでのチーム青森の活躍、
１７年ぶりの大津波警報への対応など、地域の皆さんの期待や関
心に応えられるニュースや番組を制作・放送しました。また、「オー
ル青森放送局」体制で取り組んでいる“3-Screens”と“つながる場”
というプロジェクトでも、地上デジタル放送の普及と幅広い年齢層の
方々に、よりＮＨＫを身近に感じてもらえるようインターネットや携帯
端末向けの地域サービスを開発しました。公開放送の折などには
皆様から直接お話を伺い、また私どもからもＮＨＫの番組や経営、
そして放送の仕組みなどについてご説明しました。
　東北新幹線が新青森駅まで全線開業する平成２２年度は、開業
効果への期待が高まる地元を更に応援して参りたいと考え、皆様
へのお約束もより具体的に、①地域・東北・全国への発信力の強
化、②地デジ普及と幅広い年齢層向けサービスの開発、③「つなが
る場」の強化、の三本柱といたしました。



　 関東甲信越

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

① 　地域の課題に向き合い、暮らしやすい地域社会づくりに貢献します

　○ 金曜日の夜間に地域の課題を掘り下げて解決策を視聴者の
　　みなさまと一緒に考える“信州を知るテレビ　知るしん。”や“どう
　　する信州”を放送します。
　○ 平日夕方６時台の“イブニング信州”では地域のニュースをいち
　　早く正確に伝えるとともに、医療・交通など身近な問題を掘り起こ
　　して伝えるニュースや「安全・安心」につながる防災・防犯などを広
　　く訴える特集・企画に取り組みます。

　地域の課題に向き合い、暮らしやすい地域社会づくりに
　貢献します

　◇ 長野県のニュースを掘り下げて伝える夕方６時台や、直面する
　　　課題の解決策を視聴者とともに考える金曜夜８時台の番組など
　　　を通じて、地域の活力アップに貢献します。
　◇ 地域のスポーツや地域を支える人々に光を当てる番組を制作
　　　して信州の応援団になります。
　◇ 長野県の豊かな自然や文化の魅力を全国に発信します。
　◇ 災害などいざという時に頼りになる放送局として備えを進めます。

②
　視聴者のみなさまとの結びつきを強め、みなさまの声をお聞きして
　放送や事業に反映させます

　○ 視聴者のみなさまとの結びつきを強めるために公開番組に加え
　　て環境・教育・福祉などの多彩なイベントを実施します。
　○ 部や職種の垣根を越えて全局体制で取り組むプロジェクト に
　　よって、視聴者のみなさまの声に応える新しいサービスの開発に
　　取り組みます。
　○ 地上デジタル放送について広く視聴者のみなさまの理解を得る
　　ための活動に取り組みます。

　視聴者のみなさまとの結びつきを強め、みなさまの声を
　お聞きして放送や事業に反映させます

　◇ 平日昼前に地域のみなさまとともに作る公開放送を実施します。
　　　夕方６時台で地域に出かけて視聴者と直接ふれあう放送「つな
　　　がるスタジオ」を実施します。
　◇ 環境・教育・福祉・スポーツなどの多彩なイベントを行います。
　　　若者層との結びつきを強める新しいイベントや放送の開発に
　　　よってＮＨＫへの接触者率
　　　を高めます。
　◇ 放送の完全デジタル化についてあまねく視聴者の理解を得る
　　　活動を進めます。

③ 　一人ひとりが地域の公共放送のプロフェッショナルになります

　○ 長野放送局の一人ひとりがその仕事を通じて地域社会に貢献し、
　　受信料の重みを認識して効率的に仕事を進めます。
　
　○ コンプライアンスを徹底し、放送倫理を厳格に守り、公共放送の
　　使命を果たします。

　一人ひとりが地域の公共放送のプロフェッショナルになります

　◇ 長野放送局の一人ひとりがその仕事を通じて地域社会に貢献し、
　　　受信料の重みを認識して効率的に仕事を進めます。

　◇ 受信料を公平に負担して頂くための取り組みを進めます。

　◇ コンプライアンスを徹底し放送倫理を守って、公共放送の使命を
　　　果たします。

①

　取り組みます　地域の課題

　   「安心・安全」に全力を尽くすと同時に、
　    魅力ある新潟づくりに役立つ情報を発信します。
　    地方が抱える問題に、解決への糸口を示し、
　    地域の活性化に取り組みます。

　○ 地域の視点、
   　　県レベルから見た視点、
   　　日本各地から見た視点、
   　　地球規模から見た視点と、様々な切り口で、
   　　魅力ある新潟づくりを発信していく。

　地域の人たちが必要とする情報の発信基地となり、新潟を元気にする
　拠点になります。

　▼ 安全・安心に関わる情報は迅速かつ丁寧にお伝えします。

　▼ 農業や観光など地域の課題を重点に、分厚い取材を継続的に
　　行います。

　▼ 視聴者の視点に立って、わかりやすい放送を実現します。

②

　取り組みます　デジタルの魅力

　    放送やインターネット・携帯端末などの多様な場で、
　    全職場の力を結集して魅力を提供し、
　    デジタル化での地域貢献を図ります。

　○ 放送や事業イベントに留まらず、
   デジタル媒体を多様に使った情報発信を展開し、
   暮らしに役立つ多角的な情報発信基地となる。

　○ 職場を横断する多角的な発想を生かし、
   地域放送局の役割を多角的に展開する。

　デジタル化の利点を活用し、より便利な放送サービスをお届けしま
す。

　▼ ２０１１年の完全デジタル化に向けて、総力をあげます。

　▼ データ放送の内容充実を図って、より便利な放送サービスを
　　実現します。

　▼ インターネット、携帯電話による視聴者サービスをさらに充実
　　させます。

①

　視聴者とともに、地域活性化を進めます。

　　　山梨の課題に積極的に取り組み、地域再生を図るとともに、
　　　安全安心・新しい文化を創造といった放送の使命を果たします。

　○ 「地域再生」をテーマに課題を検証し、放送・イベントを通じて
　　視聴者とともに取組みます。また、山梨独自の課題を取材し、
　　地域放送の充実と全国発信します。
　○ 山梨を象徴する「富士山」を見つめます。
　○ 迅速・的確な選挙報道、災害・緊急報道に努めるとともに安定
　　　した放送を送り届けます。
　○ より多くの若者に見てもらえる番組を充実させます。
　○ 視聴者の結びつきを強め、もっと身近な放送局を目指します。

　地域活性化に役立つ情報を発信し、もっと信頼される放送局に。

　山梨の課題に積極的に取り組んで地域を元気にし、山梨の魅力を
  全国に世界に発信します。
　また、地域の安心・安全を確保する情報を迅速・的確に伝え、
  公共放送としての責務を果たします。

　○ 「地域再生」について考える放送やイベントを連動させる「やまなし
　　　応援キャンペーン」を展開します。富士山も年間を通して見つめ
　　　ます。
　○ 災害や緊急報道、選挙報道については、万全な体制の下で、
　　　迅速かつ的確に伝えます。
　○ コンプライアンス強化や環境経営の施策を進めます。

②

　デジタル時代に向け、新たな公共メディアへの脱皮を図ります。

　　　進行中の営業改革、２０１１年の完全デジタル化、２０１２年の
　　　新会館移転を見据え、新時代にふさわしい地域公共メディアの
　　　形を作っていきます。

　○ ３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開のため番組連動ＨＰ、データ放送、ワンセグ、
　　公式携帯サイトを充実します。
　○ 地上デジタル放送の特性を生かした放送で接触者率を高めます。
　○ 営業改革に取り組むとともに、視聴者との結びつき強化と受信料
　　の理解促進を図ります。
　○ 地上デジタルネットワークを拡大し、その受信普及活動に努めま
　　す。
　○ 平成２４年新会館建設を着実に推進します。

　デジタルで地域との絆を深め、もっと親しまれる放送局に。

　完全デジタル化、新会館移転を見据え、視聴者との結びつきをさらに
　深めていきます。
  地域の文化振興にも貢献します。
  また、受信料の公平負担についての取り組みを強化します。

　○ 地上デジタルネットワークをさらに拡大し、普及促進に努めます。
　○ ホームページやデータ放送、携帯コンテンツを充実し、視聴者の
　　　意見を放送等に生かす機会も増やします。
　○ 受信契約を増やし、未納者を減らす取り組みで、支払率向上を
　　　目指します。
　○ 新会館が新しい情報・文化の拠点となれるよう、準備を進めます。

長　野

新　潟

甲　府

平成２１年度
放送局

　地域経済の活性化、裁判員制度、新型インフルエンザなど、地域
の課題や地域が必要とするきめ細かい情報を　“イブニング信州”と
“信州を知るテレビ　知るしん。”の中で掘り下げて伝えました。地域
を取り巻く環境が日々変貌していく中で、よりタイムリーでより質の
高い番組を放送していくことが今後の課題です。
　全国放送では不況下の地域の苦闘や語り継ぐべき戦争の記憶を
伝えるドキュメント、長野県の自然や文化の魅力をたっぷり伝える
番組を１４本放送しました。全国発信も地域放送局の大切な役割で
あり引き続き力を注ぎます。
　公開番組とイベントを３９本実施し、県内各地から夕方６時台の公
開生放送を行うという初の試みでは、特設スタジオやキャスターの
自転車旅でたくさんのみなさまと直接ふれあいました。２２年度もこ
うした試みを通じてより身近で親しまれる放送局になるよう取り組み
ます。
　地上放送のデジタル化では中継局を１０局建設し、共聴施設のデ
ジタル化改修を着実に進めました。円滑な移行に向けて今後も全
力で取り組みます。

　地域の「安心・安全」を守るため、様々なローカルニュース速報
や、台風１８号の際の特設ニュース、大雪の際の長時間スクロール
放送などを行ったことは大きな成果だったと思います。また大河ドラ
マ「天地人」や高校野球の新潟県勢の初の準優勝に関連した特別
番組などは地域の人たちに大いに楽しんで頂けたと思います。引き
続き、地域を活性化するため、農業や観光など地域の課題に果敢
に取り組んでまいります。
　一方、デジタル化の利点であるデータ放送については、朝の気象
情報の画面表示やスポーツの応援メッセージ表示など、内容の充
実を図ってきました。２２年度も、新たに河川情報の提供などを計画
しており、来年に迫った完全デジタル化に向け、一層の努力を行っ
ていきたいと思います。

　農林業や食、医療など、地域再生に役立つ課題を継続取材して、
地域の取り組みを全国に発信、富士山に関する全国番組も放送し
ました。サッカー、バスケットなど地域に密着したスポーツ中継を増
やし、若者に見てもらえるように深夜の番組編成、ラジオ特集番組
制作なども試みました。
　Ｊリーグ中継や関連番組で、携帯電話やＰＣで送ってもらった「応
援メッセージ」を放送するなど、3-Screens展開で視聴者との結びつ
きを深めました。
　営業活動では、契約や未収対策、事業所対策などを強化し、支払
者数を大幅増加させました。衛星契約の増加目標は全国で唯一
局、２０年連続達成しました。
　デジタル普及に向けては、計画通り中継局８局を整備、共聴施設
の地デジ化も進めています。甲府局キャラクターによる広報番組や
イベントでも対応を強化しています。
　２１年度の成果を生かし、２２年度も、地域活性化とデジタル化に
貢献する取り組みを強化していきます。

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括



　 関東甲信越

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度
放送局

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

① 　国際都市“ヨコハマ”と神奈川のあらたな情報発信基地になります
　開港１５０周年を迎えた横浜や神奈川の旬の情報や魅力を国内外に
　発信し、新放送会館をあらたな情報発信基地にしていきます。

　“ハマる。つながる。”　新・ＮＨＫ横浜が始動します。
　１１月にオープンする新会館をあらたな情報・芸術・文化の発信拠点
　とし、県民とのふれあい、交流の場にしていきます。

② 　視聴者の声に耳を傾け、地域との結びつきを深めます
　８９０万人という全国第二の人口を抱える神奈川県。多彩なイベント
　展開を図り、地域との結びつきを深めます。

　ＮＨＫ横浜は　あなたの町を紹介します。応援します。元気にします。
　県内各地のさまざまな旬の情報を取材し、地域を元気にする放送や
　イベントで地域の再生・活性化に努めます。

①

　群馬の魅力をみなさまへ
　
　　　緊急・災害報道に万全を期すとともに、群馬を元気にする拠点と
　　　なるため、地域の課題や豊かな文化、雄大な自然などの魅力を
　　　きめ細かく伝えます。
　　　視聴者のみなさまとふれあう、新たな拠点作りに取り組むととも
に、
　　　環境・スポーツなどをテーマに、地域とのつながりを強めます。
　　　こうした放送サービスを通じて視聴者のみなさまのご理解と協力を
　　　得ながら受信料の公平負担の取り組みを強化します。

　○ 尾瀬の登山口に情報発信の拠点を設け、環境問題への取り組み
　　を強化するとともに、豊かな自然など群馬の魅力を伝えます。
　
　○ ラジオＦＭで群馬県のキーパーソンへのインタビューをシリーズ
　　で放送、地域の課題に向き合い解決策を模索します。

　○ サッカーＪ２のザスパ草津について、ホームでの試合を含めＦＭ
　　の中継を増やします。

　「ぐんぐん伝える群馬の魅力」
　地域の様々な課題に向き合うニュース・番組を制作するとともに、
  豊かな自然・文化・歴史など群馬県の魅力をきめ細かく発信し、群馬
　県の知名度アップに尽くします。
  県域放送サービスの開始に向け、県内各界で活躍するキーパーソン
　とのネットワーク作りなど、地域との絆をさらに強める取り組みを進め
　ます。

　○ 災害・緊急報道、選挙報道に万全の態勢で臨むとともに、八ッ場
　　　ダムの建設中止問題はじめ様々な課題を継続的に取材し、県民
　　　に信頼される放送を目指します。
　○ 富岡製糸場などの文化遺産や尾瀬の豊かな自然を多彩に情報
　　　発信します。
　○ ＦＭ県域放送で各界のキーパーソンにインタビューする定時番組
　　　を新設します。
　○ 日系ブラジル人向けにポルトガル語ＨＰでの情報発信を強化しま
　　　す。

②

　完全デジタル化へ全力
　
　　　地上デジタル放送のエリア拡大を計画通り進めるとともに、視聴者
　　　のみなさまへの理解促進活動を重点的に実施するなど、完全デジ
　　　タル化への円滑な移行に全力で取り組みます。さらに、県民の
　　　みなさまから要望の強い県域放送サービスについて２年後の開始
　　　を目指し、準備を本格化させます。

　デジタル放送中継局を８局建設するなど、送信設備等の整備を
　計画的に進めます。

　「ぐんぐん広げる群馬の地デジ」
　地上放送の完全デジタル化に向けて、中継局の建設や共同受信
　施設のデジタル化を進めるとともに、平成23年の県域放送サービス
　開始に向けて広く県民の皆様に知っていただく周知・広報活動に
　全力で取り組み、接触者率と支払率の向上を目指します。

　○ デジタル中継局を７局建設します。

　○ 県域放送サービスを開始するための会館設備の工事を進めます。

　○ 局外でのイベントを積極的に増やし、県民の皆様とのつながりを
　　　さらに深めながら、県域放送サービスの開始を周知・広報します。

横　浜

前　橋

○開港１５０周年という記念すべき年にあわせて、横浜局では、さま
ざまなイベントを企画し、関連番組を放送しました。５月には、横浜
市での開催が１５年ぶりになる「ＮＨＫのど自慢」を放送し、２５００人
を超える観客に「のど自慢」を楽しんでもらいました。また８月には
「１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」を開催し、全国からおよ
そ８０００人の体操ファンが参加しました。また７月には、横浜のケー
ブルテレビ会社と共同制作で、「開国博Ｙ１５０」の会場から特集番
組を２時間にわたって生中継し、積極的な情報発信と地域貢献に
努めました。

○横浜市の中田宏市長が２期目の任期途中に突然、辞任し、８月
の衆議院議員選挙と同時に市長選挙が行われたのに続いて、１０
月には参議院神奈川選挙区の補欠選挙と川崎・鎌倉の市長選挙
が行われるなど、選挙一色の年となり、一連の選挙報道で的確・迅
速な情報を県民にお伝えしました。

○新会館への移転を前に、県民の皆さまに感謝の気持ちを込め
て、１２月に２週にわたって、「ありがとうコンサート」を開催し、視聴
者との結びつきを深めました。また１月には、県民ホールで「サウン
ドシャトル・スペシャルコンサート」を開催し、コンサートのもようをＦ
Ｍで放送しました。これらのイベントを通じてＮＨＫに対する理解促
進と営業業績の向上につなげることができました。新放送会館を県
民に親しまれ、支持してもらえる放送局にしていくために、今年度の
活動の成果を生かしていきたいと思います。

　選挙と緊急報道においては、常に迅速・正確に情報発信し、地元
局の使命を果たしました。尾瀬の地域交流施設での環境アニメの
上映会や写真展の開催、ＦＭ放送での「尾瀬シリーズ」などを通じて
群馬の魅力や環境をテーマに積極的に情報発信しました。群馬県
のキーパーソンに話を聞く「ぐんまのかたち」は、地域の課題と向き
合い、ふるさとの進むべき道を示した番組として高い評価を得たほ
か、サッカー・Ｊ２の中継を中心に、スポーツを通じて群馬を元気に
する拠点として貢献しました。
　２２年度は、「八ッ場ダムの建設中止問題」などの課題を継続取材
するとともに、「文化を大切にする県域放送」の実現に向けて取り組
みます。引き続き、中継局の建設と共聴のデジタル化を推進すると
ともに、県域放送を含めた地デジの周知広報に努めます。営業面
では２２年１０月から実施される新しい地域スタッフ体制を定着さ
せ、支払率向上に向けた体制を強化します。



　 関東甲信越

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度
放送局

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①

　県域放送開始５周年。地域の放送局として存在感を高めます。

　　　全国で唯一民間テレビ局がない茨城県で、地上デジタル放送に
　　　よる県域テレビ放送を開始して５周年を迎えます。地域の課題に
　　　向き合い、地域に密着した放送サービスの一層の充実に努める
　　　とともに、５周年を記念した公開番組やイベントを実施して、地域
　　　のみなさまに信頼され親しまれる放送局を目指します。

　○ 県域放送開始５周年プロジェクトを中心に、各部・グループの調整
　　を図りながら、記念の公開番組やイベントを実施。
　○ 県域放送に対する視聴者の満足度、信頼度の向上。
　○ 放送局への来館者やイベントの参加者の増加。
　○ ホームページや携帯サイト、データ放送の内容充実とアクセス数
　　の増加。

　発信します！ 茨城の魅力と元気。

　首都圏唯一の県域放送を 大限に活用して、茨城県の魅力と元気を
  内外に発信し、地域の活性化に貢献します。

　○ 地域の魅力や活性化の取り組みを県域定時番組で数多く発信し、
      全国放送や国際放送に展開
　○ 緊急報道体制の強化と迅速的確な情報の提供
　○ 万全な態勢で正確・迅速な選挙報道を実施
　○ 月１回の「金曜茨城スペシャル」の充実

②

　完全デジタル化まであと２年。受信環境の整備と普及に努めます。

　　　地上デジタル中継局の建設や共同受信施設のデジタル化など
　　　受信環境の整備を進めるとともに、全職場をあげて、視聴者に
　　　対する地上デジタル放送普及のための周知広報活動に取り組
　　　みます。

　○ 年間計画を策定し、効率的に受信環境を整備。
　○ デジタル化の進捗状況を職員間で共有し、一人一人が広報普及
　　活動に従事。
　○ 公開番組やイベントを広報普及活動の機会として 大限に活用。
　○ 自治体や企業などに、デジタル機器の導入と職員や社員への
　　普及を積極的に働きかけ。

　推進します！　茨城の地上デジタル放送普及と受信環境整備。

　地上デジタル放送をあまねく普及するため、周知広報活動に全力で
  取り組み、受信環境整備をきめ細かく着実に進めます。

　○ 計画的な中継局の整備と共聴施設のデジタル化

　○ 総務省テレビ受信者支援センターとの連携強化

　○ 全局体制によるデジタル普及活動の推進

　○ 放送やイベントなどを通じた周知広報活動の強化

③

　目指します！　茨城のみなさまに親しまれ信頼される放送局。

　地域のみなさまとのつながりの場をさらに広げて充実させ、受信料の
  公平負担を一層進めます。

　○ 公開番組やイベントの内容充実
　
　○ データ放送や放送と連動したホームページ、携帯サイトの充実
　
　○ 受信料制度への理解を深める活動の推進
　
　○ 営業目標達成による受信料公平負担の徹底

①

　魅力ある地域づくりに貢献する創造力

　　　放送やインターネットなどを通じて、千葉県の文化・産業、暮らし
　　　の情報を発信し、安心・安全で豊かな地域づくりに貢献します。

　□ 地元オーケストラの演奏会や千葉放送局のスタジオでのミニ
　　コンサートを収録して、ＦＭ県域放送の特番として年間４回程度
　　実施する。
　
　□ 地元Ｊリーグチームの試合の中継をＦＭ県域放送で実施する。
　
　□ ホームページで千葉県のニュースの動画配信を実施する。

　○　魅力ある地域づくりに貢献する発信力

  放送やインターネットなどを通じて、千葉県の文化・産業・暮らしなど
  の情報を発信し、安心・安全で豊かな地域づくりに貢献します。

　□ 地域が抱える課題や暮らしに密接なテーマを見つめ、
　　　ニュース、番組で検証し発信する。

　□ 「ゆめ半島千葉国体」の開会式や競技を伝える,。

　□ ＦＭ県域番組とホームページの携帯電話サイトを連動させ、
　　　若い世代にも親しんでいただける番組作りを展開する。

②

　完全デジタル化への移行をスムーズに進める実行力

　　　２年後に迫った完全デジタル化への移行をスムーズに行うため
　　　全局体制で実行します。

　□ 地上デジタル放送中継局を、新たに７局（予定）整備する。
　
　□ ＮＨＫ共聴２３施設（予定）に対し、地上デジタル対応化改修を
　　行う。
　
　□ 総務省千葉県テレビ受信者支援センターとの連携により、地上
　　デジタル放送を普及推進する。

　○　完全デジタル化への移行をスムーズに進める実行力

  ２３年７月の完全デジタル化への移行をスムーズに行うため、
  全局体制で実行します。

　□ 地上デジタル放送中継局を県内に７局整備する。

　□ 放送や受信公開などを通じて地上デジタル化の情報を伝える
　　　とともに、総務省テレビ受信者支援センターなど関係機関との
　　　連携を強化し、県内の地デジ普及率を高める。

③

　視聴者のみなさまと向き合う対話力

　　　視聴者のみなさまとの対話と触れ合いをいっそう強め、ＮＨＫへの
　　　理解と期待をいただき、親しまれる放送局をめざします。

　□ FM県域放送「まるごと千葉６０分」の公開録音を、スタジオ
　　および局外で年間１０回程度行う。
　
　□ 公開番組やイベントへ積極的に取り組み、受信料ＰＲやふれあい
　　ミーティングに可能な限り多くの職員の参加をめざす。

　○　視聴者のみなさまと向き合う対話力

　２３年秋の新しい放送会館への移転に向けて、あらゆる世代の
　視聴者のみなさまとの対話とふれあいをいっそう深め、公共放送
　と受信料制度への理解をいただきながら、親しまれる放送局を
　めざします。

　□ 新会館オープン１年前をめどにイベントや番組の展開を始める。

　□ 公開番組やイベント等を活用して、受信料制度への理解促進
　　　活動を積極的に進め、地域の放送局としての存在感を高める。

　□ ＦＭ県域番組に大学のサークル活動や研究室などを紹介する
　　　キャンパス情報コーナーを新設する。

水　戸

千　葉

　５周年事業は、４月の県域定時番組刷新と会館のリニューアルで
始まり、１０月には情報番組のキャラバンや会館公開などを実施、１
月には朗読コンサートを公開収録するなど年間を通じて多彩に展
開しました。
　選挙や災害時に正確・迅速な報道にあたるとともに、茨城空港開
港など県政の課題を掘り下げて伝えました。また、全国放送番組を
制作し、茨城県の魅力の発信に努めました。こうした取り組みを通
じて、公共放送としての責務を果たすとともに、地域のみなさまに信
頼され、親しまれる放送局として存在感を高めることができました。
引き続き県内唯一のテレビ局として、地域のみなさまとのつながり
をさらに深め、地域の活性化に貢献します。
　デジタル中継局を計画通りに建設し、放送と連動した周知広報も
行い受信環境整備を進めました。今後は、共聴施設のデジタル化
を急ぐとともに、新たな難視地区への対応やデジタル機器普及に向
けた広報を強化します。

　新型インフルエンザや英国人女性殺害の容疑者逮捕など、高い
関心を集めるニュースを丹念に取材し放送しました。松戸市女子大
学生殺害事件ではニュース枠だけでなく、背後にある満期出所者
の再犯率の高さに焦点をあてたＧＴＶ「クローズアップ現代」を制作
しました。またＢＳ２「おーい、ニッポン」で４時間にわたり県内１１か
所から生中継し、千葉県の魅力を全国に伝えました。
　ＦＭ放送では、「まるごと千葉６０分」の公開放送を１０回行った
他、クラシック音楽の公開番組を制作し、多くの皆様にトークや生演
奏をお楽しみいただきました。今後は、より幅広い年代の視聴者に
親しんでいただけるよう工夫します。
　地上デジタル中継局整備は、概ね予定通り進捗しました。引き続
き地デジ完全移行に向けた中継局整備と普及活動に取り組みま
す。
　受信料については、契約総数増加と衛星契約増加の２つの目標
を達成しました。今後も改革を進め、支払率向上に取り組みます。



　 関東甲信越

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度
放送局

平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①

　「とちぎに元気と活力を！」
　
　　　農業と観光立国の栃木県の放送局としてニュース・番組やイベ
　　　ントで、栃木県のブランド力(知名度)向上に貢献します。さらに
　　　地元のプロスポーツの応援団として情報を発信します。

　・ 県外に向けて栃木県からの情報発信。
　
　・ プロスポーツの話題を積極的に提供。
　
　・ 新鮮で魅力あるＦＭ放送の番組を開発。

　「行ってみよう！見てみよう！　とちぎ」
  栃木県の放送局として、放送やイベントを通じて広く「とちぎ」の魅力を
  紹介し、ブランド力の向上に寄与します。

　○ 全国・関東首都圏へ向けて栃木県の情報を積極的に発信します。
 
　○ ＦＭ放送の企画を充実し、県民に親しまれる放送局をＰＲします。
 
　○ 県内の経済状況、文化芸術、スポーツ企画を充実します。

②

　「デジタル普及を積極的に推進」
　
　　　地上テレビ放送の完全デジタル化と県域テレビ放送開始に向けて
　　　「とちぎデジタル普及キャンペーン」を掲げ、各地域でデジタル
　　　中継局の整備、受信相談、普及イベントを全局一丸となって取り
　　　組みます。

　・ デジタル中継局・共聴施設の整備建設の遂行。
　
　・ 各地の地域イベントでデジタル化のＰＲを実施。
　
　・ 県域デジタル放送開始へ向けた取り組みを各所でＰＲ。

　「完全デジタル化と受信料理解に全力！」
  全国でも も厳しい環境にあるデジタル化の対応に着実に取り組む
  とともに、放送やイベントと連携した様々な手法で受信料制度の理解
  促進と公平負担を訴え、支払率の向上を図ります。

　○ デジタル中継局・共聴施設の建設整備を計画的に遂行します。

　○ デジタル難視地域への対策をしっかりとすすめます。

　○ 営業活動を強化し、受信料の公平負担をもとめ、支払率向上に
　　　努めます。

　○ 完全デジタル化を県内各地でしっかりＰＲします。

③
　「県域テレビ準備に万全態勢！」
　平成23年の栃木県域テレビ放送開始に向けて、
　態勢を整えて準備を進めながら県民への広報に努めます。

　○ 県域デジタル放送開始に向けて、計画的に準備をすすめます。

①

　埼玉県を全力でアピール、そして元気にします。

　　　埼玉を舞台にした初めての連続テレビ小説「つばさ」がはじまり
　　　ます。川越を中心に多くの観光客が埼玉県を訪れることが予想
　　　されます。さいたま放送局は、自治体などとも連携して埼玉県の
　　　魅力を全国に発信して地域の活性化にできるだけの協力をして
　　　いきます。

　○ 「つばさ」と連動した放送やイベントを実施します。
  　・ FM番組「さいたま情報ランチ」でつばさ情報(毎月曜日)
　  ・ 自治体と連携した「つばさ」パネル展  等

　○ ホームページに、新たに「つばさ情報」を開設します。
　　・ ドラマの舞台「埼玉・川越」の紹介
　　・ 番組のラストで紹介した方々の写真を放送後に公開
　　・ 「つばさ」関連のご当地トピックスを掲載　等

　埼玉県を全力でアピール、そして元気にします。

　▼ 放送やインターネットなどを通して、県内そして全国に埼玉県の
      魅力をアピールします。
　▼ 放送と連動した多彩なイベント等を実施し、埼玉県を元気にしま
　　　す。

　▼ 月曜日から木曜日まで県域ＦＭ放送の１８時台に情報番組を
　　　新設し、番組関連のホームページを開設します。
　▼ 金曜日の「週刊☆サッカー王国」を５０分に拡大します。
    　 また、Ｊリーグ「さいたまダービー」を県域ＦＭ放送で生中継し、
　　　みなさまのサッカーへの関心に応えます。
　▼ 放送と連動したイベントを積極的に開催し、地域のみなさまとの
　　　ふれあいの場を広げます。
　▼ 移動天気カメラの設置により、地域の魅力を発信します。

②

　ホームページで、ＮＨＫならではのネットサービスに取り組みます。

　　　埼玉県の 新のニュースや身近な話題を、インターネットの
　　　ホームページで動画でお伝えします。「つばさ」「サッカー」「イベ
　　　ント」「料理」など、埼玉県のみなさんが知りたい役に立つ情報を
　　　お伝えします。

　○ NHKさいたま放送局のホームページを充実します。
 　 ・ 新たに「つばさ情報」を開設　（内容は上記）
　　・ 新の埼玉のニュースを動画配信
　　・ FM番組「週刊☆サッカー王国」のダイジェスト音声配信
　　・ 「季節のとっておき料理」のレシピ紹介
　　・ 携帯ホームページを開設　等

　公共放送としての使命達成に全局一丸となって取り組みます。

　▼ 緊急・災害報道や選挙報道に万全の体制で臨みます。
　▼ 完全デジタル化移行に向けて、受信環境の整備と受信設備の
　　　普及に努めます。

　▼ 参議院選挙の報道に全局体制で臨み、正確・迅速な報道を実施
　　　します。

　▼ 緊急・災害報道に備え、対応の準備と設備の整備を徹底します。

　▼ 放送所など地上デジタル関連施設の整備を確実に実施すると
　　　ともに、視聴者のみなさまへの周知・説明を推進します。

③

　災害報道選挙報道に万全を期します。

　　　公共放送機関の 大の使命は、県民の生命財産を守る緊急
　　　災害報道であります。台風や地震などの対応に万全を期します。
　　　また今年は衆議院選挙が行われます。民主主義の根幹である
　　　選挙報道に全力で取り組み、公平・中立に有権者の判断材料を
　　　的確に伝えます。

　○ 緊急災害報道に備えて、万全な体制を整えます。
　○ 衆議院選挙など、選挙の取材・報道に総力を挙げます。
　○ 常に、放送の安定確保に取り組みます。
　○ 放送・技術・営業・企画総務の各分野で専門能力を発揮すると
　　ともに連携を図り、全力でさいたま放送局の責任を果た します。

　埼玉県のみなさまとの「絆」を深めます。

　▼ 地域のみなさまとふれあうための活動を進めます。特に、サッカー
　　　など埼玉県のスポーツを応援し、スポーツを通して地域とのつな
　　　がりを深めます。
　▼ みなさまに受信料を公平にご負担いただけるよう全力を尽くしま
　　　す。

　▼ サッカーをはじめとしたスポーツ関連のイベントや広報活動を
　　　積極的に実施します。世代や男女を問わず、スポーツを通して
　　　地域のみなさまとの交流を深めます。

　▼ 公開番組やイベントに関連した営業活動を積極的に推進し、
　　　みなさまに受信料を公平にご負担いただけるよう、受信料制度の
　　　理解促進を図ります。

宇都宮

さい
たま

　「放送局のちから」を放送事業運営の個性ある展開、職員がもつ
力の発揮、地域とのつながりなどの総合力のことだと認識しながら
進めてきました。
　「足利事件」再審報道では全局で取り組み、リポートや企画解説を
取り入れながら信頼ある放送に全力を挙げ、また４月からFM公開
生番組「とちぎマロニエパーク」を新設し、親しみやすい放送局とし
ての礎を築くことができました。
　デジタル普及については、県内で新たな難視が約18000世帯を抱
えた中で、目標とする７つの中継局を建設し、来年度の活動に弾み
をつけました。
　視聴者活動は、部局横断プロジェクトの発案による企画や地域活
性化に寄与したイベントの開発、出前授業などの取り組みを積極的
に推進しました。なにより、ふれあいミーティングを５０回以上開催で
きたことは特筆できます。
　来年の県域テレビ放送開始に向けて、２月から本格的な局内レイ
アウト工事も始まり、引き続き計画的に遂行していきます。

　21年度は連続テレビ小説「つばさ」の放送に関連して、ファンミー
ティングやオフ会、ＦＭ番組での特設コーナー、公開ＨＰでのご当地
サイトと、さまざまな展開に取り組み、接触者率向上に成果を挙げ
ました。「つばさ」関連以外でも、埼玉大学での単位取得講座やＣＡ
ＴＶ制作担当者研修など、地域の要請に応えた活動を積極的に実
施し、自治体や団体とともに地域を盛り上げることができました。
　また、テレビ波を持たないさいたま局では、公開ＨＰが果たすチャ
ンネルとしての役割を重視し、早くから充実を図ってきました。「動画
ニュース」は10月から南関東３局での運用に拡大し、編集を本部一
括で効率的に行っています。「つばさ」ご当地サイトを10月末で終了
して以降、公開ＨＰへのアクセス数は減少していますが、22年度に
開始するＦＭ番組「日刊！さいたま～ず」や放送時間を拡大する「週
刊★サッカー王国」を中心に魅力あるコンテンツを開発していきたい
と考えています。
　選挙や災害報道にも引き続き万全の体制で臨み、視聴者の信頼
に応える放送を行っていきます。



　 東海・北陸

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①

　地域の課題、特に“日本一元気”と言われた東海地方が直面する
　経済危機に向き合い、再生への道筋を考える放送で地域の報道
　機関としての使命を果たします。
　同時に、地域の小さなグッドニュースや困難な時代を懸命に生きる
　人にも光を当て、地域に“元気と共感”を届ける放送局をめざします。

　・ 地域経済、日本経済に大きな影響を与える自動車産業等の動向
　　や雇用情勢をいち早く的確に伝えるとともに、次の時代を拓く
　　さまざまなチャレンジを発掘し、伝えます。

　・ 視聴者に元気を届ける「スマイルキャンペーン」を実施します。

　“地域に役立つ放送局”として、東海地方が直面する課題と向き合い、
　地域に“元気と共感”を届けます。

　・ 地域経済の状況を的確に伝え、課題解決への道筋、将来に向けた
　　取り組みを積極的に伝え、地域の報道機関としての使命を果たし
　　ます。

　・ 放送番組はもとより、データ放送やインターネットなどを利用して
　　きめ細かく情報を届け、暮らしに役立つ情報や明るい話題など、
　　トータルとして地域に役立つサービスをめざします。

②

　より多くの人が楽しめる地域密着の番組、そして若い世代にエール
　を送る番組を充実するとともに、リニューアルする全局体制での
　視聴者活動に加え、地域の人たちとともにつくる新たな放送やイベ
　ントにも挑戦し、地域の人たちから信頼され親しまれる放送局を
　めざします。

　・ さまざまな切り口で地域の魅力を伝える地域放送番組「金とく」を
　　充実させるとともに、全国への発信にも努めます。
　・ 「めざせ！会社の星」「中学生日記」「サタ★テン」などの名古屋
　　制作番組をより魅力的に内容を充実させ、若い世代がＮＨＫへ
　　親しみを持てるよう努めます。
　・ 視聴者のみなさまにご意見を直接お聞きする「ふれあいミーティ
　　ング」をさまざまな機会に開催し、ご意見・ご要望を業務改善に
　　つなげます。

　“地域の文化を育てる放送局”として、番組やイベントを充実させ、
　地域の文化をいっそう豊かなものにします。

　・ 愛知県内で開催される「名古屋開府400年祭」「あいちトリエンナ
　　ーレ2010」「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」などの
　　国際会議や行事をニュースや番組で伝え、地域の文化の発展に
　　寄与します。

　・ 地域のみなさまに直接ご参加いただき、ご意見をお聞きする「ふれ
　　あいミーティング」を充実するなど、いっそう親しまれる放送局を
　　めざします。

③

　デジタル放送への円滑な移行や受信料の公平負担の実現などの
　経営課題について、視聴者の皆さんの理解促進を図るため、全職場
　の力を結集して、きめ細かで効果的な周知広報活動や受信相談、
　営業活動に取り組みます。

　･ ２０１１年（平成２３年）７月の完全デジタル化に向け、中継局の
　　建設や共聴施設の改修等を計画的に推進します。

　・ 訪問集金廃止などにともなう新たな体制を早期に定着させ、
　　より効果的・効率的な営業活動を推進します。

　“地域から信頼される放送局”として、地上デジタル放送への円滑な
　移行や受信料公平負担の実現に取り組みます。

  ・2011年（平成23年）7月の完全デジタル化に向け、中継局の建設や
　　共聴施設の改修、周知・広報活動に取り組みます。

  ・受信料公平負担の徹底を図るため効率的・効果的な営業活動を
　　推進します。

  ・環境に留意した経営に努めます。

①

　発揮します　地域からの発信力
　
　　　石川の魅力、とりわけ全国に誇る文化・観光・自然を放送で
       発信し、地域の活力づくりに貢献していきます。

　・ 「日本伝統工芸展」や能登演劇堂での仲代達矢の「マクベス」５０日
    公演など、石川の特色ある文化活動を発信します。

　・ 北陸新幹線の金沢開業など、石川の課題を積極的に取り上げ、
    地域の活力作りの手助けをします。

　高めます　地域における存在感

　金沢放送局開局８０周年を機に、地域への感謝の気持ちを忘れず、
　あらゆる方向から８０周年事業に取り組みます。

　□ 22年1月から23年3月までの間を80周年事業と位置づけ、多彩な
　　放送・イベントや視聴者活動など地域に密着した放送局活動を「チ
　　ーム金沢」として全力で取り組みます。

②

　進めます　どこでもデジタル放送
　
　　　デジタル放送の受信環境の整備に全力で取り組み、魅力
       あるデジタル放送をより多くの皆様にお届けします

　・ デジタル中継局６局を建設するとともに、共聴設備のデジタルへの
    移行を推進します。

　・ 放送や「デジタル井戸端会議」などの外部講習会を通じ、地上デジ
    タル放送の周知に努めます。

　推進します　デジタル放送のネットワーク

　全国に先んじて実施されるアナログ放送終了。中継局の建設。
　視聴者へのきめ細かな情報提供など、完全デジタル化への促進に
　努めます。

　□ 珠洲市でのアナログ放送を円滑に終了するとともに、県内での
　　　地上デジタル放送の送受信環境を整備し、さらに関係機関との
　　　協力で視聴者への理解促進活動を推進します。

③

　強めます　地域のみなさまとのつながり
　
　　　来年４月の金沢放送局開局８０周年に向け、地域の皆様との
     　さまざまなつながりの場を作り、石川に根づいた放送局を実現
  　   します

　・ 金沢放送局開局８０周年にプロジェクトチームを軸に全局体制で
    取り組み、地域へのサービスのあり方を全員で共有します。
　・ のど自慢をはじめ、開局８０周年の多彩な年間イベント・放送を
    準備し、実施します。
　・ 若者世代などへの受信料の理解促進活動を通じて、公平負担の
    実現に努めます。

　拡げます　地域のみなさまとのつながり

　放送事業を通して視聴者層の拡大を図り、接触者率の向上と受信料
　の公平負担に理解を求めて行きます。

　□ 番組・イベント等を通じて様々な視聴者層に参加していただく
　　　とともにＨＰの充実等を図り、地域の皆さまとの結びつきを深め、
　　　接触者率の向上を目指します。

　□ 80周年事業と連動した営業活動に挑戦するとともに、他部門と
　　　連携して受信料の公平負担への取り組み強化や営業改革を着実
　　　に推進することで業績確保を図ります。

名古屋

金　沢

放送局
平成２１年度 平成２２年度平成２１年度

取り組みの総括

・　100年に一度といわれる経済危機の中で、東海地方の企業や
　地域社会の奮闘を「ほっとイブニング」や「金とく」「ナビゲーショ
　ン」などで継続して伝えました。地域経済の動向については
　22年度もフォローを続け，ニュースや番組で伝えていきます。

・　スマイルキャンペーンは、名古屋放送局をあげて1年間にわた
　って放送・ホームページ、イベント等に取り組んできました。
　多くのお客さまに「元気と共感」をお届けすることができました。
　22年度も新たな切り口で、お客さまの役に立つ情報発信を
　していく予定です。

・　名古屋制作番組の「金とく」では「北アルプス大縦走」が、また
　土曜ドラマ「リミット・刑事の現場２」「気骨の判決」が全国で放送
　され、多くのお客さまに楽しんでいただくことができました。

・　名古屋市長選挙や衆議院議員選挙などでは、迅速・的確な
　当確判定を行うことができました。22年度も参議院議員選挙
　などで迅速・的確な選挙報道に努めます。

・　お客さまからご意見を直接お聞きする「ふれあいミーティング」
　を51回開催し、763人からお話をうかがいました。80％以上の
　方が「ＮＨＫへの親近感・好感度があがった」「ＮＨＫへの理解が
　深まった」とアンケートにお答えいただいています。

・　全局でとりくむ体制を整え、中継局の建設やＮＨＫ共聴施設の
　改修を順調に進めてきました。完全デジタル化まであと1年余と
　なったことから、今後さらに、広報活動や受信相談に取り組んで
　いきます。

・　受信料の公平負担を徹底させるため、さまざまな取り組みを
　通じて受信料制度への理解促進に努めました。22年度も
　引き続き、効率的・効果的な営業活動を行っていきます。

・　ニュース・番組では、石川の特色ある文化活動や課題を積極的
　に取り上げ、多くの反響を得てＮＨＫの存在感を大いに高めること
　ができました。

・　地上デジタル放送では、珠洲市における一次・二次「アナログ
　放送終了リハーサル」を成功させ、デジタル中継局の建設や共聴
　施設のデジタル化推進とともに、民放と連携した周知活動を強化
　し、普及・理解促進を高めました。

・　地域に根ざした放送局を目指して全局的な取り組みに積極的に
　挑戦しました。営業では、各部と連携した活動を通年で展開し、
　業績に反映できました。開局８０周年に向けては、ＮＨＫ金沢の
　マスコットキャラクター「ことじろう」を先頭に８０周年の放送サー
　ビスを展開していくという意識が局内に浸透しました。

・　２２年度は、８０周年事業を通じて地域に密着した放送局活動を
　「チーム金沢」として全力で取り組みます。



　 東海・北陸

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

① 　○ 地域の放送局として、地域の課題に正面から取り組みます。

　○ 急激に悪化する地域の経済状況や、総選挙・静岡県知事選挙
    をはじめとする各種選挙、東海地震をはじめとする自然災害への
    備え、さらに静岡空港の開港などの地域の課題に正面から取り組
    み、地域の放送局としての役割を果たします。

　地域の課題に正面から取り組み、信頼される放送局作りを進めます。

　不況、地域の空洞化等の地域が抱える問題や、夏に予定されて
　いる参院選、さらに「防災放送局」として防災の課題など、地域の
　課題に正面から取り組みます。また、デジタルコンテンツの開発
　にも「防災ポータルサイト」の充実などを中心に取り組みます。

②

　○ 地域の人々とともに、開かれた放送局づくりを進めます。

　　◇「しずおか大好き！」をキャッチフレーズに、「地域の応援団」
      として、地域の人々に親しまれ、支えられる放送局をめざし、
　　　地域の人々とともに、地域に密着した放送やイベントを展開しま
　　　す。

　○ コミュニティＦＭ局や大学生との共同制作番組を放送し、災害時の
    地域との連携強化や若者とのふれあいを進めます。
　○ 静岡各地に伝わる祭りや踊り、建築物をハイビジョンで取材し資料
    として残すとともに番組として放送します。
　○ イベントでのふれあい活動やふれあいミーティング、会館見学など
   を通して、親しみのある放送局をアピールします。

　開局80周年を機に、改めて開かれた放送局作りを進めます。

　静岡放送局は平成23年3月に開局80年を迎えます。これを機に
　地域の歩みとこれからを考える記念番組を制作するとともに、
　夕方のニュース・情報番組の公開を継続し、学生とともに制作する
　公開ＦＭ番組にも取り組みます。また、質の高い記念事業や会館
　公開を実施して、地域とともに歩む放送局づくりを進めます。

③

　○ 受信料の公平負担や、放送の完全デジタル化への円滑な移行
　　に向けて、全局一体となって重点的に取り組みます。

　　◇ 受信料の公平負担の徹底に向けて、全局一体となって受信料
　　　制度について視聴者のみなさんに理解を深めてもらうなど、
　　　着実に取り組みを進めます。また、放送の完全デジタル化に向け、
　　　計画的に整備を進めるとともに、デジタル技術を活用したサービス
　　　の開発につとめます。

　○ 受信料の公平負担に向けて取り組みを実施し、 支払総数増加
　　　目標１６，０２０件を達成します。
　○ 地上デジタル中継局を１５局整備、ＮＨＫ共聴のデジタル化を
　　　約６０施設実施し、世帯カバー率を９６．３％以上とします。
　○ 新設する広報番組や既設の情報番組などを活用し、受信料
　　　制度や地上デジタル放送への理解促進を図ります。
　○ 動画の導入などホームページを一層魅力的なものとし、デジ
　　　タルコンテンツの充実に努めます。

　受信料の公平負担、ＢＳを含めた完全デジタル化への円滑な移行に
　全局で取り組みます。

　受信料の公平負担に向けて全局体制で取り組みを強化し、支払
　総数増加16,360件、衛星増加22,680件の目標を達成します。また、
  平成23年7月の完全デジタル化に向け、今年度中に地上デジタル
  放送の設備整備を終えるとともに、放送を通じた視聴者への周知
  広報活動やきめ細かな受信相談に取り組みます。

①

　＜魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく＞
　　　伝えます！　ふくいの魅力

　　　福井の豊かな自然、おいしい水や食、伝統の技、 先端の技術
　　　など福井が誇れる様々な魅力を発掘し、県内はもとより、全国へ、
　　　世界へ発信することにより、福井の知名度アップにつなげます。

　○ 地域発全国放送・ブロック放送する番組を増加します。
　○ 国際放送を通じて、福井の話題を世界に届けることに努めます。
　○ 午後６時台のニュース情報番組を抜本的に刷新し、地域の話題
　　　や生活情報の発信を強化します。また、後世に残すべき自然や
　　　文化財、伝統芸能や匠の技などを紹介する新しいコーナーを
　　　設置します。

　〈魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく〉

　伝えます！　ふくいの魅力

　戦国時代や幕末の歴史、文化、全国一多く見つかっている恐竜の
　化石に寄せる古代のロマンなど福井の魅力を発掘するとともに、
　県内はもちろん全国に向けて発信し、いっそうの福井の知名度
　アップにつなげます。

　○ 地域発の全国放送、ブロック放送の番組を増やします。
　○ 国際放送を通じて、福井の話題を世界に届けます。
　○ 昨年度、一新した夕方６時台のニュース情報番組のいっそう
　　　の定着を図るため、地域の話題や生活情報の発信を強化し、
      幅広い年代の方に見てもらえるようにします。
　○ 大河ドラマ、恐竜博物館開館10年に関連した番組作りに努め
      ます。

②

　＜魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく＞
　　　創ります！　ふくいの元気

　　　安心・安全に繋がる放送をするとともに、地域で活動するみなさん
　　　や、地域の未来を担う若いみなさんの活躍、地域で頑張る企業や
　　　団体を紹介することを通じて、福井が元気になるように応援しま
　　　す。

　○ 自然災害や事件事故等の緊急報道体制を強化し、迅速、的確な
　　情報を提供します。
　○ 長年培った技や、 先端の技術を有する企業等を紹介し、地域
　　経済に元気が出る放送をめざします。
　○ 地域の足としての公共交通のありようや、市街地活性化などの
　　地域の課題を地域振興の視点に立って伝えます。
　○ 大学生や高校生が、地域とともに取り組んでいる地域活性化事業
　　を放送やイベントで応援します。

　〈魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく〉

　創ります！　ふくいの元気

　地域で活動するみなさまや地域を担う若いみなさまの取り組みなど
　を積極的にとりあげ、福井の元気、福井の未来への活力につなげて
　いきます。

　○ 地域の足としての公共交通のありようや市街地活性化など
　　　の地域の課題を地域振興の視点に立って伝えます。
　○ 大学生や高校生が地域とともに取り組んでいる地域活性化事業を
   　  放送やイベントで応援します。
　○ 地域で頑張っている企業や団体を紹介することで福井の元気を
　　　届けます。

③

　＜魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく＞
　　　つなぎます！　ふくいの絆
　
　　　公共放送として高い倫理感をもって業務に臨むとともに、着実な
　　　デジタル化の推進により、地域を結ぶシステムを構築します。
　　　また、福井で暮らすみなさんや様々な団体と連携して、「地域と
　　　ともに創る放送」を推進し、地域や人々の絆を強めます。

　○ 公共放送に携わるものとして高い倫理観をもって業務を遂行する
　　とともに、コンプライアンス意識の向上を図ります。
　○ 地上デジタル放送の着実な普及を進め地域のネットワークの確保
　　を進めます。
　○ 地域へ出かける公開番組の増加と、地域のみなさんや、とりわけ
　　若い世代とともに制作する番組に着手します。
　○ 受信料の公平負担への取り組みをいっそう強化するとともに、営業
　　改革と営業経費の抑制を進めます。

　〈魅せます！　挑みます！　ふくいらしく　あたらしく〉

　つなぎます！　ふくいの絆

　着実なデジタル化の推進により、地域を結ぶシステムを構築します。
　また、福井で暮らすみなさまや様々な団体と連携して、「地域とともに
　創る放送」を推進し、地域や人々の絆を強めます。

　○ 高い倫理観をもって業務を遂行するとともに、自然災害などの緊急
    　 報道体制を強化し、迅速、的確な情報を提供します。
　○ 地上デジタル放送の着実な普及をはかり、地域のネットワークの
    　 確保に努めます。
　○ 地域へ出かける公開番組とイベントを増やし、地域のみなさま、
    　 とりわけ若い世代とともに作る番組を充実させます。
　○ 受信料制度の理解促進を図るとともに、受信料の公平負担に
　　　向けた取り組みを強化します。

① 　伝えます！　人の「絆」と富山の「宝」
　人と人とのつながりを大切にして、高齢化や医療など、課題の解決
　にみんなで取り組むとともに、富山の豊かな自然・魅力あふれる
　文化を発信します。

　伝えます！　人の「絆」と富山の「宝」
　人と人とのつながりを大切にして、富山の「きょうとあす」を見つめ
　ます。
　地域の豊かな自然・魅力あふれる文化を発信します。

② 　届けます！　地デジの「感動」と日本一の「満足度」
　全国で 初に地上デジタル放送をスタートさせた地域局として、
　皆さんに満足していただけるデジタル環境を作り、美しく感動的な
　世界をお届けします。

　届けます！　地デジの「感動」と日本一の「満足度」
　デジタル放送完全移行に備え、皆さまに満足いただけるデジタル環境
　を整備し、受信料の公平負担に取り組みます。

静　岡

福　井

富　山

○　県知事選、衆院選、参院補選と相次いだ選挙や、開港した
　新空港の課題、不況、雇用問題など地域の課題に、ニュース・
　番組で正面から取り組み、８月の駿河湾地震、１２月の伊豆
　東方沖地震など緊急報道にも的確に対応できました。これは、
　防災放送局として訓練を積み重ねてきた成果です。さらに放
　送局が被災したことを想定したＢＣＰ（事業継続計画）作りにも
　着手しました。

○　夕方の県域番組を各地に出向いて放送するキャラバンや、
　大学生などと共同で制作するラジオ番組を通じて、地域での
　存在感を高める取り組みをしたほか、全局的な広報プロジェクト
　を作り、県内の全小学校に会館見学のご案内を郵送し、前
　年度の２倍の方に会館に来ていただきました。さらに、地域の
　祭りにあわせて、約２０年ぶりに会館公開を計画しています。
　各職種の若手職員を中心にデジタルコンテンツプロジェクトを
　立ち上げ、静岡局の使命である「防災ポータルサイト」を作った
　ほか、独自のメルマガ「しずくん通信」をスタート。すでに１５００
　人を超える方に参加していただいています。

○　２２年度も、地域の放送局として地域の課題にまじめに取り
　組むほか、地域に開かれた放送局作りを進めます。

○　「テレビ放送開始５０年」にあたり、「歌謡コンサート」等、数多く
　の公開番組・イベントを実施した他、「ふるさと一番」、「全国植樹
　祭」の中継や、「クローズアップ現代」、「にっぽん紀行」等の全国
　放送番組を制作することにより、福井の魅力を全国へ発信するこ
　とができました。

○　地域番組では、夕方のニュース番組のタイトル、スタイルを
　一新し、「ふれあいミーティング」での視聴者の声を反映して、
　若者の活躍を伝えるコーナー、後世に伝えたい福井の宝を
　とりあげたコーナー、関西情報を伝えるコーナー等を設けた
　結果、各種調査で、「番組に勢いが出た」「親しみが増した」との
　好評価を得ており、改革の効果があがっています。

○　この他、大学生と若手職員がチームを組んで行ったキャラク
　ター開発、環境をテーマに「こうのとりを呼び戻す取り組み」を
　紙面と番組で伝えた地元新聞社との共同取材、民放局と共同で
　朗読イベントを実施しそれぞれの番組で紹介した「お話し祭り」、
　コミュニティーFMと相互乗り入れした「年末スペシャル」、
　会館公開と連動し、視聴者参加で実施した「テレビ放送開始
　５０年記念番組～みんなの文化祭」等これまでにない取り組みと、
　NHK以外のメディアでの露出を数多く試みたことにより、地域に
　おけるNHK福井の存在感と親近感を増すことができました。

○　２１年度定めた「放送局のちから」～「ふくいらしく　あたらしく」
　は、完了することの無い目標なので、平成２２年度も引き続き、
　この目標を掲げて、さらなる取り組みを実施して行きます。

○　地域の課題に取り組む｢ひとりじゃない｣キャンペーンは、上期
　｢自殺｣、下期｢認知症｣をテーマに番組とイベントを展開し、２年
　間に及ぶ取り組みを終了しました。２２年度は、富山の未来を豊
　かなもの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していきます。
○　｢ダーウィンが来た～ライチョウ｣｢ハイビジョンふるさと発～
　人情相撲｣、｢金とく～北アルプス大縦走｣など、全国放送で富山
　の魅力と「宝」を幅広く紹介しました。
○　地上デジタル中継局の整備が完了し、県内送信カバー率の
　目標は全国に先駆けて達成しました。夕方６時台ニュースでは
　｢地デジひとくちメモ｣コーナーを毎週設け、地デジの魅力と視聴
　に必要な情報を伝え、１１月に実施したイベント『ＮＨＫ地デジラン
　ド』では、双方向クイズ番組も公開放送して地デジＰＲに取り組み
　ました。
○　受信料公平負担の徹底を図るため、支払総数増加や衛星
　契約増加など営業全目標達成を目指しました。課題だった地域
　スタッフの要員確保もでき、22年度はさらに計画的な活動を
　展開します。



　 東海・北陸

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①
　＜元気な三重を発信＞
　　　三重県内の29市町の魅力を3年間にわたり県内外に発信し、
　　　地域の活性化に貢献します。

 ・ 全局的な「ふるさとにＱ」プロジェクトを立ち上げ、番組やイベント
　 などで地域の活性化に貢献します。

 ・ 1年間に10か所程度の市町を順次取り上げます。

　＜開局７０周年／元気な三重を発信します＞
　２年目を迎える情報コーナー「ふるさとにＱ」では、地域にさらに密着
　して放送内容を充実させます。また、三重県の魅力を紹介する番組
　を県内外に発信し地域の活性化に貢献します。

　○ 「ふるさとにＱ」の制作にあたっては、視聴者からの情報をこれ
　　　まで以上に反映させ、地元の皆さまと共に作る番組を目指します。

　○ ホームページ・携帯サイトやデータ放送・ワンセグデータ放送等へ
    　の展開で、視聴者の利便性とＮＨＫ接触者率の向上を図ります。

②
　＜安全・安心の確保＞
　　　想定される東南海・南海地震を始めとする大規模災害に備え、
　　　減災の視点から放送をはじめ様々な取り組みを行います。

  ・ 防災や安全に役立つ情報を発信し、県民の意識向上に努めます。

  ･ 3か月に1回程度、地震に備えた訓練を実施します。

　＜開局７０周年／県民の安全・安心を守ります＞
　地震・台風などの災害報道や事件・事故などの緊急報道に引き続き
　全力で取り組みます。
　災害発生時には、インターネットやデータ放送の、いつでも見られる
　という特長を活かして災害情報をきめ細かく伝えます。

　○ 防災や安全に役立つ情報を発信し県民の意識向上に努めます。

　○ 定期的に訓練を実施し、大規模災害・事故等に備えます。

　○ ホームページ・携帯サイト等の災害情報を充実させます。

③
　＜円滑なデジタル移行＞
　　　2011年7月の完全デジタル移行に向けた様々な施策を、
　　　支援センターなどと連携し推進します。

  ・ 四半期ごとに、改修を要する設備の１０％程度を対策します。

　＜開局７０周年／デジタル移行と受信料への理解を深めます＞
　２０１１年７月に迫った完全デジタル移行に向け、デジサポ等と連携し
　様々な施策を推進します。また、地域の皆さまに信頼され期待される
　放送局を目指し受信料制度への理解を深めます。

　○ 中継局の整備や共聴施設のデジタル化推進に積極的に取り組み
　　　ます。

　○ 視聴者満足度を高め、受信料の公平負担につなげます。

④
　＜職員倫理と効率的な運営＞
　　　コンプライアンスを徹底するとともに、効率的な業務運営に努め
　　　ます。

  ・ 経理処理の適正化を徹底し、経費削減に努めます。

  ・ 職員研修会などを開催しコンプライアンスを徹底します。

①

　ふるさとの魅力を再発見し、地域を元気にします。
　
　　　「山紫水明」といわれる岐阜県のすばらしさを全国に発信し、
　　　地域の活性化に貢献します。

  ○ 川や温泉など「水」と関わる暮らしや風土をテーマに番組を
　　制作し、ふるさとの魅力を再発見します。
　
  ○ 長良川の自然やそこに暮らす人々の四季を取材して番組を
　　制作し、全国に発信します。

  ○ 毎月一回、昼前情報番組を拡大し、「放送局のちから」の取り
　　組み状況をお知らせします。

　ふるさとの「ものづくり」を応援し、地域の元気につなげます。
　産業、農業、工芸などふるさと岐阜の優れた「ものづくり」文化を広く
　発信し、地域の活性化に貢献します。

　■ 岐阜の優れた「ものづくり」文化をテーマとして番組を制作し、
　　　県民の自信と誇りをはぐくみます。

　■ 岐阜「地場産」の素晴らしさを、ホームページでも広く発信して
　　　人々の交流を促し、地域の活性化に貢献します。

　■ 地域の未来を支える子どもたちに、「ものづくり」の大切さを
　　　歴史や背景とともに伝えて、次世代の担い手をつくります。

②

　子どもたちの未来に「夢」と「希望」を届けます。
　
　　　「子育て支援キャンペーン」を継続し、子育てを取り巻く課題に
　　　向き合い解決への道を探ります。

  ○ 課題を取材して地域放送番組で継続的に放送し、ホームペー
　　ジやデータ放送などでも発信します。
　
  ○ 岐阜局ロビーの「キッズランド」などでイベントを積極的に開催
　　し、子育て世代とのふれあいを深めます。

  ○ 地域のＮＰＯ団体や自治体と連携した「子育て放送懇話会」を
　　継続し、課題解決の道を探ります。

　子どもたちの未来に「夢」と「希望」を届けます。
　「子育て支援キャンペーン」を継続し、子育て世代のみなさまの声を
　うかがいます。また、子育てを取り巻く課題に向き合い解決への
　道のりを探ります。

　■ 課題を取材して地域放送番組で継続的に放送し、ホーム
　　　ページなどでも発信します。

　■ 岐阜局が主催する子ども向けイベントや、地域で催される
　　　子ども向けイベント会場で、子育て中の視聴者の声を直接
　　　うかがい、キャンペーンの取り組みに生かします。

　■ 地域のＮＰＯ団体や自治体と連携した「子育て支援放送懇話
　　　会」を継続し、課題解決の道を探ります。

③
　デジタル放送への円滑な移行に向けて環境整備を進めるとともに、
　受信料の公平負担に全職員が全力を注ぎます。

  ○ 地上デジタル放送の送信・受信環境の整備に努めます。
　
  ○ 地域情報番組で、地上デジタル放送へのあなたの疑問に答え
　　ます。

  ○ 受信料制度への理解促進を図り、公平負担に取り組みます。

　デジタル放送への円滑な移行に向けて環境整備を進めるとともに、
　受信料の公平負担に全職員が全力を注ぎます。

　■ 地上デジタル放送の送信・受信環境の整備に努めます。

　■ 地域情報番組で、地上デジタル放送へのあなたの疑問に
　　　答えます。

　■ 受信料制度への理解促進を図り、公平負担に取り組みます。

岐　阜

津

○　岐阜局は、地域・社会へ貢献する取り組みを効果的に行う
　ため、21年4月に、月１回の情報番組「たーんとみのひだ」を新
　たに立ち上げました。これは限られた要員と資源の中、職員が
　協力し、創意と工夫で作り上げた生放送の番組です。これが
　目標達成に向け、大きな役割を果たしました。

○　番組の“長良川てくてく旅”のコーナーでは、22年6月の「全
　国豊かな海づくり大会」を前に、清流の国・岐阜の魅力を伝え、
　人々に地元への自信と誇りを育みました。また、子育て支援に
　真正面から取り組む“はぐはぐ広場”のコーナーでは育児に役
　立つ情報を伝えたほか、イベントを通じて親子がふれあう機会
　を提供し、それを放送することで家族の絆を深めようと取り組み
　ました。9月に子育てをテーマとした特集番組を放送した際には、
　岐阜県に住むＮＨＫネットクラブ会員約5000人に視聴アンケート
　をお願いし、大変高い評価を得ることができました。また、イベ
　ントにおけるアンケートやふれあいミーティングでも多くの方
　から「満足」と評価をいただくことができました。

○　来年度は「ふるさとのものづくり応援」を新たな目標に加え、
　地域の活性化をめざして取り組みを進めていきます。

・　「ふるさとにＱ」は21年度、9つの市町を紹介し、目標を達成しま
　した。視聴者からの反響や問い合わせも徐々に増え、認知度を高
　めることができました。「みえ発ドキュメント」や「ふるさと一番」など
　地域に根差した話題をローカル特集や全国中継などで紹介し、津
　放送局は地域の応援団として大いにその役割を果たすことができ
　ました。来年度も引き続き、県内の市町を紹介し、元気な三重を
　発信していきます。

・　21年度は幸い大きな災害はありませんでしたが、台風や津波
　中継、フェリー転覆などいずれも適切に対応することができまし
　た。今後も機会あるごとに訓練を行うことが重要であり、公共放
　送の使命を達成するため常に緊張感を持って業務に当たります。

・　残り500日を切ったアナログ終了に向け、デジタル中継局や
　ＮＨＫ共聴のデジタル化などは、計画通り遂行することができま
　した。一方、自主共聴やデジタル未整備Ｎ単中継局対応について
　は難易度が高くなるため、重点的に取り組み、予定通り完遂させ
　たいと考えています。



　 近畿

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①

　「かんさいから」地域・全国・世界へ元気を発信！

　　　関西の元気を発信する放送局として、関西の情報を地域・全国・
　　　世界に発信するとともに、全局体制によるＣＳ（＝お客様満足）
　　　向上活動・イベント・３-SCREENS等の積極的展開により、公共
　　　放送への理解を深めます。

  ○ 地域発経済番組「ルソンの壷」の海外発信など、地域の情報を
　　地域・全国・世界に発信します。

  ○ 新たなＣＳ向上活動を開発し視聴者の皆様へのきめ細かな
　　サービスに努めます。

  ○ 大阪放送局のホームページやデータ放送の一層の充実を図る
　　とともに、台風や地震など大規模災害発生時にはきめ細かな
　　情報発信に努めます。

　「かんさい」から、もっとたっぷり情報発信！

　関西の情報・文化の発信をさらに強化するため、放送番組をはじめ
　全局体制でＣＳ（＝お客様満足）向上活動のイベントや、3-Screens等
　の積極的展開をはかり、視聴者の生活に役立つ情報もたっぷりお伝
　えして、公共放送への理解を深めます。

　○ 連続テレビ小説「てっぱん」を盛り上げる活動を全局体制で展開
し、
　　　朝８時への定着をはかります。

　○ 平城遷都1300年や上海万博などを中心に、関西から、地域・全国・
　　　世界に向けた情報発信に取り組みます。

　○ ホームページやデータ放送の一層の充実をはかるとともに、台風
　　　や地震などの災害発生時にはきめ細かな情報提供に努めます。

②

　「かんさいから」確かな情報と豊かな番組を！

　　　関西の“今”を正確にいち早く伝えるとともに、地域放送の充実と
　　　多彩な全国放送の発信を通して豊かな放送を届けます。
　　　また、地震をはじめとした災害・緊急報道体制の強化に努めます。

 ○ 新歴史番組「ヒストリア」や連続テレビ小説「ウェルかめ」など、
　　全国放送の充実を図ります。

 ○ 若者向け地域放送「あほやねん！すきやねん！」の一層の
　　充実を図り、若い視聴者の皆さんとの接触を推進します。

 ○阪神大震災１５年関連放送などを通して防災情報の発信に
　　努めるとともに、東南海・南海地震をはじめとした様々な災害
　　を想定した緊急報道体制の強化に努めます。

　「かんさい」で、もっとひろがるデジタル新時代！

　受信料の公平負担に向けた取り組みをさらに進めます。
　２０１１年の完全デジタル化にむけて、デジタル放送の魅力を 大限
に
　アピールする活動を展開し、一方できめ細かな周知活動にも努めて、
　視聴者の期待にこたえます。

　○ 受信料制度への理解促進と効率的な契約収納活動の積極的推進
　　　により受信料の公平負担の徹底に努めます。

　○ 完全デジタル化にむけて、関西の送受信設備等の整備を進めると
　　　ともに、国や民放などと連携をはかって受信環境の整備に全力を
　　　あげて取り組みます。

③

　「かんさいから」受信料の公平負担と完全デジタル化を！

　　　受信料制度への理解促進と効率的な契約収納活動の積極的
　　　推進により受信料の公平負担の徹底に努めるとともに、地上
　　　放送の完全デジタル化に向けて、関西の送信設備等の整備と、
　　　国や民放などと協力し受信環境の整備を進めます。

  ○ 受信料の公平負担徹底に向けた取り組みを強化します。

  ○ ２０１１年の地上放送の完全デジタル化に向けたネットワーク
　　の整備促進と視聴者の皆様へのきめ細かな周知広報活動に
　　努めます。

　「かんさい」に、もっとつながる身近なＢＫ！

　「大阪放送局開局８５周年記念事業」を全局体制で展開するなかで、
　より一層身近なＢＫ（ＮＨＫ大阪のコールサイン）をめざします。

　○ 開局８５周年事業として、大阪局制作の番組を軸にしたさまざまな
　　　記念事業を、関連団体とともに展開し、地域の視聴者とのつながり
　　　をさらに深めます。

　○ 番組やイベントを通じて、若い世代の視聴者へ向けた情報発信を
　　　さらにパワーアップします。

①

　親しみの持てる京都局を作ります。

  　　 「地域の広場」となって、京都の人々、ひとりひとりとのつながりを
　　　大事にします。また、地域の課題は一緒に考えていきます。

  ○ 京都の課題を掘り起こし、地域番組、全中番組に展開します。

  ○ 中継やイベント、意見やお便りの募集など、京都の人々と直接
　　接する機会を増やします。

　○ 親しみの持てる京都局を作ります。

　 「地域の広場」となり、京都の人々ひとりひとりとの絆を大切にしま
す。
　　また、地域の課題を番組やイベント、ふれあいミーティング等を
　　通して一緒に考えていきます。

②

　若者が参加する京都局を作ります。
 
　　　学生の町京都にあって、学生が参加し、一緒に作る番組、イベント
　　　を通して、新しい文化を創造します。あわせて、若者たちの公共
　　　放送への理解に努めます。

  ○ 学生と一緒に作る番組やイベントを実施します。

  ○ 学生に公共放送を理解してもらう機会を作り、学生の受信料
　　契約にもつなげます。

　○ 若者が参加する京都局を作ります。
　「学生の街、京都」で学生が参加し、一緒に作る番組、イベントを
　通して、新しい文化を創造します。あわせて、若者たちの公共放送
　への理解に努めます。

③

　デジタルサービスを幅広く展開します。

   　 テレビ放送だけではなく、データ放送や携帯端末、パソコンなど
　　　にも展開を図り、デジタル時代にふさわしい地域サービスに努め
　　　ます。

  ○ 部を横断するデジタルプロジェクトを発足させ、「地域局」型
　　３スクリーンズ展開のための組織整備とコンテンツの開発に
　　努めます。

　○ デジタル放送への完全移行を推進すると共に、デジタルによる
　　　サービスを幅広く展開します。

　デジタル放送への完全移行に向けて、総務省・自治体や民放などと
　協力し、送信設備および受信環境の整備を進めます。
　またデータ放送や携帯端末、ホームページなどを活用し、デジタル
　時代にふさわしい地域サービスに努めます。

④ 　○ 受信料の公平負担を推進します。
　受信料制度への理解促進を図ると共に契約収納活動の積極的推進
　により受信料の公平負担の徹底に努め、さらに経費削減のため、
　効率的な契約収納対策を行います。

大　阪

京　都

放送局
平成２１年度 平成２２年度平成２１年度

取り組みの総括

「関西」をみつめ、「関西」から発信した一年。
大阪局発の経済番組「ルソンの壺」では、国際放送による海外発信
のほか、放送エリアを拡大し地域の放送局同士が連携して「放送局
のちから」を発揮しました。
恒例イベントとなった、春・秋のふれあい広場「ＢＫワンダーランド」
では、１３万人の視聴者の皆さまに楽しんでいただくとともに、ＮＨＫ
をより一層身近に感じていただくことができました。
新しくスタートした「歴史秘話ヒストリア」や、連続テレビ小説「ウェル
かめ」など、多彩な全国放送の発信を通じて豊かな放送を届けまし
た。
また、神戸局などと連携をはかり、阪神淡路大震災から１５年を経
てなお浮かび上がる問題を検証し、震災の教訓を次世代に伝える
ニュースや大型番組を制作しました。また、様々な災害の被災者や
ボランティアの方々を支援していくポータルサイト「リエゾン被災人」
を開設しました。
ＮＨＫ大阪放送局は、平成２２年６月に開局８５周年をむかえます。
平成２２年度は、開局８５周年記念事業をスタートさせるなかで、
「放送局のちから」を発揮することにしました。「関西からたっぷり、
つながる未来」をキャッチフレーズに、さらに地域の人々とのつなが
りを深める活動に取り組んでまいります。
　

京都局の基幹番組である「ニュース６１０」の改訂を半年ごとに行
い、地域情報の強化を着実に進め、これらを全中へ発信することを
日常的に行いました。さらに公開派遣番組やイベントの際のふれあ
いミーティング開催や視聴者活動を強化することにより、地域の視
聴者とのつながりをより深めました。
学生を対象にした番組制作やイベントを数多く実施し、NＨＫ講座、
フレッシャーズ対策と合わせて学生のＮＨＫに対する理解促進を図
り、営業活動にも貢献しました。
3-Screens展開の一環として河川水位情報や監視カメラの映像など
自治体防災情報をデータ放送やワンセグ・ＨＰに展開する技術開発
を行い、双方向番組や番組連動データ放送にも挑戦しました。
京都市街地の都市難視と新たな難視に有効な対策となる京都Ｓ中
継局が実現へ向けて動き始めました。２２年度も引き続き積極的に
放送等でＰＲに努め、完全デジタル化へ円滑に移行するよう推進し
ます。



　 近畿

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①
 　“いのちを守る放送局”として、大震災から復興した兵庫県の知恵を
　　分かち合い、さらなる発展に貢献します。

  ● 阪神・淡路大震災から１５年を迎える被災地の思いや教訓を、
　　年間を通して国内外に幅広く伝えます。

  ● 公的な情報通信ネットワークも活用し、自然災害や事故など
　　の緊急報道に迅速・適切に対応します。

  ● 地域を訪ね、地域の課題に深く向き合うなかで、地域により深く
　　根ざした情報の発信に取り組みます。

  放送・通信融合時代にふさわしい地域サービスを開発して、“日本の
　縮図”と言われる兵庫県における放送のデジタル化の完了を目指し
　ます。

　● デジタルの特性を活かしたコンテンツ作りを進め、“地域性”
　　　あふれるさまざまな情報を、ホームページや携帯端末を含めて、
　　　多角的に展開します。

　● デジタルネットワークの整備を進める一方、アナログ放送の
　　　終了やフルデジタル化に関わる情報をさまざまな形で周知します。

　● 兵庫県特有のデジタル混信等の課題を丹念に克服していきます。

②
　放送・通信融合時代にふさわしいサービスの実現に向け、“日本の
　縮図”と言われる兵庫県の放送のデジタル化を着実に推進します。

  ● デジタルの特性を活かした番組作りを行うとともに、それによって
　　得られた情報や知恵を、ホームページや携帯端末など多様なツール
　　で展開します。
 
  ● テレビ放送のアナログ終了やフルデジタル化の展開に関わる情報
　　の周知に努め、兵庫県のデジタル化を視聴者目線に立って円滑に
　　進めます。

  兵庫県の抱える課題を掘り下げ、地域情報を多角的に発信していく
　とともに、“いのちを守る放送局”として、震災取材の経験を生かし、
　“人間の復興”や“地域の再生”を目指す取り組みを支えていきます。

　● 地域のメディアと協力しつつ、地域の課題に真正面から向き合い、
　　“地域の元気”を引き出す情報の発信やイベント展開に取り組み
　　　ます。

　● 阪神・淡路大震災から１５年を経た被災地の思いや、多くの災害の
　　　防止にもつながる教訓を、新たな切り口も加えながら幅広く伝えま
　　　す。

　● 自治体等とも協力した防災情報伝達の仕組みを整備します。

③
　 “開かれた放送局”として兵庫県民のみなさまの“心を強く結ぶ場”
　　となり、安定した事業運営を進めます。

  ● 親しまれているオープンスタジオで多彩なイベントを展開すると
　　ともに、多様な意向を汲み上げ反映する仕組みを構築します。

  ● 規律のある風通しの良いオープンな職場環境を作り、視聴者の
　　みなさまに信頼され親しまれる放送局になります。

  ● 「新たな収納システム」の定着に努め、受信料の公平負担の
　　いっそうの徹底を図ります。

  受信料制度への理解をより深め、公平負担を徹底することで事業
　運営を安定させ、“開かれた放送局”として兵庫県民のみなさまの心
　を結び元気を分かち合っていきます。

　● 受信料制度を分かりやすく伝える取り組みをこれまで以上に進め
る
　　　とともに、営業改革を着実に実施することで、受信料の公平負担を
　　　いっそう徹底していきます。

　● オープンスタジオのイベント等を、県民のみなさまの期待に応え
て、
　　　いっそう多彩で興味深いものに進化させます。

　● 規律ある風通しの良いオープンな職場環境を作り、ＣＳ意識を
　　　高めて、県民のみなさまが集いやすい“開かれた放送局”を実現し
　　　ます。

① 　発揮します「地域への応援力」

  地域の応援団として、地域の抱える課題の解決や地域の人々の
　安全・安心な暮らし作りに貢献します。とりわけ、防災と地域の
　活性化には、和歌山放送局の重要な使命として力を入れて取り
　組みます。

　発揮します「地域への応援力」

　地域の応援団として、地域の抱える課題の解決や地域の人々の
　安全・安心な暮らし作りに貢献します。とりわけ、防災と地域の
　活性化には、和歌山放送局の重要な使命として力を入れて取り
　組みます。

② 　発揮します「視聴者とつながる力」

  視聴者の皆様とのつながりを一層緊密なものとするための取り
　組みを積極的に進めます。受信料制度への理解促進と公平負担、
　地デジへのスムースな移行なども結びつき強化のバックボーンと
　して、精力的に推進します。

　発揮します「視聴者とつながる力」

　視聴者の皆様とのつながりを一層緊密なものとするための取り
　組みを積極的に進めます。受信料制度への理解促進と公平負担、
　地デジへのスムーズな移行なども結びつき強化のバックボーンと
　して、精力的に推進します。

①

　もっと奈良から　もっと奈良に　ＮＨＫ

　　　奈良の魅力を、奈良からもっと日本と世界へ発信します。
　　　奈良の持つ可能性と課題に、もっと深く切り込みます。

  ○ 2010年「平城遷都1300年」に向け、奈良の傑出した魅力を日本
　　と世界へ発信し、奈良の基幹産業「観光」を盛り立てます。

  ○ 子ども・環境問題など奈良の持つ可能性と問題に果敢に挑戦し、
　　みなさまとともに考えていきます。

　もっと奈良から　もっと奈良に　ＮＨＫ

  奈良の魅力を、奈良からもっと日本と世界へ発信します。
　奈良の持つ可能性と課題に、もっと深く切り込みます。

　○ 2010年「平城遷都1300年」にあたり、奈良の傑出した魅力を
　　　日本と世界へ発信し、奈良の基幹産業「観光」を盛り立てます。

　○ 子ども・環境問題など奈良の持つ可能性と問題に果敢に挑戦し、
　　　みなさまとともに考えていきます。

②

　もっとデジタル　もっと身近に　ＮＨＫ

　　　デジタル時代も、ＮＨＫは人にも環境にもやさしい、親しまれる
　　　メディアを目指します。

  ○ 奈良県のみなさまに、受信料を納得してお支払いいただけるよう、
　　受信料制度やデジタル技術の理解促進に取り組みます。

　○ ２０１１年完全デジタル化に全力を尽くし、魅力たっぷりのデジタル
　　放送をあまねくお届けします。

　○ 受信料の公平負担に向け、着実な契約・収納活動と業務改革に
　　努めます。

　もっとデジタル　もっと身近に　ＮＨＫ
  デジタル時代も、ＮＨＫは人にも環境にもやさしい、親しまれるメディア
　を目指します。

　○ 奈良県のみなさまに、受信料を納得してお支払いいただけるよう、
　　　受信料制度やデジタル技術の理解促進に取り組みます。

　○ ２０１１年完全デジタル化に全力を尽くし、魅力たっぷりのデジタル
　　　放送をあまねくお届けします。

　○ 受信料の公平負担に向け、着実な契約・収納活動と業務改革に
　　　努めます。

和歌山

奈　良

神　戸

県内４報道室から中継で伝える「報道室便り」、和歌山局アーカイブ
スを活用した「あの日の和歌山」などの新企画で「わかやまNEWS
ウェーブ」を充実させました。また県の活性化を討論する「紀の国ス
ペシャルNEXT10」や「熊野古道」「エルトゥールル号」など地元に密
着した様々な番組を放送しました。
和歌山が登場する全番組の放送予定がホームページやデータ放
送でわかる「番組情報」や中高生による番組モニター「ＷＡＫＡ葉サ
ポーター」、視聴者のみなさまが県内で撮影した写真で作成した「わ
かやまカレンダー」、番組を学校の教育などに活用いただく「出前上
映会」、一般公募で結成した「ゴスペルクワイア」、県内外に和歌山
の魅力を伝えた写真展など様々な活動を推進し好評を得ました。ま
た「たま駅長スポット」「紀南キャラバン」などにより地デジ移行周知
に取り組みました。
２２年度は「もっと知ろう和歌山」キャンペーンにより放送局のちから
を更に発展させます。

奈良局は、視聴率・制作本数など具体的数値を定めた６１指標中５
８項目を達成し、未達成分もＰＤＣＡを回しています。診療報酬不正
詐欺、纏向遺跡などスクープをはじめ、正確・迅速に問題と可能性
を報道、地域局として類を見ない、“皆で創るドラマ”という目標を掲
げた「万葉ラブストーリー」四本（四季）を完成、全国発信をしまし
た。観光を盛り立てるイベントを多数実施し、技術・営業一体で地デ
ジ・受信料の理解促進も行い、接触者率向上に努めました。平城遷
都１３００年の準備として「やまとの国宝」シリーズを管中定時放送、
新年度も、毎週ＣＳ配信される１３００年情報「せんとくん通信」・奈良
の穴場紀行「まほろば散歩」、平城宮跡サテライトスタジオからの発
信も合わせ、奈良の活気を全国、世界に伝えていきます。完全デジ
タル化については、９月の総務省調査で地デジ受信機世帯普及率
が全国一になり、ＣＡＴＶ地域を除くカバー率も９９.７％と順調に成果
をあげています。

平成２２年１月１７日は、「阪神・淡路大震災」から１５年の節目でし
た。“いのちを守る放送局”をスローガンに掲げる神戸放送局では、
２１年度を通してこのテーマに多角的に取り組み、昨年５月の新型
インフルエンザ患者の国内初の発生や、８月の兵庫県西部の水害
の対応にも、その経験と蓄積を生かして、“公共の広場”としての役
割を果たしました。地元紙やケーブルテレビとの連携を深めるととも
に、キャラバン等を通じて県民のみなさまとの“接点”を強化したこと
で、ＮＨＫ神戸に対する期待は一層高まってきたと感じています。
   “日本全国の縮図”とも言える広大で複雑な地形を持つ兵庫県に
は、ビル陰の受信障害も含め、デジタル化を阻む多くの困難があり
ます。デジタル技術を生かした新たなサービスの開発に挑みつつ、
後のない“正念場”を迎える平成２２年度に向け、全局が一丸となっ
て兵庫県の“完全デジタル化”を成し遂げる態勢を整えました。



　 近畿

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①
　局内の組織を横断した連絡会等を実施するなど、情報の共有化
　を促進するとともに、縦組織に横串を入れ、各部間の垣根を低くし、
　さらなるコンプライアンスの推進を図ります。

　各種研修を実施するほか、年間を通じ定期的に「局内情報連絡会」
　を実施し、各部間の情報の共有化に努め活力ある風通しのいい
　職場を作ります。
　あわせて職場の課題なども話し合い、コンプライアンス推進の原動
　力として機能させます。

　大河ドラマ“江”でＧＯ！

　大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」に合わせ地元の放送局として
　多彩な放送事業やイベントを展開して地域を盛り上げます

　○ １月から始まる大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」に関連する
　　　多彩な番組を、地域に、そして全国に発信します

　○ 地域と連携し、地域の人たちに喜ばれるさまざまな大河ドラマ
　　　関連イベントを展開します

　○ ドラマや関連事業を通して地域を盛り上げ、地域を元気にする
　　　とともに、滋賀県の魅力を全国に伝えます

②
　地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、送信設備等の整備を
　さらに計画的に進めるとともに視聴者のみなさまが、デジタル放送
　のメリットを享受できるよう対策を進めます。

　総務省のロードマップに沿った置局計画を立案、2011年の完全デジ
　タル化に向けて確実に計画的に実行します。またNHK共聴の地上
　デジタル導入整備を積極的に進めるとともに、自主共聴のデジタル
　化支援にも力を注ぎます。

　大切にします！地域の信頼と絆

　環境や地域の課題を、徹底した取材でわかりやすく伝えて視聴者の
　信頼にこたえ、地域との絆を深めます

　○ 「おうみ発６１０」を充実し、全国や関西に地域の情報を発信する
　　　など地域番組を強化し接触者率の向上につなげます

　○ 環境こだわり放送局として、継続的・多角的に環境問題を考える
　　　とともに、地域の環境活動にも積極的に参加します

　○ 多角的な放送事業や活動を推進して地域に信頼され、地域との
　　　絆を深め、受信料の公平負担に取り組みます

③
　受信料体系の変更を周知徹底するとともに、受信料の公平負担を
　徹底します。
　また、経費削減のため、効率的な契約収納対策を進めます。

　受信料の公平負担への取り組みを徹底し、効率的な収納を実現
　するための改革を進め、受信料収入の増収を図ります。

　スパート！地デジ

　円滑な完全デジタル化に向け、送信設備の整備を完遂し、“準備”
　のための周知広報を多面的に展開します

　○ 今年度計画の４中継局の整備、ＮＨＫ共聴の地上デジタル導入を
　　　確実に進め、県内の地デジ環境を整えます

　○ 地域放送との連携・イベントの開催など、地域に向けた多彩な
　　　周知・広報活動に取り組みます

　○ デジサポや自治体などとも協力して、完全デジタル化に向けた
　　“地デジ準備”を加速させます

④

　「環境こだわり放送局」として、地球環境を映し出す鏡ともいえる
　「琵琶湖」で起きている問題を多角的・継続的に取材して地域放送
　や全国発信に積極的に展開するとともに、地域の環境美化活動にも
　積極的に参加し、地域の方々との連携を強固なものにします。

　「おうみ発610」で毎週放送している環境関連コーナーを更に充実
　するとともに、近畿や全国にも積極的に発信します。また毎月、
　地域の環境美化活動に参加し、地域の皆さんと共に考え行動します。

⑤
　各部で議論・策定した、「平成２１年度Ｎｅｘｔ大津　アクションプラン」
　に基づき、大津放送局が一丸となって「いつでも、どこでも、もっと
　身近にＮＨＫ」を実現します。

　経営計画で掲げた2つの目標と9つの方針に沿った放送や業務を
　実現するため、全局をあげて議論を進め「平成21年・Next大津アク
　ションプラン」を作成し実行します。四半期ごとに進捗を確認しつつ
　確実に実行し、PDCAのサイクルに基づき経営計画の実現に努め
　ます。

大　津

大津局では定期的に全員が参加する情報連絡会を開いてコンプラ
イアンスの徹底を図り、経営２目標と地デジの完全移行に向けた各
現場の課題を共有してきました。職員が一丸となって取り組むこと
で、大津局は今まで以上に地域に愛され信頼され、受信料の公平
負担が一層浸透し、地デジの普及も進むなど、年度当初に策定し
た「アクションプラン」をほぼ達成することができました。
地域の信頼と絆なくして地域放送局は成り立ちません。これを基本
理念に、22年度も局の看板である“環境”に徹底的にこだわり、緊急
報道・選挙放送に迅速的確に対応し、豊かな自然や文化、歴史に
育まれた滋賀県の魅力を発信するとともに、滋賀にゆかりの深い23
年の大河ドラマ「江」に向けた多彩な放送・イベントで地域の期待に
応えていきます。
こうした取り組みで受信料の公平負担をさらに進め、合わせて、放
送の送り手として責任を持って目前に迫った地デジへの準備を加
速させます。



　 中国

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①
　ＮＨＫ広島放送局は、“期待され・信頼される放送局”として、地域に
  向き合い、地域と共に歩みます。

　● 中国５県のネットワークを活用した「地域の未来像」を視聴者と
　　　ともに描く

　● 「確かな情報」と良質な多メディアコンテンツの提供

　● ＣＳ向上活動の積極的な推進

　地域と向き合い、地域に根ざした信頼される放送局として、
　“ふるさと”の声を伝えます。

　● 被爆６５年のヒロシマから、核のない“平和”な世界の実現に
　　　向けて、発信を続ける

　● 政権交代が地域に与える影響を幅広く伝える

　● 地域の課題や活性化につながる情報を発信し、活力ある
　　　地域の再生に寄与する

　● 中国地方の豊かな自然や文化を再発見し、ふるさとの魅力
　　　を伝える

②
　 “地域の情報・文化”を多様なメディアで提供し、“豊かで安心できる
　　暮らし”に貢献します。

　● 世界へ「ヒバクシャ」の“核兵器廃絶の声”を伝える
　● 「ふるさとの海」瀬戸内海の魅力や課題を多彩に発信
　● 地域の視聴者に親しまれる文化拠点を目指す
　● 生活情報や災害情報などをパソコンや携帯など多様なメディア
　　　に提供

　豊かで安心できる暮らしのため、地域の文化・情報を提供し、
　“あなたの身近にＮＨＫ”を実践します。

　● 生活情報や災害情報などをパソコンや携帯など多様なメディア
　　　でも提供する
　
　● ＣＳ向上活動やイベント展開の充実により、ＮＨＫへの親近感を
　　　醸成する
　
　● デジタルメディアを活用した視聴者参加型番組や双方向感の高い
　　　番組の充実を図る

③
　　“完全デジタル化の推進”と“支払率の向上”に取り組み、公共
　　放送としての役割を果たします。

　● デジタル中継局建設とＮＨＫ共聴施設のデジタル化を計画的
　　　に推進

　● 自主共聴のデジタル化などテレビ受信者支援センター等と
　　　連携した完全デジタル化の推進

　● 営業目標の確実な達成により公平負担の徹底を図る

　公共放送の責務として“完全デジタル化”と“受信料の公平負担”
　に熱く取り組みます。

　● デジタル中継局建設とＮＨＫ共聴施設のデジタル化を完遂する
　
　● 「新たな難視」や「ビル陰障害共聴」など、デジタル化推進に伴う
　　　諸課題の克服
　
　● 放送やイベントなどによる完全デジタル化への理解促進と普及
　　　の取り組み
　
　● 効果的な営業体制の構築と外部パワーの活用による収入の確保

①

　＜岡山の課題と取り組み、岡山の魅力を再発見し、岡山を元気に
　　します。＞
　
　　放送・イベント・ホームページなど、様々な方法を駆使して、県内は
　　もちろん、全国に向けて岡山を発信していきます。

　● 「脳卒中キャンペーン」をニュース・番組・スポット・ＨＰなど
　　を 総動員して展開し、予防や治療などに関する 新情報を
　　提供、フォーラムなども開催

　● 地域の課題を、県内向けのニュース・番組はもちろん、
　　「おはよう日本」や「ニュースウォッチ９」などの全国放送に
　　展開

　● 「月刊岡山トラのアナ」は、さらなる充実を図り、年間１０本
　　程度放送

　元気にします！岡山の人と地域を
　
　＜岡山の課題と取り組み、岡山の魅力を再発見します。放送や
　　イベントで、岡山に暮らす人を元気にし、地域を活性化させます＞

　●岡山放送局は平成２３年２月に開局８０年を迎えます。感謝の
　　気持ちを込め、特別番組を放送し記念事業を行います。

　●子どもの健やかな成長を応援し地域を元気にする「みんなで
　　子育てキャンペーン」を実施し、放送・イベント・ホームページ
　　などに展開します。

　●地域のスポーツを重点的に取り上げ、スポーツの楽しさを伝え
　　るとともに地域の元気を盛り上げます。

②

　＜視聴者のみなさまがデジタル放送を安心してお楽しみ頂けるよう、
　　 放送局をあげて取り組みます。＞
　
　　受信エリアの拡大など受信環境の着実な整備を進めるとともに、
　　デジタル放送の理解促進を図り、円滑なデジタル化に努めます。

　● 職場横断的なプロジェクトを設け、放送・技術・営業が一体
　　となって様々な地域に出向き、中継で地域を紹介するとともに、
　　デジタル化の周知や受信相談、各種イベントなどを行う”出前
　　放送局”を実施
　● デジタル中継局の建設、ＮＨＫ共聴施設のデジタル化、自主
　　共同受信施設等への経費助成施策の推進
　● テレビ受信者支援センターとの連携強化

　進めます！デジタル化と公平負担
　
　＜地上デジタル放送の受信エリアを拡大し、理解促進と普及に
　　　努めます。あわせて受信料の公平負担を徹底します＞

　● デジタル中継局の建設など受信エリアの拡大と視聴環境の整備
　　　を進め、放送の円滑なデジタル化を進めます。

　● 放送・イベント・ホームページなど様々な方法を駆使してデジタル
　　　放送の理解促進に努め、すみやかな普及を図ります。

　● 受信料制度への理解を進めます。事業所への働きかけや、民事
　　　手続きによる支払督促を強化し、公平負担を徹底します。

広　島

岡　山

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

放送局

　被爆地“ヒロシマ”の放送局として、内外へ核兵器廃絶の願いを届
ける番組を多数制作したほか、番組と連動した「核･平和関連サイ
ト」(日本語･英語)を開設し、世界へ発信しました。さらに、“いのち”
の輝きを描いた広島局制作のドラマ「火の魚」は、21年度文化庁芸
術祭大賞を受賞するなど高い評価をいただきました。中国５県の各
局と連携した「ちゅうごく未来ビジョン」では、観光振興や若者の定
住策などについて中国地方の未来像を提言しました。またプロ野
球・Ｊリーグ中継では、ＰＣ・携帯を活用して応援メッセージを募集す
るなど、番組をより楽しんでいただけるよう工夫しました。22年度も
平和へのメッセージを発信するとともに、地域の文化・情報をみなさ
まに届けます。
また完全デジタル化へ向けて、今年度のデジタル中継局の建設、Ｎ
ＨＫ共聴のデジタル化改修は計画通りに完了しました。営業活動に
ついては、衛星増加目標は達成しましたが、収納額は厳しい状況
が続いています。今後も一層効果的な営業体制の構築に努め、収
入の確保を図ります。

　「脳卒中防止キャンペーン」では、番組に続いてイベントも展開し、
さまざまな角度から脳卒中に迫り視聴者のみなさまの高い関心を
集めました。夕方の地域情報番組「ニュースコア６岡山」の年間平
均視聴率はこの時間帯県内トップの8.7％で、全国にも岡山の話題
を発信しました。選挙報道では迅速で正確な放送を行い、美作水害
では被害状況をいち早く報道し、災害のメカニズムや復興の様子を
伝え、被災地を元気にするイベントも実施しました。この実績を次年
度の岡山を元気にする取り組みに生かします。
　地上テレビ放送のデジタル化については県内の電波カバー率が
91.5％となりました。また、放送をはじめホームページ、広報紙でも
関連情報を発信し地上デジタル放送への理解を広めたことにより、
デジタル放送をご覧いただけるご家庭は、21年9月現在県全体の
76.7％（全国3位）となりました。22年度は完全デジタル化に向けた
正念場の年であり、中継局の建設などに一層努力します。



　 中国

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

放送局

①

　＜地域の未来を、ともに創ります＞

　　人口減少が進む島根県の地域特性に根ざした情報発信を強化し
　　地域の活性化をめざすとともに、幅広い世代の視聴者と直接触れ
　　合う機会等を充実させ文化の向上に貢献します。

　● 新番組「しまねっとNEWS６１０」で地域の課題と解決の手立て
　　を探る特集を機動的に制作し金曜夜間「ふるさと発」で有機的
　　活用
　● 地域再生をテーマにしたミニ番組や若者を対象にした新番組
　　を企画制作
　● テレビ開局５０周年を機に、アーカイブス番組の集中編成・
　　イベント（上映会など）を戦略的に実施
　● 局内横断的プロジェクトによる3-Screensの地域性豊かな新
　　企画を開発

　＜島根の未来を創りだす広場になります＞

　島根県の課題を検証するとともに、くらしを支え、未来へつながる
　情報を幅広い世代に発信します。そして、地域の知恵や活力を
　共有する「みんなの広場」になる放送局を目指します。

　・ 夕方６時台など県域放送充実と、管中・全中番組等との連動の推進

　・ 視聴者とＮＨＫとの絆を深めるため、「３－Ｓｃｒｅｅｎｓ」の多様な展開

　・ 事件・事故・自然災害等に対する地域性を考慮した、緊急報道体制
　　の強化

　・ 地域の文化・歴史を再認識する番組やイベントの実施

②

　＜バックアップします“地域のデジタル化”＞

　　山間地・離島など地域実態に即したデジタル化を懇切丁寧にバック
　　アップしていき、併せて受信料の公平負担に全力をつくします。

　● デジタル中継局の整備とNHK共聴施設へのデジタル導入

　● ローカル独自の地デジPRスポットの作成

　● 地域事情を考慮した 適デジタル化案を作成し、自治体と
　　連携しながら地域に提案

　● 営業目標の確実な達成により、公平負担の徹底

　＜完全デジタル放送化の準備を効果的に進めます＞

　完全デジタル放送化まで、あと１年。今年が正念場です。
　島根県の地デジ受信環境整備に全力で取り組みます。
　また、あらゆる機会を通じて地デジの普及促進につなげ、
　とくに高齢者向けのわかりやすい情報を届けます。

　・ デジタル中継局建設と共同受信施設のデジタル化を計画的に推進
　
　・ ＮＨＫ独自支援策で地域のデジタル化をバックアップ
　
　・ ローカル版地デジＰＲスポット等で、視聴者が必要とする情報を提供
　
　・ 地域イベントや公開番組等に合わせ、デジサポと連携した受信相談
　　コーナーを開設

③

　＜受信料の公平負担をめざします＞

　松江放送局の番組やイベント等と効果的に連動し受信料への
　理解を深め、公平負担の徹底をめざします。

　・ ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の生誕１６０年・来松１２０年関連
　　など、独自のイベント等を展開

　・ 効率的かつ効果的な営業活動により営業基本目標の達成

　・ 新収納システムの定着と職員業務の質的転換を図り、契約開発・
　　未収者対策の強化

　・ ハートプラザ、ロビー展などの有効活用により、
　　積極的なＣＳ活動の推進

①

　くらしの「安全・安心」情報を届けます。

　　雇用悪化や人口減少など鳥取が抱える問題を積極的に取り上げ
　　ます。また、金曜夜間のゾーンでは鳥取や中国地方の課題に向き
　　合い、地域の将来を考えます。

　● 夕方６時台と金曜夜間の連携企画を編成

　● 交流が進む韓国カンウォン道情報を定期的に発信

　● 高速道開通、深まる関西圏との連携など広域情報の充実

　くらしの「安全・安心」情報を届け、鳥取の魅力を全国に発信します。

　地域の課題に引き続き向き合い、視聴者とともに鳥取のこれからを
　考えます。鳥取の良さを全国に伝え、鳥取県が交流を進める地域の
　情報発信や県民の関心が高い文化・スポーツにも力を入れます。
　若い世代への結びつきも強化します。

　◆ “鳥取”を全国に発信、地域を応援する番組を制作

　◆ 「ＮＨＫだからできる地域放送」のいっそうの充実

　◆ 若い世代に向けた県域番組を新たに放送

②

　地域に役立つ“ デジタル” を普及します。

　　魅力ある地上デジタル放送のエリアを拡大し、全力で普及に努め
　　ます。また、テレビを軸にインターネットや携帯サイトでも地域情報
　　を提供し、より広い世代に情報を届けます。

　● デジタル中継局の整備

　● 受信対策を進め、デジタル移行を促進

　● データ放送やインターネット、携帯サイトでも地域情報 を充実

　● 視聴者層を広げ、受信料の公平負担を推進

　地域に役立つ“ デジタル” の普及と受信料の公平負担をめざします。

　デジタル時代にふさわしい地域サービス・魅力あるデジタルサービス
　をより幅広い世代の視聴者にお届けします。イベントや地デジ普及
　活動などを通して視聴者とのつながりを大切にします。

　◆ 地上・ＢＳデジタル放送への円滑な受信移行を促進

　◆ 3-Screensコンテンツをいっそう充実し、接触者率を向上

　◆ 番組やイベント、地デジ普及活動とタイアップした受信料へ
　　の理解促進

　◆ 環境保護活動への積極的な参加と、環境経営を推進

③

　地域の文化・伝統・環境をともに支えます。
　
　　鳥取の良さを全国に発信し、地域の期待に応えます。また、受信料
　　で成り立つ放送局ならではのイベントや放送を実施します。

　● ６月「おーい、ニッポン」、１０月「日本の祭り」を全国に発信

　● 「朗読シアター」などNHKならではの良質イベントの提供

　● 地域の環境イベントに参加

松　江

鳥　取

　連続不審死事件の報道や救急医療など地域の課題を取材し、夕
方６時台の「いちおしNEWSとっとり」や金曜夜の番組で掘り下げて
伝えました。特に鳥取と韓国カンウォン道との交流については、現
地から生中継し、全国にも発信しました。また、鳥取の自然や伝統
文化などをテーマに数々の番組を制作し、このうち「おーい、ニッポ
ン」や「日本のまつり」など16本を全国に届けました。ホームページ
や携帯サイトもコンテンツの充実に努め、ホームページの年間ペー
ジビューは100万を超え前年より20％増えました。地上デジタルの
普及では中継局を４局整備するとともに番組やスポットで地デジの
準備を繰り返し呼びかけ円滑なデジタル移行を進めています。また
受信料の事業所割引や家族割引制度を周知し受信契約を進める
一方、民事手続きなどにより受信料の公平負担に取り組みました。
22年度もより幅広い視聴者のみなさまとのつながりを大切にして良
質な放送やイベントに力を入れていきます。

　新番組「地域を創る」は年間１２本、若い世代の接触者率向上を
めざした新番組「アラハタ！」は１７本放送し、多くの好評の声が寄
せられました。人口減少・不透明な経済・医師不足など地域の課題
にも正面から取り組み、新番組「しまねっとＮＥＷＳ610」を軸に情報
を発信できました。また、テレビ放送開始50周年記念事業「テレビの
歴史と未来展」を開催し、“地域の視聴者に向き合う放送局”として
アピールすることができました。政権交代による影響や女子大学生
遺体遺棄事件など、関心の高いテーマにも継続して取り組んでいき
ます。地域のデジタル化については、地デジ中継局の置局、ＮＨＫ
共聴のデジタル化ともに計画どおり進捗し、地元の期待に応えまし
た。営業活動では衛星増加目標の達成ができましたが、収納額に
ついては大変厳しい状況であり、新年度は１期から好スタートをきっ
て更なる契約取次・収納の確保をめざしていきます。



　 中国

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

放送局

①

　テレビ開局50年/地デジでもっと豊かな、もっと多くの人に見てもらえ
　る放送を実現します

　　　・山口の課題に正面から取り組み、地域の絆を強め活性化に
　　　　貢献します。
　　　・地上デジタル放送への円滑な移行をはかり、その特性を生か
　　　　した多様な番組を制作・放送します。

　● 開局50年特別番組の制作

　● デジタル放送の特性を生かしたコンテンツの開発
　
　● ３Screensへの番組展開
　
　● 地域番組視聴率の向上

　山口県の課題に正面から取り組み、身近で役立つ放送局を目指し
　ます

　○ 地域放送を刷新し、地域の絆を深めて活性化に貢献します。

　○ 21年7月の豪雨災害の教訓を生かした気象・防災情報の発信や、
　　　交通事故死ワースト１返上キャンペーン等、地域の安全と安心に
　　　貢献する放送を実施します。

　○ イベントで地域の方々とふれあい、公共放送の理解促進に
　　　つとめます。

　○ ３－Ｓｃｒｅｅｎｓで、より多くの皆さまにサービスを提供します。

②

　テレビ開局50年/視聴者により親しまれ、より信頼される公共放送
　をめざします
　
　　　・開局50年を記念するイベントを開催し、公共放送への理解
　　　　促進をはかります。
　　　・視聴者からいただく受信料の公平負担をめざします。

　● 開局50年記念イベントの開催

　● 公共放送への理解促進キャンペーンの実施

　● 営業目標の達成により、受信料の公平負担を図る。

　山口県の地デジ完全移行を全力で進め、デジタルならではの
　サービスを拡充します

　○ すべての視聴者の皆さまが地デジのサービスを受けられるように、
　　「デジタル難視ゼロ」を目指します。

　○ 放送やイベントを通じて、地デジ移行の周知・広報につとめます。

　○ 双方向番組など、デジタルの特性を活かしたコンテンツを開発
　　　して、サービスを拡充します。

③
　山口県の皆さまの受信料の公平負担を進め、受信料の価値を
　より高めます

　○ 受信料の支払い率向上に取り組みます。

　○ コンプライアンスを徹底して、効率的な業務運営を行います。

　○ 地球環境問題への意識を高め、ＣＯ2の排出量や廃棄物の削減を
　　　進めます。

山　口

　７・２１豪雨災害をはじめ秋吉台ＣＯ中毒事故、関門海峡護衛艦衝
突、化学工場爆発などの緊急報道に全力で取り組みました。豪雨
災害では、多数の被害者を出した要因や被災した高齢者たちのそ
の後に迫るとともに、上関原発問題や岩国基地問題など、地域の
課題に向き合う番組を放送して大きな反響が届きました。さらに、
6,276人の視聴者アンケートに基づいて、地元に密着した情報への
要望を柱にすえた地域番組の全面改定を決め準備しています。一
方、テレビ開始50年にあたり、年間を通じて関連イベントに取り組み
ました。「ありがとう！キャラバン」では、高齢者の多い地域などを中
心に、県内15か所でアーカイブ番組の上映やふれあいミーティン
グ、戸別訪問による地デジ受信相談などを行い、地域のみなさまと
の交流と地デジの普及に努めました。こうした取り組みやデジタル
中継局の建設により、県内の地デジカバー率は93.4%（55万世帯）と
なりました。22年度も地域の安全と安心に貢献する放送局を目指
し、地域放送サービスの向上に努めます。



　 四国

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

①
　はやく　深く　親しみやすく　――   ふるさと愛媛の情報をお伝えし
　ます。

　○ 金融危機に端を発した地域の諸課題を検証するとともに、地域
　　活性化に取り組む人・企業・団体を紹介するなど地域を元気に
　　する放送に取り組みます。

　○ スペシャルドラマ「坂の上の雲」の関連番組をはじめ、愛媛が
　　誇る自然や文化を積極的に全国に発信します。

　○ 災害・緊急報道や選挙報道など確かな情報を伝え、みなさんの
　　信頼にこたえます。

　はやく　深く　親しみやすく　－　ふるさと愛媛の情報をお伝えします。

　○ 地域の課題に向き合いタイムリーで的確な情報を発信し、ふるさと
　　　を元気にする放送に取り組みます。
　○ 金曜夜8時台の地域放送番組を充実させ、さまざまな切り口で地域
　　　の魅力を伝えるとともに、積極的に全国に発信します。
　○ 放送はもちろん、インターネットや携帯端末、データ放送など多彩
な
　　　メディアで幅広い世代に情報をお伝えします。

② 　みなさんの信頼を大切にする　　“ご近所の放送局”を目指します。

　○ みなさんからの電話やお便りに速やかに対応するとともに、
　　ご意見を直接伺う「ふれあいミーティング」を積極的に開催し
　　ます。
　
　○ 子どもから中高年の世代まで、各世代に楽しんでいただく多様
　　なイベントを実施し、みなさんとの交流を深めます。
　
　○ 受信料を公平に負担していただくために理解促進活動を
　　積極的に推進します。

　みなさまとの絆を大切にする"ご近所の放送局"を目指します。

　○ 開局70周年を迎え、さらに地域のみなさまとの絆を強める活動を
　　　積極的に行います。
　○ 子どもから中高年の世代まで、各世代に楽しんでいただく多様な
　　　イベントを実施し、みなさまとの交流を深めます。
　○ 受信料を公平に負担していただくために、効率的・効果的な営業
　　　活動を推進します。

③ 　放送のデジタル化に向けて　　きめ細かな対策に取り組みます。 　放送のデジタル化に向けて　きめ細かな対策に取り組みます。

　○ 2011年7月24日の完全デジタル化に向けて、送信・受信環境の
　　　整備を行います。
　
　○ 視聴者のみなさまへのきめ細かな周知に努め、疑問にお答え
　　　します。

①

　ＮＨＫ高知放送局は、より身近な公共放送として、
　　　　　　「みなさんのちから」になることを目指します。

　○ 地域とともに発掘し、発信します。
　　　　　　「土佐の魅力、可能性、そして元気」を。

　○ 「元気な土佐」に向け、課題と向き合い活性化のヒントや可能性を
　　探る番組を発信します。
　
　○ 大河ドラマ「龍馬伝」関連キャンペーンを展開し、文化や歴史など
　　高知の魅力を全国に発信します。

　○ 防災・緊急報道、選挙報道など知りたい情報をきめ細かく発信しま
　　す。

　ＮＨＫ高知放送局は、身近な公共放送として、
　県民のみなさまの「ちから」となって取り組みます。

　地域とともに考え、発掘し、発信します。
　　「土佐の魅力、可能性、そして元気」を。

　・ 大河ドラマ「龍馬伝」関連キャンペーンを全局体制で展開し、
　　　文化・歴史など高知の魅力を全国、世界に発信します。

　・ 「元気な土佐」を目指し地域課題と向き合い、活性化のヒントや
　　　可能性につながる情報を発信します。

　・ 防災・緊急報道、選挙報道をはじめ県民の知りたい情報を、きめ
　　　細かく発信します。

②

　ＮＨＫ高知放送局は、より身近な公共放送として、
　　　　　　「みなさんのちから」になることを目指します。

　○ 地域との「ふれあい」、大切にします。
　　　デジタルサービス、交流の場を広げ、受信料制度への理解を
　　　図り、「親しまれ、役に立つ」放送局に。

　○ ２０１１年の完全デジタル化に向け、施設整備などの対策を進め
　　ます。

　○ デジタル技術を活かした様々なサービスに取り組みます。

　○ 番組関連イベントやふれあいミーティングなど、みなさまとのつな
　　がりを深めます。

　ＮＨＫ高知放送局は、身近な公共放送として、
　県民のみなさまの「ちから」となって取り組みます。

　地域との「ふれあい」、大切にし進めます。
　デジタルサービス、交流の場、受信料制度への理解を広げ、
　　「親しまれ、役に立つ」放送局に。

　・ ２０１１年の完全デジタル化に向け、施設整備・普及活動を遺漏
　　なく進めます。

　・ デジタル技術を活かしたサービスの一層の充実に取り組みます。

　・ 番組関連イベントなどを通じ、幅広い層のみなさまとのつながり
　　を深めます。

　・ 受信料の公平負担の一層の浸透に向け、全局体制で取り組みま
　　す。

高　知

松　山

放送局
平成２１年度 平成２２年度平成２１年度

取り組みの総括

地域の課題や政権交代が及ぼす影響などをきめ細かくニュースや
番組で伝えたほか、“元気！えひめ”をキーワードに、地域活性化
に取り組む人や団体を積極的に紹介し地域を応援する放送に取り
組みました。さらに、「ウェルかめ」「坂の上の雲」「龍馬伝」など四国
を舞台にしたドラマの放送にあわせ、「ドラマチック！四国」を統一
テーマとして、若年層から中・高年層まで幅広い層に向けて、多彩
なイベントやキャンペーンを展開し経営２目標の推進に努めました。
受信料についても、「ドラマチック四国」にあわせた口座勧奨キャン
ペーンなど放送やイベントと連携し、公平負担に資する営業活動を
進めてきました。また地上デジタル放送では、デジタル中継局の整
備を行い愛媛県のエリアカバー率は92.9%となりました。デジタル受
信普及のために、受信方法や愛媛県固有の受信課題について、放
送をはじめとして様々な周知活動を行いました。松山放送局では、
来年３月に開局70周年を迎えます。さらに地域を元気にするための
放送やイベントに全局をあげて取り組んでいきます。

２１年度は全局横断の「龍馬プロジェクト」を核に横の連携、情報共
有を図り、放送・イベント・ホームページが連動した業務展開を推進
し、歴史秘話ヒストリア、おーい日本、ゆく年くる年、生活ほっとモー
ニング、ニュースウオッチ９、おはよう日本など多くの全中発信を実
現し、選挙や災害など地域情報についてもきめ細かい発信を目指
しました。番組上映会の定着やホームページアクセス数の大幅増
加もあり、視聴者のみなさまへの浸透、受信料制度への理解が着
実に図られ、営業目標の達成につながりました。　２２年度も２１年
度を継続した取り組みで地域サービスの充実・向上を図るとともに、
デジタル放送の普及促進と若年層への一層の浸透に向けて、全局
一体の取り組みを展開していきます。



　 四国

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２２年度平成２１年度
取り組みの総括

①
　「ウェルかめ！徳島」「がんばれ！徳島」の二つのキャンペーンを
　通して、徳島を元気にすることを目指します

　○ 連続テレビ小説「ウェルかめ」との連動キャンペーン放送によって、
　　徳島の情報を県内と全国に向け発信していきます。
　
　○ 「がんばれ！徳島」キャンペーンで、地域経済を応援するとともに、
　　地域が抱える課題に継続的に取り組みます。

　徳島をさらに元気に

　○ 「がんばれ！徳島」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを継続し、徳島を応援します

　○ 夕方のニュース情報番組を見直し、情報発信力をアップします

　○ 災害報道をはじめ迅速・正確な報道を行い、地域の課題にも
　　　正面から取り組みます

②
　南海地震などの防災・災害情報をはじめ、幅広い分野で迅速・的確な
　報道を行います

　○ 南海地震などに備えて緊急対応力を高めていきます。

　○ NHK報道への信頼に応える、迅速・的確なニュース・報道番組を
　　放送していきます。

　○ 選挙放送に万全の体制で臨みます。

　デジタルをもっと身近に

　○ デジタルの魅力を発揮した番組や視聴者の理解促進に向けた
　　　放送を行い、HP・携帯サイトの内容もさらに充実させます

　○ デジタル中継放送所の整備を進めるとともに、放送の安定送出
　　　に努めます

③
　地上デジタルの普及を推進してデジタル放送の魅力を生かすととも
　に、ＨＰや携帯サイトでの情報提供も充実していきます

　○ デジタルの魅力を生かす良質な番組を放送するとともに、ホーム
　　ページや携帯サイトとの連携を進めます。
　
　○ 中継放送所の整備を円滑に進めるとともに、受信者支援センター
　　と連携してデジタル放送の理解・普及を進めます。

　親しまれる放送局に

　○ 「かめっ太」を徳島局のﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰとして育てるとともに、
　　　「会館阿波おどり」をはじめとした視聴者の方々とのふれあい
　　　の場を大切にします
　
　○ 受信料制度への理解促進を図り、公平負担をさらに進めます

④
　ＮＨＫ徳島放送局への親しみと理解を深めてもらい、受信料の公平
　負担をさらに推進します

　○ 「会館見学」や「ロビー展」「出前授業」など、視聴者の皆さんとの
　　ふれあいの機会を大切にしていきます。
　
　○ 局を挙げて、受信料制度への理解促進を進めます。

①

　地域力の向上に努力します

　　　公共放送として、社会の不条理には毅然とした態度で臨むととも
　　　に、地域の問題に向き合い、地域の振興に貢献します。

　○ 地域が直面する様々な課題を取材・検証し、香川県が進むべき
　　道筋を探る番組を放送します。

　○ 県民の防災意識の啓発に努め、緊急報道体制を強化します。

　○ 視聴者が満足できる公開番組やイベントを実施して地域の文化
　　拠点をめざします。

　地域に役立つ放送を展開します
　
　地域の課題に正面から取り組み、地域活性化と文化発信に貢献
   します。

　□ 瀬戸内国際芸術祭に合わせ、瀬戸内の魅力と課題を発信します。
　□ 地域の課題を深く掘り下げ、タイムリーかつ継続的なシリーズなど
　　　で問題解決にあたります。
　□ 県民の暮らしと安全にかかわる情報の充実を図り、防災意識の
　　　啓発と緊急報道の強化に努めます。
　□ 地域の文化、歴史、自然の魅力を全国に発信するとともに、幅広
い
　　　世代に親しまれ、地域の活力になる番組やイベントを展開します。

②

　デジタル化の推進と可能性に挑戦します

　　　地上デジタル放送の推進と、インターネットや携帯端末といった
　　　多様なメディアで地域情報を積極的に発信します。

　○ 完全デジタル化に向けて中継局の建設や共同受信施設の整備を
　　推進し、受信可能エリアを拡大します。
　
　○ インターネットや携帯端末のホームページを充実させ、放送以外
　　でも生活に役立つ情報をきめ細かく提供します。

　完全デジタル化とメディアの多様化を促進します

　デジタル放送完全移行に向けて、普及推進の対策を積極的に
　進めていきます。
　 また、放送だけでなくデジタルメディアの充実強化に努めます。

　□ 完全デジタル化に向けて、デジタル中継局を計画的に整備する
　　　とともに、共聴施設の改修など受信インフラの円滑なデジタル化
　　　移行をテレビ受信者支援センターとの連携で推進します。

　□ 「アナログ放送終了、完全デジタル化」の周知徹底を全局体制で
　　　取り組みます。

　□ 自然災害時などに活用できる自治体からの情報をデータ放送等
　　　へ展開し充実を図ります。

③

　みなさまの声を受けとめ、公平負担につとめます

　　　視聴者の声を真摯に受けとめ、公共放送と受信料制度の理解
　　　促進に努めます。

　○ 信頼される営業活動を実施するために、視聴者の声に真摯に
　　向き合い、迅速・丁寧に対応します。

　○ 受信料の公平負担に向けての理解促進活動を徹底します。

　視聴者の親しみと信頼を深めます

　視聴者のみなさまとの交流を積極的に進めるとともに、公平負担
　の徹底に向けた取り組みを強化し、公共放送への理解促進に努め
　ます。

　□ 効果的な営業活動により、受信料の公平負担に努めます。

　□ 公開番組やイベント、ふれあいミーティングなどを通して視聴
　　　者との接触者率を高めます。

　□ コンプライアンスを徹底し、視聴者からの信頼度を高めます。

高　松

徳　島

２１年度は地域が直面する様々な課題を取材・検証し、県民が進む
べき道筋を探ることに力点を置いて番組を放送した他、新たな若者
向け番組を制作し、福祉関係のイベントも実施するなど幅広い視聴
者との結びつきを強める取り組みを行いました。デジタル化推進で
は５局の中継局が予定通り開局し、共聴施設のデジタル移行では、
８割以上の施設で対策が終了しました。３-Screens展開では、放送
と連動した内容の充実に努め、ＨＰのアクセス数が大幅に伸びまし
た。また受信料の収納でも放送と連動して全局体制で取り組み、事
業所などの契約拡大に繋げることができました。このように成果が
上がった一年でしたが、厳しい経済情勢を受けて営業の全目標を
達成するまでには至らず、老朽化した自主共聴施設の対策、一時
急増したＨＰアクセス数の鈍化などの課題も見えてきました。来年
度はこの課題を解決するとともに今年度以上に県民の暮らしに関
わる問題を深く掘り下げ、地域に信頼される放送局を目指します。

二つのキャンペーンに全局体制で取り組み、数多くの番組とイベン
トで徳島局の存在感を高め、接触者率向上にも繋げました。「がん
ばれ！徳島」キャンペーンは、来年度も継続します。南海地震への
準備を着実に進める一方、選挙報道をはじめ迅速・正確な報道を
行うことができました。３-Screensについては、徳島局ＨＰのアクセ
ス数を前年のほぼ２倍に増やしました。地デジ推進では、阿波おど
りや人形浄瑠璃などデジタルの魅力溢れる特番を制作・放送すると
ともに、14中継局を整備してカバー率93.6%を達成しました。県独自
の課題「地域外波問題」についても周知を始めました。阿波おどりイ
ベントや親しまれる会館に向けた取り組みによって、来館者は前年
の1.5倍以上に増加しました。営業では、免除申請や団体一括解消
など逆風の中、エリア対策が功を奏し、衛星目標を達成しました。
今後は地域スタッフの活動量を一層増やし、総数増に繋げて行きま
す。



　 九州

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）

① 　発信するったい！元気な福岡　　くらし見つめて３６５日

　・ 地域ならではの特徴を生かした多彩な全国発信
　・ 地域ドラマの制作
　・ 飲酒運転撲滅キャンペーンを継続
　・ 暮らしに役立つ身近なニュース、生活情報の充実
　・ 地域の文化・芸能、スポーツの振興

　福岡放送局は開局８０周年。

　九州・沖縄、アジアを結んで、地域を見つめ暮らしを守る放送に取り
　組みます。

　○ 人々の暮らしに寄り添い、生活や社会の安全に役立つ情報の
　　　充実・強化や迅速で的確な災害・緊急報道の実現と各種選挙
　　　への正確・迅速な対応。
　○ 地域の課題に正面から向き合い、視聴者とともに考える報道や
　　　情報番組の強化。
　○ 地域に密着し、地域の魅力を再発見する番組や“地域を元気に
　　　する”多様な番組を放送。
　○ “地域の今”や“地域の魅力”など地域からの全国発信を推進
　　　するとともに沖縄・長崎をはじめ戦争の悲惨さを後世に伝え平和
　　　へのメッセージを発信。
　○ 地理的・歴史的・文化的に関係の深いアジアに目を向けた情報
　　　の発信。
　○ ８０周年関連番組や福岡発のドラマ、大型イベント「熱血！オヤ
　　　ジバトル」など地域とのつながりを大切にした放送の実施。

② 　つなぎます 九州・沖縄そしてアジア　　情報文化の架け橋に
　・ 総合テレビ金曜夜間の地域放送の充実
　・ 福岡・プサン両市友好２０年に合わせたニュース・番組の展開

　多様で魅力あるデジタル放送サービスの推進と環境整備に取り組
　みます。

　○ ２０１１年の完全デジタル化に向けネットワーク整備を完了。
　　　　＜中継局＞福岡（４局）九州・沖縄（１７０局程度）
　　　　＜ＮＨＫ共聴施設＞福岡（５施設）九州・沖縄（１７０施設程度）
　○ デジサポ福岡との連携などによるデジタル化の推進。
　○ 地上デジタル放送の普及に向け周知広報活動を展開。
　○ 多様で魅力あるデジタル放送の実施。
　○ 3-Screens展開に向けた取り組みを進め「いつでも、どこでも、
　　　もっと身近にNHK」を推進。

③ 　伝えます デジタルの魅力　　２０１１年へ全力疾走

　・ ２０１1年の完全デジタル化に向けネットワーク整備を推進
　　　＜中継局＞福岡(６局）　九州・沖縄（１５０局程度）
　　　＜ＮＨＫ共聴施設＞福岡(１９施設） 九州・沖縄（３８０施設程度）
　・ テレビ受信者支援センターと連携し、受信システムのデジタル化を
　　推進
　・ 多様で魅力あるデジタル放送を推進
　・ 地上デジタル放送の普及に向け周知広報活動を展開

　開局８０周年に関連した活動などを通して、福岡のみなさまとのふれ
　あいを深め、地域に根ざした存在感のある放送局づくりに取り組み
　ます。

　○ 地域の歴史と文化を見つめる事業活動など、幅広い層の視聴者
　　　と交流を図り、８０周年関連イベントなど地域に根ざした放送局と
　　　しての存在意義を高める取り組みを推進。
　　　　＜公開番組・各種イベント　福岡県内年７０回程度＞
　　　　＜ふれあい放送体験　福岡局管轄３２市町村＞
　○ 受信料の公平負担徹底に向けた取り組みを強化し、支払率向上
　　　に寄与。
　○ コンプライアンス意識の徹底と限られた経営資源の効率的なマネ
　　　ジメントの推進。
　○ ＮＨＫ講座の実施など、若年層に向けたＮＨＫへの理解促進活動を
　　　展開。
　○ 放送の安定送出と電波確保への取り組みを実施。
　○ 環境に配慮した業務運営と、安心で親しめる会館づくりの推進。

④ 　深めますふれあい　高めます信頼

　・ ふれあい放送体験隊＜福岡県内年１０回程度開催＞
　・ 公開番組・各種イベント＜福岡県内年７０回程度実施＞
　・ 大学での「ＮＨＫ講座」を充実するなど学生との交流の場を拡大
　・ 受信料の公平負担徹底に向けた取り組みの強化
　・ 環境経営推進のため環境配慮型照明の導入を検討

① 　地域を盛り上げ、地域の力を引き出します。

　・ 地元サッカーチーム（ＪＦＬ）の試合中継
　・ 昼前にローカル情報番組の新設
　・ 地域課題や祭りなど地域イベントの放送
　・ 小学校などでの出前コンサートの実施
　・ 戦争体験証言の番組とアーカイブス化

　地域の力を引き出します
　
　地域の応援団として、地域を盛り上げる放送・事業をいっそう進め
　ます。
　また、地域の課題に向かい合うとともに、情報を全国に発信します。

　・ 地元Ｊ２サッカーチームの試合を年4回以上中継
　・ 北九州市の環境・音楽イベントを大型番組化して放送
　・ 地域の戦争体験証言の番組化とインターネットでの発信
　・ 地域の名所旧跡紹介ミニ番組を年10本制作し放送
　・ 地域の話題や課題をローカルから全国に積極的に発信

② 　地デジとハイビジョン化を拡大・推進します。

　・ デジタル中継局９局の開局と受信環境整備の推進
　・ 地デジ講習会や受信公開で普及を促進
　・ 現有機材の有効活用と低コストなＨＶ機材の導入
　・ 携帯キャリアの公式サイトを開設
　・ インターネット公開ホームページにローカル番組を展開
　・ 定期的な訓練で緊急報道対応力を強化

　完全デジタル化を推進します

　デジタル化の基盤・施設を着実に拡大するとともに、普及・促進活動
　を強化します。また、多様なメディアで地域情報を発信します。

　・ デジタル中継局18局の開局
　・ デジサポと連携強化して共聴の地デジ化推進を支援
　・ 放送やホームページなどで月1回以上の地デジ情報を発信
　・ 災害情報や安心安全情報をデータ放送などで提供
　・ ホームページに動画などの新コンテンツを積極的に導入

③ 　営業改革をさらに進め、受信料の契約収納目標を達成します。

　・ より効果的な業務の遂行体制をつくり、営業経費の削減を図る

　・ 番組やイベント、地デジ普及活動とタイアップし、受信料への理解
　　促進をさらに図る

　公平負担の徹底を図ります

　視聴者との結びつきを強める様々なイベントを開催し、受信料制度
　への理解を深めてもらいます。また、局内の体制を整備し、効率的な
　受信料の収納に努めます。

　・ 出前コンサートと出前授業を年2回実施
　・ 職員が講師の関門大学講座を継続実施
　・ 会館ロビーで多様な催しを展開し来館者数を増やす
　・ 大河ドラマパネルを活用して理解促進活動を展開
　・ 地域スタッフのパワーシフトを進め営業業績を確保

福　岡

北九州

放送局
平成２１年度 平成２１年度

取り組みの総括

平成２２年度

　地域情報番組では生活関連情報に力を入れて年度後半は時間
帯視聴率首位を続けました。また全国に向けて多彩な番組を放送
し大きな反響や様々な賞を受賞することができました。「熱血オヤジ
バトル」は１３回目、福岡発のドラマは７本目とこれまで積み重ねて
きた事が着実に実を結んでいます。さらに、アジアに も近い地域
としてローカル番組でアジアの情報を取り上げたほか、今年度から
開始した全国放送のラジオ定時番組でもアジアと九州・沖縄を結ぶ
話題を毎回取り上げています。２２年度はさらに取り組みを進めア
ジア関連の新たな番組の制作や地域情報の全国発信に取り組ん
でいきます。

　完全デジタル化に向けては中継局の整備などによりカバーエリア
を着実に拡大しました。普及活動でも「地デジ侍」を登場させたＰＲ
スポットが話題を呼び問い合わせが増加しました。２２年度もプロ野
球のマルチ編成や双方向番組などデジタルの魅力をＰＲし環境整
備を進めていきます。

　地域の皆様とのふれあいを深める取り組みでは、公開番組をはじ
め３つの大学でのＮＨＫ講座、大学祭でのイベント実施など多彩に
進めてきました。

　２２年度は開局８０周年事業を通して一層地域の皆様に親しまれ
る放送局をめざします。

　地元サッカーチームは昨年末Ｊ２に昇格し、北九州市初めてのプ
ロスポーツチームが誕生しました。２２年３月には、このチームのＪ２
ホーム開幕戦を中継し、昨年のＪＦＬの際も含めて、年度内に４試合
をローカル中継しました。放送を通じて初のプロチームの誕生を後
押しできたことで、市民と一体になっての達成感を得られ、「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ました。
　不況がのしかかる地元にあって、３０代の若年ホームレスの問題
に切り込んだ「助けてといえない」、をクローズアップ現代で放送しま
した。続報の第２弾も放送し、地域課題を全国に展開しました。引き
続き、「地域課題に向かい合い、全国発信していくこと」を２２年度の
目標と取り組みの主なポイントに盛り込みました。
　 一方で、地域にこだわった番組作りを模索する中で、市民が作っ
た「まちうた」を集めて披露する公開収録番組を、ローカルで２週連
続で放送しました。故郷に思いを込めた歌声は大きな反響を呼び、
地域の再発見につながる明るい話題を提供しました。地域のうた、
「まちうた」を一つのキーに、２２年度のイベントや２３年度の８０周年
事業に展開すべく、準備に着手しているところです。



　 九州

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①

　「明日のくまもと創り」に向けた地域の取り組みを応援します

　　　２０１１年（平成２３）春の九州新幹線鹿児島ルート全線開通を
　　　前に、熊本は今、地域をあげて産業・文化の一層の活性化と
　　　全国的認知度向上に取り組んでいます。この取り組みを、
　　　さまざまな放送とイベントで応援します。

　□ 様々な「くまもとブランド」を番組で積極的に紹介します。
　□ 「環境」をテーマにした番組を継続的に発信していきます。
　□ 新しい視聴者参加型番組を開発します。
　□ 各種のイベントを通して、地域との交流を深めます。

　地域に、そして全国に伝えます！
　　　　　変わる熊本の新しい姿と変わらぬ伝統

　九州新幹線鹿児島ルート全線開通、熊本市の政令指定都市移行を
　控え、変わる熊本の新しい姿、変わらぬ熊本の伝統の魅力を地域の
　皆さまと共に見つめ、全国に発信します。

　□ 地域を応援する「くまもと大好きキャンペーン」を継続します。
　□ 水俣病問題を始め、地域の課題をめぐる新しい動きを伝えます。
　□ 緊急報道や選挙報道などで使命を果たします。
　□ イベントなどを通して、各世代に一層親しまれる放送局をめざし
　　　ます。

②

　熊本県内70万世帯のデジタル放送への円滑な移行に取り組みます

　　　２０１１年（平成２３）夏に迫った完全デジタル化に向けて、視聴者
　　　の皆さまにデジタル放送のメリットをあまねくかつ公平に享受して
　　　いただくための活動に取り組みます。

　□ デジタル放送の受信エリアの拡大と受信インフラの整備を促進
　　　します。

　□ 効率的な体制の下、受信料の契約・収納の目標を達成します。

　“待ったなし”で取り組みます！完全デジタルへ一直線

　魅力あるデジタル放送を地域の視聴者の皆さまに“あまねくかつ
　公平”にお届けするために、きめ細かな活動でデジタルの着実な
　普及を図ります。

　□ デジタル中継局建設を平成２２年１２月末までに完成させ、
 　   デジタル受信機の普及に備えます。
　□ 全国 大規模のデジタル受信課題地区の解消に全力で
   　 取り組みます。
　□ 受信契約数・収納額の目標達成に向けて、多様な戦力を活用し、
　　　総合力で臨みます。

① 　○ 見つめます　長崎の課題　　　考えます　解決への道筋
　長崎が抱えている課題に真正面から向き合い、番組、ニュース、
　ラジオなど、あらゆるチャンネルで、その解決策を探るとともに、
　地域再生への道を県民とともに考えます。

　“龍馬伝”で、長崎を活気づけ、長崎の魅力に光をあてます。

　◇ “龍馬伝”関連、および“龍馬伝”をきっかけに長崎の新たな魅力
   　　を伝える番組、イベント、広報、ホームページの積極展開。
　◇ “龍馬伝”効果による「接触者率」「営業業績」「地上デジタル放送
　　　受信機世帯普及率」「ホームページアクセス数」等の向上。
　◇ “龍馬伝”後の新たな地域活性化のテーマ設定。

② 　○ “龍馬伝”で長崎に熱風を！
　大河ドラマ「龍馬伝」の放送に向け、番組やイベントで長崎の
　魅力を新たに発掘、発信し、地域を、県民を元気にします。

　政権交代後の時代の変化を的確に伝え、長崎のみなさまの
　豊かな暮らしに役立つ放送につとめます。

　◇ 政権交代によって地域にも起きている変化を的確に伝える
　　　ニュース情報番組、若い世代を取り込み地域課題等に向き
　　　あう特集番組、豊かな暮らしに役立つ地域経済・地域文化など
　　　を掘り下げる番組の充実・強化。

　◇ 参院選などにおける正確で迅速な選挙報道、いざという時に
　　　信頼される緊急報道、災害報道の確実な実施。

③ 　○ あなたのそばに居続けたい
　番組や様々なイベント、会館公開などを通して、県民のみなさん
　とふれあうとともに、災害時、緊急報道時など、いつでも頼りに
　される放送局であり続けます。

　核廃絶をめぐる世界の動きと連動し、被爆地・長崎の平和の思いを
　発信します。

　◇ ＮＰＴ再検討会議をはじめ核廃絶に向けた世界の動きを的確に
　　　とらえ、原爆投下から65年となる長崎の平和の思いを発信。

　◇ 被爆者の証言など、今残さなければならない原爆の記憶を放送・
　　　ホームページを活用し記録。

④
　地デジネットワークを長崎県内くまなく構築し、完全デジタル移行に
　総力をあげます。

　◇ 地上デジタル放送のエリアカバー率を100％に近づけ、良好な
　　　受信環境を構築する 大限の取り組み。

　◇ 地上デジタル放送受信機世帯普及率の向上。

⑤ 　長崎のみなさまとの絆を深め、昨年度以上の信頼を積み重ねます。

　◇ お客様に喜ばれる会館公開の実施。
　◇ 満足度の高い事業イベントの実施。
　◇ 信頼をさらに深める視聴者満足向上活動。
　◇ 受信料の公平負担の徹底による支払率の向上。

長　崎

熊　本

　九州新幹線鹿児島ルートの全線開通、熊本市の政令指定都市移
行が目前に迫る中、「くまもと大好き！」や「玄海一座」をはじめとす
る様々な放送やイベントなど多彩な取り組みで地域を応援しまし
た。また、水俣病問題、川辺川ダム問題など地域の大きな課題の

新の動きをニュースや番組で的確にお伝えすることができまし
た。政権交代のかかった昨年８月の第４５回衆議院議員選挙では
公平、迅速かつ正確な選挙報道を行い、地域の視聴者の皆さまか
ら高い評価をいただきました。
　２２年度も、２１年度のこうした取り組みを継続し、熊本の変わる新
しい姿と変わらぬ伝統をしっかりと見つめ、お伝えします。

　
　完全デジタル化に向けての中継局の整備などはほぼ計画どおり
作業が進んでいますが、新たなデジタル難視、障害対策共聴、集
合住宅などが課題として浮かび上がってきました。２２年度はこうし
た課題に重点的に対応し、全力をあげてデジタル化を推進します。
　
　営業経費を抑制しながら効率的な体制で受信料の契約・収納業
務を行っておりますが、２２年度も引き続き生産性の向上を図りな
がら、多様な戦力を活用して受信料を公平に負担していただくため
の活動に取り組んでまいります。

介護、未婚社会、観光、離島振興をテーマに、議論によって課題を
掘り下げる長時間討論番組を４回放送しました。核・平和を巡って、
祈念式典中継やラジオドラマ「鳥」の制作で成果をあげた他、オバ
マ大統領の発言など世界の動きに素早く反応し被爆地からメッセー
ジを発信しました。
「龍馬伝」に地元の期待が高まる１年となりました。関連番組、会館
公開などのイベント、充実を図ったホームページなどの成果が、長
崎における平均視聴率30％超につながりました。
 相次ぐ漁船事故など緊急報道に、ネットワークを生かした応援体制
の構築などで迅速に対応しました。衆議院選挙、知事選挙は、政見
放送から開票速報まで的確な対応で、信頼に応えました。
完全デジタル化に向け、順調に中継局を整備しました。地デジ受信
機の世帯普及率は９月調査で全国平均に迫る68.2％までアップしま
した。
「ふれあいミーティング」の開催は前年度に比べ倍増し、視聴者の
みなさまとのふれあいを深めました。
以上の成果をふまえ、22年度は、「龍馬伝」を生かした地域貢献、
平和のメッセージの発信をさらに充実強化する他、長時間討論番組
の実績を、若者も取り込んだ新たな番組開発につなげていきます。



　 九州

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①
　南北６００キロ、鹿児島の多彩な情報を地域に、全国に発信、
　地域貢献を果たします

　○ 地域が抱える様々な課題と向き合い、より信頼される報道を追求
　○ 防災報道の充実に取り組み、初の火山防災シンポジウムも開催
　○ 夏に離島で観測される今世紀 長の皆既日食を多角的に発信
　○ ２３年春の新幹線全線開通を控え、特集企画・長時間番組を制作
　○ アマチュアスポーツ振興で年間６回の中継放送実施
　○ 豊かな郷土芸能の伝承イベントを継続、放送にも展開

　南北６００キロ、鹿児島の多彩な情報を地域に、全国に発信、
　地域貢献を果たします

　○ 地域が抱える様々な課題と向き合い、より信頼される報道を追求
　○ 防災情報の充実に取り組み、噴火活動が活発化している桜島の
　　　関連情報を「３-Ｓｃｒｅｅｎｓ」で展開して提供
　○ ２３年春の新幹線全線開業を控え、特集企画・長時間番組を制作
　○ アマチュアスポーツ振興で年間６回の中継放送実施
　○ 豊かな郷土芸能の伝承イベントを継続、放送にも展開

②
　離島を含めたデジタル網整備を計画的に推進し、デジタル放送の
　魅力をしっかり伝えます

　○ 中継局（４８局）とＮＨＫ共聴（７０施設）のデジタル化
　○ テレビ受信者支援センターとの連携強化
　○ 地域放送やイベントなどを通じ、きめ細かなデジタル普及活動
　○ デジタル特性を生かしたコンテンツの充実

　離島を含めたデジタル網整備を計画的に推進し、デジタル放送
　の魅力をしっかり伝えます

　○ 中継局（１６局）とＮＨＫ共聴（４０施設）のデジタル化

　○ テレビ受信者支援センターとの連携強化

　○ 地域放送やイベントなどを通じ、きめ細かなデジタル普及活動

　○ デジタル特性を生かしたコンテンツの充実

③ 　視聴者との親和力を強めて、受信料制度への理解を深めます

　○ 会館の展示・公開放送等を充実、「開かれたＮＨＫ鹿児島」を推進

　○ 新会館３周年イベントを年末に開催、視聴者との結びつきを強化

　○ 出前放送、ふれあい活動など様々な場を活用した受信料公平
　　　負担への取り組み

　視聴者との絆を強めて、受信料制度への理解を深めます

　○ 会館の展示・見学コーナーを充実、「開かれたＮＨＫ鹿児島」を推進
　
　○ 開局７５周年記念の会館公開を開催、視聴者との結びつきを強化
　
　○ 出前放送、ふれあい活動など様々な場を活用した受信料公平負担
　　　への取り組みの継続

①

　「てげあちー太陽の国」宮崎の元気・丸ごと発信します。（元気応援）

　　　注目度上昇中の宮崎県は、郷土愛の強さも折り紙つき。
　　　都会にはない宮崎の生活の豊かさ、変わらぬ土地と人の魅力を
　　　再発見するとともに、時々の地域の課題を掘り下げ、今後を展望
　　　する番組やイベントを果敢に発信し、『宮崎の元気』を応援・加速
　　　します。

　○ 地域密着、｢参加型」重視の番組発信。
　　（年間のべ１０００人の県民出演と１００回以上の中継）
　○ １０月の生涯スポーツの祭典「全国スポレク宮崎大会」の積極的
　　　支援。
　○ 過去の映像による「宮崎アーカイブス」の段階的資料化と歴史・
　　　文化を取り上げた特番の制作(1本）。
　○ 放送を通じた宮崎県の自殺率低減への取り組み。

　○「てげあちー太陽の国」宮崎の元気丸ごと発信します。
　～元気応援～

　地域主権が叫ばれ、地域の個性が試される時代。宮崎県は
　ふんだんな太陽エネルギーを核に大きく飛躍しようとしています。
　都会にはない宮崎の生活の豊かさ、変わらぬ土地と人の絆・魅力
　を再発見するとともに、時々の地域の課題を掘り下げ、変化を追い、
　あるべき将来像を展望する番組を果敢に発信し、宮崎の元気を
　応援します。

　○ 地域密着、「参加型」重視の番組発信（２６市町村すべて登場）。
　○ １０年ぶりの５時台情報番組の改定と６１０の充実強化。
　○ 「太陽光発電・元年」あすの宮崎を展望する特番の制作。
　○ ８月高校文化部の祭典「全国高校総合文化祭」の積極的支援
　○ ｂｊリーグ始動・宮崎初のプロスポーツチームを応援。
　○ 若い世代に向けて「双方向性」を重視した新番組の開発。
　○ 過去の映像の整理と「宮崎アーカイブス」の段階的資料化。

②

　「地域に開かれ、お役に立てる放送局」を目指します。（地域貢献）

　　　宮崎局一丸となって多彩なＣＳ活動を展開し、視聴者のみなさま
　　　の信頼増幅、満足度の向上を目指すとともに、受信料の公平負担
　　　の徹底を推進し、地域貢献に努めます。

　○ ふれあいミーティングの積極的展開。
　　（年間１００回以上、のべ３０００人の参加）

　○ 受信料の公平負担の徹底による営業目標の達成。

　○地域に開かれ、お役にたてる放送局を目指します。
　～地域貢献～

　宮崎局一丸となって多彩なＣＳ活動を展開し、視聴者の皆様の
　信頼をより高め、満足度の向上にまい進するとともに、受信料の
　公平負担の徹底を図り、地域貢献に努めます。

　○ ふれあいミーティングの積極的展開。
　　　　　　　　　　　（年間１００回以上、のべ３０００人の参加）
　○ 中山間地への「出前型」ふれあい活動の強化。
　○ 受信料の公平負担の徹底による営業目標の完遂。
　○ 料理コンテンツ「宮崎をたべよう」のＨＰで月間３０万ビュー達成。

③

　確かな情報で安全・安心を守ります。（報道使命の遂行）

　　　常襲する台風や予測される大地震への備え。加えて大きな政治
　　　選択を迫る選挙イヤーの今年。県民のいのちや暮らしに直結
　　　するテーマに正対し、期待に応える確かな情報を提供し、『安全・
　　　安心』な地域社会を築く礎になります。

　○ 防災をテーマに民放とのラジオ共同番組の制作。
　○ 日向灘大地震を想定した災害図上訓練の実施。

　○確かな情報で安全・安心を守ります。
　～報道使命の遂行～

　常襲する台風や予測される大地震への備え。加えて夏の参院選、
　東国原知事の去就が注目される知事選など、県民に大きな政治
　選択を迫る今年。県民のいのちや暮らしに直結するテーマに正対
　し、期待にこたえる確かな情報を提供し、「安全・安心」な地域社会
　を築く礎になります。

　○ 防災をテーマにしたラジオ番組を民放各社と共同制作。
　○ 県の情報ハイウェー、河川カメラを活用した災害報道の充実。
　○ 日向灘大地震を想定した初動訓練の励行。
　○ 参院選、知事選、各地の首長選での迅速的確な判定と分厚い
　　　放送。

④

　新規挑戦でデジタル時代を切り拓きます。（地デジ推進）

　　　フルデジタル時代の波頭に立ち、地上デジタル網の送信・受信
　　　環境を遅滞なく整備するとともに、『新規挑戦』『創意工夫』で
　　　３－Ｓcreensの展開など、放送の新時代を切り拓きます。

　○ デジタル中継局１３局の確実な建設。
　○ ＮＨＫ共聴のデジタル導入の促進と自主共聴への支援強化。

　○新規挑戦でデジタル時代を切り拓きます。
　～地デジ推進～

　地デジ整備の「仕上げの年」と捉え、送信・受信環境の整備・普及
　を完遂するとともに、「新規挑戦」「創意工夫」で３－Ｓｃｒｅｅｎｓの
　展開など、放送の新時代を切り拓きます。

　○ デジタル中継局１６局の確実な建設。
　○ ＮＨＫ共聴のデジタル導入の促進と自主共聴への支援強化。
　○ 新たな難視地区への十全な対応。
　○ 地デジＰＲスポットを四半期ごとに制作し、普及を加速させる。
　○ ＨＰ「宮崎の夜神楽」の開設など３－Ｓｃｒｅｅｎｓ展開。

鹿児島

宮　崎

　皆既日食や新幹線全線開業に向けた課題、出水市の企業撤退問
題などを番組やニュースで展開し、全国に発信しました。
　活発化している桜島の噴火情報（灰の降る方向）が大きな関心事
となっているため、デジタルの機能を活用し噴火と風向きなどを自
動的に速報表示する独自のシステムを開発しました。
　
　２２年度はこのサービスを３-Screensで全面展開し、地デジ普及と
接触者率アップのキラーコンテンツとします。放送では参議院選挙
や防災報道に万全を期します。
　また地域に元気を与えるため、新幹線関連の放送に重点を置く
他、過疎化が進む大隅半島や離島からの情報発信を強化します。
　地デジについては、全国で下位にある受信機の普及率向上に力
を入れます。
　会館公開は、１２月の寒い時期に行ったため、来館者数が伸び悩
みました。この反省を踏まえ、大勢の人に楽しんでもらうため今度
は天候が安定している時期に地元のイベントと連動する形で実施し
ます。

　平日５時台の地域情報番組「いっちゃがＴＶ」は丸１０年で、一区切
りをつけました。「宮崎を食べよう」「金婚さん」などの名物コーナー
を生み、１０００人以上が番組に出演、中継キャラバンに力をいれる
など宮崎の元気を発信し続けました。新年度は、全県くまなくを掲げ
て週１回の放送に衣替えし、新設の地域特集とともに「視聴者に身
近な宮崎局」の立脚点を確実に引き継いでいきます。
　地域貢献の柱となる「ふれあいミーティング」の開催は、年間１５２
回、のべ３９４８人で、目標を大きく突破し、秋以降は宮崎神楽を軸
にした多彩なＣＳ活動にも取り組みました。
　地デジ整備は、中継局・ＮＨＫ共聴とも目標を達成し、受信世帯率
も積極的な広報展開で、全国平均を上回るペースで推移していま
す。
　２２年度は、地デジ整備の「仕上げの年」であり、装い新たな地域
放送「始動の年」になります。新規挑戦をうたい、宮崎局の確かな存
在感と部局を超えた全員野球の連帯感で、経営２目標の達成に邁
進します。



　 九州

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①

  発信します　　まるごと大分

　　　大分の自然・歴史・文化・風土や暮らしの素晴らしさを発信し、
　　　活力ある地域作りに力を発揮します。

　○ 大分トリニータ等のスポーツ中継や「絶対！ふるさと主義」
    「生中継 ふるさと一番！」など、地域の魅力を発掘する「地域
　　応援番組」を積極的に制作し、全国発信します。

      　発信します
　　　　　　　まるごと大分

　　　大分の自然・歴史・文化・風土や暮らしの素晴らしさを
　　　発信し、活力ある地域作りに力を発揮します。

　○ 県民の関心が高い大分トリニータやbjリーグなど県内スポーツ
　　　の中継や情報番組の制作に力を入れます。

　○ 地域の自然や風土を紹介する番組を積極的に制作し大分の
　　　魅力を全国に向けて発信します。

　○ 大学生や２０代の若者を対象にした新たな番組を開発、制作し、
　　　県内の若い世代の活力を伝えます。

②

　向き合います　　大分の課題

　　　大分が抱える地域の課題に向き合い解決の手立てを考え、
　　　地域再生に貢献します。

　○ 緊急・災害報道、地域の課題を考える番組など公共放送として
　　の使命を果たすニュース、番組を制作します。

　○ 地元のメディアと共に地域の課題を考える「クロスメディア番組」
　　を制作します。

 　　　向き合います
            　　大分の課題

　　　大分が抱える地域の課題に向き合い解決の手立てを考え、
　　　地域再生に貢献します。

　○ 公共放送の使命である緊急報道や災害報道、選挙報道を的確
　　　に行い、視聴者の期待に応えます。

　○ 地元新聞社との共同企画番組を制作し、地域の課題をより広く
　　　深く見つめて解決策を探っていきます。

③

　強めます　　地域との絆

　　　大分局テレビ放送開始５０周年の今年、視聴者の皆さまとの
　　　ふれあいを強化し、地域との絆を強めます。

　○ 大分放送局テレビ放送５０年を記念した番組の制作や特別イベ
　　ントを開催します。

　○ 番組やイベントで県内の全自治体を巡り、「もっと身近にＮＨＫ」
　　を実践します。

      強めます
　　　　　　地域との絆

　　　視聴者の皆さまとのふれあいを強化し、
　　　地域との絆を強めます。

　○ 県内スポーツの支援や県民の健康促進など大分を元気にする
　　　番組やイベントを企画制作します。

　○ 中継キャラバンの充実やＣＡＴＶとの連携を図りながら地域に
　　　根ざした大分局ならではの放送やイベントを実施し受信料の
　　　公平負担に理解を
　　　求めていきます。

④

　推進します　　デジタル新時代

　　　 大分放送局の力を結集してデジタル化への理解促進を図り、
　　　テレビの 完全デジタル化時代への移行を推進します。

　○ 中継局や共聴設備のデジタル化を推進し、地上デジタル放送の
　　視聴エリアを拡大します。
　
　○ 全市町村に対し「自主共聴等への支援策」等の説明会を実施
　　するなど、地上デジタル放送の普及に向けた周知広報活動に努
　　めます。

       推進します
　　　　　　デジタル新時代

　　　大分放送局の力を結集してデジタル化への
　　　理解促進を図り、テレビの完全デジタル化時代
　　　への移行を推進します。

　○ 2011年の完全デジタル化に向け、中継局および共聴設備の
　　　デジタル化を完了させる　とともに、テレビ受信者支援センター
　　　と連携し受信インフラのデジタル化を推進します。

　○ デジタルの特性を生かしたコンテンツの充実に尽力するととも
　　　に、周知広報活動による地上デジタル放送の普及を促進します。

①

　佐賀県の元気と底力を全国に発信し、地域の発展と活性化に
　貢献します。
　豊かな自然と歴史に彩られた佐賀県の産業、文化、経済を
　幅広く放送するとともに、地域の課題に向き合い、地域の安全・
　安心につながる報道に力を入れます。

　○ 全職場で取り組む「放送局のちから」プロジェクト設置
　○ 佐賀県の伝統文化・産業をニュースや番組で特集
　○ 環境・食についてのイベントや放送を充実させる。
　○ 災害・緊急報道体制を強化し、県内ラジオ局と合同の番組を制作。

　信頼、親しみアップ、そして佐賀を伝えます
　県民の安全・安心を守る報道の強化、佐賀の豊かな伝統、文化、
　歴史を全国に発信し、信頼と親しみを持たれる放送局づくりを
　進めます

　○ 災害・緊急報道体制を充実強化し、インターネット・データ放送を
　　　活用した役立つ情報を迅速に伝えます。また、民放ラジオ局との
　　　３局合同防災ラジオを放送します

　○ がんばる人々など、“佐賀の元気”を金曜夜の地域放送番組など
　　　で多角的に伝えるとともに、全国・世界へ発信します

　○ 「ＮＥＷＳファイル佐賀」は、佐賀県の課題を特集企画などで多角
　　　的に伝えるほか、キャラバン中継など多彩な演出で放送します

②

　佐賀県のデジタルサービスの充実に力を注ぎ、２０１１年７月の
　完全デジタル化に備えます。地上デジタル放送の普及のため、
　中継局や各種共聴施設の整備を進めるとともに、インターネット、
　ワンセグなど放送と通信の融合を図り、完全デジタル化を迎える
　地域放送のサービス向上を目指します。

　○ 県内ＣＡＴＶとの連携強化
　
　○ ３－Ｓｃｒｅｅｎｓの効果的展開を図る。

　○ 完全デジタル化へ向けて21年度、6局の中継局建設、
　　　１２のＮＨＫ共聴施設のデジタル化を進める。

　地デジに全力、普及・整備を着実に進めます
　２０１１年７月の完全デジタル化に向け、中継局や各種共聴施設の
　整備を進めるとともに、県外波の受信環境の改善など、佐賀県独特
　の課題に全力で取り組みます

　○ 地上デジタル放送の普及に向けて、キャラバン中継や番組コー
　　　ナー企画、スポット、イベントとの連動などを実施します

　○ 完全デジタル化１年前に、わかりやすくて親しみのあるイベント
　　　を開催します

　○ ３－Ｓｃｒｅｅｎｓの展開
　　　ワンセグの活用やインターネット、携帯など放送と連動したサー
　　　ビスを実施します

③

　地域貢献型の放送事業を展開し、受信料の公平負担への理解
　促進に努めます。地域の皆さんと地球環境を考える特集を組む
　ほか、地域と連携した事業や放送を開発します。適正経理、業務
　改革を進めるとともに、環境経営に取り組み、受信料の支払い率
　の向上を目指します。

　○ 月1回の広報誌を発行
　
　○ ホームページや携帯端末を利用し、視聴者の意向を把握

　○ 年間12本以上の公開収録番組・イベントの実施

　多くの人とふれあい、受信料の公平負担への理解促進に努めます
　多彩な公開番組やイベントを展開するとともに、環境経営や地域の
　みなさまとのふれあいを積極的に進め、受信料の支払率向上を
　目指します

　○ 公開番組や、朗読イベント・環境イベントなどの地域イベントを
　　　年間１２本以上開催し、地域のみなさまとふれあい、受信料の支
　　　払率向上に努めます

　○ ７０年の歩みを記録し、将来の事業展開に役立つ、開局７０周年
　　　記念誌を刊行します

　○ 消費電力削減やゴミ減量などにより、ＣＯ２の排出量を削減する
　　　環境経営を推進します

佐　賀

大　分

大分放送局は、ニュースや番組を通して地域の課題や地域の魅力
を発信し、公開イベントなどを通して視聴者との絆を強め、直前に
迫ったテレビの完全デジタル時代の準備を整えることで、地域放送
局としての役割を果たしていきたいと考えます。視聴者の声に真剣
に耳を傾け、こうした役割をしっかりと果たしていくことが“放送局の
ちから”となり、経営目標の“接触者率”と“支払率”の向上につなが
ると考えます。２１年度を総括しますと、具体的には、８月の総選挙
や相次いだ緊急報道の迅速的確な対応、地元新聞社との共同制
作した「ふるさと再生」のための企画など地域の課題を掘り下げた
番組の制作、大分の 大の観光資源である”温泉の魅力”の全国
への発信、スポーツ番組の充実・強化、中継局のデジタル化への
着実な整備と独自のデータ放送ソフトの開発など多くの目標を達成
できたと考えます。２２年度は、２１年度の目標の大枠は引き継ぎな
がら、夏に予定される参議院議員選挙への取材態勢の強化、Ｊ２か
ら再スタートした大分トリーニータを中心とするスポーツ番組の更な
る充実、若者を対象とした地域番組の開発、事実上 終年となるデ
ジタル化への全局体制での取り組みなどを実施し、地域放送局とし
ての存在を強めていきます。

　佐賀局の全国発信は、低迷する焼き物業界や特産の佐賀牛を取
り上げた番組など、２７回を数えました。ＮＨＫの佐賀県電話世論調
査では、平日６時台のニュースは、民放（佐賀県、福岡県）よりも見
られているという結果が出ています。２２年度は全国発信の強化に
加え、地域放送をより多くの視聴者に親しんでもらえるように充実・
強化させます。地上デジタル放送の整備は順調に進み、カバー率
は、９７．３％となりました。今後は、県外波受信という佐賀県特有
の課題に、国や佐賀県のサポートセンターと連携して、受信環境の
整備に全力で取り組んでいきます。受信料の公平負担へのご理解
を深めるため、さまざまなイベントや公開番組を年間で１９本実施
し、延べ１万７０００人の方々と絆を深めました。今後も地域文化の
一翼を担うことができるよう、視聴者サービスに一層力を入れます。



　 九州

目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む） 目標（放送局のちから） 取り組みの主なポイント（指標等を含む）
放送局

平成２１年度 平成２１年度
取り組みの総括

平成２２年度

①

　2009年度　ＮＨＫ沖縄放送局は、開かれた公共放送として
　「県民のみなさんのちから」になることを目指します。

　一緒に考え、伝えます！
　「万国津梁・沖縄の現在、過去そして未来」を。

　・沖縄の魅力や地域の課題を全国にアピール

　・豊かな自然や文化をテーマに多彩な番組を制作

　・緊急災害報道・選挙報道の充実

　・県民に喜ばれるイベントなどの開催

　“万国津梁”沖縄を全国へアジアへ、そして世界へ発信します

　・ 米軍基地問題など、沖縄県固有の課題や問題を掘り下げて伝え
　　ます。

　・ 長い歴史を持つ沖縄独自の伝統芸能など、豊かな文化や自然の
　　魅力を
　　発信します。

　・ 緊急災害報道、選挙報道などを正確かつ迅速に行います。

②

　2009年度　ＮＨＫ沖縄放送局は、開かれた公共放送として
　「県民のみなさんのちから」になることを目指します。

　一歩前進します！
　進化するデジタル技術とふれあいを通して、受信料制度への理解を
　広げ、「皆さんの役に立ち、元気になる」放送局・メディアに。

　・２０１１年の地上デジタル放送完全移行と普及促進
　・受信料の公平負担徹底に向け取り組みを強化
　・多様な形式での「ふれあいミーティング」を開催

　“ウチナーの元気の源”となるよう、つながりを深めます

　・ 沖縄のみなさまとつながる機会を増やし、ご意見を放送局運営に
　　役立てます。

　・ 若者とのつながりを深め、ＮＨＫへの理解促進をいっそう図ります。

　・ みなさまに楽しんでいただける放送イベントや催しを実施します。

　・ 組織風土改革を行い、みなさまからより信頼される放送局になり
　　ます。

③
　受信料の理解促進と公平負担にいっそう取り組むとともに、目前と
  なった地上デジタル放送完全移行の取り組みを強化します

　・ 受信料への理解促進を図り、公平負担の徹底に努めます。

　・ ２０１１年の地上デジタル放送完全移行に向けて、中継局などの
　　インフラ整備や周知広報活動を更に推し進めます。

沖　縄

・普天間基地移設問題について、県内や政府の動き、名護市長選
挙、アメリカでの取材といった多様な角度から報道を続けました。
「慰霊の日」式典全国中継など“平和”への取り組みについてもさら
に発信していきます。

・夏の総選挙や名護市長選挙といった重要な選挙を的確に放送し
ました。参院選の他に沖縄では11月に県知事選挙があり、万全の
態勢で臨みます。

・「沖縄の歌と踊り」「全琉婦人芸能大会」をはじめ、サンゴ礁を守る
取り組みやエコツアーガイドなど、豊かな文化や自然の魅力を発信
しました。

・沖縄県の地デジ受信機世帯普及率は全国でも低い水準です。“う
ちなーぐち”によるスポットやイベントと連携しながら、普及活動を推
進していきます。

・営業業績は、受信料収納額の増収とともに、支払総数増加の目標
を達成することで全国の支払率向上に寄与しました。22年度もお客
様満足度と認知度の向上を一層図り、営業業績に結び付けていき
ます。
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