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　いま、放送をめぐる環境は激しく変化していま

す。平成23年７月にテレビ放送はアナログ放送

が終了し、完全デジタル化します。また、ブロード

バンド環境の整備が進み、放送と通信の融合・連

携が進んで通信ネットワークでも高画質のコン

テンツを高速で届けることができるようになりま

した。技術革新にともない、携帯端末がめざまし

く進化するなど、メディア機能の高度化も急速に

進んでいます。

　こうした本格的なデジタル時代に、ＮＨＫはど

う進むべきか。その針路図として、「いつでも、ど

こでも、もっと身近にＮＨＫ」をスローガンとし

た３か年経営計画を立てました。

　初年度の平成21年度は、「ＮＨＫへの接触者率」

と「受信料の支払率」の向上の経営２目標の達成

をめざし、計画実行に全力で取り組みました。信頼

できる確かな情報や多様で質の高い番組を視聴

者のみなさまにお届けするとともに、海外への情

報発信や地域への貢献、そして円滑な完全デジタ

ル化に向けた取り組みを着実に進め、公共放送と

しての役割を果たしてきました。

　接触者率の向上については、取材・制作力を強化

し、台風・地震・津波などの緊急災害報道や衆議院

選挙をはじめとする正確で迅速な報道や質の高い

多様な番組の充実を図りました。また、放送だけで

なく、インターネットや携帯端末など多様なメデ

ィアを通じて、信頼できる情報や多彩なコンテン

ツをお届けする多メディア展開（“３-Screens”展

開）を積極的に進め、より多くの方々にＮＨＫの放

送・サービスに触れていただけるよう取り組みま

した。

　平成21年11月の全国接触者率調査では、放送

とインターネットなどの放送外を合わせた接触者

率「ＮＨＫ全体リーチ」は、前年同期の76.1％から

76.8％になりました。また、11月の全国放送評価

調査では、「親しみ」の評価が目標とした50％を超

えて51％に向上するなど、ＮＨＫの放送に対する

評価が全体的に向上しました。

　受信料の支払率については、公平負担の徹底を

めざして、契約・収納活動や受信料制度の理解促進

に組織を挙げて取り組んだ結果、平成21年度の

目標72.2％を達成し、20年度末の71.7％から着

実に向上しました。

　こうした１年間の取り組みを視聴者のみなさま

に分かりやすくご説明するため、この「視聴者の

みなさまへ～平成21年度の取り組み～」を作成

しました。

　これからも、全役職員が一丸となって、「すべて

は、視聴者のみなさまのために」を原点に、受信料

で支えられた公共放送ならではの質の高い多様な

放送・サービスにさらに力を入れてまいります。

　ＮＨＫの事業運営に、みなさまのご理解とご支

援をよろしくお願いいたします。

は じ め に

日本放送協会会長

1〜平成21年度の取り組み〜



■放送環境の激変への対応
　この３年、放送をめぐる環境は激しく変わります。
　2011（平成23）年、国の政策に基づいて、地上と衛星
のテレビが完全にデジタル放送に切り替わります。技術
の進展はめざましく、放送だけでなく通信ネットワークで
も、高画質のコンテンツが届けられるようになります。放
送と通信の総合的な法制度の整備も進められています。
　放送と通信が融合する本格的なデジタル時代に、放送
を軸としつつ、インターネットや携帯端末等視聴者のみな
さまにとって最も身近なメディアに、信頼できる情報や豊
かで多様なコンテンツをお届けすることで、「いつでも、ど
こでも、もっと身近にＮＨＫ」をめざします。

■公共放送の使命の遂行
　さまざまなメディアに情報があふれる時代だからこそ、
公平・公正であること、放送の自主・自律と不偏不党を貫
くこと、健全な民主主義の発達に資することなど、公共放
送として大切にしてきた理念や使命は、一層重要性を増
すと考えます。

　ＮＨＫは、温暖化などの地球規模の課題、社会保障、格
差、地域再生などの日本の課題に正面から向きあい、解決
への手立てを提示していきます。そして、社会から公共の
意識が薄れ、つながりが失われているとされる中、放送や
さまざまな活動を通じて、人と人、人と社会を結ぶ“公共
の広場”の役割を果たしていきます。
　私たちは、相次ぐ不祥事への反省を踏まえ、信頼回復に
全力をあげます。高い志と倫理観をもつ公共放送の担い
手のプロフェッショナルを育てる改革に取り組み、ジャー
ナリズムの役割を全うします。

■放送充実のための構造改革の推進
　放送環境の激変に的確に対応し、視聴者のみなさまに
質の高い放送・サービスを届け続けるため、すべての部門
を聖域なく見直し、放送現場に経営資源をシフトする構
造改革をすすめて、取材・制作体制を強化し、豊かな創造
性が発揮できる環境を育みます。
　ＮＨＫは、視聴者のみなさま一人ひとりに支えていただ
く受信料制度の上に、本格的なデジタル時代の公共放送
の務めを果たしていきます。

① ＮＨＫへの接触者率 3年後 80%
② 受信料の支払率 3年後 75%　　5年後 78%

　視聴者のみなさまにとって「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ」になっているか。それを
測る指標として、「ＮＨＫへの接触者率」と「受信料の支払率」の向上を経営目標に掲げました。ＮＨＫ
のすべての役職員が一丸となって目標達成をめざしていきます。

　3か年経営計画は、「すべては視聴者のみなさまのために」を原点に、本格的なデジタル時代に
ＮＨＫが進むべき針路図として策定しました。これに基づいて、各年度の予算・事業計画を立て事業
運営を行っています。

ＮＨＫと視聴者のみなさまをつなぐ経営2目標

1.「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ」
          平成21～23年度 ＮＨＫ経営計画　（概要）

　放送だけでなくインターネットなどを含めて、1週間
に５分以上ＮＨＫを「見たり」「聞いたり」した人の率
です。ＮＨＫ放送文化研究所が「全国接触者率調査」と
して調べています。本格的なデジタル時代に、ＮＨＫは
放送を軸としつつ、インターネットや携帯端末、ＤＶＤ
等さまざまなメディアに確かな情報・より豊かなコン
テンツを積極的にお届けし、ＮＨＫに触れていただく
方を増やしていきます。

ＮＨＫへの接触者率
　受信料の公平負担は、公共放送の基盤となる受信料
制度を堅持していくために極めて重要な課題です。すべ
ての視聴者のみなさまに公平に支えていただくことを
めざし、平成19年度末で71%の支払率を5年後にまず
78%まで高めることを目標にします。放送・サービスへ
の満足度の向上を図り、契約・収納の取り組みを一層強
化して、公共放送を受信料で支えていただく方を増やし
ていきます。
※支払率＝（受信契約数－未収数）／受信契約対象数

受信料の支払率

2 視聴者のみなさまへ



　経営2目標を達成するために、具体的な9つの経営方針を立てました。これを平成21年度の事業計
画の重点事項としました。放送をめぐる環境が激しく変化する中で、公共放送として大切にしてきた理
念を守りつつ、変えるべきところは大胆に変え、公共放送としての役割をしっかり果たしていきます。

視聴者のみなさまの信頼を高めるため 組織風土改革に全力をあげます。方針１
　　○ 「すべては、視聴者のみなさまのために」を貫き、経営を変えます
　　○ 一人ひとりが公共放送の担い手のプロフェッショナルになります

日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます。方針２
　　○ 報道・ジャーナリズムを強化します
　　○ 高品質で、インパクト・競争力のある大型コンテンツを提供します
　　○ 幅広い視聴者層に公共放送ならではの多様で質の高い番組を届けます
　　○ 衛星デジタル放送のハイビジョン２波への再編を検討し、独自編成で多様なニーズに応えます

放送・通信融合時代の新サービスで公共放送の役割を果たします。方針３
　　○ 新サービス「ＮＨＫオンデマンド」をさらに充実します
　　○ 「いつでも、どこでも、もっと身近に」（“３-Screens”）を実現します
　　○ 放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発を推進します

地域を元気にするための拠点となります。方針４
　　○ 「放送局のちから」を発揮して、個性を引き出す放送・サービスを展開します
　　○ 地域に密着した多様なサービス実現のため、体制を強化します
　　○ 完全デジタル化への移行をめどに群馬県、栃木県で県域テレビ放送サービスを開始することを検討します

日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。方針５
　　○ 国際放送で、世界に向け、日本とアジアの情報発信を強化します
　　○ さまざまなメディアを使って、効果的・効率的に世界に届けます
　　○ 国際報道・国際放送の取材・制作体制を強化します

円滑な完全デジタル化に向けて 重点的に取り組みます。方針６
　　○ 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ます
　　○  デジタル化により電波が届かなくなる地域への新たな難視聴対策等、受信環境整備については、国や民放等と協力し

ながら、公共放送が負担すべき範囲を見定めつつ、追加の経費を計上します
　　○ 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

構造改革を推し進め 効率的な体制で 受信料の価値をより大きくします。方針７
　　○ 構造改革を推し進め、受信料の価値が大きくなるように 取材・制作の現場に経営資源をシフトします
　　○ 支出は、強化すべき項目に重点配分しつつ、一定のシーリング内で抑制します
　　○ ＮＨＫグループ全体で最適な経営をめざします
　　○ ＮＨＫと子会社等の取り引きの改革を進め、競争を拡大します

受信料を公平に負担していただくための取り組みを強化します。方針８
　　○ 受信料の公平負担の取り組み強化で ５年後支払率78%をめざします
　　○ 効率化を進め、５年後に営業経費率10%を実現します
　　○  今後、完全デジタル化への移行を見定めつつ、受信料の公平負担への取り組みを徹底し、構造改革を進めることで、収

支差金を生み出す努力を続け、平成24年度から、受信料収入の10%の還元を実行します

環境経営に着実に取り組みます。方針９
　　○ 放送やイベントで環境問題を継続的かつ重点的に取り上げます
　　○ 目標値を定め、自ら排出するＣＯ₂や事業系廃棄物の削減に取り組みます

公開ＨＰ「ＮＨＫオンライン」の「経営情報」
（http://www.nhk.or.jp/pr/）に全文を掲載しています。

経営９方針
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　さらに、「リトルチャロ」や「ニュースで英会話」など語

学番組のクロスメディア展開、衆議院選挙、バンクーバー

オリンピックなどのインターネットや携帯電話への展開、

ワンセグ独自番組の開始など、多様なメディアで、いつ

でもどこでもＮＨＫに接していただけるように積極的な

“3-Screens”展開を行いました。

　こうした取り組みの成果が接触者率に少しずつ表れつ

つあります。

　ＮＨＫの放送に対する視聴者の評価を把握するため、

年に4回、「信頼」「満足」「親しみ」「独自性」「社会貢献」

の5項目について調査しています。前年度と前々年度平

均に比べて「信頼」「満足」「親しみ」の3項目で、5段階

評価で４または５をつけて肯定的に捉えている人の率が

上がりました。

■接触者率の目標達成状況
　3か年経営計画では、1週間に5分以上ＮＨＫを「見た

り」「聞いたり」した人の率（全体リーチ）を3年後に80%、

1週間に5分以上放送以外のＮＨＫのメディアに接触し

た人の率（放送外リーチ）を3年後に25%とすることを目

標に掲げました。

　ＮＨＫ放送文化研究所では、6月と11月の年2回調

査を行っています。平成21年度は、全体リーチが6月

76.1%、11月76.8%で、放送外リーチが6月18.1%、11

月18.2%でした。いずれも前年と同程度で、統計的な有意

差はありませんが、数値は上がりました。

　年層別では、13～19歳以上では、年齢が高くなるほど

ＮＨＫ全体リーチと放送リーチが高くなる傾向が見られ

ました。放送外リーチは年層による大きな差はありません

が、インターネット関連では20代の利用が多い傾向が見

られました。

平成19年11月 20年6月 20年11月 21年6月 21年11月
Ｎ Ｈ Ｋ 全 体 リ ー チ 75.6 76.9 76.1 76.1 76.8%
放 送 リ ー チ 74.6 76.0 75.4 74.9 75.1%
放 送 外 リ ー チ 17.0 19.4 17.9 18.1 18.2%
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■主な取り組みと分析・評価
　21年度の番組改定では、“激変の時代”に必要とされる

報道の強化、日本と世界にインパクトを与えるパワーコン

テンツの制作、幅広い視聴者層に向けたニュース・番組作

りなどを基本方針としました。

　報道の強化では、報道ビッグプロジェクト「あすの日

本」を設置し、深刻化する雇用危機や、崩壊していく絆（き

ずな）の問題などを、ニュース企画や特集番組で集中的に

取り上げました。また、新型インフルエンザの世界的な拡

大や、8月の衆議院選挙、2月のチリ地震による大津波警

報などの緊急災害報道に的確に対応しました。

　大型コンテンツとしては、3年間にわたる大型企画「プ

ロジェクトＪＡＰＡＮ」がスタートし、スペシャルドラマ

「坂の上の雲」の第1部が好評を博したほか、報道ビッグ

プロジェクト「あすの日本」による雇用シリーズや絆シリ

ーズが大きな反響を呼びました。

　定時番組では、「鶴瓶の家族に乾杯」、「ためしてガッテ

ン」などが好調を維持し、「思い出のメロディー」、「ＮＨＫ

紅白歌合戦」、大河ドラマ「天地人」と「龍馬伝」などの充

実を図るとともに、人形劇「新・三銃士」や「ブラタモリ」

など、新たな視聴者層を獲得する新番組の開発にも積極

的に取り組みました。

2.経営2目標の達成状況

1. ＮＨＫへの接触者率の向上

4 視聴者のみなさまへ



■接触者率向上への今後の取り組み
　接触者率の向上をめざして22年度の番組改定では、そ

れぞれの時間帯にどの視聴者層に向けて放送するか、狙

いを明確にしました。総合テレビでは、朝と夜の情報番組

を強化し、午前8時から9時台を女性向け、夜の10時か

ら11時台を“働き盛り”層向けとしました。夜8時台は、

幅広い世代に満足していただけるよう多彩な番組編成と

■受信料支払率の目標達成状況
　3か年経営計画で掲げた「受信料の支払率　3年後

75%　5年後78%」の経営目標の達成をめざして、21

年度は年間目標を72.2%に設定しました。組織を挙げ

て、契約・収納活動の強化や受信料制度への理解促進に

取り組んだ結果、年度末で72.2%となり、年間目標を達

成することができました。

■主な取り組みと分析・評価
　21年度は、訪問集金の廃止（平成20年10月）に伴って

地域スタッフの業務を契約・未収対策にパワーシフトする

など、契約・収納活動を強化するとともに、事業所割引制

度を活用して事業所への対策を強化しました。また、景気

低迷の影響で、受信料収入の確保が厳しい状況になった

ため、6月から、契約・収納業務を行う法人委託の拡大や

外部パワーの活用による未収対策の強化などの10項目

の追加施策を実施しました。

　こうした取り組みの結果、契約総数は、前年度に比べ23

万件増加して、3,685万件となりました。しかし、景気低

迷の影響で全額免除の対象となる生活保護世帯や市町村

民税非課税の障害者世帯が増加し、当初4万件と見込んで

いた全額免除の増加件数（有料契約から無料契約への切り

替え）が18万件に拡大しました。このため、契約総数の増

し、教育テレビは、10代の視聴者層拡大を図る番組を新

設。衛星については、2波化に向けた魅力的な編成をめざ

します。ラジオはアンコール放送で番組を楽しんでいた

だく機会を提供。さらに、ワンセグ独自番組やインターネ

ット利用によって、より多くの人にＮＨＫの番組に接して

いただけるよう工夫していきます。

加は、年間目標としていた30万件には届きませんでした。

　また、支払いが滞っている契約者の未収削減について

は、地域スタッフのパワーシフトや電話・郵便による支払

請求などを強化した結果、未収件数が前年度に比べ12万

件減少しました。

　受信料の支払率は年間目標を達成できましたが、生活

保護世帯などの全額免除世帯の増加が当初の想定を大幅

に超えたことなどから、受信料収入は予算を下回ることに

なりました。

■支払率向上への今後の取り組み
　受信料支払率の向上をめざして、22年度は支払率の年

間目標を73.4%に設定し、契約総数35万件増加、未収削

減20万件を目標としました。地域スタッフの契約・未収

対策へのパワーシフト、法人委託の拡大、受信確認メッセ

ージの活用、民事手続きの拡大などの施策に全力で取り

組んでいきます。また、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」も、全職員で情報を共有しながら全局体制で推進しま

す。

　今後も視聴者のみなさまに公共放送の役割や受信料制

度への理解を深めていただき、受信料の公平負担につな

げる活動に組織を挙げて取り組んでいきます。
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2. 受信料の支払率の向上
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■ 経営計画の実現に向けた体制の強化
　経営計画で掲げた経営2目標の達成に向けて、一貫し

た目標・方針管理を確立し、各部局が年間目標（放送局は

「放送局のちから」）を設定して、四半期業務報告を軸に自

らＰＤＣＡサイクル（計画→実行→検証→改善）を回して

いく新たな仕組みが定着しました。さらに、組織全体で

ＰＤＣＡを回す一環として、組織横断の「改革推進プロジ

ェクト」や「ブロック経営会議」で、目標達成状況の点検や

課題解決に向けた検討を行い、新たな取り組みにつなげ

改革推進プロジェクト

　組織横断の「改革推進プロジェクト」では、部局を越え

て課題を洗い出し、課題解決に向けた検討を行いました。

特に、受信料収入の確保が厳しい状況になったことから、

「受信料の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫ

の取り組み」について、全職員から提案を募集し、それを

ました。四半期業務報告などを視聴者のみなさまに公表

するとともに、イントラホームページに掲載して役職員全

員で情報共有しながら組織全体で経営課題に取り組んで

いく土壌ができました。

　また、第三者機関の「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員

会」（経営計画の“約束”評価を引き継ぐ委員会）でＮＨＫ

全体の事業運営を客観的に評価する仕組みを構築し、6月

に21年度報告書が公表されました。その結果を踏まえ、

さらに改善を図っていきます。

15項目の取り組みに集約して具体策が固まったものから

順次実施に移しました。また、グループ経営への提言をま

とめたほか、完全デジタル化に向けた周知広報の強化な

どを進めることができました。

経営トップとの直接対話

　経営トップが現場の声を直接聞いてコミュニケーショ

ンを深めるとともに、意見交換によって風通しの良い組織

風土を醸成するため、会長と職員の対話活動を全国の放

送局で実施しました。

　また、会長と若手職員（20～30代）の直接対話の場と

して新たに設けた「若者トークセッション」は、支払率の

向上や“3-Screens”戦略などをテーマに、7回実施しま

した。対話で出された意見や課題は、改革推進プロジェク

トに提起することなどにより、改革推進の取り組みが職員

全体に浸透しつつあります。

方針１ 視聴者のみなさまの信頼を高めるため
組織風土改革に全力をあげます。

視聴者のみなさまに公表

全職員が情報共有「開かれたＮＨＫ」の実現

「風通しの良い組織」を実現

ＰＤＣＡ

四半期
業務報告

経営計画
平成21～23年度
いつでも、どこでも、
もっと身近にＮＨＫ

放送局の
ちから

事業計画

平成21年度

部局目標
部・センター
目標

改革推進プロジェクト

3.経営9方針の年間総括
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■ 視聴者のみなさまの声を 
経営に反映させる回路の充実

　広報番組「三つのたまご」に毎月1回経営トップが出演

し、ＮＨＫの予算・事業計画、放送と通信の融合、放送の完

全デジタル化、視聴者サービスの向上などをテーマに、経

営方針や取り組みなどを伝えました。

　「ふれあいミーティング」を全国で2,112回開催し、

53,721人の参加者と直接対話活動を実施しました。この

うち、一般から広く参加者を募る「公募型ふれあいミーテ

ィング」は全国で102回開催しました。視聴者のみなさま

にＮＨＫへの理解を深めていただくとともに、意見や提言

を放送や経営に生かすように努めました。

　「視聴者コールセンター」や全国各放送局に、21年度

の1年間で465万件のご意見や問い合わせが寄せられま

した。コールセンターの電話の外部応答率は、年間平均

76.1%で目標の75%を上回りました。「つながる、伝わる、

身近なお客さま窓口」をめざして、22年10月に新コール

センターの運用開始を予定しています。視聴者のみなさま

の声に、より迅速・的確に対応し、経営や放送現場に伝え

ていくためのシステムづくりと業務体制の整備を進めて

いきます。

■ 組織横断的な人事と 
公共放送人・ジャーナリストの育成

　「風通しのよい活力ある組織の実現」と「高い専門性と

広い視野を持った公共放送人・ジャーナリストの育成」に

重点を置き、人事制度の運用を見直しました。職種・仕事

の専門を越える異動や部局を越えた複眼考課を導入し、

より公正な評価の実施に努めました。

　採用では、公共放送人・ジャーナリストにふさわしい人

材の確保を目的に、ジャーナリスト適性を見極めるため、

番組視聴後のグループディスカッションや報道資料をも

とにした企画提案などの選考方法を実施しました。また、

地域に密着した人材活用の施策については、引き続き検

討していきます。

コンプライアンス徹底のための研修

　局長研修に新たに内部統制や内部監査などのコンプラ

イアンスに関する講座を新設するとともに、管理職を対

象にコンプライアンスに関する実践的な知識習得と意識

徹底を図りました。さらに、10～12月を「コンプライアン

ス推進強化月間」とし、情報のリスクマネジメント推進や

ハラスメント防止などの討議を行いました。

■ 内部統制の取り組み強化と 
グループ・リスクマネジメント体制の構築

　21年度は、内部統制構築の3か年実行計画の最終年度

として、全部局で業務プロセスの総点検作業である「見え

る化」が完了し、リスクに対する対応策を立てて自局で解

決していく体制を確立しました。リスクマネジメント委員

会では、「見える化」作業や調査などから抽出した12項目

の課題のうち、グループ総合力に関わる「関連団体の大規

模災害への備え」やＩＴ関連の「大規模個人情報データの

管理強化」など9項目について対応策の策定をほぼ終え

ました。今後は残された課題の「グループ総合力のいっそ

うの充実」「トータル管理のしくみ整備」に取り組むとと

もに、3か年で構築した体制の定着を図っていきます。

　また、今後のＩＴ利活用の方向性を示す「中長期ＩＴビ

ジョン」をＩＴ統制委員会で策定し、22年度からビジョン

の具体化に取り組んでいきます。

若者トークセッション

広報番組「三つのたまご」

視聴者コールセンター

7〜平成21年度の取り組み〜



■ 報道ビッグプロジェクト「あすの日本」
など、報道ジャーナリズムの強化

　21年度は、報道局にビッグプロジェクト「あすの日本」

を設置し、日本の課題、地球規模の課題に真正面から取り

組みました。深刻化する雇用危機や、社会の絆（きずな）の

崩壊などをテーマに、ニュース企画や特集番組で集中的

に伝えました。特に社会から孤立していく人たちの姿を追

った「無縁社会」のシリーズは視聴者に大きな衝撃を与え

ました。また、「新政権プロジェクト」を設け、報道局と地

域放送局が連携して、ニュース企画や「クローズアップ現

代」「ＮＨＫスペシャル」などを放送しました。

　このほか、北朝鮮のミサイル発射（4月）、衆議院選挙（8

月）、静岡県中西部地震（8月）、愛知県に上陸した台風18

号（10月）、バンクーバーオリンピック（2月）、チリ地震

と大津波警報（2月）などの報道にも迅速かつ的確に対応

しました。

　また、生活情報部を新設し、政治・経済・社会などの枠

にとらわれない機動的な取材体制を整備し、年金記録や

女性の雇用など生活に密着したニュースや番組を積極的

に発信しました。

■ 日本の原点にせまる　 
高品質でインパクト・競争力のある 
大型コンテンツの提供

　3年間にわたる大型企画「プロジェクトＪＡＰＡＮ」が

スタートし、ＮＨＫスペシャルのシリーズ「ＪＡＰＡＮデビ

ュー」とスペシャルドラマ「坂の上の雲」が大きな反響を

呼びました。国際共同制作のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡ

ＱＵＡＫＥ　巨大地震」は科学技術映像祭で内閣総理大

臣賞を受賞するなど高い評価を受けて、世界各地での放

送が予定されています。

方針2 日本の課題、地球規模の課題に
真正面から向きあいます。

　経営計画では、年4回実施している放送評価調査の5つの指標（信頼・満足・親しみ・独自性・社会貢献）
について評価の改善を目標に掲げました。平成21年度の平均は、「信頼」が65％、「満足」が55％、「親し
み」が49％と、前年、前々年に比べて数値が上がりました。また、「独自性」が58％、「社会貢献」が63％
で、引き続き高い評価をいただきました。特に「親しみ」は50％以上を目標とし、11月の調査で51％、3月
の調査で50％となりました。

放送評価調査の5つの指標改善の達成状況

ニュースウオッチ９
「シリーズ
� “無縁社会”ニッポン」

ＮＨＫスペシャル
「攻防　マニフェスト予算」

スペシャルドラマ
「坂の上の雲」

� ＮＨＫスペシャル　　　　　
� 「MEGAQUAKE　巨大地震」

� 衆議院選挙�開票速報
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ＮＨＫスペシャル
「ミラクルボディー
� 第1回�滑降」

　また、「戦争証言プロジェクト」を立ち上げ、関係者が高

齢化していく中で貴重な証言を残す取り組みも始まりま

した。シリーズ証言記録「兵士たちの戦争」と「市民たちの

戦争」は専門家の間でも評価が高く、今後はウェブサイト

の充実も図っていきます。

　夏期特集では、ＮＨＫスペシャル「日本海軍　400時間

の証言」、「終戦特集ドラマ　気骨の判決」（名古屋局制作）

など、戦争関連番組を集中編成しました。「日本海軍　400

時間の証言」には、放送から1週間で1,400件の反響が寄

せられ、多くが好評意見でした。教育テレビでは「海外ドラ

マ・アンネの日記」やＥＴＶ特集「シリーズ　戦争とラジオ」

などを放送。「戦争を考えるきっかけとなった」など、視聴者

から大きな反響がありました。

　広島局制作のドラマ「火の魚」の芸術祭大賞、「天地人  

第2回  泣き虫与六」のＡＢＵ賞など、番組コンクールで

の受賞も多く、ＮＨＫの番組の質の高さを内外に示すこと

ができました。

■ 幅広い視聴者層に向けた 
多様で質の高い番組

　21年度番組改定では、総合テレビは、働き盛りを主な

対象として夜10時台を強化しました。教育テレビは、幼

児・子ども向け番組、ティーンズ向け番組の充実を図りま

した。衛星放送は、「プレミアム8」を新設して多彩な番

組を曜日ごとにジャンルで編成し、見やすさを重視しまし

た。ラジオ放送は、団塊世代向け番組を強化しました。ま

た、ワンセグ独自サービスをスタートさせたほか、放送と

通信の連携を図った番組を制作し、“3-Screens”展開を

推進しました。

　総合テレビは、ビデオリサーチ社の関東地区調査で、ゴ

ールデンタイム（午後7時～10時）の上半期平均世帯視

聴率は12.3％で第2位となりましたが、目標とした夜10

時台は視聴率が上がりませんでした。このため、後期番組

改定では夜10時以降を強化し、新番組「ブラタモリ」など

が好評を得ました。

　また、年末の「ＮＨＫ紅白歌合戦」は第1部が4年連続

で視聴率が上昇し、個人視聴率も若い世代が伸びるなど

視聴層が拡大しました。大河ドラマ「天地人」と「龍馬伝」

（1月～）は高視聴率を維持し、若い年代層の接触が増えま

した。

　さらに、2月のバンクーバーオリンピックでは、「フィギ

ュアスケート女子シングル　フリー」が視聴率36.3％を

記録するなど連日、高視聴率をあげただけでなく、ＮＨＫ

スペシャル「ミラクルボディー」など特集番組でも若い世

代の視聴者を獲得しました。

　ゴールデンタイムの年間平均世帯視聴率は12.2％で、

在京民放とＮＨＫの6社の中で3位でした。

芸術祭大賞を
受賞した
「火の魚」

高視聴率をあげたバンクーバーオリンピック

�「ブラタモリ」

「戦争証言アーカイブス」の
ホームページ
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木曜“人物”、金曜“エンターテインメント”と、曜日ごとに

ジャンル別に編成して見やすくし、それぞれの分野で視

聴者層の拡大をめざした結果、「王妃たちの物語」「世界一

番紀行」など話題作が続き、衛星ハイビジョンの核に定着

しました。

　衛星第2テレビでは、将来の看板番組をめざした番組

を開発しました。音楽の自由な楽しみ方を提案する「どれ

みふぁワンダーランド」、築100年の古民家でハーブに

囲まれて暮らす英国人主婦のライフスタイルを紹介する

「猫のしっぽ　カエルの手～京都大原　ベニシアの手作

り暮らし～」などが好評です。

　デジタルの普及に伴ってＢＳを受信できる世帯が増え

ています。今後も衛星放送の戦略ソフトであるスポーツ

番組の展開、地域放送局との連携、ＢＳ独自のソフトとし

て地域の魅力を再発見する「新日本風土記」の開発などを

進め、ＢＳのプロモーションを展開して、接触者率を高め

る努力を続けていきます。

■ 番組制作会社の制作拡大で 
日本のコンテンツ力向上に貢献

　ＮＨＫおよび子会社等が番組制作会社に制作業務を委

託する際の基準を定めた「放送番組の制作に関する番組

制作会社との取引基準」を策定し、番組制作会社が参入し

やすいように条件を整えました。“取引基準”については、

ホームページ上に記載するとともに、子会社等および番

組制作会社向けに説明会を実施し、広く情報を公開しまし

た。企画競争により開発した番組の定時化を進めるととも

に、特集番組も随時、採択しました。番組制作会社が参入

しやすいように条件を整えた結果、ＮＨＫ・子会社等以外

が制作する番組の編成比率はテレビ5波で24.8％、衛星

3波で37.9％となりました。番組制作会社に委託した番

組の中から評価の高い番組も生まれ、特集「星新一ショー

トショート」が国際エミー賞、ハイビジョン特集「“認罪”～

中国撫順戦犯管理所の6年～」がギャラクシー賞の大賞

など多くの受賞がありました。

■23年度からのＢＳ2波化に向けて
　23年度からのＢＳ2波化に向け、衛星ハイビジョンで

は大型定時番組「プレミアム8」を新設しました。平日夜

8時台に、月曜“自然”、火曜“文化・芸術”、水曜“紀行”、

世界一番紀行�「世界で一番寒い村�　ロシア・オイミャコン」

「猫のしっぽ　カエルの手
�　～京都大原　ベニシアの手作り暮らし～」

「どれみふぁワンダーランド」

国際エミー賞を受賞した「星新一ショートショート」
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■ＮＨＫオンデマンドのサービス拡充
　平成20年12月にスタートしたＮＨＫオンデマンド

（ＮＯＤ）は、当初は、知名度の低さや、サービス内容がなか

なか伝わらないこともあって、会員数、売り上げともに伸

び悩みましたが、21年度は「見逃し番組」の拡大と視聴期

間の延長、無料視聴コーナーの設置、ＴＶ系プラットフォ

ームの拡大、新たな電子決済の導入、さらに料金値下げな

ど、次々に対策を打ち出すことによって、徐々に利用者を

増やしてきました。また、「大相撲幕内の全取組」の配信を

開始するとともに、衆議院選挙やバンクーバーオ

リンピックも配信しました。「紅白歌合戦」「冬のソ

ナタ」「マイケル・ジャクソン」などの訴求力のあ

る番組群をラインナップするとともに、こうした

番組群をＰＲするバナー、電車内の吊り広告や動

画ビジョンなどにより、周知に努めました。

　ＰＣ系会員数は、10月以降、毎月4万人程度の

増加を続けて、それまでの毎月2万人増のペース

を大幅に上回り、3月末の会員数は41.3万人となりまし

た。月ごとの視聴料収入も増加していますが、3月末の累

計で約3億円にとどまり、当初の収入見込みを下回りまし

た。今後も、見逃し番組と特選ライブラリーのシームレス

化を推進し、利用者のニーズに応えるとともに、配信業務

や権利処理の効率化とコスト削減を図っていきます。

方針3 放送・通信融合時代の新サービスで
公共放送の役割を果たします。

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

接触者率の向上の達成状況
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■ クロスメディア展開で、 
いつでも、どこでも、もっと身近に

　地上デジタルテレビ放

送の「ワンセグ」で、21年

4月から独自番組サービ

スの「ワンセグ2」を開始

しました。ワンセグの主な

ユーザーである20～30

代向けの情報番組「ワン

セグ ランチボックス」、大

河ドラマ「天地人」のダイ

ジェスト番組、自然番組

「ダーウィンが来た！」か

ら派生したスピンオフ番組「ケータイ大自然」、各地の大学

を巡回し、学生自らが企画や制作に参加する番組「@キャ

ンパス」などの独自コンテンツを放送しています。ＮＨＫ

の調査で、ワンセグへの接触者は30代以下が多いことが

分かり、接触者層の拡大につながっていると見られます。

　総合テレビでは、インターネットや携帯端末と連動した

番組として、「特ダネ！投稿ＤＯ画」と「探偵Ｘからの挑戦

状！」を新設しました。「特ダネ！投稿ＤＯ画」は、携帯端末

などで撮影したスクープ映像や心和む映像を投稿しても

らう番組です。「探偵Ｘからの挑戦状！」は、放送前に携帯

電話にミステリー小説を配信し、放送の中で犯人が明か

される推理エンターテインメントで、若者に好評でした。

　教育テレビでは、直近の英語ニュースを題材にしたク

ロスメディア番組「ニュースで英会話」を新設しました。

番組のサイト「ニュースで英会話オンライン」ではニュー

スの動画や和訳・解説に加え、ｅ-ラーニングや放送と連

動した実力テストも毎週提供しています。バンフテレビ

祭で大賞を受賞した「天才てれびくんＭＡＸ　ビットワ

ールド」では、双方向企画を実施し、年4回の放送で36

万2,000人が参加。ホームページへのアクセス数は1億

2,000万を記録しました。公共放送キャンペーン「ＥＴＶ

５０　子どもサポートネット」では、ＰＣや携帯で子ども

たちからの相談や親の子育ての悩みや疑問を寄せてもら

い、意見を交わす場としています。それを参考に、「福祉ネ

ットワーク」、「ＮＨＫスペシャル　セーフティーネットク

ライシスvol.3」、「ＥＴＶワイド 世界の“子ども支援”」を

放送しました。

■ イベントなどでの、 
多メディア発信の取り組み

　46年ぶりの皆既日食では、インターネットのストリー

ミング配信、視聴者からの動画募集、ホームページ上で短

い情報をリアルタイムで伝える新手法（Twitter）の活用、

日食動画のYouTube掲載など多角的な展開を図りまし

BS2、ワンセグ2、
ホームページで展開する
「@キャンパス」

「探偵Ｘからの挑戦状！」

テレビでもホームページでも学べる
「ニュースで英会話」

皆既日食を放送とホームページで
たっぷりお伝えしました

� 太平洋上の
� 船から中継
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■ 放送・通信融合時代を先導する 
技術の研究・開発

技研公開

　ＮＨＫ放送技術研究所では、5月に「テレビの進化は止

まらない」というテーマで一般公開し、スーパーハイビジ

ョンや高齢者に適した音響再生方式等の人にやさしい技

術など37項目を展示しました。スーパーハイビジョンに

ついては、超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ衛星）を

利用した衛星生中継、より高精細な映像表現を可能にす

る3,300万画素3板式カラーカメラ、広ダイナミックレ

ンジプロジェクターの動画表示などが注目を集めました。

また、放送と通信が連携した新たなサービスの可能性を

追求する研究としては、放送通信連携ＩＰＴＶサービス、

高度衛星ダウンロード放送映像配信サービスなどを展示

しました。

スーパーハイビジョン

　世界最大の放送機器展ＮＡＢ2009（ラスベガス）で、

スーパーハイビジョンや月探査衛星“かぐや”がとらえた

月と地球のハイビジョン立体映像などを世界に紹介しま

した。横浜開港150周年記念テーマイベントで、スーパ

ーハイビジョンシアターでの展示協力を行いました。ま

た、ＮＨＫがメーカーと共同で開発した「ハイビジョン自

動焦点レンズ」が、アメリカテレビ芸術科学アカデミーの

2009年度「エミー賞」（技術部門）を受賞しました。

立体テレビ

　メガネをかけなくても自然で臨場感豊かな立体像表示

ができる映像技術の研究として、多くの微小レンズを並

べた特殊なレンズ板を通して撮影・表示を行なうインテ

グラル立体テレビ方式を改善し、画質向上を図りました。

た。また、データ放送でも中継現場の状況や各地の日食シ

ミュレーションなどを伝えました。皆既日食のライブ動画

は、のべ164万回見られ、世界中で最大４万人が同時に視

聴しました。放送後に公開した日食中継動画も、115万回

再生されました。

　8月の衆議院選挙では、データ放送、インターネット、携

帯サイトで開票速報を実施し、ＮＨＫオンデマンドでも配

信しました。特に携帯サイトは456万ページビューのア

クセス数を記録しました。

　2月のバンクーバーオリンピックでは、放送だけでな

く、データ放送、ＰＣ、ワンセグでも途中経過や結果をリア

ルタイムで伝えるとともに、ＰＣでは「動画ニュース」や

「競技動画クリップ」など、いつでもオリンピックを楽しん

でいただく工夫をしました。ホームページへのアクセスは

3,090万件と北京オリンピック（2,366万件）をはるか

に上回り、今大会初めて実施した競技映像のストリーミン

グ配信には25万件を超えるアクセスがありました。今後

も、テレビだけでなく、ＰＣや携帯端末など多様なメディ

アでＮＨＫのコンテンツが見られる環境を整備していき

ます。

バンクーバーオリンピックのホームページ

スーパーハイビジョンの上映

“かぐや”がとらえた月と地球

フル解像度スーパーハイビジョンカメラ
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■ 放送番組を軸とした、 
地域ブロックならではの取り組み

　拠点局が中心となって域内各局が参加し、番組とイベ

ントを連動させるブロック一体の取り組みが進みました。

北海道では、道内各地で番組キャラバンや視聴者参加イ

ベントを展開する統一キャンペーン「まるごと体感！北海

道」、東北は、食文化をテーマにした「おいしい東北」、四

国では、「坂の上の雲」「龍馬伝」「ウェルかめ」などを軸

にしたキャンペーン「ドラマチック！四国」を展開。いずれ

も、地域の魅力を発信し地域の活性化に貢献しました。

　全国放送番組に連動した取り組みもありました。大河ド

ラマ「天地人」（新潟局・山形局・福島局）や朝の連続テレ

ビ小説「つばさ」（さいたま局）の関係局では、ドラマに連

動したイベントや番組を多角的に展開するとともに、その

機会を利用して「ふれあいミーティング」を開くなど接触

者の拡大に努めました。

　地域ブロック番組で、地域の課題にも意欲的に取り組み

ました。名古屋局では「ほっとイブニング」で、経済危機下

の企業や地域社会の変容を伝えるシリーズを毎月組んで

放送したほか、大阪局では「かんさい熱視線」で、関西の3

空港問題など、視聴者の関心が高い地域の課題を取り上

げました。また、広島局では、中国地方の未来を有識者と視

聴者が議論する番組「ちゅうごく未来ビジョン」、福岡局

では九州・沖縄が抱える課題を生活者の目線で討論する

「徹底討論　ふるさと再生スタジアム」を放送しました。

■“３-Screens”展開の主な取り組み
　ホームページの充実で、地域ならではの情報発信を実

現した例もありました。県域のテレビ放送をしていない横

浜・千葉・さいたまの3局がニュースの動画配信を21年

10月からスタートしました。

方針4 地域を元気にするための拠点となります。

　全国53放送局は、「地域を元気にする拠点」となって地域に貢献するための目標を「放送局のちから」と
して掲げ、番組やイベント、“3-Screens”展開、ふれあいミーティングなどに積極的に取り組みました。各
放送局とも特色を生かした取り組みにより、地域での存在感が高まりました。

放送局のちからを発揮する取り組みの達成状況

「徹底討論　ふるさと再生スタジアム」

「つばさ　ファンミーティング�in�川越」
好評だった出演者のトークショー

�横浜局、千葉局、さいたま局で
� 始まったインターネットの
� 動画ニュース

「ドラマチック！四国」
ドラマを前面に押し出した
キャンペーンを展開
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　「阪神・淡路大震災」から15年になる大阪局と神戸局は

共同で、被災者やボランティアを支援するホームページ

「リエゾン被災人（ひさいと）」を9月から開設し、動画配

信などを拡充しました。広島局の核平和関連サイト「NO 

MORE HIBAKUSHA」、「ヒバクシャからの手紙」には、

国内外から多数の継続的なアクセスがあり、高く評価され

ています。

　ワンセグやデータ放送の活用にも積極的に取り組みま

した。3月に札幌局が地元球団「日本

ハムファイターズ」の試合速報をワン

セグ用にデータ配信したのをきっか

けに、名古屋局の「いつでもドラゴン

ズ情報」、福岡局の「ホークス情報」、

広島局の「ワンセグカープ」、大阪局の

「阪神／オリックス情報」など、12球

団情報が全国に広がりました。

　また、送信出力を制限した微弱電波で、限定的な狭いエ

リアに動画配信をする「エリアワンセグサービス」の活用

も、各地で展開しました。春の会館公開で佐賀局が来館者

のキャスター体験をエリアワンセグで配信したほか、福岡

局・仙台局などでも、若者参加番組の収録にあわせて実施

し、好評でした。新技術を使った、新たな視聴者サービス

の形になりつつあります。

■受信料の公平負担への取り組み
　支払率の向上をめざして、各放送局が地域の現状に即

して、統一キャンペーンなど全職員が一丸となった活動、

放送やイベントと連動した営業活動、地上デジタル放送

の周知広報と連動した公共放送への理解促進活動などに

取り組みました。

　ドラマや公開派遣番組などの収録の機会をとらえてホ

テルや地元企業に受信料への理解を深めてもらう取り組

み、大学との関係を強化して学生の受信契約促進につな

げる取り組み、地域独自のスポットで受信料ＰＲなどによ

り、理解促進に成果をあげました。

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

ワンセグで
地元球団を
応援

大阪局と神戸局の共同で
阪神・淡路大震災の
被災者を支援する
ホームページ開設

エリアワンセグで
「おいしい東北闘技場」の
収録風景を配信（仙台局）
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北 海 道

「放送局のちから」の活動事例
全国の放送局は、地域に貢献するための目標を「放送局のちから」として掲げ、
地域に根ざした独自の取り組みを進めています。その一例を紹介します。

【方針4】地域を元気にするための拠点となります。

道内7局で「まるごと体感！北海道」キャンペーン
　放送局ごとに「スペシャル月間」を実施、道内の連携を強化して、番組キ
ャラバンや公開派遣番組を集中的に展開しました。データ放送と連動して
生中継した衛星第2の3時間特集「まるごと体感！北海道 ご当地グルメ応
援団」や国際放送向けのミニ番組「Cool! Hokkaido」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、地域の自主制作映画
の放送や多彩なイベントな
どを通じて、地域の幅広い視
聴者のみなさまの期待に応
えました。

札 幌 局

ミニ番組“わが街のいちおし！”で地域を応援
　管内47市町村の観光スポットや名物、名産を地元の人たちが紹介するミ
ニ番組「わが街のいちおし！」を放送しました。放送は年間で202回。各市
町村の特色や地域の人たちの意気込みが伝わる内容で、地元のみなさまか
らは「町の活性化に役立っている」との声をいただいています。視聴者から
も「イチオシ観光スポットの場所を
詳しく知りたい」「特産品の購入はど
うし た ら よ い の
か」「コンパクトで
見やすい」など多
くの反響をいただ
きました。

旭 川 局

イベント・番組で「函館開港150周年」をアピール
　21年は函館開港150周年の節目の年。「DREAM BOX150」（8月）の
会場内に「ＮＨＫファミリーランド」を設置し、「スプーのふわふわジャン
ボ」「いかななみフォトステーション」のほか、番組キャラクターのアトラク
ションを展開しました。ステージイ
ベントも開催し、合せて32,000人
を超える家族連れでにぎわいまし
た。また、番組･ニュースでも開港
150年を迎えた函館を全国・全道に
紹介し民間調査会社による“魅力あ
る街全国１位”の一助にもなりまし
た。

函 館 局

「ＮＨＫふれあいひろば」を実施
　12月に、会館１階のロビー、ギャラリー、スタジオなどを利用した「会館
公開～ＮＨＫふれあいひろば」を実施しました。「ダーウィンが来た！パネ
ル展＆ビデオ上映」「紅白歌合戦ＰＲパネル展＆優勝旗展示」「モノランモ
ノランぬいぐるみ撮影会」のほか、
週末には「ファミリー放送体験」「親
子ラジオ工作教室」「地デジクイズ」
など、多くのコーナーを設けました。
寒風吹きすさぶ中、親子連れなど
1,200人を超える視聴者のみなさ
まが来場し、ふれあい活動ができま
した。

帯 広 局

親子連れでにぎわった「ＮＨＫファミリーランド」「まるごと体感！北海道　ご当地グルメ応援団」

「わが街のいちおし！」は
１年で202回放送 寒い中、多くの方々に訪れていただきました
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東 北

地域の大学と連携し、公開講座を開催
　釧路公立大学と連携し、「ＮＨＫ大学講座in釧路公立大学」を開催しまし
た。「テレビは何を伝えてきたか～地域活性化とメディアの役割～」をテー
マに、釧路放送局制作のＮＨＫ特集や昔の釧路・根室地域の映像などを、番
組出演者やＮＨＫ記者などの解説
で上映、9月から12月まで全6回実
施しました。事前に釧路公立大学学
長と釧路放送局長の出演したスポ
ットも放送、のべ250人が参加しま
した。

釧 路 局

プラザミュー 
「ＮＨＫアナウンサー　トークショー」の開催

　会館の公開スペース「プラザμ（ミュー）」を会場に、21年9月と22年2
月、室蘭にゆかりのあるアナウンサー
によるトークショーを開催し、室蘭在
籍当時の思い出や番組の裏話などを披
露してもらいました。今回から事前Ｐ
Ｒに工夫を凝らし、アナウンサー本人
によるメッセージのスポットも放送し
たところ、さらに認知度が増し申し込
み数が5割増えました。参加者からは、

「親近感がわいた」「懐かしい話が聞け
た」などの声をいただきました。

室 蘭 局

有効活用　レコード24,000枚を仙台市へ寄贈
　仙台局が保存していた昭和30～50年代のレコード約24,000枚を、音
楽文化の向上のため、一括して仙台市に寄贈しました。これを記念し仙台局
第1スタジオで、ドーナツ盤レコードを使ったＦＭ番組「ドーナツてるの？
このラジオ」を２時間に渡って公開
生放送。集まった130人余りのリス
ナーは、“昭和おたく”のゲストから
明かされる様々なエピソードと懐
かしのレコード音楽に聞き入ってい
ました。スタジオの様子はホームペ
ージでも紹介しました。

仙 台 局

小さな放送局の力を結集し、 
地域の話題を集中して発信
　22年1、2月を番組集中月間「オホーツク・スペシャル」として全国・全
道への発信に取り組みました。1月の「まるごとニュース北海道」では、紋別
市に移動スタジオを開設し、流氷に代わる新たな地域おこしに取り組んで
いる皆さまの活動をお伝えしました。「オホーツク・スペシャル」では、全国
5本、全道40本の番組やニュース
を放送しました。職員36人の小さ
な放送局ですが、例えば、流氷観光
船に遠隔操縦カメラを取り付け、迫
力あるライブ映像を放送するなど、
職員の創意工夫を活かしました。

北 見 局

テレビ放送開始50周年記念番組を集中編成
　県内にテレビ放送を開始して50年となる12月、秋田局では記念番組を
集中して放送しました。過去に制作された「新日本紀行」７本を放送、視聴
者から高く評価されました。また、25日の「ひるまえこまちクリスマススペ
シャルライブ」では地元出身の人気
ジャズミュージシャンをゲストに迎
え、平日午前にもかかわらず、過去
最高の415人が観覧しました。28
日の「ニュースこまち年末スペシャ
ル」では、内館牧子さんなどをゲス
トに“今年の秋田”と “秋田の50年”
を振り返りました。

秋 田 局

釧路公立大学と協力して開催した公開講座 船上カメラで見た流氷帯

９月に実施したトークショー
（川端義明 元アナウンサー）

最高来館者数を記録した公開ライブ多くのリスナーがレコード音楽を楽しみました
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関東甲信越

ホームページで番組の裏側を紹介
　山形局制作番組のロケ地の情報などを、カエルのオリジナルキャラクタ
ー「けろ班長」と地図から探せるサイト、「山形ロケＭＡＰみてけろ」を4月
にオープン、12月には、けろ班長が番組の裏側を紹介する「けろ班長のちょ
ぺっと舞台裏」（ちょぺっと＝ちょっと）というサイトも開設しました。「Ｎ
ＨＫのど自慢」や「ゆく年くる年」な
どのスタッフの役割や撮影方法、機
材などを、写真や実際の放送画面と
けろ班長のやわらかい語り口で紹
介しています。番組への興味や山形
局への親しみを感じてもらい、次の
番組視聴につなげています。

山 形 局

「ふくしま」のサッカーチームをみんなで応援しょう
　11月、視聴者のみなさまの要望により、スタジオで県内サッカーチーム
を応援するパブリックビューイングを実施しました。女子サッカーなでし
こリーグの地元「マリーゼ」のホーム最終戦と、天皇杯3回戦「福島ユナイ
テッドＦＣ」対Ｊ1「横浜Ｆ・マリノ
ス」との試合です。試合会場に行く
ことができないサポーターのみな
さまのために、臨場感ある5.1サラ
ウンドシステムも準備、会場が一体
となって熱い応援を送り、大いに盛
り上がりました。

福 島 局

落語と地蔵で地デジＰＲ
　デジタルが苦手なお年寄りに地デジへの理解を深めてもらおうと、県内
2か所で「落語ＤＥ地デジ寄席」を実施しました。落語家の林家彦いちさん
が地デジの創作落語を演じた
あと、夕方6時台の女性キャス
ターが町娘に、技術の職員がお
地蔵さんにそれぞれふんし、3
人が芝居仕立てで地上デジタ
ルをわかりやすく解説しまし
た。来場者のみなさんも参加し
ながらの説明会で、アンケート
でも理解が深まったという感
想をいただきました。

長 野 局

大好評「いわてみんなのうた」
　「ふるさと岩手の魅力満載のみんなで一緒に口ずさめる歌！」をコンセプ
トに、20年度より「いわてみんなのうた」の放送を始めました。21年4月
から放送した「たらりら」は、ポップな曲調とかわいらしいイラストが話題
をよび、岩手県内で大変な人気。これを後押しすべく、幼稚園でのミニライ
ブ、ホームページでの動画配信、視
聴者が「たらりら」に合わせて踊る
様子を映像に取り込んだ新たなバ
ージョンの放送、そしてクリスマス
ふれあいコン
サートなどを
行いました。

盛 岡 局

「走れメロス」がつなぐ地域のきずな
　地元出身の太宰治生誕100年を記念して、7月に舞台朗読「叫べ！100
人の“走れメロス”」を五所川原市で上演、放送しました。出演者は公募した
市民や地元の俳優、高校生など。初めは、全員が一斉に声を出す“群読”がバ
ラバラでしたが、地元演出家の指導
でけいこを重ね、本番は迫力ある声
の力で感動的な仕上がりとなりまし
た。その後も有志による「メロス会」
が小学校で朗読会を行うなど、放送
を通じた「つながる場」が続いてい
ます。

青 森 局

地域とともに取り組んだ「天地人」
　大河ドラマ「天地人」放送を地域の活性化につなげたい。地元の熱い思い
を受け、様々な取り組みを行いました。夕方6時台の人気コーナー「天地人
をたずねて」、「金よう夜 きら
っと新潟」の「天地人」特番、
ラジオでは「朗読 天地人」、そ
して「天地人」ホームページ
など、枚挙にいとまがありま
せん。力を抜くことなく続け
た活動が、新潟地区での平均
視聴率38%、地元の観光客
増加や経済効果にも貢献で
きたと考えています。

新 潟 局

「ゆく年くる年」は慈恩寺からスタート 幼稚園で開催されたミニライブ

地元チームに大きな声援が送られました 心をひとつに、声をひとつに読みつなぐ

「天地人」最終回のパブリックビューイング
県内３か所で1,300人が視聴しました地デジへの理解が深まったと好評でした
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「しんげん君とかんすけ君の 
地デジ応援隊！」巡回を開始
　地上デジタル放送の魅力を分かりやすく、楽しくお伝えするステージシ
ョー「しんげん君とかんすけ君の地デジ応援隊！」を甲府市内の幼稚園や高
校の合同文化祭で開催。地域のみな
さまに楽しんでいただきながら地
上デジタル放送の魅力をお伝えし
ました。しんげん君ファミリーは、シ
ョーに先立って「県民の日」記念行
事やＪ2ヴァンフォーレ甲府の最終
戦、公開番組ＢＳマンガ夜話などに
も参加、たくさんの方々とふれあい
ました。

甲 府 局

「尾瀬」を通じて環境問題を考える
　自然豊かな尾瀬の登山口、群馬県片品村戸倉に21年4月に完成した地域
交流施設「尾瀬ぷらり館」を新たな情報発信の拠点と位置付け、環境問題に
取り組みました。6月には、環境キャンペーンの一環として環境アニメ「川
の光」の先行上映会を週末2日間計
4回実施、家族連れを中心に260人
あまりにご参加いただきました。さ
らに、「わたしの尾瀬」写真展を開催
したほか、ＦＭの県域番組で尾瀬の
環境保護を考えるインタビューシ
リーズも放送しました。

前 橋 局

ＦＭ公開生放送で「もっと身近にＮＨＫ」をアピール
　月1回、県域ＦＭ番組「まるごと千葉６０分」をスタジオで公開放送。お笑
いタレントのエド・はるみさんや俳優の地井武男さん、永島敏行さんなど千
葉県にゆかりがある著名人
をゲストに招き、千葉での思
い出や千葉の魅力などにつ
いてたっぷりと語っていた
だいています。毎回100人
近い来場者のみなさまでス
タジオは大盛況。直接ゲスト
に質問するコーナーは特に
人気です。

千 葉 局

ご当地サイトで「つばさ」と埼玉県を身近に
　初めて埼玉県が舞台となった連続テレビ小説「つばさ」のご当地サイト
をホームページにつくり、地元局ならではのコンテンツをお楽しみいただ
きました。ドラマの最後に出てくる埼玉の元気な人たちを集めた「絆写真
館」、グルメ企画「川越・埼玉いただ
きます」は好評でした。ＦＭ番組「さ
いたま情報ランチ」でお伝えした出
演者インタビューや地元情報、ファ
ンミーティング（8月）の様子も音声
で掲載しました。

さ い た ま 局

「ありがとうコンサート」を開催
　新会館移転を前に、視聴者のみなさまへの感謝の気持ちを込めて「ありが
とうコンサート」を開催（21年12月）。ＮＨＫ交響楽団メンバーによるアン
サンブル（弦楽四重奏＆ピアノ）で、クラシック音楽やクリスマスソングな
どの演奏を楽しんでいただきまし
た。お客さまからは「とても良かっ
た。新放送会館でも、このようなイ
ベントの開催をたくさんして欲し
い」という声を多くいただきまし
た。

横 浜 局

「県域地デジ放送開始5周年」多彩なイベントを展開
　県域地上デジタル放送開始5周年を迎えた10月、「ニュースワイド茨城」
の県内キャラバン中継や「ＢＳおかあさんといっしょ」の収録、東京の放送
博物館での「水戸放送局展」、そして
会館公開などを集中して実施しま
した。また、22年1月にはアナウン
サーとリポーターが総出演しての朗
読イベント「冬のおくりもの」を開
催するなど、1年を通して、多彩な放
送やイベントを展開。多くの方にお
越しいただき、満足の声をいただき
ました。

水 戸 局

ＦＭ公開番組「とちぎマロニエパーク」で 
地域情報発信
　「地域の情報を取り上げてほしい」との要望を受けて、4月から始まった
ＦＭ公開生放送番組「とちぎマロニエパーク」。ゲストによる旬の話題、地域
で音楽活動している方の出演、祭り
やイベントの担当者による地域情
報の発信、放送中に届いたメッセー
ジやリクエストの紹介等々、「2時
間たっぷり！まるごと栃木！」の元
気な番組です。終了後は、出演者や
来場者のみなさまとアナウンサー
を囲み再度盛り上がります。

宇 都 宮 局

Ｎ響による「ありがとうコンサート」
甲府市内の幼稚園で

ステージショーを開催

会館公開「基礎英語　出前授業」には
 多くの中学生が参加「わたしの尾瀬」写真展

ＦＭ公開番組「とちぎマロニエパーク」

「つばさファンミーティング in 川越」

公開放送の会場はいつも大盛況
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東海・北陸

地域の「元気」をさまざまに発信
　地域の「元気」を発信する「スマイルキャンペーン」を1年にわたって展
開しました。有名無名を問わずみんなの幸せのために活動する人、人から優
しさや勇気をもらった人など“みんなが笑顔になれる”エピソードを1分間
のミニ番組で紹介、パソコ
ン・携帯のサイトでも笑顔の
写真とエピソードを受け付
け紹介しました。3月には地
下鉄の1車両を1か月間借
り切って、1分ミニ番組の出
演者や投稿いただいた写真
を車内に掲出しました。

名 古 屋 局

地上デジタル放送普及促進と 
アナログ停波に向けた取組み
　県内の民放と共同で地上デジタル放送普及促
進スポットの制作やデジタル中継
局の整備を進め、地上デジタル放送
の普及促進に取り組みました。石川
県では、全国より1年早くアナログ
中継局の停波が予定されている珠
洲市で、21年7月と22年1月にア
ナログ放送終了リハーサルが行わ
れ、金沢局では関係機関と連携を図
って、事前告知を進めるとともに、
ニュースなどでリハーサルの様子を視聴者のみなさまにお伝えしました。

金 沢 局

地域とのきずなを深めた2日間、「みんなの文化祭」
　テレビ放送開始50年を記念し、9月に会館公開を実施しました。可能な
限り多くのみなさまにご参加いただきお楽しみいただけるイベントをめざ
しました。メイン会場の会館ロビー特設ステージでは、ちびっ子ダンスやマ
リンバ演奏など地元のみなさまに
よるパフォーマンスを紹介するミ
ニテレソンを2日間放送したほ
か、会館をめいっぱい使って、さま
ざまな催しを行い、2,400人の視
聴者のみなさまにお越しいただき
ました。

福 井 局

地デジ完全移行ＰＲイベント 
ＮＨＫ地デジランド開催
　地上デジタル放送のＰＲとして、11月、富山市内で「ＮＨＫ地デジランド
～来て　見て　地デジ。～」を開催しました。初日はファミリー向けのキャ
ラクターショー、2日目は八代亜紀さ
ん、梅津栄さんなどのゲストを迎え
た、地デジ双方向番組「富山の達人」を
会場から公開生放送。テレビのリモコ
ン、携帯電話、パソコンなどで会場外
からも多くの方に参加いただきまし
た。「地デジ体験コーナー」「中継車公
開」なども行い、多くのお客さまに楽
しんでいただくことができました。

富 山 局

大好評　2,200人の小学生が静岡放送局を見学
　静岡局の第2スタジオに「空中散歩」や「お天気キャスター体験」コーナ
ーを設置、県内の小学校に見学を募り、2,200人の方に来局していただき
ました。中継車の公開や放送用の機材を使っての「放送局の仕事」について
の説明など、できる限り視聴者の
みなさまの要望にお応えしまし
た。見学者の方々に「しずおか大
好き！」を合い言葉に静岡県の好
きなところを話してもらい番組の
中で紹介しました。

静 岡 局

地域の元気を発信します　「ふるさとにＱ」スタート
　夕方のニュース情報番組で、県内29の市や町を毎月1つ取り上げ4週間
かけて紹介するコーナー「ふるさとにＱ」をスタートしました。リポーター
や記者が市町を訪ね、知られざる魅力や謎などを放送しています。地域のみ
なさまから寄せられたお便
りやメール情報なども活用
し、地域と一体となって作り
上げる番組になっています。
データ放送やホームページ、
携帯サイトにも展開し、あら
ゆる手段を駆使して地域を
応援しています。

津 局

子どもたちの元気な声が
スタジオにあふれました

たくさんのお客さまに
お越しいただきました

多くのみなさまのスマイルを紹介しました

アナログ放送終了の
リハーサルが行われました

公開生放送された「富山の達人」

地域活性化に貢献する「ふるさとにＱ」
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近 畿

親子参加のイベントを開催
　子育て世代を応援する番組やイベントを積極的に展開しました。岐阜局
主催の「子育て懇話会」で得た様々な情報を活用し、情報番組「たぁ～んと
みのひだ」のコーナーで最新子育て情報をお伝えしています。9月には親子
参加型イベント「エンジョイ！パパ
サウルス～子どもと一緒に楽しもう
～」を開催しました。親子が段ボー
ルを使って全員で一つの街をつく
る工作教室、パパイヤ鈴木さんを講
師にみんなでステージ上で踊るダ
ンス教室、親子で夢のおむすび「パ
パむすび」作りなど、約300人のみ
なさまに楽しんでいただきました。

岐 阜 局

「命を見つめる　心をつなぐ」震災15年の取り組み
　阪神・淡路大震災から15年。「命を見つめる 心をつなぐ」をテーマに、神
戸局と連携して、ニュースの企画や地域特集、ＮＨＫスペシャルなど多くの
震災関連番組を放送しました。なかでも震災を体験した男女の「心の震災」
を見つめた特集ドラマ「その街のこども」は、「15年の今しかできないドラ
マ」と高い評価をいただきました。また、新
たに開設した被災者のための情報サイト

「リエゾン被災人（ひさ
いと）」には、震災当時の
映像のほか、災害を体験
した人から寄せられた
さまざまな思いや知恵
が掲載されています。

大 阪 局

震災15年の節目に 
地元紙と共催してイベントを展開
　阪神・淡路大震災15年を機に、震災に関するイベントを展開。「防災・減
災考フォーラム」（11月）は、専門家や行政、ＮＨＫ、地元新聞社に、全国唯
一の環境防災科がある高校の生徒
20人も加わり、討議などを行いま
した。「震災の絵展」（1月）は、震災
を知らない世代や震災後の転入者
に、体験した方の400点を超える
絵を通じて震災の記憶や教訓を伝
えようとするものです。「15年たっ
ても過去のことでないと感じた」
などの声をいただきました。

神 戸 局

若者が参加する放送局 
京都放送局は学生とともに
　京都市は大学生が人口の１割を占める学生の町。公共放送を理解しても
らうため、4月に主な大学のオリエンテーション会場にＮＨＫブースを設置
しましたが、企画・実行にも学生が一役買っています。21年度は京都学生祭
典の実行委員会と連携して音楽番組を制
作したほか、大学を会場に「今夜も生でさ
だまさし」などの番組の公開収録を実施
しました。また、ＮＨＫの役職員が講師と
なって大学生を対象にＮＨＫ講座「放送
の今」（15回）を開催しました。ＮＨＫ全
国大学放送コンテストも京都局と学生の
共催で毎年12月に開いています。

京 都 局

視聴者のみなさまの写真で「わかやまカレンダー」
　視聴者のみなさまが県内で撮影した写真でコンテスト、540点の応募作
品の中から、優秀賞12作品で壁掛カレンダー、佳作15作品で卓上カレン
ダーを作成しました。夕方の地域情
報番組やホームページで紹介する
とともに会館ギャラリーで写真展
も開催。番組取材などに協力いただ
いた方やＮＨＫに意見をお寄せい
ただいた方にも贈呈しました。「地
域の魅力を再発見できた」「ＮＨＫ
ならではの地域貢献となる良い取
り組みだ」と好評です。

和 歌 山 局

京都外国語大学で新入生に
ＮＨＫのＰＲ活動

「防災・減災フォーラム」

情報サイト「リエゾン被災人」（上）
特集ドラマ「その街のこども」（左）

段ボールの街が作られた会場

「わかやまカレンダー」は
壁掛けと卓上の2種類
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中 国

ドラマ「万葉ラブストーリー」四季編が完結
　万葉集の恋の歌をモチーフに、ショートストーリー3編からなる現代恋愛
ドラマで、地元奈良県を舞台に奈良局
が制作するドラマ「万葉ラブストーリ
ー」。“冬”編の放送（3月）で四季4シリ
ーズがでそろいました。
　“冬”編の脚本公募には、全国から過去
最高の759編もの応募がありました。脚
本コンテストの審査員、ロケでの撮影
地・エキストラも公募するなど、“みんな
でつくるドラマ”をキャッチフレーズに
制作を進めました。全国に向けて放送
し、奈良県のＰＲにもつながっています。

奈 良 局

「ノーモア・ヒバクシャ」核兵器廃絶の願いを世界へ
　被爆地ヒロシマ・ナガサキと世界の“ヒバクシャ”を結び、核兵器廃絶の願
いを世界へ届けたい。核・平和番組と連携したホームページ「ＮＯ　ＭＯＲ
Ｅ　ＨＩＢＡＫＵＳＨＡ」（日・英）を21年6月に開設しました。広島・長崎
の被爆者の方々をはじめ、核兵器
開発の犠牲となった旧ソ連やアメ
リカなどのヒバクシャ証言（53
人）、ＮＨＫスペシャルなどの動画

（27番組）を掲載しました。核兵器
廃絶への思いや意見を交換でき
る掲示板には、60の国と地域から
すでに700を超える投稿をいた
だいています。

広 島 局

若者の広場をめざして  
新番組で若年層視聴者と交流
　新番組「アラハタ！」。20歳前後のいわゆ
る「アラウンド・ハタチ」の世代が「テ
レビで見たいもの」を作る番組をめざ
してスタートしました。
　若者から企画のヒントを集めディ
レクターが制作。放送後は別の若者グ
ループに視聴していただき、その意見
もお伝えしています。ＮＨＫの放送コ
ンテストに挑んだ高校生たちの上京
を追った回では、放送後、生徒を松江放送局に招き、番組についてディスカ
ッションしました。

松 江 局

環境ホームページ「びわエコ」をスタート
　滋賀県の環境をテーマにした「びわエコ」というホームページを立ち上げ
ました。視聴者のみなさまから寄せられたびわ湖などの風景写真を紹介す
る「びわエコ写真館」や、大津
局の環境活動を紹介するブ
ログ「エコログ」、びわ湖や環
境についてクイズ形式で学
ぶ「SAVE THE WATER」
などのコーナーがあります。
滋賀県の様々な魅力が伝わ
るホームページだという好意
的な意見が寄せられました。

大 津 局

脳卒中防止キャンペーンで地域貢献
　日本人の3大死因の一つ、脳卒中の予防・啓発活動に取り組みました。夕
方の「ニュースコア6岡山」にキャンペーンコーナーを設け、予防や治療に
ついてのリポートやインタビューを放送、さまざまな角度から脳卒中予防
に迫りました。また、キャンペーン番組「岡山発～迅速で的確な医療を」や
岡山出身のロス五輪金メダ
リスト森末慎二さん出演の
脳卒中防止キャンペーンス
ポットの放送、広報紙やホー
ムページなどでの周知活動、
フォーラムの開催など、全局
的なキャンペーンを展開し
ました。

岡 山 局

韓国カンウォン道から4日間生中継
　竹島をめぐる問題で一時中断していた鳥
取県と韓国カンウォン道との交流が再開さ
れてから2年となる11月、現地に取材・中
継班を派遣して、夕方の番組「いちおしＮＥ
ＷＳとっとり」で4日間にわたり「韓国カン
ウォン道特集」を放送しました。4都市を回
り、人と暮らしや自然・文化の魅力、交流の
課題や北朝鮮による拉致被害といった日韓
共通の問題などについて毎日生中継で伝え
ました。「ＮＨＫニュースおはよう日本」で
も3日間中継したほかホームページも特設
しました。

鳥 取 局

「びわエコ写真館」のトップページ21年５月放送の“春”編より

森末慎二さん出演のスポット
クリックするとヒバクシャの方々の

「証言」をご覧いただけます。

放送後、高校生とディスカッション

（上）特設ＨＰ
（下）鳥取局のアナウンサーと韓国人リポーター
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四 国

豪雨災害に全局体制で対応しました
　17人が死亡するなど大きな被害が出た7月の記録的な大雨では、他社に
先駆け土石流の映像を全国発信するなど、被害状況をすばやく正確に伝え
ました。特養老人ホームで７人が死亡した防府市では、県が発信した警戒情
報を市の担当者が全く活用していなかった事実をスクープしました。また、
バスや道路等の交通情報、給水場所等の生活情報を収集して、ラジオや山口
局のホームページ・携帯サイト
で提供したほか、避難所を訪問
して、ラジオ、タオルを配布した
りテレビ受信機を設置したりす
るなど、全局体制で災害に取り
組みました。

山 口 局

3大ドラマで四国を元気に
　四国が舞台となった3つのドラマ「坂の上の雲」「龍馬伝」「ウェルかめ」
の放送にあわせた「ドラマチック！四国」キャンペーンを展開しました。ド
ラマの関連番組や地元のみな
さまが出演するミニ番組の放
送、ドラマの見どころ紹介、衣
装や小道具を展示した「ＮＨＫ
ドラマチック！四国展」（全国7
会場）などのほか、「おはなは
ん」など四国が舞台の懐かしい
ドラマの主題曲を演奏する「Ｎ
ＨＫ四国音楽の旅」を松山市で
開催しました。

松 山 局

連続テレビ小説「ウェルかめ」で徳島の魅力を発信
　「ウェルかめ！徳島」キャンペーンを1年間展開し、徳島を全国にアピー
ルしました。ドラマのエンド写真で徳島の魅力を紹介するとともに写真の
展示会も開催。メイキングやトークショー等の番組を放送したほか、ヒロイ
ンの波美にちなんで、ＵターンやＩ
ターンの人を通して徳島を再発見
する企画「なみちゃんを探せ！」や
多数の方々に徳島の魅力を語って
もらう「ウェルかめっセージ」を放
送。ＨＰでは「ご当地サイト」を立
ち上げ、全国から多くのアクセスを
いただきました。

徳 島 局

「龍馬伝」放送にあわせた取り組み
　大河ドラマ「龍馬伝」に関連した様々な広報イベントや番組ＰＲを通して
視聴者のみなさまとのふれあいと公共放送への理解促進につながる活動を
しています。昭和43年の大河ドラ
マ「竜馬がゆく」の上映会（4月）、Ｂ
Ｓ２「おーい、ニッポン～私の・好き
な・高知県～」で、龍馬と高知県の魅
力をたっぷり放送（11月）。ホームペ
ージ「発進、龍馬伝」のコーナーで
は、地元ならではの情報を発信。会
館ハートプラザギャラリーでは、「龍
馬伝」の衣装などを展示しました。

高 知 局

拍手と歓声　会館公開で接触者率アップ
　10月、「ＮＨＫふれあいフェア2009」を開催しました。「大河ドラマ『天
地人』巡回展」「ハートプラザミニ巡回展」

「キャラクターショー」など、子どもから
お年寄りまで楽しんでいただける様々な
イベントコーナーを設け、約4,500人の
人たちでにぎわいました。屋外の「キャラ
クターショー」は2日間で6回公演。いず
れの公演も大盛況で子どもたちの歓声が
響き渡りました。「キャラクターが出演す
る公開番組は、何度申し込んでも当選し
ない」という若いお母さん方からの声に
も応えることができました。

高 松 局

多くの被害が出た豪雨

第1回の番組上映会では
「龍馬がゆく」を上映「ドラマチック！四国」キャンペーン

大にぎわいの
「ＮＨＫふれあいフェア2009」「ウェルかめ」出演者トークショー
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九 州

視聴者参加型公開番組「玄海一座」を 
産山村で公開収録
　視聴者参加型公開番組「玄海一座」。大衆演劇界のスター玄海竜二さん
が、地元から募集した素人劇団員と芝居を作り上げ、それを公開収録すると
同時に、芝居を作り上げるプロセス
のドキュメンタリーも合わせて番組
にしようという企画です。第１回は、
これまで一度も公開番組を実施し
たことのない阿蘇の産山村で8月に
開催。村の人口の2割にあたる300
人を超える方々が集まり、会場は笑
いと拍手に包まれました。

熊 本 局

笑いと拍手が沸く「玄海一座」公演

ご要望に応え、“出前”コンサート実施
　毎週日曜日にオープンスタジオで行う「サンデーコンサート」。遠隔地の
視聴者のみなさまのために、21年秋、地元の音楽家の方たちと北九州市の
西方・岡垣町の小学校で出前コンサ
ートを実施しました。保護者や近隣
の方も参加され、生のコンサートを
楽しんだ後、放送体験授業も行いま
した。当日のコンサートを素材に番
組の作り方を説明し、５年生の皆さ
んがキャスターやカメラマンになっ
て番組作りを体験。この様子は放送
でも紹介し「素晴らしい取り組み
だ」と好評でした。

北 九 州 局

天気予報のキャスターとして
原稿を読む体験をしました

スポーツ各界のトップアスリートと 
子どもたちが交流
　困難や挫折を乗り越えスポーツで栄光をつかんだトップアスリートたち
が福岡県内の中学校を訪問し、夢を持つことの大切さや生きる力を子どもた
ちに伝えるイベント「チャンピオンからの
メッセージ」。プロ野球選手の小久保裕紀
さん、アーチェリー選手の山本博さん、格
闘家の角田信朗さんなどの話を聞き、一緒
に競技の面白さを体験し、一緒に昼食を囲
むなど、またとない経験になりました。のべ
9回で約5,000人の生徒が参加。その模様
をおさめたＤＶＤは福岡県内全ての小・中
学校約1,150校に寄贈されました。

福 岡 局

県内の中学校を訪れ
夢を持つことの

大切さを伝えました

全局体制で桜島噴火情報の充実を図ります
　視聴者からの要望が多い桜島の噴火情報提
供の充実を図っています。噴火に伴う防災情報
はもとより、農業への影響、外出や洗濯など生
活と密接に関係する降灰の流れる方向を示す

「桜島上空の風向き情報」を従来の天気予報や
データ放送での紹介に加え、パソコンや携帯ホ
ームページで“いつでもどこでも”情報提供で
きるよう3-Screens展開を2月よりスタート
しました。平成22年春にはデータ放送、ワンセ
グ、パソコンや携帯で速報にこだわった新たな
噴火情報も提供しています。

鹿 児 島 局

桜島上空の風向きの画面

「龍馬伝」で長崎に熱風を  ふれあい広場に5,000人
　坂本龍馬が海外雄飛の夢を紡いだ長崎では、11月、ＪＲ長崎駅前“かもめ
広場”で秋のふれあい広場を開催。作家の童門冬二さんなどをゲストに「ラ
ジオウォーク～龍馬の足跡をさがして」を九州地方向けに公開生放送しま
した。「福山・龍馬」のポスターと同
じ背景で龍馬の衣装を身にまとい
写真撮影ができる「なりきり龍馬
伝写真館」などのイベントのほか、
龍馬が活躍した当時の長崎西洋料
理を再現した「龍馬伝ランチ」も会
館食堂で提供し、5,000人の視聴
者のみなさまに楽しんでいただき
ました。

長 崎 局

家族みんなが楽しめる
催し物となりました

24 視聴者のみなさまへ



データ放送による沖縄県独自の台風情報サービス
　毎年台風で多くの被害を受ける沖縄県では、視聴者のみなさまが台風情
報を必要としています。データ放送の台風情報は日本全国を表す地図のた
め、もっと詳細な位置を確認し
たいという県内の視聴者のみな
さまからの意見に応え、台風の
位置や進路図を沖縄県付近で拡
大し、地点名を表示させること
で、みなさまが自分の住んでい
る場所と台風の位置についてよ
り詳しくわかるようにしまし
た。データ放送でいつでも最新
の情報を見ることができます。

沖 縄 局

台風情報の精度が上がりました

要望に応え、夏の高校野球決勝戦を再放送
　延長10回裏、大逆転のサヨナラ勝ちで伊万里農林高校が初の甲子園出場
を果たした夏の高校野球佐賀大会。試合終了直後から再放送の要望などが
寄せられ、急きょ55分のダイジェスト版で再放送。高校野球ファンや学校
関係者からお礼の声をいた
だきました。データ放送、イ
ンターネット、携帯で実施し
た準決勝・決勝の応援メッセ
ージサービスに寄せられた
熱いメッセージを放送でも
紹介する「3-Screens」を
展開しました。

佐 賀 局

延長10回裏の大逆転シーンと
応援メッセージ画面

施設の特性を生かした会館公開で視聴者とふれあい
　視聴者のみなさまに放送局をもっと身近に感じてもらおうとテレビ放送
開始50周年を記念して10月会館公開を実施しました。大分局の歴史を振
り返るパネル展や大河ドラマ展、来
場者に実際に放送機材に触れても
らう放送体験コーナーや中継車の
公開、会館が複合施設になっている
特性を生かして、併設されているイ
ベントスペースで番組のキャラク
ターショーも開催し、予想を上回る
3,650人にお越しいただきました。

大 分 局

放送への関心を高めて
いただきました

特集番組「宮崎の神楽」と連携した 
山間地でのふれあい活動
　山間地で古くから伝承されてきた貴重な神楽を記録、特集番組を制作
し、ＨＰで動画をアップしたりする取り組みを続けています。神楽の盛ん
な高千穂町や椎葉村へは、放送局から車
で4時間余りかかります。そうした山間
地に取材や収録に出向く機会には視聴
者のみなさまとの話し合いも続けてき
ました。神楽を守る地元の人たちから
は、「わざわざ来てくれてありがたい」

「ＮＨＫが文化を守るために本気に取り
組んでほしい」などの意見をいただい
ています。

宮 崎 局

一昼夜にわたる夜神楽を収録
（高千穂町）

全国53の放送局が掲げる「放送局のちから」は

公開ホームページ「ＮＨＫオンライン」で

ご覧いただけます。

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/chikara/
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■ 情報発信の強化

ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け24時間 
 英語放送）のコンテンツを強化

　ＮＨＫワールドＴＶは、平成20年10月から100％英

語のニュース・情報チャンネルとなり、21年2月からは、

専用スタジオから毎正時ニュースを放送するなど編成を

刷新して、新たな「外国人向け」テレビ国際放送としてス

タートしました。

　21年4月の番組改定で、日本発の名デザインを紹介

する番組や、京都の暮らしと文化を描く英語独自番組

「Kyoto-A Breath in Time」を新設しました。さらに「小

さな旅」「ルソンの壺」など地域放送局の制作番組を英語

化して放送したほか、日本やアジアの課題を取り上げた

討論番組「ASIAN VOICES」を編成するなど、多彩な番

組で日本やアジアの情報発信の強化に努めました。 　24時間ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、日本やアジ

アへの経済危機の影響、北朝鮮ミサイル問題、新型インフ

ルエンザ対策、衆議院選挙特集、地球温暖化防止の国際会

議、ハイチ地震、チリ地震などを重点的に取り上げました。

　ＮＨＫワールドＴＶでは英語リポートによる情報発信

強化を21年度の目標に掲げ、記者・カメラマン・アナウン

サー・現地スタッフの英語リポートや中継への出演を増や

しました。また、地域放送局からも積極的に英語リポート

を海外に発信しました。

　10月からの後期番組改定で、日本の１週間の動きをせ

き止めて伝える「JAPAN 7 DAYS」、日本とアジアの経

済を俯瞰する「ASIA BIZ FORECAST」の2本のウィー

クリー番組を開始し、情報発信をさらに強化しました。後

期番組改定で英

語の独自制作の

番組数が週16本

となり、英語化し

た国内番組数を

超えました。

方針5 日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。

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

受信可能世帯数とアクセス数増加の達成状況

「Kyoto-A�Breath�in�Time」

「NEWSLINE」

「JAPAN�7�DAYS」「ASIAN�VOICES」

� 「J-MELO」
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■ 受信環境の整備
ＮＨＫワールドＴＶ受信可能世帯の拡大

　ＮＨＫワールドＴＶの受信環境整備については、21年
5月にエクアドルのＩＰＴＶ、6月にラトビアのケーブル
局と再送信契約に合意しました。8月にはケニアのケー
ブル局（1万世帯）での再送信、９月にフランスのＩＰＴＶ

（300万世帯）での再送信、イスラエル（56万世帯）での
衛星放送が実現しました。10月には、トルコ（886万世
帯）での衛星放送が実現。さらに、グァムのＩＰＴＶ、ブラ
ジルとスイスのケーブル局でＮＨＫワールドＴＶの再送
信を開始しました（合計7万世帯）。22年1月には、スリ
ランカでの衛星放送（15万世帯）、タイのケーブルテレビ
協会（30万世帯）など、2月にはアフリカで50か国をカ
バーする衛星放送（90万世帯）などで再送信が始まりま
した。
　こうした取り組みの結果、世界でＮＨＫワールドＴＶ
の24時間視聴可能世帯は、1億2,500万世帯となりま
した。これに加えて、1月に全米主要25都市の非商業放
送局等で、1日4時間、ＮＨＫワールドＴＶ番組の放送

（2,800万世帯）が始まりました。

インターネットによる配信の充実

　英語ニュース番組と権利処理が可能な英語番組につい
て、「ＮＨＫワールド・オンライン」の中で放送と同時に動
画配信を実施しました。また、項目ニュースについては、英
語では動画配信を、他の16言語ではテキストと音声によ
る配信を実施しました。中国語・ポルトガル語では動画に
よる企画ニュースも配信を実施しました。
　ＮＨＫワールドＴＶの番組表から個別番組を紹介する
ページへのアクセスを容易にしたのをはじめ、これまでよ
り高速・高画質の動画再送信を開始しました。これにより、
パソコンの通常サイズのモニターの全画面表示で、ＮＨＫ
ワールドＴＶのインターネット同時再送信を見ることが
可能になりました。

　11月～12月には、放送とホームページの連動により
双方への接触向上を図る試みとして、ホームページ上
でＮＨＫワールドＴＶ番組の人気投票企画「Viewer’s 
Choice」を行いました。2月からはホームページでの
英語ニュース・番組の放送同時配信に加え、多機能端末

（iPhone）への配信も始まりました。
　こうしたことから、21年度末までの累計のアクセス数
は、およそ7,800万ページビューとなりました。

0 5,000万 1億 1億5,000万
平成
20年3月

6月

9月

12月

21年3月

6月

9月

12月

22年3月

（世帯）

エクアドル、ラトビア

スリランカ、タイ、フィリピン、アフリカ

スイス、トルコ、グァム、ブラジル

ケニア、フランス、イスラエル

1億2,500万世帯

《ＮＨＫワールドＴＶ視聴可能世帯数》

《受信環境整備地域》

■ 平成21年度末まで　■ 平成22年度以降（予定）

国際放送のホームページ「ＮＨＫワールド・オンライン」

0

2,000

4,000

6,000

8,000
（万PV）

18平成 19 20 21（年度）

7,800万ページビュー

《ＮＨＫワールド・オンラインへのアクセス数》
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■送信設備の着実な整備

①デジタル中継局の整備
　21年度は、625局のデジタル中継局を整備、606局を

開局し、年間目標の600局の整備を達成しました。21年

度末までの累計では1,422局の整備を終え、うち1,391

局が開局しました。これにより、中継局からの電波による

世帯カバー率は97.5％となりました。

　22年度は、中継局ロードマップ計画に基づいて、12月

末までに残り約680局を整備し、中継局からの電波によ

る世帯カバー率98％を達成します。このほか、難視解消

に向けた送信対策にも取り組んでいきます。

②ＮＨＫ共聴施設のデジタル化
　ＮＨＫが地元の視聴世帯と共同で設置し運用する

ＮＨＫ共聴施設については、21年度中に、デジタル化改修

と自治体ケーブルテレビへの移行などにより、1,974施

設のデジタル化を完了し、年間目標の1,600施設を上回

りました。この結果、全国に約7,800施設あるNHK共聴

のうち、69％にあたる5,364施設のデジタル化が完了し

ました。残りの約2,430施設については、22年度末まで

に計画どおりデジタ

ル化を完了します。

方針6 円滑な完全デジタル化に向けて
重点的に取り組みます。

　地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、21年度は送信設備の整備を着実に進めました。この結果、中
継局と共聴施設を合わせた世帯カバー率は、計画どおり98.6％となりました。22年度末には、99.5％まで
拡大します。残りの0.5％の世帯についても、「暫定的な衛星利用による難視聴対策」（衛星セーフティネッ
ト）を利用して、デジタル放送を全国あまねくお届けできるようにします。

完全デジタル化への取り組みの達成状況

親局

個別受信 ケーブルテレビ

集合住宅共聴
ビル陰

放送局
放送衛星

②ＮＨＫ共聴施設

③自主共聴施設①デジタル中継局

⑤衛星
　セーフティネット

④受信障害対策共聴

中継局整備工事

デジタル中継局
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■受信環境整備への支援

③自主共聴施設のデジタル化への支援
　地元の視聴世帯が共同で設置し運用する自主共聴施設

は、全国に約1万3,000施設あります。このデジタル化を

促進するために必要な技術的支援を行うとともに、ＮＨＫ

は平成20年11月に総務大臣認可を受けて、施設の整備

等に必要な経費の一部を助成する業務を実施していま

す。21年度はＮＨＫの助成条件を満たした1,100施設に

経費助成を行いました。これにより、21年度末までに、ケ

ーブルテレビへの移行を含めて、全体の約53％にあたる

約6,900施設のデジタル化が完了しました。22年度末ま

でに、すべての自主共聴のデジタル化対応が完了するよ

うに引き続き支援を行っていきます。

④ 都市部の受信障害対策共聴等への対応
　受信環境については、都市部のビル陰などの受信障害

対策共聴やマンションなどの集合住宅共聴のデジタル化

の遅れが大きな課題となっています。このため21年度

は、全国約5万の受信障害対策共聴を対象に、地上デジタ

ル放送の伝送が可能かなどの実態を把握するために技術

調査を実施しました。この調査結果を総務省テレビ受信

者支援センター（デジサポ）に提供し、デジタル化促進の

活動に協力しました。

⑤衛星セーフティネットの利用
　23年7月24日のアナログ放送終了までにデジタル放

送を受信できない「新たな難視世帯」を救済するため、衛

星を使って地上デジタル放送を再送信する衛星セーフテ

ィネットの運用が22年3月から開始されました。ＮＨＫ

は実施主体のデジタル放送推進協会（Dpa）や受託事業者

のB-SAT社に技術支援を行うとともに、全国地上デジタ

ル放送推進協議会が対象地区を特定するホワイトリスト

の作成に協力しています。なお、22年1月には第1次のホ

ワイトリスト（55地区・約5,400世帯）が公表されていま

すが、今後も順次公表されることになっています。

■ デジタル放送普及とアナログ放送終了
に向けた周知広報の強化

　デジタル放送の日（12月1日）やバンクーバーオリンピ

ックに合わせ、デジタル周知広報番組「デジタルＱ」や地

デジＰＲのスポットなどを集中編成するとともに、ビル陰

共聴や集合住宅共聴のデジタル化への対応策をプレマッ

プで放送するなど、デジタル放送の普及や受信設備のデ

ジタル移行を促進するための周知広報を展開しました。ま

た、各地の放送局では、地域の実情に即した周知広報番組

を放送するなどの活動に取り組みました。

　ＮＨＫホームページに新たに「ＮＨＫデジタルサイト」

を開設し、広報番組などをストリーミング配信するなど多

角的にデジタル化に関する情報を伝えました。

　また、22年度の新番組スタートに合わせ、アナログ放

送のテレビ画面のレターボックス化を進めるとともに、画

面上下の黒い部分を活用して文字スーパーでアナログ放

送終了をお知らせするなど、デジタル放送への移行に向

けた取り組みをさらに強化していきます。

受信障害対策共聴イメージ（ビル陰の場合）

「ＮＨＫデジタルサイト」
http://www.nhk.or.jp/digital/

デジタル混信調査
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■番組制作・編成の最適化に向けた改革
　新年度の番組改定で、番組制作に必要なヒト（要員）、モ

ノ（制作設備）、カネ（番組単価）を同時に把握できるように

するため、本部制作の新設番組はトータルコストを記入し

た番組制作プランニング表の提出を義務づけました。22

年度番組改定では、このプランニング表をもとに、番組の

ねらいに沿って要員・予算・リソースを検討し、番組改定

と単価の決定を初めて同時に行いました。この結果、編成

のねらいに沿って経営資源を重点配分することができ、コ

スト管理手法としても大変有効でした。

■グループ経営の最適化
子会社等の再編・統合

　子会社等の再編・統合について、ＮＨＫとの間や子会社

等の間での業務の仕分けをさらに徹底し、子会社等の位

置づけを明確にして計画的に進めました。21年4月に報

道分野の㈱ＮＨＫ情報ネットワークと㈱日本文字放送が

合併し、㈱ＮＨＫグローバルメディアサービスとして発足

しました。これにより、ニュース系のデジタルコンテンツ

の制作業務を一元的に行う体制が整備されました。また、

会館などの管理業務を行う㈱ＮＨＫ共同ビジネスと事務

支援業務を行う㈱ＮＨＫオフィス企画が合併し、ＮＨＫグ

ループの総合的な業務支援会社㈱ＮＨＫビジネスクリエ

イトが発足しました。この結果、子会社数は15社となりま

した。6月には、関連会社であるＮＨＫ名古屋ビルシステ

ムズを解散しました。

■経営資源のシフト
　21年度は、放送サービスの質をより高めるため、構造改

革の推進によって放送部門に経営資源（ヒト・モノ・カネ）

をシフトし、取材・制作体制を強化しました。

　要員面では、放送の体制

強化として55人の増員、技

術・営業・事務の体制見直し

として85人の減員を実施

し、「報道・ジャーナリズム

の強化」や「多メディア展開

（“3-Screens”）」、「地域の

取材・制作体制の強化」など

を行いました。

　予算では、技術・営業・事

務の経費を抑制し、報道取

材や番組制作、コンテンツ

の多メディア展開などの放送に重点配分しました。こうし

た取り組みにより、放送サービスの充実が図られ、視聴者

層拡大に効果を上げつつあります。

　22年度も取材・制作部門に

経営資源をシフトして放送サ

ービスの充実を図るとともに、

効率的な体制の構築に取り組

んでいきます。

方針7 構造改革を推し進め効率的な体制で
受信料の価値をより大きくします。

　取材・制作現場に経営資源をシフトし放送サービスの充実を図るとともに、効率的な体制に移行する構造
改革に取り組み、視聴者のみなさまにとって受信料の価値をより大きくするよう努めました。「コストに見合
う成果」のＶＦＭ（Value for Money）を向上させる目標については、21年度は1.71となり、19年度の
1.66より向上しました。

	 	 	 ＮＨＫが生み出した価値額＊	 	 11,226億円
	 ＶＦＭ	＝	 ────────────────	 ＝	───────	＝	 1.71
	 	 	 ＮＨＫの事業支出額	 	 6,575億円

 ＊ 「ＮＨＫが生み出した価値額」は、視聴者のみなさまが「ＮＨＫの放送・サービスにいくらまでなら支払ってもよいか」という「支払意思額」
（WTP ： Willingness to Pay）の合計です。第三者機関の「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」の21年度の調査では、「地上放送」のWTP
は、月額1,922円（地上契約の受信料月額は1,345円）、「衛星放送」のWTPは月額1,269円（衛星付加受信料月額は945円）でした。

受信料の価値向上の達成状況

《人員のシフト》
〔放送〕

〔営業〕

〔管理〕

〔技術〕

＋55

▲18

▲60

▲7

（純減▲30人）
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　また、22年4月に向けて国際関係業務を行う子会社等

の再編・統合の検討を進めました。関連公益法人の見直し

の検討も進め、22年4月に㈶ＮＨＫ交響楽団が公益財団

法人に移行することになりました。

ＮＨＫと子会社等との取り引き

　ＮＨＫと子会社等の取り引きについて、番組制作関連で

は、子会社等と番組制作会社の競争を推進するため、企画

提案段階からの競争を導入しました。21年度は、番組制

作会社向けの「企画競争番組の公募」のホームページを刷

新し、審査のプロセスを明示することで、企画競争の透明

性・公平性をより高めました。ドラマや定時番組・特集番

組・ワンセグ独自番組などを対象に、計23回の企画競争

の募集を行い、149本の番組を放送しました。企画競争番

組の定時化は、20年度の3番組から21年度は7番組に

増加しました。委託番組に対する企画競争の編成比率は

1%未満で、企画競争推進の目標（5年で委託番組の25～

30％程度）の達成に向けてさらに努力していきます。

　番組制作関連以外では、渋谷の放送センター受付業務や

制作フロア運用業務、共同受信施設の緊急故障修理・点検

調査等の保守業務などを競争契約に移行し、子会社等との

取り引きの競争拡大に取り組んだ結果、21年度の競争契

約率は年間目標の31％を達成する見込みとなりました。

副次収入と子会社からの配当金

　21年度の副次収入は、ＤＶＤやＣＤなどの映像・音声

パッケージ商品の売上減や自治体等からのイベント受注

減、出版不況等の影響で、年間目標の105億円を下回って

84億円にとどまりました。20年度決算に基づく子会社の

配当額は、目標の25億円を上回って30億円（うちＮＨＫ

受取配当金17億円）となりました。

　18年度からの４年間で、子会社が実施した配当は総額

186億円で、このうちＮＨＫの受取配当金は126億円と

なり、ＮＨＫ財政に大きく貢献しています。

■年金制度改革と転籍運用見直し
　確定拠出年金の導入を柱とする年金制度改革を22年

度から実施することを決定しました。また、ＮＨＫでの専

門能力の活用を図るため、ＮＨＫから子会社等への転籍を

縮減しました。

0

20

40

60

80

100
（億円）

17平成 18 19 20 21（年度）

89 88 8892
84

《副次収入》

0

20

40

60

80
（億円）

17平成 18 19 20 21（年度）

9

49

73

33 30

《子会社の配当総額》

子　会　社 関連公益法人等
㈱ＮＨＫエンタープライズ
NHK Enterprises America, Inc.
NHK Enterprises Europe Ltd.
㈱ＮＨＫエデュケーショナル
㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス ※1

㈱日本国際放送
㈱ＮＨＫプラネット
㈱ＮＨＫプロモーション
㈱ＮＨＫアート
㈱ＮＨＫメディアテクノロジー

㈱日本放送出版協会
㈱ＮＨＫビジネスクリエイト ※2

㈱ＮＨＫアイテック
㈱ＮＨＫ文化センター
ＮＨＫ営業サービス㈱

㈶ＮＨＫサービスセンター
㈶ＮＨＫインターナショナル
㈶ＮＨＫエンジニアリングサービス
㈶ＮＨＫ放送研修センター
㈻日本放送協会学園
㈶ＮＨＫ交響楽団 ※3

（福）ＮＨＫ厚生文化事業団

（福利厚生団体）
日本放送協会健康保険組合
㈶日本放送協会共済会

このほか、関連会社5社
※1　平成21年4月　㈱ＮＨＫ情報ネットワークと㈱日本文字放送が統合
※2　平成21年4月　㈱ＮＨＫ共同ビジネスと㈱ＮＨＫオフィス企画が統合
※3　平成22年4月　公益財団法人に移行

《子会社等　一覧》
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■受信料の契約増加と収入確保
　契約総数については、契約・収納活動を強化するための

10項目の追加施策に加え、大量移動期の早期契約や新社

会人・新入学生を対象にした契約活動の強化、年末や年度

末における全国一斉の集中対策期間の設定など、契約増

加をめざして様々な施策に取り組みました。しかし、長引

く景気低迷の影響で、当初4万件と見込んでいた全額免

除の増加件数（有料契約から無料契約への切り替え）が、

想定を大きく上回る18万件となりました。こうした要因

により、契約総数は年間増加目標の30万件に対して23

万件の増加にとどまり、21年度末の契約総数は3,685万

件となりました。

　衛星契約については、デジタル機器の普及に伴い、新規

契約や衛星契約への変更を勧奨する活動を強化したこと

や、ケーブルテレビ事業者・電器店・量販店等との連携強

化に取り組んだことなどから、年間増加目標の60万件を

上回って69万件の増加となり、21年度末の衛星契約数

は1,456万件となりました。

　一方、受信料収入は、21年度予算で前年度実績に比べ

104億円増の6,490億円としていましたが、年度末では

56億円増の6,442億円となりました。

　収入の増減を要因別で見ると、契約総数・衛星契約の増

加と未収削減等による増収額は175億円となりました。

しかし、厳しい経済状況のもとで口座振替率や継続振込

率が低下したことや全額免除となる生活保護世帯や市町

村民税非課税の障害者世帯が増加したこと、事業所割引

や家族割引の減収額が当初の見込みを上回ったことなど

による減収額が119億円となりました。この結果、増収分

の175億円から減収分の119億円が相殺されて、全体で

56億円の増加となりました。

　営業経費率は、景気低迷などの影響で受信料収入が予

算を下回ったことや、契約・収納活動の強化に向けた追加

施策を実施したことから、21年度末で11.9％となり、年

間目標の11.5％には至りませんでした。

方針8 受信料を公平に負担していただくための
取り組みを強化します。

　地域スタッフのパワーシフトなどにより契約・収納活動を強化した結果、21年度の年間目標としていた受
信料の支払率72.2％は達成できました。営業経費率については、景気低迷などの影響で受信料収入が予算
を下回ったことや、契約・収納活動の強化に向けた追加施策を実施したことから、21年度末で11.9％とな
り、年間目標の11.5％には至りませんでした。

受信料の支払率向上と営業経費率縮減の達成状況
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《契約総数と衛星契約の推移》
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■支払率向上の主な取り組み
地域スタッフのパワーシフト

　訪問集金の廃止（平成20年10月）に伴い、21年度は地

域スタッフを5,400人から5,100人に削減して効率化を

図るとともに、従来の収納業務から契約・未収対策にパワ

ーシフトしました。

　この結果、地域スタッフ1人当たりの契約取次数は、契

約総数が対前年度比103％、衛星契約が対前年度比120

％となり、着実にパワーシフトの効果が表れています。

外部委託の推進

　平成21年2月から、外部パワーを活用した契約・収納

活動の強化と営業経費の削減をめざし、東京都荒川区、神

奈川県厚木市の一部、大阪府大阪市天王寺区・生野区の3

地域について、公開競争入札による業務委託を開始しま

した。21年度の実績としては、契約総数・衛星契約・収納

など多くの項目で目標を上回る業績を確保し、一定の効果

が上がっています。

　また、21年6月から開始した小規模な地域を対象とし

たエリア型の法人委託については、ＮＨＫの公開ホーム

ページを活用した募集や各地域拠点局の独自の募集によ

り、年度末の時点で業務委託契約を結んでいる事業者が

35社となり、外部委託が進んでいます。

事業所割引や業界団体取りまとめの活用

　平成21年2月から開始した事業所割引制度の適用件

数は、21年度に34万件増加し、累計で適用対象の約70

％にあたる103万件となりました。今後は、テレビ設置台

数の契約率が低い事業所への契約勧奨を強化していきま

す。また、21年4月から開始したホテル・旅館の宿泊業界

5団体による契約・収納の取りまとめと、10月から開始し

た病院向けテレビリース事業者の団体による取りまとめ

の件数は、21年度末で32万件となりました。

受信確認メッセージの活用強化

　21年3月から衛星デジタル放送の受信確認メッセージ

の画面表示面積を拡大したほか、10月からメッセージの

表示内容の改善や消去受付体制の強化を図りました。

　こうした取り組みにより、メッセージ消去の応答率が高

まり、受付件数が増加しました。21年度の電話による受付

件数は前年度比40％増加して175万件、ホームページに

よる受付件数は前年度比35％増加して71万件となりま

した。今後も未契約者へのメッセージの再表示など、有効

な活用方法を検討していきます。

未収者や未契約者への民事手続き

　支払いが滞っている契約者への支払督促の申立てにつ

いては、21年度末までに全国36都道府県で実施し、総

件数が841件となりました。このうち、77％は解決済み

となり、支払いを再開していただきました。また、窓口変

更手続きについては、21年度に3,273件実施し、累計で

5,060件となりました。22年度は、支払督促の申立てを

全ての都道府県に拡大していきます。

　また、未契約者に対する民事手続きについては、21年

6月に未契約の事業所1社に対して、受信契約の締結と受

信料の支払いを求める民事訴訟を提起しましたが、相手

先から全設置台数の契約締結と受信料の支払いを受けた

ため、訴訟を取り下げました。

《メッセージ消去受付件数》

インターネット
年間	71万件
（35％増）

電話
年間	175万件
（40％増）

《受信確認メッセージ》
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■  放送やイベントによる 
環境問題への取り組み

　21年度は、前年度に引き続き「地球エコ 環境キャンペ

ーン」に取り組み、その一環として環境特集番組「SAVE 

THE FUTURE」を6月と12月に放送しました。6月は

20日、21日の2日間、約15時間にわたって生放送し、全

国の環境ＮＰＯの活動を紹介したり、アニメ「川の光」を

放送しました。また、照明を消してキャンドルを灯そうと

いうキャンドルナイトを番組で呼びかけるなど、幅広い層

に環境問題を丁寧に多角的に伝えました。

　12月は、デンマークで開かれたＣＯＰ15（気候変動枠

組条約第15回締約国会議）の最終日に合わせ、環境特集

番組「SAVE THE FUTURE 『科学者ライブ グリーン・

エコノミーで未来を築け』」を放送し、環境問題の現状と

世界の取り組みをわかりやすく伝えました。

　また、7月22日には、総合テレビで「地球エコ ２００９ 

体感！４６年ぶりの皆既日食」を放送しました。皆既日食

は、国内4か所から生中継し、硫黄島からは超高速インタ

ーネットを使用して臨場感あふれるハイビジョン映像を

送りました。

　さらに、地球温暖化問題をはじめ、産業廃棄物、自然や

動植物の保護、リサイクル、省エネ対策など、数多くの課

題をニュースや番組で取り上げました。

方針9 環境経営に着実に取り組みます。

　地球温暖化をはじめとする環境問題をニュース・番組・イベントなどで積極的に取り上げるとともに、
ＮＨＫが自ら排出するＣＯ₂削減をめざして環境経営に着実に取り組みました。ＮＨＫは、平成20年度か
ら5か年の「ＮＨＫ環境自主行動計画」で、24年度にエネルギー消費原単位（ＣＯ₂総排出量／有形固定資
産総額）を基準年の18年度比で12％改善する目標を掲げています。21年度は5％改善しました。

18 （基準年）平成 20 21 22 23 24 （年度）

0.261
0.251 0.252

0.245 0.248
0.240

0.235
0.229

5%改善 目標
12%
改善

目標 実績

《エネルギー消費原単位》

ＣＯ₂排出削減の達成状況

科学者ライブ
（12月）

キャンドルナイト
（6月）
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　これらの取り組みは、「ＮＨＫならではの公共的なキャ

ンペーンで、期待している」という声が寄せられるなど、

視聴者の関心に応えるとともに、環境問題を身近に感じ

ていただくことができました。

■ エネルギー消費量、事業系廃棄物の削減
　「ＮＨＫ環境自主行動計画」のアクションプランに基づ

き、「放送休止・停波時間の拡大」「省エネ管理システムの

導入」「放送センター・放送局の太陽光発電システムの設

置」「新放送会館の省エネ化」など、自ら排出するＣＯ₂や

事業系廃棄物の削減にも積極的に取り組みました。

放送休止・停波時間の拡大

　教育テレビとラジオ第2放送で夜間の放送休止時間を

拡大するとともに、放送休止時間帯の停波をアナログ教

育テレビで1日あたり4分拡大して2時間21分、ラジオ

第2放送で9分拡大して4時間36分実施しました。デジ

タル教育テレビも東名阪エリアで放送休止時間帯の停波

を開始しました。

省エネ管理システム

　省エネ管理システムは、東京・放送センターや放送局の

主な電力量の使用状況を把握し、「見える化」によって省

エネを推進するもので、21年度は22局（拠点局2、放送

局20）の整備を完了し、運用を開始しました。22年度は、

さらに29局を整備し、新放送会館建設にあわせて整備す

る千葉放送局と甲府放送局を除く全国すべての放送局で

運用できるようにします。システム整備後は、本部での一

元管理により、ＮＨＫ全体の効果的な省エネ施策を推進し

ていきます。

新放送会館の省エネ化

　横浜放送局の新会館は太陽光発電システムや外気活用

などの自然エネルギー利用、屋上・敷地内緑化、空調制御

技術の導入など環境に配慮した建設を進めています。

　千葉放送局と甲府放送局の新会館は、ＣＯ₂排出量の

30％削減を目指して取り組んでいます。

太陽光発電システム

　21年度から5年をかけて東京・放送センターに440kW

の発電システムを整備します。21年度は40kWの工事が

完了しました。また、8放送局で10kW発電システムの整備

を完了しました。さらに、菖蒲久喜ラジオ放送所への太陽光

発電システムの導入についても、ラジオ放送に支障のない

ことが確認できたため、12kW発電システムを整備しまし

た。今後、さらに大規模なシステム導入を検討します。

事業系廃棄物の削減

　番組セット機材の共有化やイベントセットを繰り返し

使用する取り組みや、コピー用紙の使用量抑止やダンボ

ール箱の再利用等による紙ごみの発生抑止に努めたこと

などから、東京・放送センターの廃棄物総量は前年度に比

べて9.7％減の1,945トン、紙ごみは2.57％減の862ト

ンとなりました。

■環境マネジメントの推進
　6月と12月を「環境経営強化月間」として、6月は環境

経営への意識啓発のための周知活動、12月は渋谷・放送

センターで「環境経営セミナー」と「環境経営特別展」を

実施し、職員の環境経営に対する意識

向上を図りました。また、21年度の環

境活動を取りまとめた「ＮＨＫ環境報

告書2010」を22年7月に発行し、ホ

ームページに掲載するなど視聴者への

情報開示に努めます。

《太陽光発電システム》
（帯広放送局）

《新放送会館の省エネ化》
（千葉放送局）
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収支決算

「前年度決算との比較」
【一般勘定】�

20年度 21年度 増減
事業収入 6,644 6,699 54
受信料 6,386 6,442 56
交付金収入 33 37 4
副次収入 88 84 △4
財務収入 95 57 △38
雑収入 24 28 4
特別収入 16 48 31

事業支出 6,368 6,575 206
　事業運営費 5,483 5,622 138
国内放送費 2,726 2,746 20
国際放送費 106 119 12
契約収納費 593 602 8
受信対策費 16 77 61
広報費 34 37 3
調査研究費 99 86 △12
給与 1,244 1,223 △20
退職手当・厚生費 540 608 68
共通管理費 122 119 △2

　減価償却費等 885 952 67
減価償却費 697 749 51
財務費 155 160 4
特別支出 31 42 10

事業収支差金 275 124 △151

20年度末
繰越金

21年度
増減

年度内使用 年度内発生 年度末残高
財務安定のための繰越金 1,166 △29 124 1,260 94

【参考：衛星放送に係る収入と経費】
20年度 21年度 増減

衛星放送に係る収入 1,341 1,395 54
衛星付加受信料 1,340 1,394 54
副次収入 0.7 0.9 0.2

衛星放送の実施に要する経費 1,274 1,306 31
事業運営費 1,136 1,178 41
減価償却費 116 105 △10
財務費 21 22 1

差額 66 88 22

（単位：億円）
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（億円） 《受信料収入》

《受信契約等の年度内増減》
区　　　分 20年度実績 21年度実績 21年度末件数

受信契約件数 22万件 23万件 3,685万件

うち衛星契約 53万件 69万件 1,456万件

未収削減 △ 25万件 △ 12万件 231万件

　 （事業収支のポイント）
● 事業収入は、受信契約件数・衛星契約の増加や未収削減に

伴う受信料の増等により、前年比54億円増加の6,699億
円となりました。

● 事業支出は、放送サービスの充実とデジタル化対応経費
の増等により、前年比206億円増加の6,575億円となり
ました。

● 事業収支差金は、124億円となり、全額を財政安定のため
の財源として繰越します。

0

4,500

5,000
（億円）

15平成 16 17 18 19 2120 （年度）

4,8234,809

4,571 4,555 4,565

4,711

4,825

《国内放送番組の制作と送出に係る経費の推移》

4.平成21年度決算

（　）内は構成比率
注 業務別の物件費に人件費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したものです。
　  「国内放送番組の制作と送出」4,825億円（※）は、テレビ５波の番組制作費の

ほか、ラジオ番組の制作費や電波の伝送経費、各番組に必要な共通経費で構成
されています。

21年度
事業支出
6,575億円

財務費、特別支出　203億円（3.1%）

国内放送番組の制作と送出※
4,825億円（73.4%）

国際放送番組の制作と送出
167億円（2.5%）

受信契約および受信料の収納
769億円（11.7%）

受信サービス活動　123億円（1.9%）

広報活動　48億円（0.7%）

番組および技術の調査研究
　182億円（2.8%）

事業の管理　254億円（3.9%）

《業務別決算（トータルコスト）》
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《建設費》

「予算との比較」
【一般勘定】�

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額
当初額 予算総則に

基づく増減額 合計

事業収入 6,699 1 6,701 6,699 1
受信料 6,490 - 6,490 6,442 47
交付金収入 37 - 37 37 △0.7
副次収入 105 1 106 84 22
財務収入 46 - 46 57 △10
雑収入 5 - 5 28 △23
特別収入 15 - 15 48 △33

事業支出 6,728 1 6,730 6,575 154
　事業運営費 5,795 △47 5,747 5,622 124
国内放送費 2,858 △23 2,835 2,746 88
国際放送費 129 - 129 119 10
契約収納費 579 23 602 602 0.5
受信対策費 131 △42 89 77 12
広報費 38 - 38 37 0.9
調査研究費 96 △5 90 86 3
給与 1,279 △54 1,225 1,223 2
退職手当・厚生費 554 54 609 608 0.3
共通管理費 126 - 126 119 6

　減価償却費等 933 49 982 952 30
減価償却費 726 23 749 749 0.03
財務費 149 11 160 160 0
特別支出 27 14 42 42 0.01
予備費 30 - 30 - 30

事業収支差金 △29 - △29 124 △153

資本収支
予　算　額

決算額
予算総則
5条1項
繰越額

予算残額
当初額 予算総則に

基づく増減額 合計

資本収入 917 20 938 866 18 53
前期繰越金受入れ 97 - 97 29 - 67
減価償却資金受入れ 726 - 726 749 - △23
資産受入れ 33 15 49 27 18 2
放送債券償還積立資産戻入れ 60 - 60 60 - -
長期借入金 - 5 5 - - 5

資本支出 888 20 909 866 18 24
建設費 802 20 822 783 18 20
出資 1 - 1 - - 1
放送債券償還積立資産繰入れ 20 - 20 20 - -
放送債券償還金 60 - 60 60 - -
長期借入金返還金 5 - 5 3 - 2

資本収支差金 29 - 29 - - 29

【番組アーカイブ業務勘定】

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額
当初額 予算総則に

基づく増減額 合計

事業収入 23 - 23 3 19
視聴料収入 22 - 22 2 19
財務収入 0.7 - 0.7 0.9 △0.1
雑収入 - - - 0 △0 

事業支出 40 - 40 25 14
既放送番組配信費 34 △0.06 34 20 13
広報費 3 - 3 2 0.5
給与 1 - 1 1 0.04
退職手当・厚生費 0.4 0.06 0.5 0.5 0 
共通管理費 0.5 - 0.5 0.3 0.2
減価償却費 0.4 - 0.4 0.2 0.1

事業収支差金 △16 - △16 △21 5

資本収支
予　算　額

決算額 予算残額
当初額 予算総則に

基づく増減額 合　計

資本収入 0.4 - 0.4 0.2 0.1
資本支出 0.4 - 0.4 0.2 0.1
資本収支差金 - - - - -

【受託業務等勘定】

事業収支
予　算　額

決算額 予算残額
当初額 予算総則に�

基づく増減額 合　計

事業収入 15 - 15 15 0.2
事業支出 13 - 13 12 0.1
事業収支差金 2 - 2 2 0.03

（単位：億円）

音楽・劇場公演 
210億円（6.9%）

合　計
3,033億円

ニュース・報道
951億円
（31.4%）

情報・
ドキュメンタリー
514億円
（17.0%）

スポーツ
397億円
（13.1%）

ドラマ
276億円
（9.1%）

教養
245億円（8.1%）

趣味・実用　59億円（2.0%）映画・アニメ　91億円（3.0%）
教育　127億円（4.2%）

バラエティ  　　
　158億円（5.2%）

テレビ５波の番組制作に要した経費（人件費・減価償却費を含めたトータルコスト）
3,033億円をジャンル・費目別にグラフに示すと下記のようになります。

《番組制作費（トータルコスト）内訳　ジャンル別》

合　計
3,033億円

その他　306億円（10.1%）

出演・委嘱・
放送権料
522億円（17.2%）

制作諸費（取材・ロケ等）
334億円（11.0%）

人件費
976億円
（32.2%）

物件費
1,887億円
（62.2%）

減価償却費　169億円（5.6%）

制作諸費（編集・
　  音響効果等）
168億円（5.5%）

美術費　
154億円（5.1%）

回線料　
51億円（1.7%）

委託要員費　318億円（10.5%）外部設備経費　32億円（1.1%）

《番組制作費（トータルコスト）内訳　費目別》
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《個別財務諸表》
　 一般勘定、番組アーカイブ業務勘定、受託業務等勘定を

合わせたNHK全体の財務諸表

　  〈損益計算書のポイント〉
● 経常事業収入は、受信契約件数の増加等に伴う受信料の増加

等により、前年度比34億円増加の6,658億円となりました。
● 経常事業支出は、テレビジョン放送の完全デジタル化対応に

伴う受信対策費の増加や放送サービスの充実に伴う国内放
送費の増加等により、前年度比177億円増加の6,487億円
となりました。

● 事業収支剰余金は、前年度比126億円減少の102億円とな
りました。

【損益計算書】�
20年度 21年度 増減

経常事業収支
経常事業収入 6,624 6,658 34
　受信料 6,494 6,533 39
　副次収入等 129 124 △4
経常事業支出 6,309 6,487 177
　事業運営費 5,504 5,647 142
　減価償却費 697 749 51
　未収受信料欠損償却費 107 90 △17

　経常事業収支差金 314 170 △143
経常事業外収支
　財務収入等 119 85 △33
　財務費 155 160 4

　経常事業外収支差金 △36 △74 △38
　経常収支差金 278 96 △181
特別収支
　特別収入 16 48 31
　特別支出 31 42 10

　当期事業収支差金 262 102 △160
　　資本支出充当 33 - △33
　事業収支剰余金 229 102 △126

　  〈貸借対照表のポイント〉
● 資産合計は、固定資産の増加等により、前年度末比277億円

増加の8,502億円となりました。
● 外部資金の残高は、前年度末比63億円減少の200億円とな

りました。

【貸借対照表】
20年度末 21年度末 増減

資　　産 8,224 8,502 277
流動資産 1,852 1,955 102
　　現金預金・有価証券 1,568 1,687 119
　　受信料未収金 52 58 6
　　その他の流動資産　 231 208 △22
固定資産 6,237 6,452 215
　　有形・無形固定資産 4,358 4,363 4
　　長期保有有価証券 1,747 1,953 206
　　出資等　　　　　　 131 135 4
特定資産 134 94 △40
　放送債券償還積立資産 134 94 △40

資産合計 8,224 8,502 277

負　　債 2,732 2,907 175
流動負債 1,954 2,088 134
　　１年以内に返済・償還する長期借入金・放送債券 63 100 36
　　受信料前受金 1,198 1,214 16
　　その他の流動負債　　　　　　 692 773 80
固定負債 777 819 41
　　放送債券 200 100 △100
　　退職給付引当金 333 513 179
　　その他の固定負債　　　 243 205 △38

純 資 産 5,492 5,594 102
承継資本・固定資産充当資本 4,305 4,368 63
剰余金 1,187 1,225 38

負債・純資産合計 8,224 8,502 277

財務の状況

（単位：億円）
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【資本等変動計算書】
資本

純資産
合計承継資本 固定資産

充当資本
剰余金
繰越剰余金

前期末残高 1 4,303 1,187 5,492
　当期変動額
　　資本支出充当 - 63 △63 -
　　当期事業収支差金 - - 102 102
当期変動額合計 - 63 38 102
当期末残高 1 4,366 1,225 5,594

【キャッシュ・フロー計算書】
20年度 21年度 増減

事業活動によるキャッシュ・フロー 936 1,015 78
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003 △1,251 △247
財務活動によるキャッシュ・フロー △13 △72 △58
現金及び現金同等物の増減額 △81 △308 △227
現金及び現金同等物の期首残高 1,313 1,232 △81
現金及び現金同等物の期末残高 1,232 923 △308

※詳しくは、
　ＮＨＫのホームページでご覧になれます。

   http://www.nhk.or.jp/pr/
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《連結財務諸表》

　  〈連結損益計算書のポイント〉
● 経常事業収入は、受信料、子会社の売上増加等により、前年度

比62億円増加の7,209億円となりました。
● 経常事業支出は、デジタル化対応経費の増加等により、前年

度比224億円増加の7,125億円となりました。
● 当期事業収支差金は、前年度比143億円減少の109億円と

なりました。

【連結損益計算書】�
20年度 21年度 増減

経常事業収支
経常事業収入 7,147 7,209 62
　受信料 6,187 6,222 35
　その他の経常事業収入 960 986 26
経常事業支出 6,900 7,125 224
　放送事業運営費 5,849 6,090 240
　未収受信料欠損償却費 107 90 △17
　その他の経常事業支出 943 943 0

　経常事業収支差金 246 83 △162
経常事業外収支
経常事業外収入 79 80 0
経常事業外支出 4 16 11

　経常収支差金 321 147 △173
特別収支
特別収入 18 49 31
特別支出 36 44 7

　税金等調整前当期事業収支差金 303 152 △150
　　法人税等 38 33 △4
　　少数株主利益 11 9 △1
　当期事業収支差金 253 109 △143

　  〈連結貸借対照表のポイント〉
● 資産合計は、有価証券の増加等により、前年度末比325億円

増加の9,639億円となりました。
● 負債合計は、退職給付引当金の増加等により、前年度末比

219億円増加の3,274億円となりました。

【連結貸借対照表】
20年度末 21年度末 増減

資　　産 9,313 9,639 325
流動資産 2,576 2,740 164
　　現金預金・有価証券 1,964 2,112 148
　　その他の流動資産　 611 627 16
固定資産 6,603 6,805 201
　　有形固定資産 4,431 4,365 △65
　　無形固定資産 51 116 64
　　出資その他の資産 2,120 2,323 202
特定資産 134 94 △40
　放送債券償還積立資産 134 94 △40

資産合計 9,313 9,639 325

負　　債 3,054 3,274 219
流動負債 2,151 2,316 164
　　１年以内に返済・償還する長期借入金・放送債券 63 102 38
　　受信料前受金 1,198 1,214 16
　　その他の流動負債　　　　　　 890 999 109
固定負債 903 957 54
　　放送債券・長期借入金 200 110 △90
　　退職給付引当金 449 627 177
　　その他の固定負債　　　 253 220 △32

純 資 産 6,259 6,365 106
資本 6,092 6,202 109
　　承継資本・固定資産充当資本 4,305 4,368 63
　　連結剰余金　　　　　　　　 1,787 1,834 46
評価・換算差額等 △2 △4 △2
少数株主持分 168 167 △0

負債・純資産合計 9,313 9,639 325

（単位：億円）
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【参考】

■連結子会社及び持分法適用会社� （平成22年3月31日現在）

連結子会社（15社） ㈱NHKビジネスクリエイト

㈱NHKエンタープライズ ㈱NHKアイテック

㈱NHKエデュケーショナル ㈱NHK文化センター

㈱NHKグローバルメディアサービス NHK営業サービス㈱

㈱日本国際放送 NHK�Enterprises�America,�Inc.

㈱NHKプラネット NHK�Enterprises�Europe�Ltd.

㈱NHKプロモーション

㈱NHKアート 持分法適用会社（2社）

㈱NHKメディアテクノロジー ㈱放送衛星システム

㈱日本放送出版協会 ㈱総合ビジョン

注  平成20年度まで連結子会社であった㈱NHK情報ネットワークと㈱日本文字放送
は、㈱NHK情報ネットワークを存続会社として平成21年4月1日付で合併し、同時
に商号を㈱NHKグローバルメディアサービスに変更しました。同じく平成20年度ま
で連結子会社であった、㈱NHK共同ビジネスと㈱NHKオフィス企画は、㈱NHK共
同ビジネスを存続会社として平成21年4月1日付で合併し、同時に商号を㈱NHKビ
ジネスクリエイトに変更しました。また、平成20年度まで持分法適用会社であった㈱
NHK名古屋ビルシステムズは、平成21年度において清算したため、持分法の適用範
囲から除いております。

【連結資本等変動計算書】
資　本 評価・換算

差額等
少数株主
持分

純資産
合　計

前期末残高 6,092 △2 168 6,259
　当期変動額
　　当期事業収支差金 109 - - 109
　　資本以外の項目の当期変動額 - △2 △0 △3
当期変動額合計 109 △2 △0 106
当期末残高 6,202 △4 167 6,365

【連結キャッシュ・フロー計算書】
20年度 21年度 増減

�事業活動によるキャッシュ・フロー 1,014 1,097 82
�投資活動によるキャッシュ・フロー △1,056 △1,323 △267
�財務活動によるキャッシュ・フロー △19 △66 △47
�現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 △0 
�現金及び現金同等物の増減額 △61 △293 △232
�現金及び現金同等物の期首残高 1,631 1,570 △61
�現金及び現金同等物の期末残高 1,570 1,277 △293
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　平成21年度は、3か年経営計画の初年度として、放送

をめぐる環境が激変する本格的なデジタル時代に向け、

諸計画を達成するための取り組みを確実に進める重要な

年度です。

　放送サービスにおいては、受信料で成り立つ公共放送

として放送の自主自律を堅持し、信頼できる情報や多様

で質の高いコンテンツを積極的に提供します。また、日本

や地球規模の課題に取り組む番組や地域放送の充実等に

力を注ぐとともに、国際放送による海外への情報発信の

強化に努めます。

　あわせて、組織の改革に全力を傾注し、視聴者からの信

頼を高めるとともに、構造改革を推し進め、取材・制作の

体制を強化し、効果的かつ効率的な業務運営を行います。

　協会の主たる財源である受信料については、公平負担

に向けた取り組みを強化し、公共放送を支える受信料制

度への理解を促進するとともに、一層効率的な契約収納

活動を推進します。

　円滑な完全デジタル化に向けて、デジタルテレビジョン

放送の普及に努めるとともに、本格的なデジタル時代の

新たなサービスの開発・充実を図ります。

事業計画の重点事項

⑴�　視聴者のみなさまの信頼を高めるため組織風土
改革に全力をあげます

　　①  視聴者本位の組織風土改革
　　②  「開かれたＮＨＫ」の実現
　　③  公共放送を担う人材の育成強化とコンプライアンスの徹

底

⑵�　日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあ
います

　　①  報道・ジャーナリズムの強化
　　②  高品質で、インパクト・競争力のある大型コンテンツの

提供
　　③  幅広い視聴者層に向けた多様で質の高い番組の充実
　　④  多様なニーズに対応する衛星デジタル放送の実施
　　⑤  視聴者の信頼と期待にこたえるための調査研究の推進

⑶�　放送・通信融合時代の新サービスで、公共放送の
役割を果たします

　　①  新サービス 「ＮＨＫオンデマンド」の充実
　　②  「いつでも、どこでも、もっと身近に」（ＮＨＫコンテンツ

の“３-Screens”展開）

　　③  放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発の推進

⑷�　地域を元気にするための拠点となります�
　　①  「放送局のちから」を発揮して、個性を引き出す放送・サー

ビスの展開
　　②  地域に密着した多様なサービス実現のための体制強化

⑸�　日本を、そしてアジアを、世界に伝えます�
　　①  国際放送による情報発信の強化
　　②  さまざまなメディアによる、効果的・効率的な海外発信
　　③  国際報道・国際放送の取材・制作体制の強化

⑹�　円滑な完全デジタル化に向けて重点的に取り組
みます

　　①  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
るよう対策を推進

　　②  デジタル難視聴対策など国や民放等と連携した受信環境
整備

⑺�　構造改革を推し進め�効率的な体制で�受信料の価
値をより大きくします

　　①  放送やサービスの充実に向けた構造改革の推進
　　② ＮＨＫグループ全体の経営の最適化
　　③  “３-Screens”の積極的展開による、受信料外収入の拡大

⑻�　受信料を公平に負担していただくための取り組み
を強化します

　　①  受信料の公平負担の徹底
　　② 一層の効率化による営業経費率の縮減

⑼�　環境経営に着実に取り組みます
　　①  放送やイベントにおける継続的かつ重点的な取り組み
　　② ＣＯ₂や事業系廃棄物の削減に向けた取り組み

建　設　計　画

・地上デジタル放送設備の整備

・�緊急報道や番組制作のためのハイビジョン放送設
備の整備

・衛星放送設備の整備

・放送番組設備の整備

・電波サービスの安定的確保のための整備

・地域放送会館の整備

・研究設備・一般整備等の整備

平成21年度事業計画
5.参　考
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　視聴者視点によるＮＨＫ評価は、ＮＨＫが視聴者の期
待にどのくらい応えているのか、公共放送としての役割を
果たしているかを客観的に評価し、“視聴者とＮＨＫをつ
なぐ”ことを目的としています。
　第三者機関である「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」
は、平成21年４月に会長の諮問機関として発足しました。
　前年度までの“約束”評価活動を引き継いで、より“視聴
者の視点”を重視した評価指標により、ＮＨＫの「放送の
信頼性」と「経営の信頼性」を、毎年定期的に診断すると
ともに、公共放送の価値の向上に向けた考察や提言を行
います。
　評価の方法は、全国の視聴者への面接調査、外部専門家

へのヒアリング、ＮＨＫ全職員へのアンケートなどから得
られた各種データーを、ＮＨＫから独立した立場で客観的
に分析し、評価指標ごとに1点から５点までの５段階で得
点化します。
　その結果をまとめた、２１年度の評価報告書は平成２２
年６月に公表します。そこで指摘された課題については、
平成23年度の事業計画にも反映させ、ＮＨＫの業務改革
につなげていきます。

視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会委員 （平成22年4月現在）

委員長 谷藤　悦史（早稲田大学政治経済学術院教授　専門は政治学）

委員長代行 江上　節子（武蔵大学社会学部教授　専門は情報メディアなどのサービス開発）

委　員 山内　弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授　専門は公共経済学）

視聴者視点によるＮＨＫ評価

・ 公共放送としてのNHKは、公共の利益に寄与すること
を目的に、視聴者からの受信料で放送サービスを提供
しており、視聴者からの信頼の上に成立している。この
観点から、NHKが視聴者から受ける評価の基本的な価
値として、「信頼性」をすえた。

・ 本委員会は、NHK会長の諮問機関として、NHKが提供
する放送サービスとそれを支えるNHK全体の活動を
評価する。このため、NHKが提供する放送サービスに
ついては「放送の信頼性」、下支えするNHK全体の活
動については「経営の信頼性」として評価を行う。

NHK評価指標（初年度版）の基本方針

■「放送の信頼性」と「経営の信頼性」の2本柱でNHKを評価する

・ 「放送の信頼性」の結果を評価する指標として「役に立
つ」、「親しまれる」、「社会への貢献」を置き、結果を担
保するプロセスの評価指標として、「独立性・公正さ」、

「質の高さ」を置く。

◉ 「独立性・公正さ」 ···  自主自律を守り、多様性、多元性の確保に努め
ているか

◉ 「質の高さ」 ············· 良質さと品位の実現に努めているか
◉ 「役に立つ」 ·············  情報が容易に得られ、生活の中で役に立ってい

るか
◉ 「親しまれる」·········· 幅広く親しみを持って利用されているか
◉ 「社会への貢献」 ····· 社会の様々な分野の発展に寄与しているか

・ NHKの経営の恒常的な側面を評価する指標として
「誠実さ・透明性」、「経済性・効率性・効果性」を置き、
中長期的な側面を評価する指標として「変化への対応
力・柔軟性」を置く。

◉ 「誠実さ・透明性」 ··················  意見や要望を受け止め、誠実に行動し、
説明責任を果たしているか

◉ 「経済性・効率性・効果性」 ····  より少ない経費で、より多くの成果を
挙げているか

◉ 「変化への対応力・柔軟性」 ···  視聴者の要望や環境の変化に、柔軟に
対応する体制やしくみとなっているか

NHK評価指標（初年度版）の構成要素

■「放送の信頼性」の５つの構成要素 ■「経営の信頼性」の3つの構成要素

NHKの評価指標および評価項目

結果を担保するプロセスの評価指標

放送の信頼性

独立性・公正さ
◎自主・自律
◎公平・公正
◎多様性を踏まえた編成

質の高さ
◎迅速・正確な報道
◎丁寧な取材・制作
◎良質な番組の開発
◎ジャーナリズム性の
　発揮
◎人にやさしい放送
◎品位ある放送

役に立つ
◎緊急・災害時の迅速・
　正確な情報提供
◎生活情報の提供
◎学習機会の提供
◎国内外の社会情報の
　提供
◎利用しやすいサービ
　スの開発・提供

親しまれる
◎わかりやすい放送
◎感動の提供
◎話題性の提供
◎娯楽性の提供

社会への貢献
◎社会的課題の情報提供
◎地域社会の発展
◎文化・芸術の発展
◎記録・伝承
◎放送技術の発展
◎世界への情報発信
◎デジタル化促進

結果の評価指標

恒常的側面

経営の信頼性

誠実さ・透明性
◎説明責任
◎視聴者意向の反映のしくみ
◎コンプライアンスの徹底
◎環境経営

経済性・効率性・効果性
◎VFM向上
◎意思決定と実行の迅速性
◎効率的な業務運営

変化への対応力・柔軟性
◎職員の活性度
◎長期的視点に立った組織設計
◎長期的視点に立った予算設計
◎危機管理

中長期的側面

誠実さ・透明性

経済性・効率性・
効果性

変化への
対応力・柔軟性

評価のイメージ

放送の信頼性

●放送の信頼性

NHK結果評価

経営の信頼性

●経営の信頼性

●項目別評価結果の例：「役に立つ」

質の高さ

役に立つ親しまれる

社会への貢献

独立性・公正さ

緊急・災害時の迅速・
正確な情報提供

生活情報の提供

利用しやすい
サービスの
開発・提供

学習機会の提供
国内外の社会
情報の提供
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公共放送を支える受信料制度
　公共放送ＮＨＫの活動は、その高度な自主性・自律性を

財源面から保障する受信料制度によって支えられていま

す。公平・公正で信頼できるニュース・報道番組や地域・文

化に貢献する番組や、障害のある方、高齢者の方に向けた

サービスなど、国民生活に欠かせない多様で質の高い放

送を、すべての人に提供できているのも、この制度がある

からです。

　放送法に基づいて、テレビをお持ちの方に受信契約を

締結していただき、日本放送協会放送受信規約に基づい

て受信料をお支払いいただきます。

公平なご負担をめざして
　受信料は公共放送を運営するうえでほぼ唯一の財源で

あり、みなさまから公平にお支払いいただくため、受信料

制度に対するご理解を得ながら、契約開発の促進と未収

対策の強化により、受信契約数の増加と受信料の確実な

収納に努めています。

　平成22年度末の受信契約件数（有料）については、契約

総数3,722万件（35万件増）、うち衛星契約1,517万件

（65万件増）をめざします。

平成22年度の取り組み

●契約・未収の戸別訪問を強化します。

　 　平成20年10月の訪問集金廃止により、訪問集金に

従事していた地域スタッフの一部を契約開発や未収対

策に充て、戸別訪問を強化し、受信契約の増加・未収の

削減に取り組みます。

● 未契約者に対する民事手続きの実施及び未収者に
対する支払督促の全国展開

　・ 公共放送の役割や受信料制度の意義について誠心誠

意、理解していただくための働きかけを尽くしてもな

お、受信契約を締結していただけない方に対しては、

民事訴訟を実施します。

　・ また、受信契約はあるもののお支払いが滞っている

方に対しては、支払督促を全国で実施します。

●事業所対策の強化

　・ 事業所割引等を活用して事業所対策を強化し、契約

開発を促進します。

● 多様な情報・パワーによる効率的な契約・収納活動
を展開します。

　・ 公的移転情報（住民票の除票など）を活用し、効率的

に移動把握を行い、早期契約化を図ります。

　・ 契約・収納業務の公開競争入札により効率的かつ効

果的な外部委託化をすすめます。

　・ 衛星デジタル放送の受信確認メッセージ等の活用を

強化し、自主的な届け出の促進を図ります。

受信料制度
ＮＨＫは受信料で支えられています

■受信料額（消費税を含む）と支払コース

種　別 月　額 2か月払 ６か月前払 12か月前払

地上契約 1,345円
（1,190円）

2,690円
（2,380円）

7,650円
（6,810円）

14,910円
（13,280円）

衛星契約
（地上契約含む）

2,290円
（2,135円）

4,580円
（4,270円）

13,090円
（12,250円）

25,520円
（23,890円）

特別契約 1,005円 2,010円 5,730円 11,180円

� ※（　）内は沖縄県

放送法　第32条第1項（受信契約及び受信料）

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し

た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけ

ればならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設

備又はラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつ

て、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを

いう。）若しくは多重放送に限り受信することのできる受

信設備のみを設置した者については、この限りでない。

日本放送協会放送受信規約

第5条第1項（受信料支払いの義務）

放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の

届け出のあった月の前月（中略）まで、1の放送受信契約

につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信

料（中略）を支払わなければならない。

（以下略）
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放送受信料の免除

　「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合

は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

受信料の特例や免除について
　ＮＨＫでは、社会・経済状況の変化等に対応した、より

公平で合理的な受信料体系の構築を進めています。

　現在、一定条件を満たしている方を対象に、次の受信料

の特例や免除制度を設けています。

受信料額の特例

●多数契約一括支払に関する特例

　 　ひとりの受信契約者の方が、10件以上の衛星契約ま

たは特別契約の受信料を、口座振替または継続振込で

お支払いされる場合に、割引を適用します。

 

�《割引額》（衛星契約の場合）

　10～49件  …… 200円
　50～99件  …… 230円
　100件以上 …… 300円
　（97～99件のときは契約件数を100件として計算します）

●団体一括支払に関する特例

　 　ケーブルテレビなどの所定の団体の構成員で、衛星

契約または特別契約を結んでいる受信契約者が15名

以上まとまり、団体を通じて口座振替または継続振込

により一括して受信料をお支払いされる場合に、ひと

月あたり200円を割り引きます。

　※ 12か月前払いの場合は、1件あたり年額2,420円の

割引となります。

●同一生計支払に関する特例（家族割引）

　 　同一生計である複数の方がそれぞれの住居で放送受

信契約を締結している場合（親元を離れて暮らす学生の

方、単身赴任の方など）や同一の放送受信契約者が複数

の住居で放送受信契約を締結している場合（別荘・別宅

など）を対象に、適用要件を満たした場合、受信料の半額

を割り引きます。

●事業所契約に関する特例（事業所割引）

　 　事業所等住居以外の場所に設置する受信機につい

て、同一敷地内に設置した受信機すべてに必要な放送

受信契約を締結し、一括して放送受信料をお支払いた

だく場合、2契約目以降の契約について、受信料の半額

を割り引きます。

全額免除

●�公的扶助受給者

●�市町村民税非課税の障害者

　 （「身体障害者手帳」「療育手帳（または判定書）」「精

神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方

が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の

場合）

●�社会福祉事業施設入所者

●�災害被災者

　 （半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の

免除）

●�社会福祉施設

●�学校

　 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学

校のうち、小学校、中学校、中等教育学校（前期課程

に係るものに限る。）、特別支援学校および幼稚園

半額免除

以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受

信契約者である場合

●�視覚・聴覚障害者�
（身体障害者手帳をお持ちの方）

●重度の障害者

　・ 身体障害者手帳（1・2級）

　・ 療育手帳（または判定書）（最重度・重度）

　・ 精神障害者保健福祉手帳（1級）

●重度の戦傷病者
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■地上デジタル放送をご覧になるには
　地上デジタル放送がすでにサービスされている地域では、

　　● 受信（ＵＨＦ）アンテナ

　　● 地上デジタル対応受信機（テレビまたはチューナー） 

　　を用意すれば、ご覧になれます。

　ケーブルテレビでご覧になる場合には、ＵＨＦアンテナは不要です。

■地上デジタル放送の受信方法
イ メ ー ジ ポ イ ン ト

戸
別
住
宅
で
の
受
信

◇  受信アンテナと地上デジタル対応受信機が必要です。

◇  現在、UHFアンテナをお持ちでも、受信方向がアナログ放送と異なる

場合にはアンテナの方向調整が必要で、対応する受信周波数が異なる

場合には、新たに地上デジタル放送用のアンテナを設置する必要があ

ります。

集
合
住
宅
で
の
共
同
受
信

◇  屋上などにUHFアンテナが設置され、電波がそのままご家庭に届い

ている場合には、デジタル受信機を設置すれば、受信可能です。

◇  集合住宅の管理者にご確認ください。

地
域
で
の
共
同
受
信

◇  地上デジタル放送は、受信障害に強い伝送方式を採用しているので、

多くの場合、各家庭でUHFアンテナを設置すれば、受信可能です。

◇  受信障害対策共聴を利用して地上デジタル放送を受信する場合には、

施設の改修が必要です。

◇ 共聴施設の管理者にご確認ください。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

◇  個別に受信アンテナの設置は不要です。

◇  ケーブルテレビの伝送方式によって利用できるサービスや受信方法

が異なります。

◇  お近くのケーブルテレビ会社にご確認ください。

■地上デジタル放送全般についての問い合わせ先

　� � 0570-07-0101　平日9：00〜21：00　土日祝9：00〜18：00

  〈IP電話の方は　03-4334-1111〉

自宅専用

←親アンテナ

加入者→

↑加入者

総務省地デジコールセンター

完全デジタル化
平成23年7月24日　テレビ放送はすべてデジタルになります

UHFアンテナ
※ケーブルテレビでご覧になる場合は不要です

地上デジタル対応テレビ

アナログテレビ
または

地上デジタル対応チューナー

＋
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■デジタル放送をもっと知っていただくために

①テレビでは
「デジタルＱ」

　　総　合 （日）午前6時50分～53分
　　ＢＳ２ （日）午後0時10分～13分（再放送）
　　総　合 （木）午前1時25分～28分（　〃　）
　　　　　 （金）午後3時12分～15分（　〃　）

「デジタルテレビライフがやってきた！」
　　総合　毎月1回放送

　このほか、全国各地の放送局でも
　　お知らせ番組を随時放送しています。

②インターネットでは

ＮＨＫデジタルサイト
http://www.nhk.or.jp/digital/

　ＮＨＫ公開ホームページでは
　デジタル放送に関する様々な
　情報をご紹介しています。

③冊子では

「マンガでわかる！デジタル放送」
　Vol.1（基本編）～Vol.7（ＢＳデジタル編）

「デジタル放送ガイドブック」

全国の放送局の窓口で無料配布しています。

■ＮＨＫによる技術支援・経費助成について

自主共聴のデジタル化改修にNHKがご協力します

　　　　　　　　ＮＨＫ自主共聴助成制度窓口

　フリーダイヤル�0120-406677（通話料無料）　平日9：30〜17：30

お問い合わせ先

協力内容：〔技術支援〕 ① 共聴受信点での地上デジタル電波の受信調査
　　　　　 ② デジタル化改修のための技術的な説明や手続きの支援
　　　　　〔経費助成〕 ③ 施設を整備し維持する経費の一部を助成（適用条件あり）
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界に通用する質の高い番組のダイナミックで機動的な

編成を通じて、新たな放送文化の創造・発展に寄与しま

す。

　 　デジタル・ハイビジョン2波化に向けて、新しい衛星

サービスの可能性を切り開く「チャレンジ性」あふれる

編成をめざします。ＢＳ2波体制の柱となる多様な番組

を開発し、より幅広い視聴者のみなさまにアピールす

るとともに、内外の優れた制作者を積極的に起用し、世

■“衛星新時代”に向けて積極的に番組開発

　 　平成23年、テレビ放送の完全デジタル化とともに、

ＮＨＫのＢＳ放送がパワーアップして生まれ変わりま

す。現在、ＢＳ放送は、標準画質のＢＳ１・ＢＳ２とハイ

ビジョン画質のＢＳハイビジョンの3波でサービスを

お届けしています。平成23年には、ＢＳ２でお届けして

きた「難視聴解消を目的とする放送」を、「暫定的な衛星

利用による難視聴対策（衛星セーフティネット）」に委

■デジタル・ハイビジョン２波に再編
ねることとし、ＮＨＫのＢＳ放送を、高画質・高音質のデ

ジタル・ハイビジョン2波に再編する計画です。

　 　新ＢＳ１は、国内外のニュースやドキュメンタリー、

スポーツなど報道・情報番組を中心に編成し、新ＢＳ２

では、自然・紀行・文化・伝統芸能や、ドラマ・映画・ア

ニメ、音楽・エンターテインメントなど、教養・娯楽番組

を中心に総合編成します。

ＢＳ２波化
平成23年  ＮＨＫのＢＳが生まれ変わります！

地
上
テ
レ
ビ

衛
星
テ
レ
ビ

総　合

教　育

ＢＳ１

ＢＳ２

ＢＳｈｉ

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質

総合放送

教育放送

衛星放送の普及に資する総合放送

難視聴解消を目的とする放送

デジタル・ハイビジョン放送の普及に資する総合放送 （教養・娯楽を中心に総合編成）

（報道・情報番組を中心に総合編成）

新BS2

新BS1

ハイビジョン画質

標準画質

標準画質

ワンセグ

ワンセグ

※暫定的な衛星利用で難視聴対策（2010～2015）

2009年 2010 アナログ停波2011 2012 2013

ＢＳ１「きょうの世界」 BShi「ベルリンフィル　コンサート中継」
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　ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）は、ＮＨＫが放送した番組をブロードバンド回線等を通じて、ＰＣや高機能ＴＶ等に有料で配

信するＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）サービスです。ＮＨＫオンデマンドでは、下記のようなサービスを提供しています。

　ＮＨＫオンデマンドは有料のサービスです。ご確認の上、ご購入ください。また、多くの番組でお試し視聴用の動画を用意

しており、こちらは無料でご利用いただくことができます。

配信：月のべ 約600本（平成22年5月末現在） 配信：463番組 2,937本（平成22年5月末現在）
ＮＨＫで放送している番組の中から人気番組を毎日10～30
番組程度配信するサービスです。配信期間は14日間です。

過去に放送された番組から厳選した名作ドラマや大型ドキュ
メンタリーなど、ＮＨＫの豊富な映像資産をご覧いただける
サービスです。

もう一度

見たい！あっ！

見逃した 見逃し番組
サービス

特選ライブラリー
サービス

パソコンで視聴するには… http://www.nhk-ondemand.jp/
ＮＨＫオンデマンドのホームページから

①会員登録（無料）
　をします。

④全画面表示
　にもなります。

②画面から、
　番組を選びます。

③表示に進んで
　購入すると、
　ご覧いただけます。

※お支払いには
　・クレジットカード
　・ＩＳＰ課金
　・電子マネー
　のいずれかが必要です。

■見逃し番組
順位 番　　　　組　　　　名 視聴回数

1 第60回ＮＨＫ紅白歌合戦 （後半） 26,835

2 大河ドラマ　龍馬伝　第11回　土佐沸騰 10,864

3 ブラタモリ　六本木 6,431

4 スペシャルドラマ　坂の上の雲　第１回　少年の国 5,517

5 Ｎスペ　魔性の難問　リーマン予想 4,545

6 大河ドラマ　天地人　最終回　愛を掲げよ 3,456

7 連続テレビ小説　ウェルかめ 136回 3,429

8 龍馬を愛した女たち　ヒロインたちの龍馬伝 3,361

9 バンクーバー五輪　フィギュア女子シングル　フリー 3,347

10 マイケル・ジャクソン “KING OF POP”の軌跡 3,200
＊ＰＣ系のみ　同一シリーズは１位を掲載

■特選ライブラリー
順位 番　　　　組　　　　名 視聴回数

1 土曜ドラマ　ハゲタカ　第1回　日本を買い叩け！ 13,070

2 Ｎスペ　地球大進化　第１集　生命の星 8,154

3 Ｎスペ　100年の難問はなぜ解けたのか　 7,813

4 Ｎスペ　宇宙　第7集 4,016

5 Ｎスペ　映像の世紀　第4集　ヒトラーの野望 3,776

6 ＢＳ熱中夜話　マイケル・ジャクソン 前編 3,397

7 ハイビジョン特集　宇宙ロマン　46億年の物語 3,065

8 Ｎスペ　女と男　最新科学が読み解く性　第1回 3,044

9 その時歴史が動いた　運命の一瞬　東郷ターン 3,012

10 ドラマ・ＳＰ　松本清張シリーズ　ザ・商社　第1回 2,511
＊ＰＣ系のみ　同一シリーズは１位を掲載　

《平成21年度　ＮＨＫオンデマンド　視聴回数年間ランキング》

ＮＨＫオンデマンド
「もう一度見たい」に、いつでも応えます

47〜平成21年度の取り組み〜



　平成21年10月、従来の

「ＮＨＫオンラインメンバ

ーズ」と「ＮＨＫ+ＩＤサ

ービス」を統合し、ＮＨＫの新たなインターネット会員サ

ービス「ＮＨＫネットクラブ」がスタートしました。

　従来の会員サービスに加え、ポイント特典やクーポン

の充実、番組と連動したアンケートなど、さまざまなサー

ビスを無料で提供しています。

　平成21年度末の会員数は、およそ54万人です。

　ＮＨＫネットクラブ

には、「会員」と「プレ

ミアム会員」の２つの

会員タイプがあります。

「プレミアム会員」には、

受信料をお支払いの世

帯の方であればどなた

でも登録でき、会員限定

イベントへの参加など

の優待サービスをご利

用いただけます。21年

度は、「ＮＨＫ紅白歌合戦」の観覧モニターご招待や、連続

テレビ小説のロケ見学ツアーなど、21本の会員限定イベ

ントを実施しました。

　今後も視聴者のみなさまとＮＨＫをつなぐサービスと

して、いっそう内容を充実させていきます。

■アクセス方法
●パソコンから

　www.nhk.or.jp/netclub/

　

●携帯電話から

　メニュー�→�ＴＶ�→�ＮＨＫ�→�ＮＨＫネットクラブ

（ｉモード、ＥＺｗｅｂ、

　　　　　Ｙａｈｏｏ！ケータイ）

※ 左の二次元バーコードからもアク

セスできます。

■ＮＨＫネットクラブの主なサービス

ＮＨＫネットクラブ
ＮＨＫを、もっと楽しく、便利で、お得に！

「ゲゲゲの女房」ロケ見学ツアー

0
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20
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40

50

60

4平成21年

（万人）

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
（月）

54万人

《会員数》

　番組の放送予定や再放送をメールでお知らせ

　公開番組やイベント情報をいち早くメールでお知らせ

　最新の番組情報をネットで提供

　いろんな特典への応募や交換が可能

　番組オリジナル壁紙などをプレゼント

　美術展やスタジオパークの割引券などをダウンロード

　受信料の手続き・照会が簡単に！

　BSデジタル放送の受信確認メッセージ消去も簡単
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東海・北陸地方
名古屋 （052）952-7000
●駅前 （052）589-6780
◯豊橋 （0532）55-1121
金沢 （076）264-7001
静岡 （054）274-1111
◯浜松 （053）472-1171
福井 （0776）28-8850
富山 （076）444-6630
津 （059）229-3000
岐阜 （058）264-4611
◯高山 （0577）32-5215

近畿地方
大阪 （06）6941-0431
●中央 （06）6937-9000
●天王寺 （06）6771-0337
●堺 （072）221-0333
●千里 （06）6835-8001
京都 （075）841-4321
神戸 （078）252-5000
●阪神 （06）4960-2213
◯姫路 （079）225-1901
和歌山 （073）424-8111
奈良 （0742）26-3411
大津 （077）522-5101

中国地方
広島 （082）504-5111
◯福山 （084）922-7300
岡山 （086）214-4700
松江 （0852）32-0700
鳥取 （0857）29-9200
◯米子 （0859）22-6121
山口 （083）921-3737
◯下関 （083）231-2111

四国地方
松山 （089）921-1111
高知 （088）823-2300
徳島 （088）626-5970
高松 （087）825-0151

九州地方
福岡 （092）724-2800
北九州 （093）591-5002
熊本 （096）326-8203
長崎 （095）821-1115
◯佐世保 （0956）24-1222
鹿児島 （099）805-7000
宮崎 （0985）32-8111
大分 （097）533-2800
佐賀 （0952）28-5000
沖縄 （098）865-2222

◯…支局　●…営業センター

ご意見・お問い合わせ先

北海道地方
札幌 （011）232-4001
●新札幌 （011）895-7760
函館 （0138）27-0111
旭川 （0166）24-7000
帯広 （0155）23-3111
釧路 （0154）41-9191
北見 （0157）23-4181
室蘭 （0143）22-7271

東北地方
仙台 （022）211-1001
秋田 （018）825-8110
山形 （023）625-9511
◯鶴岡 （0235）22-7711
盛岡 （019）626-8811
福島 （024）526-4333
◯郡山 （024）932-5500
◯いわき （0246）25-8111
青森 （017）774-5111
◯弘前 （0172）32-5411
◯八戸 （0178）43-9211

関東甲信越地方
放送センター （03）3465-1111※

●池袋 （03）3984-6731
●上野 （03）3845-8830
●新宿 （03）3348-6111
●西東京 （042）528-6000
放送文化研究所（03）5400-6800
放送博物館 （03）5400-6900
放送技術研究所（03）5494-1125
長野 （026）291-5200
◯松本 （0263）33-4700
新潟 （025）230-1616
甲府 （055）222-1311
横浜 （045）212-2822
●横浜西口 （045）319-5500
●かながわ西 （046）235-7000
●かながわ東 （044）712-1100
前橋 （027）251-1711
水戸 （029）232-9885
千葉 （043）227-7311
●船橋 （047）435-8100
宇都宮 （028）634-9155
さいたま （048）833-2041
●大宮 （048）643-1030
●川越 （049）246-3111

  電話で
　　 視聴者コールセンター
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日も受付け）

0570-066-066��ナビダイヤル
※このナビダイヤルは通話料がかかります。何とぞご了承ください。

044-871-8100
マイラインやＩＰ電話をご利用の方は、この番号におかけください。

  電子メールで
� � http:www.nhk.or.jp/css/goiken/
上記ホームページのお問合せ入力フォームをご利用ください。

  手紙（投書）で
� � 〒150-8001（住所の記入は不要です。）ＮＨＫ放送センター
※番組名や部署名のわかるものは、「番組名」「部署名」をお書きください。
※その他ご意見・お問合せは「ハートプラザ」あてにお出しください。

  ＦＡＸで
  03-5453-4000�（24時間受け付けています）

0120-151515　フリーダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
受付内容：受信契約のお申込み・転居のご連絡

ホームページからも受付けています。
http://www.nhk.or.jp/jyushinryo/

0570-077-077　ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
受付内容：受信料関係のお問合せ
※固定電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
※携帯電話は、20秒毎におよそ10円の通話料金でご利用いただけます。

0570-00-3434　ナビダイヤル
受付時間：午前9時～午後10時（土・日・祝日は午後8時まで）
受付内容：テレビ、ラジオ、ＦＭ放送などの受信に関するご相談
※固定電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
※携帯電話は、20秒毎におよそ10円の通話料金でご利用いただけます。

ＮＨＫおよび
放送番組についての
ご意見・お問い合わせ

受信契約の受付

受信料に関する
お問い合わせ

受信相談の
お問い合わせ
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〒150-8001  東京都渋谷区神南2-2-1

2010年6月　経営企画局この紙は再生紙を使用しています
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