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本書は、放送法第２２条の２第３項（会長は３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を経営委員会

に報告しなければならない）に基づき「平成２２年度収支予算と事業計画」の進捗状況を報告するもの

で、金融商品取引法によって上場企業等に義務付けられている四半期財務報告とは異なります。 

 

現在、平成２２年度上半期決算のとりまとめ作業をしているところです。このため、今期の四半期業務

報告書には、予算執行状況等を掲載していません。財務諸表は１１月下旬に報告する予定です。 
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1 今期の概況   
 

 

平成 21 年度を初年度とする現在の３か年経営計画は、この９月で、ちょうど計画期間の半分を終

え、折り返し点を迎えた。計画期間後半の取り組みは、「接触者率３年後 80％」「受信料支払率３年

後 75％ ５年後 78％」の経営２目標の達成を確実にするため、文字通り、待ったなしの対応が求め

られることになる。 

 

経営２目標のうち「接触者率 80％」については、今年度に大幅な番組改定を行った。このうち総

合テレビの平日朝は、午前６時から 10 時の平均世帯視聴率が、４月から９月の平均で 8.1％となり、

前年同期の 7.8％を上回り、改定の成果が見られた。特に、連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」は、

最終回の世帯視聴率が 23.6％を記録し、多くの視聴者の支持を得ることができた。また教育テレビ

では、アメリカの大学の講義を番組化した「ハーバード白熱教室」が、若者中心に幅広い年代で反

響を呼んだ。ただ、夜のゴールデンタイムは、この期間の総合テレビの平均世帯視聴率が、前年同

期に及ばないなど課題もあり、後期の番組改定で視聴者層の拡大を目指している。 

 

政権交代後、初の本格的な国政選挙となった７月の参議院選挙では、全局体制で速報や情勢分析に

あたった。開票速報は、夜８時台の 18.8％を最高に、すべての時間帯で民放各局を大きく上回る視聴

率を獲得し、視聴者の支持を得ることができた。また今回の選挙では、ＮＨＫオンラインとＮＨＫケ

ータイのサイトに特設ページを開設した。ＮＨＫオンラインでは、「選挙関連の動画ニュース」や「選

挙クイズ」などのコンテンツに工夫した結果、参議院選挙としては過去最高のアクセス 2,410 万ペー

ジビューを記録した。 

 

ＮＨＫ放送文化研究所が実施した「放送評価調査」の結果が出た。この調査はＮＨＫの放送に対

する視聴者の評価を把握するため定期的に行っているものだが、９月の調査では、ＮＨＫの放送に

対し「親しみを感じる」が 53％と、目標の 50％を上回り、前回６月と並び過去最高を維持した。ま

た、そのほかの全ての指標が前年度平均を上回る結果となった。 

 

「受信料支払率の向上」については、平成 22 年度末 73.4％を目標として今年度の取り組みを進

めている。第２四半期は、地域スタッフの業務を契約対策にパワーシフトしたことなどで、契約総

数の増加は 11 万件となった。この結果、上半期の累計で 24 万件の増加となり、年間の増加目標の

35 万件に対する進捗率は 69％と、前年同期の 63％を上回った。上半期の支払率は 72.9％（推計）

となり、21 年度末に比べて、0.7 ポイント上昇した。ただ、この第２四半期も、全額免除への変更

件数が高水準で続いており、景気の動向とあわせて注視して行く必要がある。今後さらに受信料収

入の確保に向け、状況変化に対応した営業活動を展開していく。 

 

テレビ放送の完全デジタル化まで、いよいよ１年を切った。円滑なデジタルへの移行に向けた取り

組みも新たな段階を迎えている。ＮＨＫによる送信設備の整備については、この第２四半期までにデ

ジタル中継局 250 局を整備したほか、ＮＨＫ共聴についても 997 施設への対応を完了した。これによ

って世帯カバー率は 98.9％となった。今年度末までに 99.5％のカバー率をめざす。 

一方、受信側については、集合住宅やビル陰共聴のデジタル化が課題となっているが、国や民放、

総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）など関係団体と連携し、「公共放送のＮＨＫとして、

できることはすべてやる」という意気込みで対策を強化する。 

またデジタル移行を促す周知広報活動も本格化している。７月５日からアナログ放送の全番組画面

のレターボックス化を開始し、７月 13 日からは画面の黒味部分を利用した番組冒頭の周知スーパー

も始めた。特に関東地域では９月６日から周知スーパーを常時化した。今後は、周知スーパーの全国

での常時化を検討するなど、周知活動を更に強化し、デジタル移行への最終段階に向けた取り組みに

全力をあげていく。 

 

 

2 受信料収入の概況   
 

 

９月末の受信料収入の状況は、第２四半期(７～９月)も地域スタッフや外部委託事業者等による

契約・収納活動を強化したことや、デジタル機器の普及に伴い衛星契約勧奨活動を強化したことに

より、契約総数が 24.0 万件、衛星契約が 41.6 万件増加した。この結果、９月末の契約件数はいず

れも前年度同期の実績を上回り、今年度の年間増加目標に対する進捗率も契約総数 68.6％、衛星契

約 63.9％と高くなっている。収入額ベースでは、前年度比で 60 億円の増収となっており、これまで

着実に契約収納活動に取り組んできた成果が少しずつ表れつつある。 

今後の見通しとしては、外部委託の推進や受信確認メッセージ機能の有効活用を推進するなど、

契約・収納活動をさらに強化し、今年度受信料収入予算 6,550 億円確保を確実なものとする。 

 
 

〔受信料収入〕   ☞ 23 頁参照          （単位 億円） 

区 分 
２２年度 

予算 
第２四半期 
（7～9 月） 

第２四半期 
累計（4～9 月） 

進捗率 支払率* 

受信料収入 
 6,550 

（+60） 

1,651 
 （+36） 

3,287 
 （＋60） 

50.2％ 
（＋0.5P） 

72.9％ 
〔+0.7P〕  

 （ ）内は対前年度実績比     〔 〕は対前年度末比

 *数値は推計
〔受信契約状況〕  ☞ 23 頁参照 

区 分 
年間 

増加目標 
第２四半期 
（7～9 月） 

第２四半期 
累計（4～9 月） 

進捗率 
９月末 
契約数 

契約総数 
35 万件 
〔＋5〕 

11.3 万件 
（＋6.8） 

24.0 万件 
（＋5.1） 

68.6％ 
（＋5.7P） 

 3,709 万件 

衛星契約 *
65 万件 
〔＋5〕 

20.6 万件 
（＋5.1） 

41.6 万件 
（＋7.3） 

63.9％ 
（＋6.7P） 

 1,497 万件 

*衛星契約とは衛星系および地上系による放送受信契約をいう   

未収削減 
△20万件

〔＋5〕 
－ 

△12 万件* 
 （△9） －  219 万件 

    〔 〕は前年度目標比   （ ）内は対前年度実績比                            
 

※第２四半期の「収支の状況」は、「平成２２年度上半期決算」において、１１月下旬に 

報告します。 
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 ３ 今期の主な検証ポイント   

（１）接触者率向上への取り組み・上半期総括 

 
● 朝の時間帯の視聴率、放送評価調査がともに好調 
 
① 全国接触者率調査（６月・ＮＨＫ放送文化研究所）全国 7歳以上 3,600 人、回答 2,545 人 配付回収法 

放送を含めたさまざまなＮＨＫのメディアを１週間に５分以上視聴・利用した人の率（全体リー
チ）について、ＮＨＫでは６月と 11 月の年２回調査をしている。上半期の６月時点の調査では、接
触者率が 74.5%になっており、前年同期と有意差はなかった。（詳細は、第１四半期に報告済） 

 
② 上半期平均世帯視聴率（ビデオリサーチ 関東地区） 

視聴者層の拡大を目指して今年度、大幅な番組改定を行った。このうち総合テレビ朝の時間帯が
好調で、ビデオリサーチ社による総合テレビ午前６～10 時の平均世帯視聴率は、４～９月で 8.1％、
前々年の 7.5％、前年の 7.8％と比べて漸増傾向となっている。８時 15 分から８時に移設した連続
テレビ小説「ゲゲゲの女房」が社会現象とも言える盛り上がりを見せ、平均世帯視聴率が 18.6％、
最終回は 23.6％を記録した。その後の「あさイチ」（前半）も平均世帯視聴率が 9.9％と好調で、激
戦区の 8 時台で局別１位を度々獲得している。女性視聴者をターゲットとした戦略が効果を上げた
と考えられる。しかし、夜７～10 時のゴールデンタイムは、４～９月の平均世帯視聴率が 11.5％と
前年同期の 12.3％におよばなかった。 

 
③ 放送評価調査（９月・ＮＨＫ放送文化研究所）全国 20 歳以上 2,203 人、回答 1,374 人 電話法 

ＮＨＫの放送に対する視聴者の評価を把握するため、６月に続いて調査を実施した。全体評価と
して「信頼」「社会貢献」「独自性」「親しみ」「満足」の５項目について評価してもらったが、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は、「親しみ」が 53％で、今年６月の調査
と同じとなり、過去最高水準を維持し、昨年 11 月以降４回連続で 50％以上となった。このほか「社
会貢献」の項目も前年度平均を上回り、好調に推移している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 上半期の接触者率向上に向けた取り組みと効果 
 
接触者率向上に向けて、取材制作現場をはじめ各部局で連携してさまざまな取り組みを行った。 
 

（1）大幅な番組改定により視聴者のニーズにきめ細かく応える番組を充実・強化 
総合テレビは、平日朝８～９時台を女性視聴者を意識したゾーンとして刷新。「連続テレビ小説」

を８時開始とし、８時 15 分から大型情報番組「あさイチ」を新設し、女性 40～60 代の視聴者を伸
ばした。 
教育テレビは、教育テレビに接することの少ない視聴者にも親しみを持ってもらえる編成をめざ

し、新設した「ハーバード白熱教室」が若者を中心に幅広い年代で反響を呼んだ。さらに、出演し
たサンデル教授が来日時に東京大学で行った授業を特集番組として放送した。 
衛星放送は、２波化を見据えて話題性、存在感のある定時番組の開発、効果的なマルチ展開を推

進し、「総合診療医ドクターＧ」、「地球ドキュメント ミッション」、「ザ☆スター」など多彩な番組
を新設、新しい視聴者の獲得をめざした。 

 
（2）信頼に応え、暮らしに応える報道の強化 

政権交代後、初めての本格的な国政選挙となった７月の参議院選挙は、鳩山首相の辞任や菅首相
の消費税をめぐる発言などで選挙情勢がめまぐるしく変化する中で、全局体制で終始的確な情勢分
析と報道を続け、開票日当日も正確・迅速な当確判定を実施した。開票速報は、夜８時台の 18.8％
を最高に、すべての時間帯で民放各局を大きく上回る視聴率を獲得し、視聴者の支持を得ることが
できた。 

   
 
 
  

気象庁が異常気象と発表した今年の猛暑については、ニュースや番組で繰り返し取り上げ、熱中
症への警戒を呼び掛けた。 

百歳以上のお年寄りの所在が不明になっている問題については、これまで取り組んできた“無縁
社会”の取材の蓄積を生かし、ニュースとともに「ＮＨＫスペシャル 消えた高齢者」などで詳し
く伝えた。 

 
（3）多彩なサービスによる視聴者層の拡大 

６月 11 日にサッカーのＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ大会が開幕し、総合テレビ、衛星第
１、ラジオ第１で 44 試合を放送した。日本対カメルーン戦（後半）の視聴率が 45.5％にのぼるな
ど、視聴者の関心に応えた。 

夏の特集では、「“戦後６５年”を考える番組」として「終戦特集ドラマ １５歳の志願兵」「わ
らわし隊の戦争」「爆笑問題の戦争入門」など、若い世代に戦争体験をどう伝えるかを意識した番組
を編成した。また、「家族で楽しめる番組」として、総合テレビで「思い出のメロディー」「鶴瓶の
家族に乾杯スペシャル」「ジブリ・創作のヒミツ」など、衛星放送で「妖しき文豪怪談」「全駅停車！
『銀河鉄道 999』ぜんぶ見せます」など、多彩な番組を放送した。 
「思い出のメロディー」や「鶴瓶の家族に乾杯スペシャル」が大変よく見られ、８月 16 日の週に 

はゴールデンタイムの平均世帯視聴率が局別で１位となった。また、ＮＨＫスペシャルのシリーズ
「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」「灼熱アジア」「日本と朝鮮半島」を放送し、「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」
が 10～40 代男女によく見られるなど視聴者層の拡大に貢献した。 

 
（4）多角的な３-Screens 展開 

戦争体験者の証言を取材しインターネット上で公開する「戦争証言アーカイブス」を、戦後 65
年目の８月に公開した。証言だけでなく、年表、地図、当時のニュース映像やＮＨＫが制作した番
組も提供し、「社会の共有財産」として未来を生きる世代に伝えていく。９月末までの２か月間のア
クセスは 110 万ページビューを超えた。 

また、参議院選挙では、特設ページをＮＨＫオンラインとＮＨＫケータイのサイトに開設した。
ＮＨＫオンラインのサイトに「選挙関連の動画ニュース」や「選挙クイズ」などのコンテンツを掲
載するなど工夫を凝らした結果、参議院選挙としては過去最高のアクセス 2,410 万ページビューを
記録した。 

 
（5）調査や研修による接触者率向上への取り組み 

ＮＨＫ放送文化研究所は、40 代の視聴者を対象に、ウエブアンケートおよび番組に関する好悪反
応調査のデータを交えてＮＨＫ番組が見られない要因を分析し、その結果を元に現場の担当者を招
いた「接触者率と現場を結ぶ」文研ワークショップを開催した。ワークショップで得られた解決策
の方向性を盛り込んで作成した提言を新年度改定の資料とし、接触者率向上に役立てる。 

編成局の視聴者層拡大プロジェクトでは、６月にＮＨＫの番組から約 80 のミニ動画を GyaO！で
配信し、若年層への視聴拡大を図ったところ、視聴数は 87 万回にのぼった。ＮＨＫ番組のミニ動画
が、ネット上で一定のニーズがあり、しかもターゲットの若年層に届くことが判明した。 

 

● 接触者率向上に向けた今後の取り組み 
 
（1）平成 22 年度後期改定の実施 

総合テレビでは、10 月から平日 22 時台を強化して、「プロフェッショナル 仕事の流儀」を復活
させ、女性をターゲットとした「ドラクロワ」「祝女」、昨年度好評の「ブラタモリ」などを編成す
る。教育テレビでは、「ハーバード白熱教室」など前期に大きな反響のあったコンテンツを戦略的に
展開させる「Ｅテレアカデミー」を新設する。衛星放送では、ＢＳハイビジョン放送開始 10 周年を
記念して過去の名作を放送する「ＢＳベスト・オブ・ベスト」を編成し、視聴者層の拡大をめざす。 

 
（2）戦略的な取り組みを強化 

首都圏放送センターでは、“首都圏プロジェクト”を始動させた。「ミドルエイジクライシス」を
統一タイトルに掲げ、世代間格差や雇用など視聴者の関心の高いテーマを選び、首都圏の放送枠で
集中して伝えている。編成局や営業局など部局横断でメンバーが参加しているＢＳプロモーション
展開プロジェクトでは、衛星放送番組の魅力を伝える「ＢＳおためしキャンペーン」を検討、「ＢＳ
おためしＤＶＤ」を配布する等さまざまな可能性を探る。 

ＮＨＫオンデマンドでは、見逃し配信後すぐに特選ライブラリーに移行することで、いつでも好
きなときに番組を見られるシームレス配信を大幅に増やし、視聴者の利便性の向上を図る。 

 

● 主な番組の受賞（資料１） 
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（２）受信料支払率向上への取り組み・上半期総括 

 
● 上半期の状況 
 
(1) 契約・未収対策の強化 

契約総数は、地域スタッフの業務を契約対策にさらにパワーシフトするとともに、６項目の新た
な追加施策の実施や集中対策期間の設定など、最重点課題として取り組んだ結果、第２四半期では
11 万件増加し、上半期累計では 24 万件の増加となった。この結果、有料契約現在数は、上半期末
で 3,709 万件となった。 
今年度の年間増加目標の 35 万件に対しての進捗率は 69％となり、前年同期の進捗率 63％を上回

った。しかし、全額免除への変更件数が前年度を上回る規模で発生しているため、予断を許さない
状況である。 
衛星契約は、デジタル機器の普及にあわせ、衛星放送受信の確認の徹底、電器店・量販店やケー

ブルテレビ事業者との連携強化などに取り組んだ結果、第２四半期では 20 万件増加し、上半期累計
では 41 万件の増加となった。この結果、衛星契約の有料契約現在数は、上半期末で 1,497 万件とな
った。 
今年度の年間増加目標の 65 万件に対しての進捗率は 64％となり、前年同期の進捗率 57％を上回

り、順調に推移している。 
  未収数については、地域スタッフの未収対策へのパワーシフトや郵便による請求の強化などによ
り、上半期累計で 12 万件減少し、未収件数は 219 万件となった。 

 
  ６項目の追加施策については、準備が整ったものから順次実施している。６項目の施策のうち、
「電話対策等による未収者への支払再開活動の強化」は７月から、「対策情報を活用した契約取次活
動の強化」は８月からそれぞれ実施した。また、「未収者への文書対策の追加実施」は、第２期（６
月・７月）および第３期（８月・９月）に実施した。 

 
  こうした組織をあげて契約・収納活動の強化に取り組んだ結果、上半期末の受信料の支払率は、
前年度末の支払率 72.2％に比べて 0.7 ポイント上昇して 72.9％（推計）となった。 

（今年度の目標 73.4％） 

 
 
 
 
 
(2) 法人委託の推進 

21 年２月から東京都、神奈川県、大阪府の３地区で公開競争入札による業務委託の試行を開始し
たが、水準を上回る業績を確保し、順調に推移している。 
また、22 年３月から５月にかけて新たに公開競争入札を実施した東京都、京都府、兵庫県の４地

区に加え、７月には大阪府、愛知県、北海道の５地区で公開競争入札公告を実施し、事業者が決定
した。 
９月には、さらに東京都、神奈川県、大阪府、福岡県の６地区で入札公告を実施するなど、業務

委託の試行地域も順次拡大しており、法人委託の推進が図られている。 
一方、公開競争入札に向けた環境整備として、21 年６月から開始した一定の地域を担当するエリ

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地域拠点局ごとの独自の
開発により、現在 47 社と業務委託契約を締結するなど、全国各地で法人委託の開発が進んでいる。 
 

(3) 事業所対策の強化 
21 年２月から開始した事業所割引や 21 年４月から開始した業界団体取りまとめを活用した契約

勧奨を強化する取り組みにより、上半期末までに事業所契約は４万件増加した。 
事業所割引の適用件数は、上半期で９万件増加し、これまでの累計で 111 万件となった。また、

業界団体取りまとめの適用件数は、上半期で５万件増加し、これまでの累計で 37 万件となった。 
 

(4) 未契約者への民事手続き推進と未収者に対する支払督促の全国展開 
未契約者（事業所）に対して、これまで 21 年６月と 22 年４月にそれぞれ民事訴訟を提起したが、

相手方から設置台数全数の契約締結と受信料の支払いを受けたため、訴えを取り下げた。今後も、
丁寧に対応しても理解が得られず、やむを得ないと判断した場合は、準備の整ったものから未契約
者（事業所・世帯）に対する民事訴訟を提起していく。 
また、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、これまで全国 41 都道府県で

実施し、申立て総件数は 1,222 件となった。 
支払督促の申立てまたは判決が確定したにもかかわらず受信料の支払いに応じない８名に対し、

申立ての予告を行った上で、５名に対して強制執行の申立てを実施した。そのうち４名が支払いに
応じたため申立てを取り下げたが、残り１名に対して、７月に受信料の一部を協会として初めて強
制執行により回収した。この１名は残額を自ら支払ったため、９月に申立てを取り下げた。 
 

(5) 衛星デジタル放送の受信確認メッセージの活用強化 
21 年度から実施しているメッセージ表示内容の改善や消去受付体制の強化により、メッセージ消

去の受付件数が増加した。上半期累計の電話による受付件数は 142 万件（前年度比 208％）、ホーム
ページ上での受付件数は 53 万件（前年度比 176％）となっている。 

 
● 支払率向上に向けた今後の取り組み 
 

第２四半期においても、長引く景気低迷の影響により全額免除の対象となる公的扶助受給者や市
町村民税非課税の障害者が増加し、全額免除への変更件数が前年度を上回る高い水準となっており、
今後もその動向を注視していく必要がある。 

 
また、10 月からは、受信料収入の確保に向けて地域スタッフの活動をより強化していくため、地

域スタッフ体制を変更し、契約対策や未収対策によりパワーシフトしていく。 
 

未収者に対する支払督促については、今年度、全国 47 都道府県すべてで申立てを実施するほか、
受信確認メッセージの活用強化についても、新コールセンター開設にあわせ、消去受付体制のさら
なる強化を図るとともに、衛星未契約者への契約案内メッセージの表示など有効な活用策の開始に
向け、準備を進めていく。 

 
今後も、支払率の向上や受信料収入の確保に向けて、経済状況の変化や事業計画に対する進捗状

況を注視しつつ、状況の変化に即応した営業活動を展開していく。 
 

≪契約総数と衛星契約の推移≫ 
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４ 第２四半期の執行状況   

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

（１）視聴者本位の組織風土改革 
【事業計画の実行・検証・改善の徹底】【改革推進プロジェクトを核とした経営２目標達成の取り組みの推進】
・22 年度第１四半期業務報告を踏まえ、８月に「ブロック経営会議」「改革推進プロジェクト全体会議」を開

催し、経営２目標の進捗状況、デジタル化の残された課題等について議論した。また「改革推進プロジェ
クトの地域分科会」も開催し、地域放送が抱える課題と今後のあり方について検討した。（資料２） 

・「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」については、執行部役員との意見交換等を踏まえ、22 年度の取り組
みの実施計画を策定した。 

 
 
・改革推進プロジェクトが核となり、事業計画の進捗を管
理、推進していく仕組みが定着してきた。全役職員が一
丸になって取り組む場となって来たと考えている。 

・よりＮＨＫの経営に役立つという観点から、「放送・通信
融合時代のＮＨＫの役割」等の主要テーマが設定された。 

 
 
・改革推進プロジェクトが、全局的課題の検討の場として
より有効に機能するよう、会議の持ち方、活動方法など
についてさらに検討していく。 

・22 年度の実施計画が円滑に推進されるよう、引き続き環
境整備や適切な情報提供に努めていく。 

（２）「開かれたＮＨＫ」の実現 
【経営トップがテレビ番組等で方針や実施状況を説明するなど情報発信の強化】 
・広報番組「三つのたまご」に毎月１回経営トップが出演し、「完全デジタル化まであと１年」等をテーマに、

経営方針や取り組みなどを伝えた。 
 
  
 
・提案制度を導入した「ふれあいミーティング」について、視聴者事業局では、旭川、新潟等４放送局の提
案について、予算・ノウハウ面からサポートをした。このほか、放送センターの「ＮＨＫスタジオパーク」
の刷新について検討を進めた。 

 
【視聴者コールセンターの対応強化】【視聴者との新たな回路の充実】 
・22 年 10 月運用開始の新コールセンターに向けたシステムの受入れテストをおこない、並行して各拠点の設

備導入や本番移行リハーサルなど、全ての準備を終えた。各拠点のコミュニケーターや管理者を対象にし
たユーザー研修もほぼ終え、本番運用に向け一層の習熟を図っている。 

・電話の外部応答率は、７月 52.3％、８月 71.0％、９月 78.7％と推移し、４～９月の第１・第２四半期では
70.0％で、目標を５ポイント下回った。 

・メールの２日以内の返信率は、７月 92％、８月 87％、９月 85％と推移し、４～９月の第１・第２四半期で
は 90％で、目標を６ポイント上回った。 

・インターネット会員サービスの充実をめざすＮＨＫネットクラブの会員数は、７月に 22,319 人、８月に
35,048 人、９月に 28,276 人増加し、９月末の会員数は 78 万 2,925 人となった。 

 
 
・説明責任・視聴者反響の点からも、経営トップが出演し
て自ら説明し、経営方針やＮＨＫの取り組みについて視
聴者に直接伝えていく必要があると考えている。 

 
 
・世代に合ったテーマを設定したことで、若年層の声を引
き出し、活用できている。 

・スタジオパーク刷新については、組織横断的なプロジェ
クトで検討を進め、新生スタジオパーク建設に取り組ん
でいる。 

・全体工程調整や移行推進体制を整備して、輻輳する工程
調整に尽力した結果、スケジュール通りに進捗している。 

 
・大相撲名古屋場所の中継の是非をめぐる応対の増加等に
より、外部応答率は目標を下回る結果となった。 

・メールについては、可能な限り一次対応を行うことに努
めた結果、目標を大きく上回る返信率を実現できた。 

・上半期の会員増加数は約 24 万人で、年間目標の 95 万人
に向け順調に推移している。 

 
 
・経営トップによる出演は、タイミングと機動性が重要で
ある。この点を考慮して展開していく。緊急の場合には
他の広報番組枠も活用する。10 月は「ＡＢＵの取り組み」
をテーマに、ＡＢＵ会長でもある今井副会長の出演を予
定している。 

・経営２目標達成に資する工夫を凝らしたふれあいミーテ
ィングの全国展開を推進し、水平展開を図っていく。 

・展示コンテンツの詳細を詰める等、より具体的な準備を
進め、平成 23 年度秋のオープンをめざす。 

 
・引き続き綿密な工程調整を行い、円滑な移行を推進して
いく。 

 
・視聴者からの電話が集中する場合に備え、今後は計画的
な人員配置等、機動的な対応を強化していく。 

・新コールセンターの機能を活用し、さらに外部応答率を
高めるよう努めていく。 

・年末年始の特別編成番組、定時や開発番組との連携を強
化し、内容の充実に努めていく。 

（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  
【大相撲の野球賭博をめぐる取材でのコンプライアンスに関わる不適切な事案】 
・大相撲の野球賭博をめぐる一連の取材過程で、スポーツ部の記者が日本相撲協会の関係者に、捜査情報と

受け取られかねない内容をメールで送っていたことが、10 月になって明らかになった。 
 
 
【コンプライアンスを徹底させるための研修強化・勉強会の実施】 
・新副局長の研修等において、昨年に引き続き、合同講義形式のリスクマネジメント講座を増やし、より実
践的にコンプライアンスの理解を深めたほか、管理職・専任職を対象とする公金意識研修を実施し、不祥
事再発を許さない意識を改めて喚起した。 

【ジャーナリスト適性を見極める選考方法の実施】 
・秋の採用では、公共放送人・ジャーナリストとしての適性をもった人材を幅広く求めるという観点から、
選考では、番組の一部を視聴してのグループディスカッション等を実施した。 

【異業種交流研修の実施】 
・第２四半期で海外・国内の企業・研究機関への派遣開始が９件、ビジネススクール等への派遣開始が３件
あった。化粧品メーカーとの異業種交流を目的に、派遣者の公募を初めて実施、選抜を行った。 

【内部統制の取り組み強化、グループ・リスクマネジメント体制構築】 
・第３回リスクマネジメント委員会は、関連団体も交えた拡大委員会とし、21 年度に実施した関連団体のリ
スク抽出の集約結果を報告した。 

・９月の第３回ＩＴ統制委員会に、中長期ＩＴビジョンの具体化に向けた 14 の整備計画を盛り込んだ工程表
（素案）を提示し、これをたたき台に工程表を確定させていくプロセスが承認された。 

・関連団体に共通するＩＴ管理とＩＴリスクマネジメントの基準を定めた共通ルールの施行に向け、各関連
団体との調整がほぼ完了した。 

・子会社とＮＨＫ、子会社とＮＨＫ以外との取引の経理区分を明確にし、透明性を向上させる作業について、
７月から外部監査法人による業務運営状況調査のなかで徹底を図った。 

・内部監査については、通常監査を的確に行うことに加え、内部監査結果を全国の現場で共有し、他部局で
指摘した事例や課題等を日常の業務改善に生かすことを目的に、７月から「出前講習」を実施している。

 
 
・コンプライアンス上極めて不適切であり、報道倫理上か
らも大きな問題があり、再発防止策の検討が改めて求め
られている。 

 
 
・講義についても、公金意識研修についても、参加者から
は好評意見を受けており、コンプライアンス意識のより
一層の浸透に繋がっていると考える。 

 
・時代認識や論理的な思考力を確認する論述試験も行い、
優秀な人材確保に努めた。 

 
・派遣者公募の実施自体、組織風土改革の意識を喚起する
上で効果があったと考える。 

 
・グループリスクとして提起された課題について、対応の
方向性や進捗状況を確認し、リスク認識を共有した。 

・初の試みとなる全体像提示であり、中長期ＩＴビジョン
の具体化に向けて一歩を踏み出すことができた。 

・ＩＴ統制委員会規程を関連団体運営基準に基づく遵守規
定と位置付け、共通ルールの実効性を担保できた。 

・区分経理の精度向上が進み、各団体にも理解が浸透しつ
つある。 

・現場からは総じて好評であり、継続していく。 

 
 
・報道局では、全ての報道現場で緊急の職場討議を実施。
報道局幹部が全国の放送現場に出向きコンプライアンス
の徹底を図っている。さらに、内部に検討会を設置し、
有識者の意見も聞きながら、記者教育の抜本的な見直し
を図る。 

・大相撲取材の事案を受けて、第３四半期以降に予定され
ている、入局１～４年目・キャリア採用者・新デスクを
対象とする取材系の集合研修の場で、グループ討議や講
義を通して取材・放送倫理の再徹底を図る。 

・より多くの優秀な人材の目をＮＨＫに向けるべく、10 月
には、採用ホームページを全面リニューアルする。 

 
・第３四半期に 23 年度の海外・国内派遣の募集を開始する

ほか、テーマパーク会社との合同研修を新設し、選抜参
加をさせる予定である。 

・年度後半には、引き続き各団体にリスク抽出を依頼する
ほか、経年変化を見て、必要な支援を検討していく。 

・今後は、次期経営計画や各部局の中長期計画とのすり合
わせを図り、合意形成を進めることが課題となる。 

・共通ルールの１月施行に向けて作業を進めていく。 
 
・より精度を高めるべく、各団体の意識とノウハウを高め
ていく。 

・「出前講習」は 10 月・11 月に 11 局について実施する。 

方針１
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（２）日本の課題、地球規模の課題に真正面から向きあいます。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）視聴者のニーズにきめ細かくこたえる情報番組の充実・強化 
【上半期番組編成の検証】 
（平成 22 年度上半期の接触者率） 
・ＮＨＫ放送文化研究所による調査では、平成 22 年６月の接触者率は 74.5％で、前年同期と比べて統計的な

有意差はなかった。ビデオリサーチ社の関東地区調査によると、平日朝７～10 時のリーチ(到達率)は伸び
ているが、全日のリーチは 74.1％で前年同期の 74.0％と変わらなかった。 

 
（平成 22 年度上半期の平均世帯視聴率） 
・ビデオリサーチ社の関東地区調査によると、今年度大幅な改定を行った総合テレビ朝の時間帯が好調で午
前６時～10 時の平均世帯視聴率は４～９月が 8.1％、前々年の 7.5％、前年の 7.8％と比べて漸増傾向とな
っている。しかし、午後７～10 時のゴールデンタイムは 11.5％と前年同期の 12.3％におよばなかった。 

 
（放送評価調査の結果） 
・９月に全国の 20 歳以上の男女 2,203 人を対象にした「放送評価調査」を実施し、「信頼」「満足」「親しみ」

などの全体評価と、「正確・公正」「生命・財産を守る」「娯楽性」など側面別評価について、合計 15 項目
を調査した。21 年度の平均と比べ、全体評価では「親しみ」（49％→53％）と「社会貢献」（63％→67％）
が増加した。側面別評価では、「正確・公正」（61％→64％）、「国際理解」（46％→50％）、「文化の継承・発
展」（52％→55％）、「実用性」（55％→59％）、「娯楽性」（40％→44％）が増加した。 

 
【視聴者のニーズに応える情報番組】 
（大型シリーズの企画・制作） 
・ＮＨＫスペシャルで７～８月に、「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」（前編 8.4％、後編 8.7％）、「灼熱アジア」（第

１回 6.5％、第２回 6.7％）、「日本と朝鮮半島」（第４回 7.8％、第５回 7.9％）と多彩な大型シリーズを放
送した。「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」では最新の進化の理論を最新のＣＧ技術で映像化、現存しない恐竜や
ほ乳類などの生態や当時の風景をリアルに再現した。 

 
（ニュース・関心事に応える番組） 
・ＮＨＫスペシャルで、７月に「狙われた国債～ギリシャ発・世界への衝撃～」「大相撲は変われるのか」「サ

ッカー日本代表 チームはこうして蘇(よみがえ)った」を、９月に「消えた高齢者 “無縁社会”の闇」「菅
ＶＳ小沢 民主党はどこへ」「堕ちた特捜検察～エリート検事 逮捕の激震～」など、大きなニュースに即応
した大型番組を放送した。 

・９月１日の「防災の日」には、ＮＨＫスペシャル「首都水没」を放送し、気候変動によるゲリラ豪雨や巨
大台風による首都水没の危険性をさまざまな実験やＣＧなどで分かりやすくリアルに伝えた。 

 

 
 
 
・第２四半期の総合テレビ平均世帯視聴率を時間帯別にみ
ると、「連続テレビ小説」の移設、情報番組の新設を行っ
た 8～10 時は、昨年の同時期より視聴率が上昇した。し
かし、20 時台、21 時台および 23 時台が、昨年同時期に
比べ低下の傾向にある。 

・平成 22 年度改定の柱の一つであった総合テレビの土日午
前のうち、土曜午前は昨年同時間帯と大きな変化がない。
日曜午前は世帯視聴率３～５％台であり、ターゲットと
した子どもとその親の世代に広がりが見られない。 

 
・「親しみ」の 53％は、今年６月調査に引き続き過去最高水

準となり、昨年 11 月以降４回連続で 50％以上となった。 
 
 
 
 
 
 
・「恐竜絶滅 ほ乳類の戦い」は 10～40 代男女によく見られ、

視聴者層拡大に貢献した。「日本と朝鮮半島」は前の３回
に比べ視聴率が上昇し、歴史に真正面から取り組んだ今
回の企画が多くの視聴者に支持された手応えがあった。 

 
 
・番組によっては、内容や放送のタイミングにさほど問題
がなくても視聴率が伸びないケースがあり、原因につい
て分析が必要である。 

 

 
 
 
・平成 22 年度後期改定では、総合テレビの 22 時台の強化
をめざし、「プロフェッショナル 仕事の流儀」を現場の
ドキュメンタリーに特化して復活、女性をターゲットと
した「ドラクロワ」「祝女」、昨年度放送して好評だった
「ブラタモリ」などを編成する。 

・今後、23 年度番組改定に向け、ターゲットを明確にして
番組開発を進める。 

 
 
 
・経営計画では「親しみ」の項目を年度平均で 50％以上に
向上させることを目標にしており、引き続き放送評価調
査における評価の改善をめざす。 

 
 
 
 
 
・今後も、「日本列島 奇跡の大自然」「灼熱アジア」（第３、

４回）「ＪＡＰＡＮセカンド・デビュー」（全５回）など、
社会に大きなインパクトを与え話題性を喚起する魅力的
な大型シリーズを制作・放送していく。 

 
 
・時事的な企画を最適なタイミングで放送できるよう、よ
り柔軟な編成を追求する。 

 
 
 

（２）多様なサービスによる視聴者層の拡大 
【反響が大きかった「夏の特集」】 
（｢“戦後 65 年”を考える番組｣の集中編成）） 
・戦後 65 年を迎えた今年は、総合テレビでは広島に原爆が投下された８月６日から終戦の日の 15 日まで、

毎日、戦争関連特集を放送する編成とし、「ＮＨＫスペシャル 終戦特集ドラマ １５歳の志願兵」「わ
らわし隊の戦争」「爆笑問題の“戦争”入門」など、若い世代に戦争体験をどう伝えるかを意識した番組
を放送した。衛星ハイビジョンでは終戦を語る座談会のドラマ化「日本のいちばん長い夏」、ラジオ第１
では「爆心地の家族」「聞き取り、歌い継ぐ～祖父・祖母たちの戦争～」「戦争インタビュー」シリーズ
などを放送した。 

（多彩な「家族で楽しめる番組」） 
・総合テレビでは「思い出のメロディー」「鶴瓶の家族に乾杯スペシャル」「プロフェッショナル 仕事の
流儀 市川海老蔵スペシャル」「ジブリ・創作のヒミツ」など多彩な家族で楽しめる番組を放送した。 

・教育テレビでは「Ｅテレ～もっと身近に教育テレビ」をキャッチフレーズに、「きょうの料理スペシャル
メシタビ」「北山修 最後の授業」「テストの花道スペシャル 夏休み！先輩が教えてくれる弱点克服法」
など、子どもから大人まで、各世代が学び楽しめる教育テレビならではの番組を放送した。 

・衛星ハイビジョンでは「スター・ウォーズ シリーズ一挙放送」「南米大陸一周１６５日の旅」など、衛星
第２では「全駅停車！『銀河鉄道 999』ぜんぶみせます」などを編成し、高品質で長時間編成という衛星放
送の魅力を伝えた。 

・ラジオ第１では「ライブハウス・Ｒ－１」など、ＦＭで「エレクトロニカの世界」など、テーマやターゲ
ットを明確にし、熱心なファンも納得する内容の番組を放送して反響を得た。 

 
 
 
・「終戦特集ドラマ 15 歳の志願兵」「戦場の漫才師たち～
わらわし隊の戦争～」などでは広がり指数 100 を超え、
戦争の記憶を若い世代にも伝えることができた。 

・「夏の特集」編成期間（８月６～27 日）の平均世帯視聴率
は、総合テレビ全日は前年より持ち直しているものの、
ゴールデン、プライムタイムは前年よりやや減少した。 

 
・「思い出のメロディー 第２部」（17.3％）「鶴瓶の家族に

乾杯スペシャル」（15.3％）など、季節特集の定番や定時
番組のスペシャル版が大変よく見られ、総合テレビ８月
16 日の週にはゴールデンタイムの平均世帯視聴率が局別
で１位となった。 

・「全駅停車！『銀河鉄道 999』ぜんぶみせます」は、４時
間という長時間にも関わらず視聴率は１～２％台をキー
プ。番組のサイトには 6,000 通近い反響が寄せられた。 

「ライブハウス・Ｒ－１」には、「この番組を聞くために
ラジオを買った」という声が寄せられるなど、若者を中
心にコアなファンをひきつけた。 

 
 
 
・「夏の特集」編成期間中の視聴率データも踏まえて、平成

23 年度に移行する映像４波体制の中で「夏の特集」のあ
り方など衛星２波の役割をどう明確にしていくか検討し
ていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・衛星放送の番組では、地上波以上に事前のプロモーショ
ンが重要である。今後も優先順位を明確にし、放送波を
超えた関連番組などの展開やネットの活用など戦略的な
ＰＲを行いたい。 

方針２
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主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（新たな可能性を模索した開発番組） 
・23 年度改定を見据え、企画競争で制作した「恋する日本語」や「地球イチバン」「お天気バラエティー 気

象転結」「人材ハッケン伝」などの開発番組を総合テレビ 22 時台に編成した。 
 
 
【「ＮＨＫデザイン講座」の実施による若年層への浸透】 
・美術・音楽系大学生を対象に、現場の映像・音響デザイナーが番組を題材に講義と制作実習を行なう交流
活動「ＮＨＫデザイン講座」を８月 30 日から３日間実施した。４回目となる今年は６大学・９学部から 90
名あまりの学生が参加した。 

 

 
・「恋する日本語」は、反響が 1,050 件に達し、広がり指数

110 と若年層への訴求力があった。 
 
 
・スタート時の参加学生は約 50 名だったが、年々参加者が

増えている。学生のアンケートからも講座は満足度が高
く、出席してＮＨＫが身近になったとの声が多い。 

 
・将来の定時化をめざして開発番組のさらなるブラッシュ
アップを図っていく。「恋する日本語」は、来年１月から
８本のレギュラー番組となることが決定した。 

 
・今後も継続して開催し、一層充実した講座とする。複数
の大学からは大学単位で実施してほしいとの要望も寄せ
られている。 

 
 

（３）信頼にこたえ、暮らしに役立つ報道の強化 
【参議院選挙への対応】 
・政権交代後、初めての本格的な国政選挙となった７月の参議院選挙は与党・民主党が惨敗する結果になっ

た。鳩山首相の辞任や菅首相の消費税をめぐる発言などで選挙情勢がめまぐるしく変化する中で、ＮＨＫ
は、全局体制のもと、終始的確な情勢分析と報道を続け、開票日当日も正確・迅速な当確判定を実施した。
開票速報は全議員の当確が出るまで、総合テレビ、衛星第１、ラジオ第１、ＦＭ、国際放送、インターネ
ット、ケータイ、データ放送で最新情報を提供した。 

 
【大相撲中継の中止と再開】 
・日本相撲協会の不祥事が相次いだことから、七月場所の中継を中止し、代わって幕内の全取組をダイジェ
ストで放送した。その後、協会が改革への具体的な道筋を示したと受け止め、九月場所は中継を実施した。

 
 
【災害報道の強化】 
・８月の台風４号や９月の台風９号の上陸に際しては、小田原市の酒匂川河川敷での人命救出の様子をいち
早く中継で伝えるなど、的確で分厚い取材・放送を展開した。特に、台風９号の接近によって東京などが
記録的な大雨となった豪雨被害では、17 時 30 分の特設ニュースが 11.5％、ＮＨＫニュース７の視聴率が
20.8％に達するなど、視聴者の信頼に応えた。また、今年度から新設した「気象災害総合ホームページ」
で進路や被害、交通などの情報をきめ細かく伝えた。 

・気象庁が異常気象だったと発表し「もはや災害」と言われた今年の猛暑について、死亡者の多くが高齢者
だったことをスクープするなど連日のニュースで伝えるとともに、熱中症予防の呼び掛けも行った。 

 

 
 
・開票速報は、20 時台の 18.8％を最高に、すべての時間帯

で民放各局を大きく上回る視聴率を獲得し、視聴者の支
持を獲得することができた。男女年層別にみると、23 時
台までは男女とも 40 代以上で５％以上、20 時台は 13～
19 歳も５％と、幅広い年齢層に見られた。 

 
 
・大相撲中継の中止と再開については、視聴者からの意見
も考慮して的確に判断して対応した。 

 
 
 
・通常１日２万ページビュー程度の気象災害総合ホームペ
ージの閲覧数が、台風４号が東北に上陸した８月 12 日に
は 41 万ページビュー、台風９号が北陸に上陸した９月８
日には 49 万ページビューに達した 

・猛暑については、報道局のみならず全国報道のネットワ
ークを十二分に生かした報道が実現できた。 

 
 
・与野党対決となる見込みの 10 月の衆議院北海道５区の補

欠選挙、普天間基地問題が争点になると見られる 11 月の
沖縄県知事選挙など、当面する重要な選挙についても、
正確で迅速な報道を実施し、視聴者の期待に応える。 

 
 
 
・大相撲中継については、今後新たな問題が発生した場合
には、中継中止も含め、毅然とした態度で臨む。 

 
 
 
・厳しい取材競争の中でも、被災地など危険な場所での取
材の安全性が確保されるよう、取材体制の整備とともに
安全管理体制の構築にも力を入れる。 

・気候変動や社会システムの変化に伴い、新たなタイプの
災害が今後も生まれてくる可能性がある。日ごろから最
新の情報を収集し、高い関心をもって取材を続けたい。

 
 

（４）視聴者の信頼と期待にこたえるための調査研究の推進 
【23 年度番組改定提言とワークショップの開催】 
・ＮＨＫ放送文化研究所では、40 代の視聴者を対象に据え、新たに実施した接触者・未接触者ウェブアンケ

ートおよび番組に関する好悪反応調査のデータを交えてＮＨＫの番組が見られない要因を明らかにした。
その調査結果報告をもとに、現場の担当者を招いた「接触者率と現場を結ぶ」文研ワークショップを開催
し、ワークショップで得られた解決策の方向性を盛り込んだ提言を作成し、新年度改定の資料とし、接触
者率向上に向けて貢献した。 

 
【日韓市民意識調査の実施】 
・ＮＨＫと韓国ＫＢＳの定期協議での合意を受けて、初めて両局が共同で世論調査を実施した。日本では全
国の 20 歳以上の国民 2,400 人を対象に個人面接法で実施し、韓国側のデータとともに、調査結果を７月に
報道局や制作局など関係部局に報告した。日本で韓国が好きな人は 62％だったが、韓国では日本が嫌いな
人が 71％にのぼるなど、両国民の意識の違いがわかった。 

 
 
・ワークショップでは活発な意見交換が行われ、視聴者層
拡大に向けＮＨＫとして共通する問題意識と取り組むべ
き方向性を確認することができた。 

 
 
 
 
・調査結果は「ＮＨＫニュース７」や「ＮＨＫニュース 
おはよう日本」で放送された。また、「日本のこれから～
ともに語ろう日韓の未来」で調査結果をもとに両国の若
者が討論を行い、視聴者から多くの反響、意見が寄せら
れた。韓国側でもニュースや討論番組に活用された。 

 

 
 
・来年度は、編成や制作の担当者が文研の提言を番組改定
に活用しやすくなるよう報告時期を早め、５月から６月
に提言することをめざす。 

 
 
 
 
・放送現場からの調査の要請は増える傾向にある。視聴者
の期待に応えるとともに、放送現場、地方局を支援する
という観点から、関係部局との連携を一層強化し、今後
とも機動的に対応していく。 

方針２
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（３）放送・通信融合時代の新サービスで公共放送の役割を果たします。 
  方針３
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１） ＮＨＫコンテンツの“３-Screens”展開の推進 

【ＰＣ・ケータイ向けサービス】 

・戦争体験者の証言をインターネット上で公開する「戦争証言アーカイブス」を、戦後 65 年の８月に公開し

た。証言だけでなく、年表、地図、当時のニュース映像やＮＨＫが制作した番組も提供し、「社会の共有財

産」として未来を生きる世代に伝えていくことができるようになった。 

・ＮＨＫオンラインへの接触は、４～９月で 13.7 億ページビュー、前年同期比で 33％増と伸びている。 

・ＮＨＫケータイのトップページのページビューは、８月の「夏の甲子園」ページへのアクセスが前年同月

比で 14％減となったが、ＮＨＫケータイ全体への接触は４～９月で 1億 6590 万ページビューと前年同期比

13％増だった。 

 
【放送・通信の連携】 

・教育テレビで放送している「ビットワールド」の特集番組として７月に放送した「緊急生放送！！消えた

モジャビーをさがせ！」では、新たに動画を用いた生双方向企画を実施、放送中の参加アクセス数は 15 万

を超え、番組ホームページは約 149 万ページビューにのぼった。 

・教育テレビで放送している「リトル・チャロ２」では、「夏特番！双方向で腕だめし」を８月に放送した。

携帯に加え、デジタルテレビの双方向機能による参加も可能とし、英語クイズの参加者が２万人を超えた。

・衛星第２で放送している「Shibuya Deep A」は、４月からワンセグ２での同時生放送を開始、さらに SNS

サイトの mixi へバナーを掲載するなど、３－Screens 展開を強化した。その結果、第２四半期になって毎

回の投稿数が大きく伸び、前年同期比で１万件増えた。 
・企画競争で募集した５分企画のどれが面白いかを、視聴者からの投票で選ぶ「青山ワンセグ開発」は、４

～９月のファーストシーズンの決勝特番を10月２日に青山のＮＨＫサテライトスタジオから生中継で伝え
た。GyaO!・YouTube・ニコニコ動画での動画再生と投票ＰＲ、mixi・Gree でのバナー広告を行ったが、GyaO!
ではこれまでの動画再生回数のトップを記録した。 

 
 
 

・「戦争証言アーカイブス」は公開 49 日で 100 万ページビ

ューを達成し、大きな関心が寄せられている。 

・ＮＨＫオンラインでは「夏の特集」に対応したホームペ

ージを新設したこと、ＮＨＫケータイではトップページ

で「夏の特集」に連動したクイズを出題し特集番組のＰ

Ｒを図ったことが、アクセスの増加に結びついた。 
・「甲子園」については、他社の甲子園関連サイトの充実が

アクセス数減少の一因と考えられる。 

 

・「ビットワールド」の生放送特番は、放送中の参加アクセ

スが前回２月の 1.5 倍となっており、着実にターゲット

層の視聴者拡大に結び付いている。 

・「リトル・チャロ２」の夏特番は、クイズ参加者２万人の

うち６割強が30代以下であり、若年層の接触に貢献した。 

・「Shibuya Deep A」の参加者アンケートによると、４割近

くがＮＨＫ未接触者であった。若年層の関心をひく企画

と効果的なＰＲで未接触者を取り込めることを示した。 
・青山ワンセグ開発で制作した５分企画がネット上での動
画人気ランキングで上位になった。コンテンツを全てネ
ット上で公開し、投票で見たい番組を決めるというトラ
イアルが反響を生み、新たな視聴者層獲得につながった。 

 
 
 

・「戦争証言アーカイブス」の広報活動を展開する一方、定

期的な更新や特集の演出でアクセスを増やしていく。 

・ＮＨＫオンラインは 10 月で 15 周年を迎える。トップペ

ージのカスタマイズ機能や15年の歴史をまとめた動画な

ど 15 周年記念の企画・コンテンツを充実させる。 

・「甲子園」は 23 年度に向けてサイトの改修に着手する。

・９～10 月のＮＨＫケータイの利用実態調査結果を 23 年度

に向けたサイトの改修、コンテンツの充実に活用する。

 

・「ビットワールド」では、今後も多角的な手法で番組やイ

ンターネットの演出を工夫し、ユーザー間で同時性のつ

ながりを感じられるサービスの試行や強化を行う。 

・「リトル・チャロ２」の夏特番では、デジタル放送の双方

向機能を使った登録が若年層で参加者の半数にのぼっ

た。次回はデータ放送をさらに活用する演出を検討する。

・「Shibuya Deep A」の特番で想定を超えるアクセスからシ

ステムがダウンした。システムの安定化が急務である。
・ワンセグでのＰＲの重要性を再認識した。事前特番の教
育テレビでの放送、決勝前日の総合テレビ深夜での放送
等、地上波との連携も大きな効果が上がったと思われる。
後期はツイッターとの連携にも取り組む。 

 
（２）「ＮＨＫオンデマンド」のさらなる充実 
・７～９月の売上総額は１億 2,919 万円に達し、第１四半期に続き、前年同期の約２倍の実績が見込まれる。

７月は単品・パックの販売数が大幅に増加し、８月は特選ライブラリーの「夏休み限定パック」「夏の限定
105 円セール」などを行った結果、１か月の売上で過去最高を記録した。９月は配信要望の多かった「ハー
バード白熱教室」の特選ライブラリー化で８月に匹敵する売上を見込んでいる。（資料３） 

 
・見逃し番組配信本数（７～９月）は合計 1,941 本にのぼり、昨年同期（1,638 本）を上回った。夏の特集番

組については各チャンネルから多数配信し、「ＮＨＫスペシャル １５歳の志願兵」「ＢＳ世界のドキュメン
タリー」「爆笑問題の“戦争”入門」など、戦争関連番組が視聴数 1,000 回以上とよく見られた。 

・特選ライブラリー配信本数（９月末現在）は 3,200 本（600 タイトル）である。「夏休み限定パック」では
「新・坂本龍馬パック」「宇宙探検パック」などが、「夏の限定 105 円セール」では「ＮＨＫスペシャル 映
像の世紀」「ドラマスペシャル 大地の子」などが大変よく見られた。 

 

 
・第１四半期に引き続き、右肩上がりの売上増を達成して
いるものの、今年度の収入目標の 11 億円に対して、まだ
21.3％である。 

 
 
・夏の特集番組では、ドキュメンタリーや社会派番組への
関心が高い視聴者の期待にこたえることができた。 

・「夏の限定 105 円セール」は、以前と比べ、購入回数 7.7
倍、売上 1.9 倍と、売上に大きく貢献した。価格を下げ
たところ、結果として売上が伸び、利用者のニーズをと
らえた販売戦略を展開することができた。 

 

 
・今後は、収入への寄与度を重視した広告やプロモーショ
ン展開による大幅な増収をめざしたい。 

 
・昨年に引き続き、今年も「ＮＨＫ紅白歌合戦」の配信を
実現するため、関係各所との調整を進める。あわせて年
末年始特集番組を配信し、ラインナップの充実を図る。

・10 月からは、好評の「ハーバード白熱教室」にちなみ「ア
カデミックな番組特集」の配信を開始し、教養系の既存
コンテンツの売上アップにつなげたい。 

・好評の限定パックを秋にも実施するとともに、単品商品
については、現行の価格帯を見直し 105～210 円への値下
げを検討する。 

 
（３） 放送・通信融合時代を先導する技術の研究・開発の推進 
・９月、ロンドンから東京へＩＰ網を利用したスーパーハイビジョン(ＳＨＶ)の国際伝送実験を実施した。
また、オランダで開かれた放送機器の国際展示会ＩＢＣの会場で、ＢＢＣをはじめ世界の放送関係者に対
して、ＳＨＶシアター、フル解像度カメラ、符号化装置、22.2ch 音響、制作機器などを展示し、ＳＨＶの
魅力をアピールした。 

・技研が研究を進めているメガネ不要のインテグラル立体テレビの高精細化に向けたＳＨＶ画素ずらし調整
法、３次元モデルからの変換手法を開発した。この成果を、８月に開かれた映像情報メディア学会年次大
会で発表した。 

・放送通信連携システム“Hybridcast”の技術仕様の検討を進め、受信機の試作に向けてメーカーとの打合
せを開始。デモや講演を行うなど内外にもアピールした。 

 

 
 
・ＩＰ網を用いた国際伝送の技術検証ができるとともに、
2012 年のロンドン五輪でのパブリックビューイング実施
に向けた理解を促進できた。ＩＢＣでは、ロードマップに
沿った技術開発が進んでいることを示すことができた。 

・インテグラル立体テレビの開発において、調整法、画像
ひずみの補正法や信号処理技術を含めた種々の手段を積
み重ねることで画質を向上させる目途がついた。 

・実用化に向けた活動が具体化し、受信機モデルの開発を
始動できた。 

 

 
 
・今後の国際的なＳＨＶ伝送に向けて符号化・伝送の課題
を抽出し、安定して高品質な伝送が可能となるよう装置の
整備や改修を進める。ロンドン五輪でのパブリックビュー
イングに向けてＢＢＣとの連携を強化するとともに、具体
化に向けたシステム設計を進める。 

・インテグラル立体テレビの画質をさらに向上するための
新技術開拓を、継続して行っていく。 

・システム仕様の策定、実装・検証を進めるとともに、サ
ービスのあり方についても放送現場と議論する。 
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（４）地域を元気にするための拠点となります。 
  方針４
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（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 
【「放送局のちから」を掲げた業務運営の徹底と、情報発信の強化】 
・全国 53 の放送局が、平成 22 年度の「放送局のちから」に基づいて、引き続き地域を元気にするためのさ

まざまな取り組みに力を注いだ。第２四半期は、１年後に迫った完全デジタル化を前に、デジタル機器の
普及を図るための特集番組やニュース、スポットの放送やイベントを展開した放送局が目立った。また、
参議院選挙（７月）では、各放送局が、全局体制で事前準備や開票速報などにあたった。さらに、宮崎局
の口てい疫問題への対応や静岡局の防災への取り組みなどのように「地域再生」や「地域を守る」という
視点からの取り組みや、夏のイベントに合わせ、公開ホームページやワンセグ携帯の活用など３-Screens
の展開によって、接触者率の向上に努めた放送局も多く見られた。 

 
・地域の話題を全国発信する地域放送局制作の番組「にっぽん紀行」を総合テレビの「夏の特集」などで 6
本放送した。「にっぽん紀行」の平均視聴率は 10％を超え、最高視聴率は 11.9％を記録した。そのほか、
衛星ハイビジョンで「カメラマンシリーズ 夏」を３本放送した。 

・「地域発ドラマ 農ドル！」（松江局）、「ドラマ 万葉ラブストーリー」（奈良局）の２本の地域局制作ドラ
マを全国放送した（９月）。世帯視聴率はいずれも 3.2％だった。 

・口てい疫による打撃が大きい宮崎県を番組面から支援するため、「ＮＨＫのど自慢」や「新感覚ゲーム ク
エスタ」、「ドキュメント２０ｍｉｎ．」で、宮崎情報を発信した。 

・「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」のすべてのブロックコンクールで、ライブストリーミングと即時動画制
作を行った。ライブストリーミングの視聴は 58,511 件、学校別演奏動画へのアクセスは 469,936 件にのぼ
った（8/24～9/30）。 

 
【地域放送・サービス強化へ地域放送番組費を拡大（＋49 億円、５か年累計）の具体化】 
・地域充実予算５億円を原資にして、夕方６時台の地域情報番組を充実させる取り組みや開局記念イベント
の実施、公開ホームページ及びデータ放送の充実など３-Screens 展開の推進など、各放送局の創意工夫を
凝らしたさまざまな取り組みを全国で展開した。 

  
 

 
 
・隣接する放送局同士が協力するイベント開催、自治体や
大学との連携、高校野球やＮＨＫ学校音楽コンクールの
３-Screens 展開など、それぞれの放送局が「放送局のち
から」を発信、発揮するためにさまざまな工夫をし、地
域の拠点としての存在感を高めて、より幅広いサービス
の向上を図ることができた。 

 
 
・「にっぽん紀行」には「素晴らしい内容に嬉しくて涙が出

た」、「農ドル！」には「地域局が少ない経験と予算でド
ラマ制作を頑張っているのが嬉しい」など、視聴者から
好評意見が寄せられた。地域の話題を全国発信すること
により「放送局のちから」の発揮に大きく貢献できる手
応えがあった。 

・ライブストリーミングや動画制作の際に地元局の放送部、
技術部の職員（のべ 52 人）が参加するＯＪＴを実施、各
拠点局のデジタルコンテンツ制作の中核となる人材の育
成に結びついた。 

 
・大阪局では、倉庫に眠っていた貴重な音楽資料を活用し
た音楽番組などを制作し地域文化の継承・発展に努めた
ほか、松山局ではドラマ番組と四国の魅力をＰＲする「ド
ラマチック！四国」キャンペーンを拡充させ、幅広い視
聴者層の掘り起こしを行うなど、地域放送の充実に活用
した。 

 
 
・下半期に向けても、引き続き「放送局のちから」を発揮
し、地域への放送・サービスの充実を継続していくよう、
努めていく。 

・接触者率向上のツールとして公開ホームぺージの充実を
図っていきたいが、業務量や人材確保に苦慮しており、
引き続き課題として残っている。 

 
 
・「にっぽん紀行」などの番組を全国発信することは地域局

若手ディレクターの人材育成にもつながる。今後、定時
枠だけでなく期間特集などでも、地域局が制作し全国発
信する枠の確保をめざす。 

・地域局のドラマ制作が増えている。できるだけ全国発信
の機会を作り、多くの人に見てもらえるようにしたい。

・引き続き宮崎県支援関連として、「あさイチ」の「産直ラ
イブ」や「歌謡コンサート」の「宮崎中継」などを予定
している。 

・今後も、研修やライブストリーミングなどの実施を通し
て、各地域局の技術者のデジタルコンテンツに対するス
キルを育成する。 

 
・地域放送サービスの充実に向け、地域充実予算の効果検
証を行い、来年度予算編成等に反映させていく。 

 

（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 
【取材・制作者の拡充（＋50 人程度、３か年中心）の具体化、拠点局管理機能の強化】 
・地域放送の一層の充実のための取材・制作者の増員は今年度の計画 10 人のうち８人、域内の経営資源マネ

ジメントやコンプライアンス推進などのための拠点局管理要員の増員は計画５人のうち４人を異動期に実
施した。 

・増員配置に加えて、継続しているパワー不足の解消を進めた。 
 
【地域に密着した人材活用の新たな仕組みの導入】 
・「エリア職員」の募集・採用業務における課題抽出のため、22 年度秋採用において、試行を実施した。（６
月下旬～９月） 

 
 
 
 
【放送局における職種を越えたスキルの共有化】 
・７月 11 日の参議院選挙、夏の全国高校野球地方大会、地上デジタル化推進など局を挙げて取り組む課題が

多く、それぞれの業務の中で互いの仕事の進め方を見つつ、一体となって業務を成し遂げるというスキル
の共有化の考え方に合致した取り組みが多く見られた。ツイッターによる情報発信を始めた放送局で、若
手職員が、組織横断プロジェクトを通じて他部の業務に対する理解を深めたほか、各種キャンペーンを行
った放送局では、ディレクター、記者がプロジェクトを組んで制作とニュースの連携を深めたり、営業職
員と企画事業総務職員が連携して、スポットのロケを行ったり、技術職員が番組提案を行うなど、さまざ
まな形で全局的な取り組みが進められている。 

 
【北関東２局の県域放送への対応】 
・北関東の前橋局、宇都宮局の県域放送開始に向けて、第２四半期は、両県をはじめとする関係者に改めて
説明を行うとともに、制度整備について総務省に対し要請を行った。 

 
 
・近畿・東海圏での取材デスク３名体制の整備完了や管理
機能強化の全拠点局への展開などが図られた。 

 
 
 
 
・「エリア職員」の募集・採用業務の試行により、エリアご

との応募状況の傾向や、拠点局における選考・採用手続
きでの課題を把握することができた。 

 
 
 
 
・職種を越えた連携の経験が風通しのいい職場環境につな
がり、台風などの災害情報の発信を間違いなく的確に行
うなど、放送局全体のパワーアップにつながることが期
待されている。 

 
 
 
 
 
・県域放送の開始に係る制度整備や地元の理解などに向け
た具体作業の取り組みを始め、継続する課題を明確にす
ることができた。 

 
 
・年度後半も、キャリア採用者の配属などで増員配置の計
画を達成するなど、地域の体制強化に努めたい。 

・23 年度についても、「地域の取材・制作体制強化」、「拠点
局管理機能強化」を計画どおり進めていく。 

 
 
・試行結果やこれまでの議論を踏まえ、来春の採用活動に
向け、秋に組合に説明する。また、フランチャイズ人材
からの運用変更や雇用型契約職員からの登用について
も、具体的な手続きについて詳細を詰めていく。 

・「地域に密着した人材活用」については、関係部局と連携
しながら課題を整理する。 

 
・それぞれの取り組みを随時フォローし、年末の管理職研
修などの出張機会などにヒアリングを行い、翌年度の施
策に向けて検証、フィードバック等を検討する。 

 
 
 
 
 
 
・局内外の関係者と調整を行い、北関東の県域放送開始に
向けた準備を引き続き行っていく。 
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北 海 道   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
道内全局が一体となって取り組んでいる「まるごと体感！北海道キャンペーン」では、番組や視聴者満足

向上活動を集中的に展開する各局スペシャル月間を、７月・旭川、９月・釧路で実施した。また、「北海道ク
ローズアップ」放送 500 回の特集番組や、「北方領土プロジェクト」関連番組、「知床キャンペーン」関連番
組を放送するとともに、８月には“戦争と平和”関連番組を集中編成するなど、地域における存在感の向上
を図った。 
７月の参議院選挙については全局体制で実施し、「開票速報」では、札幌局から全国放送と地域放送合わせ

て２時間 44 分の放送を行った。 
デジタル中継局整備は、今年度の整備目標 55 局所の免許申請を完了し、今期末現在で９局が開局、21 局が

工事完了、25 局が工事中と着実に進めた。また、７月 24 日を中心に「地デジカウントダウン in さっぽろア
ニメひろば」など、全道でデジタル普及に向けた番組・スポットやイベントを集中的に展開した。 
 

 
各局のスペシャル月間や地域放送番組については、効果

的な広報活動もあり、視聴者から高い評価を得た。また、
特集番組では学生等に番組に参加してもらい、若年層への
接触を図った。さらに、「クローズアップ現代」で「山岳遭
難事故一年」関連番組と「北方領土」関連番組を放送する
など、地域番組を発展させた全国発信に成果をあげた。 
参議院選挙「開票速報」は、平均視聴率が道内でトップ

となるなど、視聴者の期待に応えた。 
中継局整備の進捗は順調であり、共聴施設のデジタル化

にも着実に取り組んでいる。７月 24 日には、北海道独自で
デジタル化関連番組やスポットを合計 75 分放送し、多くの
反響を得た。 

 
スペシャル月間は、10 月に帯広と北見、11 月・函館、12

月・旭川と引き続き展開し、多彩な番組の集中発信とイベ
ント等によって接触者率の向上をはかる。 
10 月には、道内全局の連携によって、ツイッターなど双

方向性を生かした大型中継番組「夢のまるごと体感！北海
道ツアー」をＢＳ等で放送し、北海道の魅力を全国に発信
するとともに、ＢＳデジタルの普及を図る。 
デジタル中継局の整備については、工程管理をしっかり

行い、年度内の整備完了を実現する。同時に、共聴施設の
デジタル化にも引き続き取り組んでいく。また、「アナログ
停波」の周知に一層力を入れる必要があり、アナログ常時
スーパー等の施策を検討していく。 

【札幌局】 
○ツイッターを活用した番組「さっぽろ穴場ハンター」を開発するとともに、プロ野球の「応援メッセージ」
や、特集番組に視聴者の意見をリアルタイムで表示するなど、３-Screens と連動したサービスを充実させた。
○若年層など未接触者にアプローチする多様なイベントを展開したほか、デジタル普及に向け独自に開発し
た「いいね！デジタル 北海道キャラバン」を、引き続き全道で展開した。 

 
○双方向型番組は視聴者からも好評であり、「クロスメディ
ア推進プロジェクト」等による取り組みが成果をあげた。 
○「デジタルキャラバン」は、延べ 46 地点で 92,279 人が
参加（９月末現在）し、デジタル普及に貢献している。 

 
○３-Screens 展開の推進に向けて、データ放送の新規コン
テンツ開発等とともに、人材育成にも一層取り組んでいく。
○「デジタル体感！ＢＳわくわくパーク」等によるデジタ
ル普及とともに、若年層に向けたイベントの充実を図る。

【函館局】 
○「上海万博・北海道の日」の中継･リポートをはじめ、全国放送の｢目撃！日本列島｣、全道に向けた｢北海
道ひと物語｣など、多彩な情報を発信したほか、小型機墜落事故の緊急報道に迅速・的確に対応した。 
○今年度整備予定の５つのデジタル中継局は開局に向けて順調に工事が進んでいるほか、デジサポ道南との
連携による普及活動、イベントやスポットを活用したデジタル化周知活動を精力的に展開している。 

 
○各番組はモニター報告で高い評価を得た。また、毎月の
緊急報道プロジェクトの成果が着実に実を結んでいる。 
○９月のデジタル普及イベントには、３日間で 6,000 人が
来場するなど、完全デジタル化の周知に成果をあげた。 

 
○今後も、プロジェクトにおいて、ノウハウの蓄積と情報
共有化を一層推進し、緊急報道への対応力を高めていく。
○デジタル中継局開局にあわせて、広報活動や、デジサポ
道南との連携による周知・普及活動を精力的に展開する。

【旭川局】 
○７月に「旭川スペシャル月間」を実施。「ＮＨＫのど自慢・稚内市」や「今夜も生でさだまさし」等、多彩
な番組やイベント、ホームページによる集中発信を通して、旭川・道北地域の魅力を全国・全道に紹介した。
○「北のデジタル充実」を合言葉に、デジタル中継局整備については、今年度予定の 11 局中３局が完成。ま
た、共聴施設の整備を進めるとともに、イベント等と連動したデジタル周知を推進している。 

 
○スペシャル月間では 45 本、30 時間の放送を実施し、期間
中はホームページへのアクセスも倍増した。 
○デジタル中継局整備については、残る８局もすべて着工
しており、順調に進捗している。 

 
○12 月に、ニュース・情報番組を中心とした２回目のスペ
シャル月間を展開する。 
○引き続き、共聴施設のデジタル化整備など、デジタル普
及・推進に全力を注いでいく。 

【帯広局】 
○「トムラウシ山遭難事故１年」で、リポート等で伝えるとともに、課題を掘り下げて「クローズアップ現
代」を制作した。また、８月に発生した「歴舟川遭難事故」などの緊急報道では、的確な一次対応を行った。
○ガーデニングイベントや歩行者天国など地域のイベントに連動して、トークショーや中継車公開など多彩
な視聴者活動を展開するとともに、デジサポと連携してデジタル化周知・普及に努めた。 

 
○継続した取材により、登山の安全管理の課題について伝
えることができ、「クローズアップ現代」は高い評価を得た。 
○地域イベントと効果的に連動することにより、地域への
貢献と帯広局の存在感をアピールすることができた。 

 
○少人数職場での緊急報道対応に向けて、職種を超えて中
継対応ができるよう研修を継続し初動体制を強化する。 
○公開番組やイベントにおいては、市町村等との連携を通
して、地域に密着した放送局としてのイメージを強化する。

【釧路局】 
○１年間にわたって取り組んだ「北方領土プロジェクト」は、サハリンで過去の映像素材を発掘するなどし
て、「クローズアップ現代」や大型特集番組等を放送した。また、９月の「釧路・根室スペシャル」月間に、
多彩な番組やリポートを集中的に放送、特に釧路湿原を中継やリポートで数度にわたり全国に発信した。 
○７月に、デジサポ道東との共催で、デジタル放送ＰＲイベント「地デジワンダーランド」を釧路市で開催。

 
○北方領土映像の発掘はスクープであるとともに、ＮＨＫ
の貴重な映像資産となった。スペシャル月間の取り組みに
よって、地域における存在感を高めることができた。 
○地デジイベントには 3,800 名が来場し、普及に効果。 

 
○「北方領土」については、さらに全国放送番組への展開
をめざしていく。また、スペシャル月間を受けて、全国・
全道への発信に継続的に取り組んでいく。 
○デジタル中継局開局時等に、普及推進ＰＲを行っていく。

【北見局】 
○「世界自然遺産登録５年」に当たり、「知床キャンペーン」として７月を中心に番組を集中編成、全国・全
道に発信するとともに、北見局独自に「知床ウィーク」を設定して、関連ニュース企画を連日放送した。 
○今年度４局を整備するデジタル中継局は、１局が完成し、残る３局も順調に工事を進めている。 
○公開ホームページは、地上デジタル情報や会館ギャラリー展示を新設するなど、充実を図った。 

 
○地域からの多彩な発信については、地元各界から「観光
客の増加につながった」と高く評価されるなど、地域放送
局としての存在感を高めている。 
○中継局整備は順調に進んでおり、12 月全局開局をめざす。 

 
○10 月に、ニュースを中心としたスペシャル月間を展開す
るとともに、12 月には「美幌・津別ウィーク」を独自に設
定し、地域情報の発信を強化する。 
○中継局とともにＮＨＫ共聴のデジタル化にも取り組む。

【室蘭局】 
○音楽コンクール出場校（14 校 261 人）を対象に、視聴者参加型ミニ番組「私の好きな胆振・日高」の収録
を行い、５分番組７本を制作して計 21 回放送するとともに、ホームページにも掲載した。 
○管内 18 市町すべてで予定している地上デジタル普及活動を、今期は２町で行い、実施は 15 市町となった。
また、12 月に集中するデジタル中継局開局に向けて、職員・スタッフの視聴者対応勉強会を２回実施した。

 
○出場校から好評だったとともに、ミニ番組の出演者は、
２年で 1,115 人にのぼり、ＮＨＫへの親近感を高めている。 
○デジタル中継局の整備を含め、デジタル化の施策は順調
に進捗している。勉強会によって情報の共有化が実現した。 

 
○今後も視聴者参加型ミニ番組の制作を継続し、「接触者
率」と「視聴者満足度」の向上に努めていく。 
○円滑なデジタル移行に向けて、普及活動を全地域で行う
など、引き続き全局体制でデジタル化を推進していく。 

方針４
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東 北   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
 ７月 11 日に実施された参議院選挙は、正確かつ迅速な当確判定が行えるよう各局とも全局をあげて開票速
報等に臨んだ。 

昨年度からスタートさせた「おいしい闘技場」は、若者が地域の食材を使って料理対決する番組として人
気を集め、今年度はこの番組を継続して東北と他地域が対決する番組として発展させることにした。その第
一弾として、７月に「四国ＶＳ東北」を放送した。スタジオにはそれぞれの若者の応援団が参加し、熱いバ
トルが繰り広げられた。 

 
 事前のきめ細かい情勢取材などにより、ミスのない選挙
報道を行い視聴者の期待に応えた。 
 視聴者から、「東北の食材の魅力を再認識することができ
た」「若者の真剣な取り組みに感動した」など好意的な意見
が寄せられた。また、高齢者にとどまらず若い世代からも
満足度の高い評価が寄せられ、手ごたえを感じている。 

 
 今回の選挙報道の経験を活かし、来年に予定されている
統一地方選挙の放送につなげていきたい。 
10 月以降も他地域との対決を予定しており、年度内には

決勝戦を開いてチャンピオンチームを決める方針である。
この番組のように若者から高齢者までを魅了する番組づく
りに磨きをかけていきたい。 

【仙台局】 
○７月 26 日に仙台市などで起きた局地的大雨は、警報発令を受けて特設ニュースを放送するとともに、夕方
のニュース「てれまさむね」で被害の状況や影響を詳しく伝えた。 
○民放と同じ時間に「地デジ化」スポットを計２回県内一斉に放送したほか、総務省、デジサポなどと連携
し、計４回地デジのイベントを実施した。 

 
○適切なタイミングで放送を行うことにより、視聴者の期
待に応えることができた。 
○各種周知活動を継続して実施することは効果的であり、
デジタル放送の普及にも役立っている。 

 
○局地的大雨は、事前に予測することが難しいが、放送の
タイミングを素早く判断して情報を伝えたい。 
○アナログ放送の終了を知らせる方法について、さらに検
討を進める。 

【秋田局】 
○100 周年を迎えた大曲花火競技大会を「日本の祭 2010」で放送した。放送に先立ち、秋田局のホームペー
ジに特設サイトを作ったほか、当日は会館内でパブリックビューイングを実施した。 
○9/18～19 に会館特別公開「エキヨコまつり 2010」を実施した。県内市町村が参加した「あきた 25 わがま
ち元気自慢」等の番組やイベントを集中的に実施し、延べ 15,000 人が参加した。 

 
○大曲花火競技大会中継の再放送要望は全国視聴者意向で
７位。特設ＨＰへのアクセスは50万ページビューを超えた。 
○「わがまち元気自慢」は生放送で伝えた。全局をあげた
取り組みとなり視聴者から好評だった。 

 
○「大曲花火競技大会」は全国的にも注目度の高いイベン
トであり、来年に向け紹介の方法をさらに検討したい。 
○10 月は、「ニュースこまち“紅葉”中継キャラバン」や秋
田初のプロバスケットチームの試合を中継放送する。 

【山形局】 
○次世代照明として期待される有機ＥＬをめぐる動きを丹念に追い、４月の番組に続き７月には国内外の動
きを取材して、クローズアップ現代「次世代照明ウォーズ～問われる日本の国際競争力」を全国発信した。
○11 月の地域放送「トップランナーと語る山形の未来」でのＩＰ投票・意向集約をはじめ、３-Screens への
取組強化に向けプロジェクトを立ち上げ、技術職員のＩＴ技術力、表現力のレベルアップを図っている。 

 
○取材を発展させ、地域放送だけではなく全国放送で紹介
した結果、大きな反響があった。 
○プロジェクトは、技術職員の若手メンバーで構成し９月
から勉強会等を開催しており、順調にスタートした。 

 
○有機ＥＬや山形のコメの新品種「つや姫」などを継続取
材し、機会あるごとに放送に結び付けていく。 
○双方向番組には、今後どの様な開発が必要になるか、演
出内容を注視して準備を進めたい。 

【盛岡局】 
○視聴動向調査を受けリニューアルした「おばんですいわて」は、コンセプトである「親しみとわかりやす
さ」が浸透し始め、視聴者は広がりを見せ始めている。 
○地デジ普及率の向上に向け、全国に先駆け、民放と連携しアナログ終了告知スーパーを送出。また、地デ
ジ化テストや地デジ大使の各局出演、知事との連名での関連業界への協力要請などの活動を展開した。 

 
○「おばんですいわて」「いわてみんなのうた」など視聴者
目線を意識し地域に根ざした番組作りが評価されている。 
○民放各社との連携も円滑になっている。「考えられること
はなんでもやる」を合言葉に活動を展開している。 

 
○岩手の多彩な魅力発信に向け、夕方ニュース等をさらに
充実させ、「いわてみんなのうた」は、更なる普及をめざす。
○今後とも、民放各社、自治体、デジサポ等と協議し地デ
ジ普及を積極的に推進していく。 

【福島局】 
○夕方のニュース番組の７月～８月は、ニュースカバーが薄いという指摘もあり、９月から番組後半のメニ
ューを工夫した結果、同時間帯では最も多くの人に見られている。 
○福島県から全国大会に小中高合わせて４校が出場するという全国的にレベルの高い「ＮＨＫ全国学校音楽
コンクール・福島県コンクール」は、マルチカメラによる中継車収録で初のハイビジョン化を実現した。 

 
○番組後半にその日のメインニュースを繰り返し放送する
などの工夫の効果があらわれた。 
○福島県コンクールの県内向け放送は、例年より早い時期
に放送することとした。 

 
○記者の生出演やスタジオ演出など、夕方 6 時台の放送に
付加価値をつけることにこだわっていく。 
○映像制作を外部から独自制作に変更したことで、マルチ
カメラのスイッチングのスタッフの養成が必要となった。

【青森局】 
○さまざまな世代の視聴者に向けて「高校生のファッション甲子園」や「追悼・初代若乃花」、「プロ野球史
上初の完全試合から６０年」を放送した。また、新幹線全線開業に関連し「新幹線が地元に与える影響」、恒
例となっている青森ねぶた祭のハイビジョン中継のほか、「ＮＨＫのど自慢」の予選の模様を県域放送や青森
局のホームページで楽しんでいただくなど、視聴者の期待に応えた。 

 
○「追悼・初代若乃花」は、番組モニターの方を含め「タ
イムリーで充実していた」という高い評価をいただくなど、
さまざまな世代の方々に、ＮＨＫ青森の番組を通じて接触
していただくことができた。 

 
○特に若い層への対応が課題であり、番組に限らず興味を
持ってもらえる方策を検討する。また、東北新幹線全線開
業に向けては、「経済」「観光」「生活」への影響など、県民
の大きな関心に応えられるよう情報を提供していく。 

方針４
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関東甲信越   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
 参議院選挙は、政権交代後初の国政選挙とあって激戦となる選挙区が多かったが、各放送局とも候補者の
訴えを丁寧に伝え、開票速報では、迅速かつ正確な当確判定を行い、視聴者の信頼に応えた。デジタル中継
局整備は、９月末までに 26 局が開局し順調に推移しているが、多数の「新たな難視」世帯を抱える放送局で
は、総務省と連携した支援に取り組んでいるほか、各放送局とも地デジ普及キャンペーンを積極的に実施し
ている。営業成績は、ほとんどの目標で前年同期実績を上回り、順調に推移している。 

 
 日航機墜落から 25 年や、布川事件の再審など節目を迎え
た事件を検証する番組を放送したほか、地域活性化の取り
組みを継続的に取材・放送するなど、各放送局とも地域の
拠点となる放送サービスを実施し、地元視聴者の期待に応
えている。 

 
残り 10 か月となったアナログ放送終了に向け、中継局整

備はもちろん、イベントとも連携したデジタル化周知を強
化していく。特にテレビの放送波を持たない放送局では、
番組と連動したＨＰの充実など 3-Screens サービスを積極
的に実施し、若者を含む接触者率向上につなげたい。 

【長野局】 
○政権交代後初の国政選挙である参議院選挙とその後の長野県知事選挙はともに激戦となったが、正確な報
道を第一に、綿密な取材と確実な対応により他社を圧倒する迅速な当確で、県民の信頼と期待に応えた。 
○小さな旅「わが心楽園に～上高地～」、にっぽん紀行「ぼくたちの“相撲ねえちゃん”」では、地域に暮ら
すさまざまな人の生活や思いを全国に紹介、また、「知るしん。」で放送した聴導犬の訓練士養成の取組み「聴
導犬訓練士の挑戦」は「ＮＨＫニュースおはよう日本」の祝日特集でも全国に紹介した。 

 
○両選挙では迅速かつ正確な放送で県民の信頼に応えた。
開票速報の視聴率は 20％を超えＮＨＫへの信頼の高さを示
した。新知事出演の「徹底討論どうする信州」では視聴者
の意見をリアルタイムで紹介した。 
○「にっぽん紀行」14.4％、「小さな旅」8.7％とよく見ら
れた。視聴者から「指導する姿に感動」等高い評価を得た。 

 
○10 月を“信州を元気にする月間”と位置づけ信州の話題
を全中やローカル番組で集中的に紹介していく。 
○信州が舞台になる来春の連続テレビ小説「おひさま」の
放送に向けて、特番やネットなどで地元での盛り上げをは
かり、長野局の存在感を高めるとともに地域に貢献する取
組みを多面的に展開する。 

【新潟局】 
○９月に、２日間にわたって長岡市で「新潟ニュース６１０」「ＦＭリクエスト」の公開放送を実施した。 
○完全デジタル化に向け、ローカル番組の冒頭に１分のアナログ終了告知スーパーの実施を開始した。 
○独自のスローガンを掲げ、地域スタッフの支払再開件数の向上をめざして、未収者全数訪問を実施した。

 
○デパートが今年３月に撤退した跡地で実施。大勢の視聴
者が訪れ街の活性化に貢献した。 
○民放とも連携した取り組みを行い、県内の視聴者への周
知に努めている。 
○前年度比で第２期107％、第３期105％の実績を確保した。 

 
○今年度中にあと２回実施予定。ＮＨＫに親近感を持って
いただける内容にしていく。 
○今後もアナログ終了、地デジ化の意識浸透に取り組む。
○地域スタッフの積極的な支払再開活動の動機づけとなっ
たことから、今後も継続して取り組む。 

【甲府局】 
○新日本風土記「富士山」を再構成してミニ番組を 26 本制作、ニュース番組で放送した。本番組を活用した
双方向型ＨＰも立ち上げた。また、夏の南アルプスの雄大な自然と、自然破壊など迫りくる危機について生
中継した。 
○新たな地上デジタル中継局を開局（丹波山）。ＮＨＫ共聴７施設のデジタル化を完了し、自主共聴デジタル
化と難視改善対応を推進している。 

 
○自然・文化・歴史など富士山の魅力や、山梨県のほかの
山々の姿に迫ることで、故郷の価値・再発見に貢献した。 
○４年間で県内 22 局の地上デジタル中継局を置局し、山梨
地上デジタル放送推進協議会で策定したロードマップを予
定どおり遂行できた。 

 
○今後、富士山の 26 のソフトをＮＨＫオンラインや GyaO! 
などのネットメディアでも公開し、その全般的な価値を普
及していく。 
○中継局置局は11月１日開局予定の山中湖が最後の１局と
なり、これで電波カバー率 96％となる。 

【横浜局】 
○新会館の引き渡し後、８月５日に関係者を招き、神奈川県と合同竣工式を無事開催した。 
○「ＮＨＫワンダーランド」「ＮＨＫのど自慢」「ジュニアサッカー」など新会館記念プレイベントを実施。
○参議院選挙の開票速報では事前の綿密な情勢取材や開票所情報の取材に基づき、正確な速報に結び付けた。
○「放送局のちから」のひとつとして営業スタッフ向けに「ハマる。つながる。セミナー」を開催した。 

 
○来賓の方々に新しい建物を披露し移転ＰＲに繋げた。 
○幅広い層にＮＨＫとの親しみを増す機会を増やした。 
○事前準備と当日の全局態勢により的確な対応ができた。 
○放送と営業の連携でスタッフの活動意識が高まった。 

 
○11 月の開館準備を進め運用定着をめざす。 
○新会館オープン企画として放送、イベント等計画する。
○放送・技術の連携強化を図り緊急災害報道等に備える。
○営業再編後の体制構築と業績確保の両立を図る。 

【前橋局】 
○日航機事故から節目の 25 年となり、御巣鷹の尾根からの生中継やニュース企画を通じて多角的な視点で現
状や課題を伝えた。７月の参議院選挙では全局態勢で放送に臨み、定員減となった選挙区に現職同士が挑む
という厳しい選挙区の情勢を重層的に伝えた。 
○県域放送サービスの放送設備の設置に必要な建物の改修をほぼ完了し、地デジのエリア拡大については今
年度計画の中継局の建設工事に着手し、一部は完成した。 

 
○遺族の高齢化や事故の記憶の風化などの課題が浮き彫り
になる中、遺族の声を丹念に紹介することで、悲しみは時
を経ても変わることがないという現状を伝えられた。 
○県域放送の準備と地デジのエリア拡大は順調に進んでい
る。 

 
○日航機事故は前橋局にとって空の安全について思いを新
たにする機会として、最も重要な取材対象のひとつである。
今後も丹念に取材を続ける。 
○県域放送の準備工事と建設予定のすべての中継局を年度
内に完成させる。 

【水戸局】 
○参議院選挙は、候補者の訴えを丁寧に伝えるとともに、迅速、的確な開票報道が実施できた。43 年前の強
盗殺人事件（布川事件）の再審を分厚く報道するとともに県の住宅供給公社の破産手続きを特ダネで伝えた。
○各地の夏祭りで、地デジ普及のキャンペーンと視聴者ふれあい活動を実施した。夏期巡回ラジオ体操には、
3,300 人が参加。「邦楽ジョッキー」の公開録音は悪天候の中 430 人あまりが来場するなど盛り上がった。 

 
○布川事件は、社会部と連携し、掘り下げた報道ができた。
住宅供給公社の破産は全国初で視聴者の関心が高かった。 
○地デジキャンペーンで使用した水戸局制作のアニメやク
イズパネルは親しみやすいと、家族連れに好評だった。 

 
○布川事件については、番組化を視野に取材を進めていく。
住宅供給公社の問題は、今後の展開を多角的に伝えていく。
○公開番組やイベント実施にあたっては、自治体との連携
を深め集客に努めるとともに、デジタル化周知に取り組む。

【千葉局】 
○参議院選挙の開票速報では、綿密な事前取材と準備の結果、３議席を９人が争う激戦で的確な当確判定を
行うことができた。 
○千葉国体総合開会式を総合テレビで全国に生中継、競泳・陸上競技・剣道など全７競技を教育テレビで中
継放送した。競技中継では開催地自治体のプロフィールを１分間のＶＴＲにまとめ、地域情報発信も行った。

 
○「選挙のＮＨＫ」として期待に応えることができた。 
○国体総合開会式の視聴率は昨年より 1.2 ポイント高い
3.7％で、準備を進めてきた地元の期待に応え、千葉局に対
する理解がさらに深まった。 

 
○来年春には統一地方選挙が行われる。入念な取材で、視
聴者の関心に応えたい。 
○10 月 23 日に「全国障害者スポーツ大会」の開会式を教育
テレビで全国中継する。 

【宇都宮局】 
○「生中継ふるさと一番」夕方５時台の「ゆうどきライブ」、「百歳バンザイ!」など積極的に全国発信を行っ
た。また首都圏へ向けてもスズメバチバスターや足尾銅山 400 年の話題などタイムリーな企画を放送した。
○年内放送開始予定の 15 デジタル中継局のうち、ＮＨＫ幹事分８局の工事準備に入り５局が着工した。 
○那須塩原での 10 月の公開番組実施に向けて、ホテルの営業対策を実施した。 

 
○「ふるさと一番」は地元住民に積極的に参加してもらっ
て、とちぎの魅力を十分に紹介し、視聴率 6.8％となり番組
平均を上回った。 
○ホテル対策は編成・事業と営業の連携で効果的に図れた。 

 
○今後も地域の話題や社会の動きをタイムリーに取り上
げ、質の高い放送を積極的に発信していく。 
○デジタル中継局の年内放送開始に向け、引き続き工程管
理を実施していく。 

【さいたま局】 
○ＦＭ18 時台の「日刊！さいたま～ず」「週刊☆サッカー王国」ともメール等による反響が大きく、番組ホー
ムページへのアクセス数も順調に伸びている。７月には参議院選挙、秩父市での防災ヘリコプター墜落事故
を的確に報道。９月には熱中症や医師エージェントなど地元に関連するテーマの情報番組を全国に発信した。
また、公開番組やイベントで受信料や地デジのＰＲを積極的におこない、地域のみなさまとの交流を深めた。

 
○ＦＭ「日刊！さいたま～ず」では地元で活躍する人物を
紹介することで好評を得ている。地元のＪリーグチームを
応援する番組として定着してきた「週刊☆サッカー王国」
とともに、地域での接触者率向上の軸となっている。 

 
○ＦＭの定時番組や戦略型提案「埼玉！サッカー！応援宣
言」をはじめとしたイベント・公開番組によって接触者率
向上を図るとともに、迅速で的確な報道と時宜に適った番
組の制作で、今後も地域のみなさまの信頼に応えていく。

方針４
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東海・北陸   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
民主党政権への評価を焦点とした参議院選挙は、東海北陸の各選挙区でも激しい選挙戦となった。各局と

も全局体制で臨み、迅速かつ正確な選挙報道で他社を圧倒する実績をあげた。 
 完全デジタル化まで１年を切り、石川県珠洲地区でアナログ放送を先行終了した。取り組みの重点は、中
継局の設置や共聴施設の改修から、高齢者層への普及や都市部のビル陰受信等にシフトしてきている。 

 
 各地区とも民放より高い平均視聴率を記録し、出口調査
など緊密な準備が成果に結びついたと分析している。 
 高年齢世帯を中心として説明会での相談件数等も増えて
おり、電器店等とも連携し周知が進んだためと考えられる。 

 
今回の選挙で得た経験を生かし、23 年春の統一地方選挙

に向けて準備を進めていきたい。 
普及に向けたメッセージと小規模な対策を数多く繰り返

していくことが今後の取り組みの中心と捉えている。 
【名古屋局】 
○終戦特集ドラマ「１５歳の志願兵」の放送にあたり、舞台となった旧制愛知一中（旭丘高）同窓会や教育
委員会、小中学校への働きかけを行うなど、地域でのＰＲに努めた。 
○生物多様性条約第 10 回締約国会議に向けて、「金とく」では「世界の生物多様性を守りたい」や「エコ田
んぼ」を制作し、米作りを通じた子どもたちの生態系への関心や生物多様性の危機を伝えた。 

 
○ギャラクシー賞テレビ部門８月の月間賞を受賞、芸術祭
参加も決定したほか、市立中学校１校から、３年生全員の
感想文が寄せられ、ＰＲの成果と考えている。 
○モニター満足度も高く、国際会議の意義を深めた。 

 
○４年間にわたる終戦ドラマ制作で蓄積されたノウハウを
もとに、視聴者の共感を得られるドラマを制作していく。
○会議開幕に合わせて、「ＳＡＶＥ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」
を名古屋局から生放送するとともに、「エコ田んぼ」第２回
を放送する。 

【金沢局】 
○「ためしてガッテン」（今夜解禁！加賀百万石 涼感極うま新メニュー）や「クローズアップ現代」（おも
てなしで世界を狙え）他の全国放送番組で、伝統ある食文化やおもてなしの心などを全国に向け発信した。
○全国に先駆けて珠洲地区でアナログ放送を先行終了しデジタル移行を成功させた。 
○独自企画「放送の未来展・龍馬伝展」（来場者１万人）の実施や外部イベント「かなざわ まち博」等への
参加により金沢局マスコットキャラクター「ことじろう」の浸透を図った。 

 
○「ためしてガッテン」で誕生し多くの反響を得た「夏お
でん」の提供店が県内に広がる等の波及効果があった。 
○関係機関や電器店と連携した地道なローラー展開により
円滑に終了した。 

○多くの機会を通じ「ことじろう」の浸透が確認できた。 

 
○行政との連携等、多くの人に見てもらうための多方面の
可能性を更に探る。 
○珠洲地区同様に他地域でも円滑なデジタル移行を図る。
○引き続き「ことじろう」を通じ金沢局のＰＲを展開する。
 

【静岡局】 
○東海地震の際の避難場所情報を静岡局の防災ポータルサイトで提供している。7月からＰＣと携帯で、８月
からはデータ放送でも提供し３-Screens 展開している。特にＰＣでは避難場所を地図で示すなど、よりわか
りやすく詳細にした。この取り組みを紹介したチラシ「東海地震！あなたの避難場所はどこですか」を作成
して静岡県や県内の全市町の防災担当課長に送付し、地域の住民への周知を要請した。 

 
○防災ポータルサイトへのアクセスは 9 月だけで１万件に
達し、県民の関心の高さを示している。チラシを住民に配
布したいので追加送付してほしいと依頼してくる市や町も
あり、反響は大きい。 

 
○「防災放送局」として静岡放送局の防災ポータルサイト
の存在をより多くの人たちに知ってもらうために、さらに
効果的な周知・広報を行う必要がある。 

【福井局】 
○福井県立恐竜博物館開館 10 周年にあたり、博物館と地元新聞社との共催で、７月から特別展を開催。ＮＨ
Ｋは主に放送でのＰＲを担っており、ブロック向けリポートや金曜 20 時台の番組、スポットなどを放送した。
○９月に福井駅前の複合施設で出前会館公開を実施し、ＦＭトークショーや気象キャスター体験、「龍馬伝」
関連トークセッション、ＦＭラジオ製作教室などさまざまなイベントを実施した。 

 
○効果的に番組やスポットを放送したこともあり、開館以
来の入場者記録を更新中で、地域におけるＮＨＫの存在感
が高まった。 
○２日間の開催で、約 2,500 人の方々が来場し、幅広い年
齢層のお客様と触れ合うことができた。 

 
○11 月の会期末に向けて、10 月には新たに５分のミニ番組
を制作し、展覧会の見どころをたっぷり紹介していく。 
○ＦＭトークショーには、多くの若者にご来場いただいた
が、こうした若者との接触者率を高める施策が課題。 

【富山局】 
○地域キャンペーン「あした、みつけた。」は、ジェネリック薬品をテーマにブロック、全国向け番組展開を
図った。 
○スポーツイベント「スポーツ応援団フェステバル」を開催、プロバスケットボールのスペシャルゲームを
中心に参加感のある内容で会場も富山市内に移したことで、来場者は昨年を大きく上回った。デジタル化移
行促進に向けて、営業と技術が連携した。 

 
○「あした、みつけた。」キャンペーンはテーマもよく高視
聴率だった。スポーツイベントは 30 代までの来場者が 67%、
ＮＨＫイベント初参加が 75%、満足度も高く、若者層に接触
率向上や番組視聴を働きかけた。 
 

 
○ジェネリック薬品は、さらに継続取材をおこない地域特
集番組を放送、キャンペーンの存在感を増すよう努める。
○10 月以降の地域スタッフ新体制の早期定着と民事対策の
強化で、営業業績の確保に結びつける。 

【津局】 
○地域放送番組の充実を図り、さらに掘り下げることで地域情報を全国発信に繋げた。９月にはクローズア
ップ現代で「中国マネーの森林売買」をタイムリーに発信するなど、積極的な全国展開を実施した。 
○事業所の了解を得て、独身寮にＮＨＫブースを設置し契約対策を実施した結果、衛星、地上あわせて 32 件
の新規契約に繋がった。 

 
○地域放送番組のネタをさらに取材を深めることで全国展
開することは地域サービスとして非常に効果的である。 
○会社の独身寮内にＮＨＫブースを設置することで直接対
話ができ、受信料制度の理解促進にも繋がった。 

 
○今後も地域放送の質を高め、積極的に全国発信していく。
◯放送と営業が連携し、「街道てくてく旅」でイベントを実
施するなど、効果的に活用することで衛星契約増加に向け
て成果をあげていく。 

【岐阜局】 
○地域のものづくり応援企画「いいものみっけ！」の枠では、地元高校生のアイデアで商品化された「唐辛
子入りケチャップ」などを取り上げたほか、ローカル中継やブロック向けリポート、ホームページ等では「繭
提灯」「割れにくい食器」など、地域の特色を生かしたものづくりを幅広く紹介した。 
○「子育て支援」に関する企画では注目されている「イクメン」の話題をタイムリーに取り上げた。 

 
○「ものづくり」企画は、ＨＰへのアクセス件数が放送を
はじめた第１四半期の３倍を超え、視聴者への浸透度の高
まりが見られる。また、「イクメン」に関する情報は県の施
策とマッチし、視聴者の関心は高まりつつある。 

 
○「ものづくり」企画の発信はＰＣだけでなく、データ放
送や携帯サイトも使って利用者の拡大を図っていく。 
○県と密接に連携しながら、イクメン支援企業を積極的に
取り上げ、特色ある事例等の紹介に努める。 

方針４
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近 畿   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
 各局とも参議院選挙開票速報を正確かつ迅速に完遂した。９月 27 日連続テレビ小説「てっぱん」放送開始。
これに先立ち大阪局内に「てっぱん委員会」を設置し部局横断的な取り組みを開始した。大阪地方裁判所で
の村木厚生省元局長の裁判は、全国的に注目を集め全国中継。その後すみやかに番組展開した。福祉番組で
は「バリバラ～バリアフリー・バラエティ～」という新企画を開発し夏に集中編成した。 
 神戸局は佐用町水害１年をむかえ復興キャラバンを実施、特番展開。和歌山局は映画「ザ・コーヴ」に揺
れる太地を継続取材。ローカルでの長時間討論番組など地域局ならではの地道な成果を積み上げて来た。奈
良局は平城遷都 1300 年の放送連動・歴史イベントで 10 月の祝典への盛り上げを行った。大津局は来年の大
河ドラマ関連番組・ＨＰなど展開。地デジについて京都・比叡山開局など各地で対策が進んだ。 

 
新年度の始動から夏の特番の時期となって、各局とも成

果を引き継ぎつつ新たな展開を軌道に乗せてきた。 
平城遷都 1300 年関連で毎週情報発信。特集を計画的に制

作し、放送連動のイベントも活発に行った。また村木裁判、
「ザ・コーヴ」など緊急性の高い報道についても使命を果
たした。和歌山など地域局ならではの密着姿勢で地元の信
頼を獲得し、ＮＨＫスペシャルにつなげることができた。
京都局では終戦関連などの特番を制作し存在感を発揮。 

 
好評だった「ゲゲゲの女房」のあとを受けた「てっぱん」

は、ドラマの広報にとどまらない視聴者参加型イベント（冒
頭のてっぱんダンスなど）の展開を全国的に図っていく。
検察問題は継続取材を深めていく。奈良の平城遷都 1300

年は 11 月がフィナーレで、10 月の祝典と衛星大型中継が次
のヤマとなる。従来どおり大阪局およびブロック全体での
バックアップ体制をとる。和歌山のＮＨＫスペシャルは大
阪局と共同制作体制。 

【大阪局】 
○「てっぱん」は、大阪ロケに続き第２次尾道ロケを実施。９月５日には尾道試写会など、各種のイベント
を行った。９月 23 日には放送博物館の「ふるさとの放送局展・大阪デー」でドラマ関連イベントを行い、開
館以来最多の参加者数となった。 
○ＢＳデジタル導入を実施しない大規模ケーブルテレビの加入者対策として、「共聴周知スーパー装置」(タ
ーゲットとするＣＡＴＶの加入者に絞ってレターサイズの黒い部分にスーパーを挿入し、ＢＳデジタル放送
の受信方法を周知する装置)を活用中。 
○若い家族を対象に、第１回｢パワフルファミリー大集合 つくってあそぼショー｣を９月５日、茨木市の大
型商業施設で開催し、延べ 2,300 人が参加した。 

 
○「てっぱん」ＰＲについてはいかに放送前に認知し見た
いと思ってもらえるかが重要。大きなイベントや会見など
を集中して行い、マスコミにも露出させた。 
○千種町ＣＡＴＶ（兵庫県：加入 1,200 世帯）で、「共聴周
知スーパー装置」によるＢＳデジタル受信勧奨活動実施
(8/2～9/10）。１か月の成果として、移行先の姫路ＣＡＴＶ
に新たに 29 件が加入。 
○営業アンケートを実施し、130 人の協力を得た。未契約・
ＢＳ未了者へは契約対策を実施する。 

 
○放送スタート以降も、話題性の高い取材・会見を続けて
いく。さらに見逃した人へのフォローができるよう、ＨＰ
なども充実させる。 
○「共聴周知スーパー装置」によるＢＳデジタル受信勧奨
活動の展開。ＣＡＴＶの運営会社などと連携した受信勧奨
活動を働きかけ中。 
○今後、中央・天王寺・堺営業センター管内で計３回実施
を予定。ファミリー層へのアプローチにより、ＮＨＫファ
ンの拡大と未契約対策に努めたい。 

【京都局】 
○７月、「ニュース６１０」では５日間にわたり、メインキャスターがスタジオを飛び出し、「祇園祭り中継
キャラバン」を実施した。 
○比叡山に新たに開局した中継局の周知と地デジ普及を目的としたイベント「京から地デジ！ＮＨＫデジタ
ルスクエア」を、９月 11、12 日に京都市内の大型ショッピングモールで開催し、２日間で 24,000 人の来場
者に「京から地デジ」をアピールした。 
○本年度営業目標に対し、総数・衛星・口座クレジットとも全国上位の進捗を確保した。 
 

 
○「ニュース６１０」に活力が出てきたことで、全国展開
の本数が大きく増えモチベーションアップにつながった。 
○子ども向けのステージショーや、デジタル放送に親しん
でいただく展示ブースを展開した。デジタル放送の魅力と
中継局の周知を図ることができた。 
○職員による事業所活動を積極的に推進し、ホテル・病院・ 
自治体から 900 件の契約取次を確保した。 

 
○「ニュース６１０」の充実のために、番組がどのように
見られているかのウェブ調査を、放送文化研究所とともに
12 月に行い、来年度の番組改定に役立てていく。 
○引き続き、中継局の周知をはじめ、地デジ普及のための
取り組みを、イベントや放送を通じて積極的に展開。 
○下半期スタートする新地域スタッフ体制の早期定着と不
足している地域スタッフ要員確保が課題。 

【神戸局】 
○「ニュースＫＯＢＥ発」の旅企画「兵庫ぶらり旅」で、尼崎、西宮、川西を紹介する一方、大阪局の放送
番組が掲載されている全国紙のラ・テ欄を兵庫県版に改めるよう、各社に重ねて要請した。 
○佐用町水害１年関連では、「かんさい熱視線」（7/23）と、水害から１年の当日に「ニュースＫＯＢＥ発」
(8/9)の佐用町からの復興キャラバンを実施した。「にっぽん紀行」では、復興途上の街の姿を昆虫を追う少
年を通して描いた「ファーブルたちの夏～兵庫・水害で傷ついた町で～」を放送した。 
 

 
○阪神地域の魅力を伝える企画を定期的に発信。地域の放
送局として存在感は発揮できたが、全国紙のラ・テ欄の改
善は働きかけに止まっている。 
○山間部の脆弱な防災体制を浮き彫りにした「かんさい熱
視線」、「にっぽん紀行」など、多彩な番組展開で、防災へ
の啓蒙と地域を愛する住民の心をしっかり伝え、多くの反
響を呼んだ。 

 
○「新兵庫史を歩く（西宮）」、「里山ファミリーコンサート
（三田）」など番組やイベントを実施。完全地上デジタル化
をテコに、ラ・テ欄の改善を引き続き全国紙に働きかける。
○佐用町をはじめ、朝来市、宍粟市等の水害から復興する
様子を多角的に取材するほか、水害に対する防災体制の検
証を重ねるなど、放送を通じたさまざまな地域支援を引き
続き進める。 

【和歌山局】 
○９月 13 日から衛星第２「街道てくてく旅 熊野古道をゆく」の放送が始まったのを機に、さまざまな展開
策を実施。放送期間中、「わかやまＮＥＷＳウェーブ」で連日ダイジェストを放送。和歌山局独自でチラシ１
万枚を印刷、本部で製作したパンフレット１万５千部とあわせて、各種イベント、ＪＲの駅構内で配布した。
○７月 26 日から、地域放送局初の取組みとして、ツイッターによる情報発信を始めた。和歌山局では、番組
だけではなく、局主催の事業や取組みの周知、視聴者からの問合せを受ける手段として活用。各部の若手数
名が１週間ごとに分担して運営。一定のガイドラインを設けリスク管理に努めながらも、「ゆるく」つぶやく
ことで若者層を中心に支持を広げようとしている。 

 
○番組の認知度は回を重ねるごとに高まっている。中継し
た地域の自治体や住民からも大きな反響が寄せられ、全面
的な協力を得られた。 
○今年４月からイントラ内の掲示板「オレンジボックス」
において若手職員らが中心になって議論を進め実現に結び
付けた。 

 
○こうした県内を回る旅番組などに対する地元の期待感は
強い。今後も、接触者率向上と地域の活性化に向け、中継・
収録など、さまざまな番組の県内への誘致を進めたい。 
○ツイッターは、ＮＨＫの情報が届きにくかった若者層な
どにも浸透していける可能性がある新たなツールであり、
今後、有効な使い方を探っていく必要がある。 

【奈良局】 
○奈良の可能性・問題について「ならナビ」を中心に放送。全国向けでは「ＮＨＫニュースおはよう日本」
で、中国取材による「華僑の上海での里帰りミュージカル公演」や新たな環境問題の要素を含む「ナラ枯れ」、
「お元気ですか」での「千住明ミュージカルに挑む」など、幅広い分野のリポートを放送した。 
○大仏殿や纏向（まきむく）遺跡など奈良が舞台の歴史ＣＧの３Ｄ映像ショーを核に、放送連動をとりこん
だ歴史イベント「体感！歴史ロマンｉｎ平城宮跡」を、遷都 1300 年祭・平城宮跡会場で、９月 23～25 日の
３日間に渡り全局体制で実施した。 

 
○７～９月で７本の企画が全国放送。９月までで 16 本、年
度目標の 25 本を順調に達成しつつある。 
○「万葉ラブストーリー」全国放送は、関東でも好評で、
ツイッターでも話題になった。 
○「体感歴史ロマン ｉｎ 平城京」には３日間で 6,000
人が来場した。 

 
○目標に向けて、今後も「子ども」など奈良局独自の取り
組みの企画も含め発信していきたい。 
○大阪放送局の会館公開での歴史ＣＧ３Ｄ映像ショー実施
を検討中。この歴史ＣＧは、11 月一杯をめどに奈良局ホー
ムページでも公開予定。 

【大津局】 
○来年の大河ドラマ「江」の９月からの県内ロケでは、出演者だけでなく地元で撮影に参加・協力した人た
ちについても「おうみ発６１０」で連日リポートした。また県内向けの取材会を本部と連携して開催した。
○完全デジタル化に向けては、「おうみ発６１０」内の「月刊デジサポ通信」や地デジスポット制作、ラジオ
体操等での地デジＰＲなど、放送やイベントでデジサポと連携して効果的な周知活動を実施した。 
 

 
○「江」の取材会の様子は、ブロック向けニュースや「土
曜スタジオパーク」でも放送されたほか、各紙の県版に取
り上げられ、地域での盛り上げに大きく寄与している。 
○「デジサポ通信」では電器店やＣＡＴＶの取り組みも伝
え、連携を深めている。 

 
○自治体との連携をさらに深め、情報提供を積極的に行っ
て、県民の関心を高めていく。 
○自主共聴は、残り 13 施設のうち組合方針未決が２施設だ
けとなり、今後も技術支援や助成制度の活用によりデジタ
ル化を促進していく。 

方針４
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中 国   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
 広島局では｢被爆 65 年｣を迎え、骨太な核･平和関連番組のほか若者などさまざまな世代に問いかける関連
番組を制作。連続テレビ小説｢てっぱん｣の番組ＰＲ活動も精力的に実施した。岡山局｢みんなで子育てキャン
ペーン｣は地域で話題を集めており、松江･鳥取局は｢ゲゲゲの女房｣を活用して地域の活性化に大いに貢献し
た。広島･山口局の豪雨災害報道もあらためてＮＨＫの声価を高めた。また、中国地方の"地域の宝"を著名人
が訪ね、ふるさとの魅力を紹介する旅番組｢あいたい｣(7/9 鳥取発、9/10 松江発)を域内各局が連携して制作
した。 

 
広島局の核･平和関連番組には若年層からも多くの反響

が寄せられた。松江･鳥取局は共同で｢ゲゲゲの女房｣特設サ
イトを立ち上げ、番組関連の話題も放送で積極的に取り上
げたことが観光客増にも繋がった。｢あいたい｣も平均視聴
率で 10％を超え、人気シリーズとして定着している。 

 
 下半期では、緊急災害報道時の管内のサポート体制を一
層強化するとともに、ブロック全体で取り組む視聴者参加
型討論番組｢熱討ちゅうごく｣で、無縁社会により孤立する
高齢者問題を取り上げる予定(10/29)。また｢ちゅうごく神
楽プロジェクト｣で神楽の伝統と魅力を伝えていく。 

【広島局】 
○被爆 65 年、被爆体験の継承性を意識し、ＮＨＫスペシャル｢封印された原爆報告書｣(8/6)等、完成度の高
い核･平和に関する番組を多数制作。子供たちや若年層等さまざまな世代に向けた関連番組も制作した。さら
に原爆ドームの歴史を扱った企画展を開催したほか、核･平和ポータルサイト｢NO MORE HIBAKUSHA｣では平和
記念式典の国連事務総長スピーチ（動画）等を即日配信するなど充実に努めた。また尾道市が舞台となる 22
年度後期連続テレビ小説｢てっぱん｣の放送開始に向け、番組ＰＲの活動を積極的に展開し、地元･尾道市の視
聴者満足度向上を図った。 

 
○一連の核･平和関連番組やイベントには視聴者から評価
の声が多く届き、若年層からも多数の意見･感想が寄せられ
た。ポータルサイトも８月を中心に多くのアクセスを記録
した。｢てっぱん｣開始直前（9/24）に放送した広島制作の
メイキング番組は地元尾道の視聴者を中心に好評を得た。 

 
○核廃絶など核･平和に関するテーマは広島局局内プロジ
ェクトで引き続き検討していく。またポータルサイトの一
層の充実にも努めていく。「てっぱん」関連では"お好み焼
き"に関する視聴者の投稿を募集するほか、関連イベントや
グッズ製作など引き続き番組ＰＲに積極的に取り組む。 

【岡山局】 
○通年で取り組む｢みんなで子育てキャンペーン｣は地域放送で積極展開を図った。不育症を取り上げた｢ふる
さと発｣（9/10 ブロック放送）は｢ＮＨＫニュースおはよう日本｣（9/14）の特集でも紹介されるなど全国放
送にも展開した。地デジ関連では新たに中継局を開局する地域のリポート紹介のほか、地デジ移行１年前パ
レード（岡山市商店街 7/24）、ＰＲイベント｢地デジで元気 in 岡山｣（8/1）を岡山･香川の各民放と共催する
など、積極的な取り組みを行った。 

 
○局をあげたキャンペーンについて、公開ＨＰに関連番組
の評価や再放送希望が寄せられるなど取り組みが徐々に根
付きつつある。中継局の開局も計画通りに進捗しており、
ＰＲイベント等の実施による意識浸透の手応えを感じる。 

 
○キャンペーンは新たなテーマを設定してシリーズ化を図
るとともに、11 月に関連イベントの開催も計画している。
地デジ普及は｢地デジわくわく広場｣の開催を今後３回予定
しており、うち１回（２月）は開局 80 年事業と連動させる。

【松江局】 
○松江市を舞台に農業に取り組む若者の姿を描いた｢地域発ドラマ 農ドル!｣を制作。ブロック･全国向けに
も展開し地域の魅力を発信した。鳥取局と連携した｢ゲゲゲの女房｣特設サイトも多くのアクセスを記録し、
ドラマの舞台･安来市での｢ゲゲゲの女房のふるさと展｣（3/9～）の入場者数は９月に６万人を突破した。営
業業績も好調で職員による事業所対策等を展開して成果を上げ、営業収納額は 2期末に進捗率 33.51％で全国
１位となった。 

 
○｢ゲゲゲの女房｣特設サイトの情報を利用して安来市を訪
れる人も多く、地域の盛り上げに大いに寄与した。営業面
では８月にホテル･旅館対策、９月に病院対策を実施した結
果、低迷していた事業所増加実績がプラスに転じた。 

 
○｢ゲゲゲの女房｣は終了したが、ドラマに対する地元の支
援に応えるため、安来市で関連イベントの開催を検討する。
営業活動では下半期から地域スタッフＯＢ等のＮＨＫメイ
トによる収納体制を構築し、未収の大幅削減をめざす。 

【鳥取局】 
○参議院選挙開票速報では地元民放に１時間以上早く当確判定を出し存在感を示した。｢ゲゲゲの女房｣関連
では境港市の"妖怪を使った町おこし"の様子を地域放送で積極的に取り上げ、地元の水木しげるロードを訪
れる年間観光客は９月に 250 万人を突破するなど、地域の活性化に貢献した。また、「ＮＨＫのど自慢」(8/22
三朝町)にあわせ、予選会出場者のほか住民の方々を対象に理解促進活動と営業対策を展開した。 

 
○総力を挙げて取り組んだ参議院選挙報道のほか、町おこ
しの取り組みなどを幅広く伝え、視聴者の信頼感･親しみも
増し存在感を示すことができた。営業のさまざまな施策で
は、短期間で成果を上げることができた。 

 
○｢ゲゲゲの女房｣の次はサッカーＪ２昇格をめざす地元
「ガイナーレ鳥取」を取り上げ、応援ＨＰの開設や終盤戦
の中継、Ｊ２昇格決定時の特番検討など、引き続き地域密
着の姿勢で臨み、ＮＨＫ鳥取の存在感を一層高めていく。

【山口局】 
○昨年の７･21 豪雨災害をふまえ、地域の防災対策を検証する番組を制作したほか、今年７月に発生した集中
豪雨では特設ニュースに加え、のべ 46 時間を超える逆Ｌ字放送やＰＣ･携帯サイトでの情報提供など災害報
道に力を注いだ。さらに注目を浴びるクロマグロ減少の原因を取り上げた番組を制作し、地域の課題をタイ
ムリーに捉えた。また、下関地区の地デジ対策として地元出身歌手･山本譲二さんを「関門ジョージ」として
メインキャラクターに起用、放送や広報ツールに展開し、効果的で着実な地デジ移行の周知につなげている。

 
○２年連続の豪雨災害を分厚く放送し｢災害時はＮＨＫ｣の
評価が高まっている。クロマグロに関しては水産業者等か
ら大きな反響があった。｢関門ジョージ｣も出演する｢関門海
峡歌合戦｣(11/14 山口・北九州放送予定)への出場応募者が
｢ＮＨＫのど自慢｣並みに増え、地域の盛り上がりを感じさ
せる。 

 
○地デジの取り組みは一方的な告知だけでなく、地域とＮ
ＨＫが一体となって推進する雰囲気作りに努める。｢ＹＡＭ
ＡＧＵＴＩＣ｣(9/3 県域放送)で取り上げたクロマグロ減
少問題は、今後、国際会議の動向も含めて取材して全国発
信を行い、地方から世論を喚起していきたい。 

方針４
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四 国   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
参議院選挙は域内で応援体制を構築、各局も全局体制で取り組み、リポート、開票速報を正確・迅速に実

施した。今年度新たに配備されたヘリコプターにより、徳島や香川の事故報道に対応した。また、「四国羅針
盤」は地域の課題を掘り下げ、「しこく８」はバラエティに富んだメニューで高視聴率を得た。「龍馬伝」関
連ミニ番組（高知、長崎制作）、「瀬戸内国際芸術祭」関連ミニ番組（高松制作）を四国各局の６１０で活用
した。 

 
当確は四国４選挙区ともＮＨＫが最速であり、視聴率も

22.0%で民放を大きく上回った。海上保安庁ヘリ事故では、
一報から 50 分で上空に到着。機動力を発揮、映像を迅速に
放送することができた。ミニ番組は効率的に広域で活用し、
地域を盛り上げた。 

 
来年春の統一地方選挙などに向けてノウハウを継承す

る。また、中継映像の届かない四国東部と西部海域への設
備整備を検討していく。「羅針盤」は全国放送への展開、「し
こく８」と「ドラマチック！四国」では「龍馬伝」「坂の上
の雲」関連を放送していく。 

【松山局】 
○県域放送「伊予路てくてく」のスタジオ収録に地元視聴者を招待、営業ＰＲも実施できるようにした。 
○夏の高校野球で、ライブスコアサービスを公開ホームページ、公式携帯サイト、データ放送で実施した。
○開局 70 周年に向けロゴやキャッチコピー「きみと、ずっと、70 年」（頭の文字をつなぐと「絆」）を作った。
○９月、「坂の上の雲」松山ロケに中継カメラを入れ、試みとして局ロビーで「ライブビューイング」を実施。

 
○毎回 50～60 人が来局し、理解促進に貢献している。 
○合計 27,915 件のアクセスがあり、昨年を上回った。 
○「ご近所の放送局」として地域との絆を深めるシンボル
ができた。 
○ロビーでの解説と現場実況に臨場感があり好評だった。 

 
○営業との連携を更に強化、業績に寄与する工夫を行う。
○ライブで試合経過がわかり好評。秋の大会でも実施。 
○「ＮＨＫのど自慢」「恐竜展」に向けて盛り上げを行って
いく。 
○番組制作を理解してもらう上で実施する価値が高い。 

【高知局】 
○「龍馬伝」関連のイベントでは県内外から多数来場。特別展では 35,000 人超となり会場の年間記録を更新。
○室戸の自然やよさこい祭りが全国放送で取り上げられた。「あさイチ」の旬旅の四万十が全国的に好評。 
○ドキュメント２０ｍｉｎ．「“酷道”４３９号」がマニアをひきつけ若者に好評を博し、ＮＯＤで放送翌週
に連続テレビ小説や大河ドラマに続き５位となった。 
○９月の防災対策訓練に参加、衛星中継車から iPad の画像を使って被害状況を説明する試みを行った。 

 
○特別展では満足度 87％超、放送による周知が奏功した。 
○四万十地域のテレマを実施、営業成績に結びついた。 
○一風変わった切り口で若者を取り込むことができた。 
○発売間もない機器をいち早く活用した画期的試みとなっ
た。 

 
○11 月に「しこく８」で龍馬がテーマの番組を放送する。
○今後とも放送と営業の連動で遠隔地の対策を工夫する。
○切り口を工夫して若年層の興味を引く番組を制作する。
○操作性に課題。第３四半期に高知で災害訓練を実施。 

【徳島局】 
○県内の大企業、中小企業の挑戦や工夫を経営者へのインタビュー等も交え紹介、地元の応援に努めた。 
○高速バス事故に迅速・多角的な報道。乳児死体遺棄事件と高速道路料金について大臣発言で特ダネ報道。
○阿波おどりは今年も６１０、「しこく８」、全国放送などさまざまな枠で多彩に放送した。ロビー開放も実
施。 
○ＨＰに工夫を凝らし、阿波おどり情報やアナウンサーのパラパラ漫画風紹介などをアップした。 

 
○地元の主要企業の社長出演は反響が大きかった。 
○初動取材だけでなく、事故原因の取材も的確だった。 
○のべ９時間半に及んだ。四国外からも再放送希望多数。 
○アクセス数が増加、阿波おどりは四半期で 22,600 ページ
ビュー。 

 
○県内の企業、糖尿病など今後も伝えていく。 
○今後とも緊急報道への対応力を高めていく。 
○ポルトガル民謡と阿波おどりを絡めたモラエスの番組も
企画中。 
○11 月ごろには防災についてのサイトも立ち上げ予定。 

【高松局】 
○「瀬戸内国際芸術祭」については、さまざまな番組を通して発信し、３-Screens 展開も行って全国にＰＲ
した。 
○海上保安庁ヘリ事故では一報入手から迅速に取材態勢を確立し、新たに配備されたヘリコプターを有効に
活用した。 
○県の災害情報をデータ放送で自動提供するシステムの開発を進めた。現在、システムの最終確認中である。
今後、県との協定書締結に向かう。 
○ふれあいミーティング「つくって・話して・親子で参加」を実施、小学校低学年の親子合計 59 組が参加し
た。 

 
○来場者数が 50 万人超、地域放送局の存在感を高めた。 
○警察担当記者の取材活動の成果で一報をいち早く入手。 
○県民への迅速なサービス提供が間もなく可能になる。 
○30～40 代の視聴者と幅広いテーマで意見交換ができた。 

 
○今後も情報を伝えるとともに素材を全国、ブロック向け
に発信する。 
○衛星電話や緊急パックを使った訓練も今後実施する。 
○潮位情報提供の実現に向けて、更なる調整を進めていく。
○来年度も全局体制でこうしたふれあいミーティングに取
り組んでいく。 

方針４ 
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九 州   

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

【ブロック概況】 
参議院選挙では正確・迅速な開票速報で視聴者の信頼を高めるとともに、「普天間基地移設問題」で注目さ

れた名護市議会議員選挙や梅雨末期の大雨、台風４号といった選挙・災害報道だけでなく、沖縄・興南高校
の高校野球春夏連覇達成やプロ野球ソフトバンクのリーグ優勝についてもブロック放送するなど、タイムリ
ーな番組編成を実施した。また、ＢＳデジタル普及キャンペーン「ＢＳデジタル号がゆく！～ブルートレイ
ン 九州一周の旅～」を本部と共同制作し、２日間で延べ 12 時間にわたって全国放送した。 

 
選挙や大雨・台風報道では、域内局との連携を密にして 

応援態勢を敷くとともに、視聴者の避難等に役立つように 
丁寧に伝えた。 
関連イベントを福岡市等沿線で開催し、のべ８万人が接

触、また双方向クイズには約２万人の参加があった。 

 
緊急報道に万全を期すとともに、沖縄や宮崎の知事選挙

など各種選挙においても支援体制を実施する方針。また関
連部署と連携した訓練も定期的に実施していく。 
地域を舞台にした大型プロジェクト番組等には早い段階

から関わって、効果的な全国発信ができる仕組みが必要。
【福岡局】 
○地域の視聴者が高い関心を寄せる「博多祇園山笠」や「大濠花火大会」を中継放送した。 
○ＦＭで生放送した「Ｋ－ＰＯＰ三昧」は、福岡市の「アジア太平洋フェスティバル」に参加するかたちで
韓国のボーカルグループの公開ライブも展開した。 
○「地デジ侍 再び～画面の忍者 ビル影参上」(10 分)を制作して地上デジタルの周知を図る一方、若い人
たちへを対象にフリーペーパー「福岡美少女図鑑」と連携し、特別リーフレット２万部を作成した。 
 

 
○花火大会は夜間も会館ロビーを開放し約 450 人が来館。
○6,000 件超のリクエストやメッセージが寄せられ、40 代
以上の女性に加えて 10～30 代の女性の反響も大きかった。 
○大きな課題のひとつであるビル陰共聴のデジタル化を周
知する上でも、インパクトのある構成で効果的な放送にな
った。 

 
○花火大会はシンプルな演出の要望が強く、検討を進める。
○レコード会社公式サイトへの番組案内の掲載など複合的
な広報活動が重要である。 
○デジタル化の準備の必要性を周知し、実際の行動に繋が
るように継続的に実施していく。 

【北九州局】 
○全国で関心を集めた高齢者の所在が確認できない事例について、地域の課題として深く取材し、ブロック
向け番組と全国放送企画リポート（「ニュースウオッチ９」）に展開した。 
○ライツ・アーカイブスセンターの「戦争証言アーカイブス」ホームページに、北九州局が取材してきた戦
争体験者の長時間インタビューの動画が、地方局としては初めて掲載された。 

 
○ブロック放送は視聴率 15.3％と今年度最高を記録し、視
聴者の期待に応えることができた。 
○こつこつと取材しローカル番組化してきた戦争証言イン
タビューを、インターネットで全国展開できた。。 

 
○今後も環境問題や食品被害など、地域の課題を掘り下げ
て、九州ブロックや全国に発信していく。 
○北九州局のホームページでも、こうしたインタビューや
ミニ番組などの動画を配信し、接触者の新規開拓に努める。

【熊本局】 
○ニュースではヘリ墜落事故、ブルートレインや写真展の話題、戦争企画など、数多く全国に発信した。番
組でも水俣の海の美しい水中映像、阿蘇の雄大な自然、姜尚中さんのインタビューなど、さまざまなスタイ
ルの番組で全国放送した。「ＢＳデジタル号がゆく！」中継でもＳＬ号の走る様子を生中継、デジタル化の周
知が進んだ。 

 
○民間通報員からの一報をきちんと伝え、地域の話題を的
確に企画し、県内だけでなく全国に放送した結果、熊本を
訪れる人も増え、地元に貢献する地域放送局ならではのス
タイルが大いに発揮された。 

 
○来年３月 12 日に全線開通する九州新幹線、地元の動きや
課題を更に掘り起こして全国に発信する。水俣病の終わら
ない課題の継続取材や国際的な水銀条約締結の動きなどま
さに今の動きをタイムリーに伝えていく。 

【長崎局】 
○７月、「龍馬伝」の舞台が長崎になる第３部開始に合わせ、関連番組の全国放送や長崎独自の冊子１万部の
作成、セミナー・巡回展の開催など、各部が連携し地元の期待に応える取り組みを集中的に実施した。 
○過去最多の海外代表が参列した長崎平和祈念式典を生中継で国内外に発信した。テレビ、ラジオで被爆体
験の継承に焦点をあてた夏期特集番組を制作したほか、被爆体験の朗読番組をラジオで 31 回放送した。 

 
○９月までの長崎における「龍馬伝」平均視聴率は 30.5％
で高視聴率を維持し、集中的な取り組みが効果をあげた。 
○式典中継は視聴者意向で「構成がよかった」との評価を
得た。ラジオ特集はモニターの番組評価で 86％が好評だっ
た。 

 
○平均視聴率 30％台を維持できるよう活動を継続する。「龍
馬伝」後に向け、新たなテーマ設定などの検討を始める。
○被爆者が高齢化する中、若者が被爆の記憶を継承する動
きを伝えるほか、平和教育に資する活動に取り組む。 

【鹿児島局】 
○南大隅町の土石流災害では、24 時間の監視カメラを設置して、防災報道に活用した。またデータ放送の台
風の進路図を、鹿児島のエリアを中心に拡大して表示するようにした。 
○硫黄島の戦いで生き残った元兵士の証言を息の長い取材で掘り起こし、県域・全国向け番組で放送した。
○「龍馬伝」の霧島ロケが行われ、地域の活性化に貢献し、営業活動でも成果を上げた。 

 
○台風の進路表示は視聴者からの指摘を受けて改善したも
ので「非常に分かりやすくなった」と好評を得ている。 
○口てい疫の影響が深刻な霧島地域の復興支援に繋がっ
た。 

 
○来年の統一地方選挙や阿久根市長リコール問題など各選
挙に万全の体制で臨む。 
○デジタルの機能を活かして地域に役立つサービスを追求
したい。桜島の噴火情報はワンセグでも提供する予定。 

【宮崎局】 
○口てい疫終息宣言（8/27）が出され、未曾有の感染爆発に一応の終止符が打たれた。しかし地元放送局の
本当の出番はこれからだと考え、それまで入れなかった汚染地域にカメラを入れ、徹底検証するニュースや
番組「目撃！日本列島」（8/28）、「みやざきスペシャル」（9/24）を制作するとともに、Ｎ響有志の復興応援
コンサートなど、地元を元気にするイベント・番組に取り組んだ。 
○営業の２期の期間実績で「支払総数増加」が全国１位になるなどの業績を上げた。 

 
○９月から「ファイト！みやざき」プロジェクトをスター
トさせ、口てい疫の復興・検証に全局で取り組めた。 
○「ＮＨＫのど自慢」では応援メッセージを込めるだけで
なく営業全職員も参加して、受信料のＰＲにも努めた。 
○外部法人の有効活用により、衛星増加を図れた。 

 
○来春のＮＨＫスぺシャルを目標に口てい疫関連の番組を
放送すると共に、本部・福岡局の支援を得て復興応援のエ
ンタ、旅もの、特産紹介の番組・イベントを制作したい。
○口てい疫で冷え込んだ経済状況下で、営業成績を進展さ
せるためにも上記番組やイベントとの連携を密にしたい。

【大分局】 
○大分トリニータの中継を２試合実施。このうちアウェイ試合は局内でのパブリックビューイングを開催。
また地元プロスポーツ４チームとファンの交流イベントに運営や進行で支援協力した。 
○地元の大分合同新聞社と共同取材した地域番組「大分のお産を救え」を放送。深刻化する地方の産科医不
足をテーマに大分局では 73 分の特番として放送した。また地元紙の紙面には年間企画として随時、掲載中。

 
○パブリックビューイングには約 100 人が局内で観戦、交
流イベントには約 3,500 人が集まり好評だった。 
○地元紙との共同取材番組は地域が抱える問題をより多角
的に伝えようと平成 13 年から始まったもので、産科医不足
に焦点をあてた今回も数多くの反響が寄せられた 

 
○地域スポーツの発信拠点をめざし、パブリックビューイ
ングやイベントの開催などを通じて地元チームを積極的に
支援していく。 
○地元紙とのクロスメディア展開は県民の認知度が高く、
今年度は第４四半期にも放送を予定している。 

【佐賀局】 
○さがんスペシャル「がばい元気宣言～カブト虫チャンプの夢かなえます」（8/27）は、地域でがんばってい
る人々を紹介する新番組で、30～40 代の親子をターゲットにしている。 
○ドキュメント２０ｍｉｎ．「ひと筆にかける」(9/27)(BShi)は、携帯やインターネットが普及した今、なぜ
書にかけるのか、そうした高校生たちの熱い想いをつづったドキュメントを放送した。 

 
○「がばい元気宣言」は、接触者率の向上を目指した視聴 
者参加型の新番組で、演出を工夫したことからモニターの 
高い評価を得た。 
○大変好評で再放送要望が寄せられたため、10 月の地域 
番組「佐賀イズム」で再放送する。 

 
○「がばい元気宣言」は、接触者率の向上につながるよう
な視聴者参加のテーマをみつけて、今年度３本制作する。

○「佐賀イズム」や、さがんスペシャル「がばい元気宣言」
は、佐賀の元気な人々に焦点あて、全国にも発信していく。

【沖縄局】 
○尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件では捜査の動きから船長釈放、県の反応まで詳しく伝えた。 
○普天間基地移設に絡む名護市議会議院選挙では、特番を設け速報した。 
○甲子園での興南高校の試合を１回戦から会館１階ロビーで受信公開するともに、当日深夜に再放送。優勝
当日は特番を宿舎中継を交えて生放送した。さらに多くの県民の要望に応え全６試合をあらためて放送した。

○漁船衝突事件は地元の反応を的確に伝えた。名護市議選
は、市長や当選議員の声を盛り込むことができた。 
○受信公開の来館者は決勝当日の500人を含めてのべ1,300
人で過去最高。決勝の視聴率は 50％超。優勝特番や再放送
も高視聴率を記録した。 

 
○尖閣諸島関連ではさまざまな事態が続いているので、引
き続きしっかりと報道に努める。 
○今後も高校野球関連についてはより柔軟な編成を組むと
ともに、受信公開での視聴環境の改善などに努める。 

方針４
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（５）日本を、そしてアジアを、世界に伝えます。 
  方針５
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）国際放送による情報発信の強化 
【ＮＨＫワールドＴＶ（外国人向け 24 時間英語放送）で、外国人向けコンテンツを強化】 
・英語独自番組は、今年度３枠新設する計画だが、１つ目の枠、「NHK World Tryout」では、消滅の危機にあ
る日本の伝統文化を描いた「LAST ARTISANS」（４本）、日本各地の食文化を取り上げた「Supreme Cuisine」
（６本）などの開発番組を放送した。同様に今年度新設した２つ目の枠、中国社会紀行番組「China Wow!」
では、京劇や精進料理、上海万博など、中国の歴史・文化から現代社会まで幅広く伝えた。 

・今年度の目標である３枠目の新設番組の開発を念頭に、第２四半期、各国の重要人物に対するインタビュ
ーで構成する番組のパイロット版を放送した。 

・７月の参議院選挙では、昨年の衆議院選挙と同様に英語による選挙特番を独自に編成し、報道局との連携
のもと出口調査の結果や大勢判明、選挙結果が今後に及ぼす影響など、解説を交えてリアルタイムで伝え
た。 

・８月には「平和関連番組」を集中編成した。広島、長崎の平和記念式典の生中継、ＮＨＫ平和アーカイブ
スの番組活用に加えて、今年初めて国際放送用に独自に購入した外部制作の記録映画２本を放送した。 

・「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では海外総支局からの英語リポート 132 本（月平均 44 本）を放送した。 
・「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」が祝日編成の 10 分となる夏期編成期間中も、アメリカ向けの時間帯で、「ＮＥＷＳＬ

ＩＮＥ」を 28 分にして放送した。 
・ＮＨＫワールドＴＶで放送している全番組について、これまでのモニター評価を分析。項目ごとに５段階
の評価成績表を編成が独自に作成し、各制作現場に配付した。 

・米ワシントンでの視聴者意向調査を参考に「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の内容向上のための検討会を随時開催し、
改善策を検討した。 

 
【㈱日本国際放送の独自番組編成】 
・ＪＩＢの独自番組は、第２四半期も第１四半期と同様、毎週１番組（30 分×６回放送）の編成であった。
月１本のビジネス情報番組「日経ジャパンリポート」のほか、北海道の魅力的な観光スポットを紹介する
「北海道の四季」、瀬戸内国際シンポジウム 2010 関連番組「瀬戸内海から世界へのメッセージ」などを放
送した。 

     
 
・新設番組の１つ「China Wow!」について、中国ばかりで
なく他のアジアの国々の情報を取り上げるべきだとの意
見も寄せられている。来年度編成の参考としたい。 

・数本にわたる試作を経て、後期編成で３枠目となる「Asian 
Voices Plus」（月１～２本）を開始する目処が立った。 

・今回の参議院選挙も前回衆議院選挙と同様、選挙特番が
海外に配信され多くのメディアが引用した。 

・国連事務総長と駐日アメリカ大使が参列した広島の式典
は、国連テレビがＮＨＫワールドＴＶの中継をそのまま
放送した。 

・夏期縮小編成にもかかわらず、海外総支局からのリポー
トが第１四半期と同数で、協力が進んでいる。 

・夏期でも「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を短縮しない編成は、北
米での認知度向上にも貢献した。 

・モニター評価を数値化することで海外視聴者から見た番
組の改善点が明らかになり、ＰＤＣＡサイクルを回す一
助となると期待される。 

 
 
 
・第２四半期のＪＩＢ独自番組の再放送率は 23％であった。

第１四半期（50％）より改善されたものの、10 月の放送
予定では再放送率が 60％に達するなど、依然として週１
枠の安定的放送が実現できていない。 

 
 
・「NHK World Tryout」では、視聴者の幅広い関心に応える
とともに、定時化も視野に番組開発に努めている。各国
モニターの分析を行い、23 年度改定の中で検討したい。

 
・21 年度好評だった地域局制作番組の英語化シリーズを、
今年度も、10 月から 11 月にかけて放送する。 

・選挙特番と平和関連報道は、海外でのＮＨＫの認知度向
上に貢献した。ＮＨＫワールドＴＶのセールスポイント
として、更にノウハウの蓄積を図りたい。 

 
・「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の年末年始編成は、夏期と同様の対

応を行う。来年度以降の単発の祝日編成は編集責任者ク
ラスがそろわないという問題もあり、対応には時間を要
する。 

・国内放送と異なり、モニターの質・量が限られているが、
各国モニターの数を増やしつつ、制作現場の自主的改善
を求めてゆく。 

・アジアやヨーロッパでの視聴者意向もあわせて調査する
必要があり、制作現場の担当者を派遣して生の情報を得
たい。 

 
・ＪＩＢ独自番組については、スポンサー獲得が不安定な
情勢が続いている。環境が急激に好転するとは考えにく
いが、今後も必要な助言や支援を行ってゆく。 

（２）さまざまなメディアによる、効率的・効果的な海外発信 
【ＮＨＫワールドＴＶ受信可能世帯の拡大】 
・24 時間視聴可能世帯は、韓国などで伸びた結果、８月末で１億 3,013 万世帯と、22 年度の目標を達成した
（前年度末：１億 2,537 万世帯）。 

 
・アメリカでは、参入条件が厳しいことからほぼ全土で一部の時間に限って放送している。この「一部時間
の視聴可能世帯」は、前年度末の 2,000 万から８月末には 7,700 万に増加し、こちらも目標を達成した。
これは「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」が米国ボストンの PBS 系列局経由で全米に配信されるようになったことによ
る。これで全米総世帯の 70％あまりでＮＨＫワールドＴＶの番組が視聴できるようになった。 

・ハイビジョンについても、ベトナムの VTC が衛星放送（２万世帯）を開始。韓国の IPTV も再配信（47 万世
帯）するなど、広がりを見せた。 

 
【ラジオ日本の聴取可能人口の拡大（中波、ＦＭ波による放送の拡大）】 
・ラジオ日本のベンガル語放送をバングラデシュの現地ＦＭネットワーク７局で中継することが決まった。
3,500 万人が聴取可能となる。これにより、今年度ラジオ新メディア展開の目標「中波・ＦＭ波の聴取可能
人口 2億 8,000 万人」を達成する。 

 
【海外における国際放送の視聴状況に関する把握手法の開発、調査、分析】 
・接触率等を調べる「定量的調査」は、年度後半に向けて、イギリス・タイ・フランスでの継続調査、ベト

ナム・韓国・シンガポール・トルコでの新規調査の準備を進めた。 
・グループインタビューによる「定性調査」は、内容をフォーマット化し、６月の米ワシントンＤＣに続い
て、香港やロンドンでの実施に向け準備した。 

 
【インターネットによる配信の充実】 
・第２四半期は、PC 1,955 万、iPhone 240 万、合計 2,195 万ページビューとなり、順調に推移している。 
・９月の時点でアメリカ、日本、イギリス、韓国、香港で iPhone 用アプリケーションのダウンロード数が 30

万を超えるなど、スマートフォンの伸びが著しい。 

 
 
・衛星等を通じた 24 時間視聴可能世帯の拡大は、計画通り

に進み、その点では成果を上げているが、伸びが鈍化し
ている。 

・アメリカでは、主に現地時間夕方５時台から 11 時台と視
聴しやすい時間帯に放送されており、ＮＨＫのブランド
力の向上につながるものと期待される。 

 
・アジア地域でハイビジョンに関心を持つ放送事業者が増
えつつあるなど、潜在的需要があり、視聴世帯拡大の契
機ともなってきている。 

 
・現地における同様のＦＭ放送は、BBC などが既に参入して

おり、ＮＨＫは主要国では５番目となっている。 
ＦＭ放送はバングラデシュで最もポピュラーなメディア
とされ、聴取者層の拡大が期待できる。 

 
・調査内容や報告項目等を標準化することで、新規に４つ
の調査地点を増やすことができた。 

・ワシントンＤＣにおける「定性調査」の結果は重要な情
報として分析し、ニュース・番組の改善点を探っている。 

 
 
・７月以降 iPhone を通じた視聴が急増し、主にアメリカか

らのアクセスが数字を押し上げている。アメリカでの配
信拡大と全国紙への広告出稿などのＰＲ活動によるもの
と思われる。 

 
 
・「24 時間視聴可能世帯」を増やすためには、中国や南米な

どの地域について、どう対策を講じるかが課題になる。
 
・「一部時間の視聴可能世帯」は、更に伸びが期待される。
アメリカでは、情報番組やライフスタイル番組の放送枠
も確保できるよう、PBS 系列局との交渉を継続する。 

 
・欧州では、衛星回線に加え、地上光回線を使ったハイビ
ジョン信号配信に取り組んでいる。具体的な成果に結び
付けたい。 

 
・「中波・ＦＭ波による新メディア展開」は、なお世界の主

要局に後れを取っており、追い上げを図りたい。 
来年度に予定していた南西アジア・中央アジアでの中波
送信を、今年度に前倒して実施したい。 

 
・調査結果を速やかに番組編成に反映させるため、適切な
タイミングで調査報告書を出せるよう、作業を進める。

・ＰＲ策の一環として、ＮＨＫワールドＴＶの番組に関す
るビデオを現地語（５か国語）で制作し、各国で本格的
にスポット放送する予定。 

 
・今年度下半期のサイト管理システム整備を受けて、中国
語の動画ニュース配信を開始する準備を進める。 

・12 月以降に iPad 用アプリケーションを利用可能にすると
ともにと、ブラックベリーなど他のスマートフォンへの
展開を促進したい。  
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（６）円滑な完全デジタル化に向けて重点的に取り組みます。 
  方針６
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）デジタル中継局など送信設備の着実な整備 
○ デジタル中継局の整備、ＮＨＫ共聴のデジタル化は、ともに堅調に進んでおり、９月末の世帯カバー率は

98.9％となった。 
【デジタル中継局の建設、ＮＨＫ共聴のデジタル移行】 
・第２四半期までにデジタル中継局を 250 局整備した。今年度目標約 680 局に対する進捗率は 37％である。
・ＮＨＫ共聴は、今期 356 施設（デジタル化改修 187 施設・ケーブル移行等による廃止 169 施設）の対応を
行い、今年度累計 997 施設への対応を完了した。今年度目標約 2,400 施設に対する進捗率は 41％となって
いる。 

・これによりデジタル中継局は、約 2,080 局の整備計画（10 月にケーブル移行により 10 局減少予定）のうち
1,641 局の整備を完了。またＮＨＫ共聴は、約 7,800 施設のうち、９月末までに 6,361 施設の対応を完了。

 
○ 中継局整備では、一部着工遅れが発生したが、第３四半
期には遅延を取り戻せる見通しである。 

・中継局整備で今期末までの目標数（約 300 局）を達成で
きなかった主な要因は、用地交渉や法規制解除待ちなど
による、着工の遅れである。 

 
・ＮＨＫ共聴は、地デジ導入工事の早期着手と、廃止予定
施設への着実な対応により今期末までの目標数（約 580
施設）を達成できた。 

 
○ 引き続き工程管理を徹底し、デジタル中継局、ＮＨＫ共
聴の整備を着実に進めていく。 

・着工遅れによる工程遅延は解消されつつあり、引き続き
工程管理を徹底し、中継局ロードマップに示された中継
局の 12 月末までの全局整備完了を達成する。 

・ＮＨＫ共聴の廃止予定施設の廃止決定を急ぐとともに、
ケーブル移行を確認していく。 

・中継局は残る約 440 局、ＮＨＫ共聴は残る約 1,440 施設
を整備し、年度末までに世帯カバー率 99.5％をめざす。

（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の支援 
○ 自主共聴の 64％のデジタル化を完了するなど、障害対策共聴対策や衛星セーフティネットへの移行、個別

受信化促進など各種施策を国や民放等と連携して実施し、受信環境のデジタル化を推し進めた。 
【共聴設備への経費助成】 
・新たな難視のケーブル対策助成、高性能アンテナ対策助成について、経費助成を鋭意実施した。また新た
な難視地区の対策計画の策定やその対策が円滑に進むよう、地元から要望があれば、受信点位置を探すた
めの調査協力を８月から開始した。  

【自主共聴のデジタル化】 
・自主共聴について、積極的な技術支援や経費支援により、今期までに 2,115 施設のデジタル対応が完了し
た。この結果、累計では約 9,000 施設への対応が完了し、進捗率は 64％となった。 

 
【障害対策共聴・集合住宅のデジタル化】 
・「エリア対策（７～９月）」集中活動で、ビル陰エリアの個別受信化を促進することにより、障害対策共聴
のデジタル化世帯が今期だけで 131 万世帯増加した。 

【難視地区対策計画の策定・衛星セーフティネット】 
・全国地上デジタル放送推進協議会を通して、８月に難視地区対策計画（第３版）として新たな難視地区 9,745

地区約 22 万世帯を公表し、ホワイトリスト（第３版）として、1,501 地区 41,469 世帯を公表した。 
【絶対難視世帯への対応】 
・実測調査で絶対難視世帯とした約 3,000 世帯に対して、各地の技術データや訪問調査によりさらに精査を

進めた結果、約 1,100 世帯の絶対難視世帯を絞り込んだ。 
・これらの世帯に周知訪問調査を実施し、そのうちＮＨＫと受信契約を締結している 160 世帯に対して、衛
星セーフティネットの鍵開け支援やチューナー支援等を実施した。 

【ＢＳ-ＡＭ変換受信世帯への対応】 
・前期にとりまとめた「個別アンテナ促進コンサルティングによるＢＳデジタル移行の推進」に則り、BS-AM

変換共聴施設に加入している 20 万世帯を対象にコンサルティング業務を開始した。 

 
○ 新たな難視世帯のデジタル化や自主共聴のデジタル化
等の支援策は、順調に進捗している。 

・ＮＨＫの経費助成施策により、新たな難視世帯のデジタ
ル化が進展している。また受信点調査協力により、各地
のデジタル化施策が進展するとともに、受信状況把握に
役立っている。 

 
・技術支援を精力的に実施した結果、進捗率は順調に推移
してきた。今後も総務省と共聴施設データの再精査を行
い、要対応施設の洗い出しを進めることが重要である。 

 
・簡易受信状況調査結果を踏まえた（デジサポの）迅速な
対応と、ＮＨＫから「エリア対策」可能地区の情報提供
を行ったことで、集中活動の効果が上がった。 

・セーフティネットへの移行対策を順次開始しており、円 
滑なアナログ終了に向けて貢献している。 

 
・絶対難視世帯 1,100 世帯に対して周知を完了し、160 世帯

を衛星セーフティネットに移行できたことは、ＢＳ２波
化の条件整備に大きな役割を果たした。 

 
・コンサルティング業務の開始により、ＢＳデジタル放送
の個別受信促進につながっている。 

 
○ 今後も、共聴施設への経費助成を推進しつつ、南関東の
都市部を中心とした受信環境整備を重点的に進める。 

・難視対策が加速するよう、引き続き経費助成の説明に力
を入れていく。一方で、現状の経費助成のスキームを常
に点検・分析しながら、国やデジサポと引き続き連携し
て対応していく。 

・年度内の工事完了に向けて、工程管理を徹底するととも
に、ケーブル移行予定施設の状況把握を進める。 

・デジタル化が困難な施設は、衛星セーフティネットによ
る暫定対策で対応できるよう総務省と調整を進める。 

・集合住宅については、デジサポが 10 月から南関東を中心
にして全棟を対象にした「悉皆調査」（38 万棟）を、ＮＨ
Ｋが大規模集合住宅調査を行う予定であり、双方で連携
しながらデジタル化への進捗を図っていく。 

・次回の対策計画公表（23 年１月）に向けて、引き続き自
治体等との協議を進め策定作業を進めて行く。 

 
・絶対難視世帯のうち、ＮＨＫと放送受信契約を締結して
いない世帯に対しては、引き続き衛星セーフティネット
の活用周知を実施していく。 

 
・各戸に対してＢＳ個別受信を勧奨することも想定し、必
要経費の算出など臨機応変な対応の体制整備を図る。 

（３）アナログ放送終了に向けた周知広報活動の推進 
【アナログ放送巻き取り対策、アナログ放送の終了に向けた周知広報活動の実施】 
・ＮＨＫと民放全局が共同で１分スポットを制作し、７月４日から、全国すべての局で一斉に放送を実施し

た。７月５日からはアナログ放送のレターボックス化を開始。９月６日からは、関東地域向けに画面下の
黒味部分を利用して、地デジコールセンターの電話番号を告知する文字スーパーを常時表示した。 

・完全デジタル化１年前となる７月 24 日には、「地デジ笑百科」「続・わが家の“地デジ”奮闘記」「ワンダ
ー×ワンダー“東京スカイツリー”丸かじり」などの地デジ関連番組を特別編成した。 

・ラジオでは、各地を回る「旅するラジオ」の公開放送と連動して、“地デジ＆ＢＳカウントダウンキャラバ
ン”を８月から開始し、アナログ放送終了時期の周知及び理解促進に努めた。 

・デジタル放送周知広報番組「デジタルＱ」では、デジサポのお役立ち情報の他、ＢＳデジタル放送の魅力
を伝えた（本放送 10 回、再放送 34 回）、毎月放送を行っている「デジタルテレビライフがやってきた！」
では、“アンテナチェック”や“ビル陰地域の地デジ化”、“賃貸マンション・アパートのデジタル化”を取
り上げ、デジタル化に向けたケースごとの適切な対処法を紹介した。 

・今期、アナログ放送終了をお知らせする周知スポットを 343 回、周知クラッチを 531 回放送した。 
 

 
・レターボックス化や常時スーパーには、「見にくくなった」

「番組に集中できない」などアナログ視聴者から不評意
見が寄せられたが、デジタル化の必要性について丁寧に
説明することで理解を求めた。文字スーパーに関しては、
輝度を抑えたり、視聴者の反応を受けて表示内容を変更
するなど、きめ細かな対応を心掛けた。 

・地デジ促進イベントにはラジオをよく聴く高齢者が多く
訪れ、地デジに対する理解が着実に進んでいる。 

・「デジタルＱ」の今期の平均視聴率は 7.7％。「デジタルテ
レビライフがやってきた！」はデジタル化のさまざまな
事例がわかり易く紹介されていると好評である。 

・番組、スポット、クラッチによるＢＳデジタル放送のＰ
ＲがＢＳデジタル放送の普及に着実に貢献している。 

 
・今後は、１月からのアナログ単独の周知スポットや番組
編成に向け、システム対応等の検討を進める。合わせて
周知内容の精査を重ね、より効果的な周知広報施策を検
討していく。 

・今後は、ラジオならではの地デジ促進に連動した番組を
展開するため準備を進める。 

・来年４月に予定されているＢＳ２波のハイビジョン化を
踏まえて、引き続きＢＳデジタル放送のＰＲに積極的に
取り組んでいく。特にエコポイントの終了期とボーナス
商戦が重なる 12 月前後を中心に、新たな独自スポットの
導入や、民放と共同でＢＳ放送のＰＲを行うミニ番組の
放送等を検討する。また既存番組でも重点的にアナログ
放送終了を取り上げていく。 

（４）デジタル放送関連研究・開発等（緊急地震速報の迅速化、地デジ日本方式（ISDB-T）の国際展開） 
・８月 23 日から、文字スーパー方式による緊急地震速報を在京民放とともに運用を開始した。ローカル放送

については９月末までに 47 局の対応整備を完了した。（９月 29 日、運用後はじめて緊急地震速報発表） 
・地デジ日本方式（ISDB-T）については、新たに南米ボリビアが採用を決定する（計９か国）とともに、ア
ジアで初めてフィリピンがほぼ採用を決定した。 

・総務省主催の南アフリカ開発共同体（SADC）加盟国の在日大使への ISDB-T 説明会に協力した。 

 
・約１秒から約 2.5 秒（シミュレーション値）の迅速化を
実現した。 

・南アフリカ開発共同体（SDAC）加盟国在日大使への説明
会の参加者に対して、技術面、運用面における ISDB-T の
優位性を理解してもらうことができた。 

・10 月中に残る２局（徳島、高知）の工事を実施し、緊急
地震速報の迅速化対応工事の全国整備を完了させる。 

・総務省、ARIB（電波産業会）、JICA 等と連携し、ISDB-T
採用を決めた各国へのセミナーや導入研修など技術支援
に協力する。ブラジルとも連携し、南アフリカ地域への
対応を継続して、ISDB-T のさらなる普及に努める。  
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方針７（７）構造改革を推し進め効率的な体制で受信料の価値をより大きくします。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）放送やサービスの充実に向けた構造改革の推進 
【放送充実のための経営資源のシフト（人員）】 
・放送の体制強化として 31 人の増員、技術・営業・事務の体制見直しとして 71 人の減員を計画どおり実施
した。 

・23 年度の要員体制について具体計画の検討に着手した。 
 
【放送充実のための経営資源のシフト（支出）】 
・22 年度予算は、視聴者のニーズにきめ細かくこたえる情報番組の充実・強化など放送部門に重点配分する
など、構造改革を推し進め経営資源のシフトを行った。（21 年度比 放送＋13 億円、技術△26 億円、営業
△0.5 億円）。サッカーのＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ大会の放送や参議院選挙報道など放送の充実
を図った。契約収納費は、効率的な地域スタッフ体制のさらなる定着などにより経費圧縮を図る一方、法
人委託による契約・収納対策の強化や未収者への文書対策の追加実施を行った。 

 
【番組制作・編成の最適化に向けた改革】 
・平成 23 年度番組改定では、報道系以外の本体制作番組ではプランニング表によるトータルコスト予算申請

とした。プランニング表は、取材やロケ、ポストプロダクションなど制作過程ごとにかかる予算と要員費
を示した表で、トータルコストによる管理が可能になる。デジタルコンテンツについても、トータルコス
トによる管理を可能にした。 

 

 
 
・「報道・ジャーナリズム」、「多メディア展開」、「地域の取

材・制作体制」などに要員を配置し、放送の体制強化が
図られた。 

 
 
・国内放送費は、全体として順調に推移しており、放送の

充実や多メディア展開による視聴者層拡大の取り組みが
図られている。契約収納費は、契約収納対策の強化など
の追加実施を行ったため、経費が増加しているが、契約
総数増加及び衛星契約増加はいずれも前年度を上回り、
営業業績はおおむね順調に推移している。 

 
・委託番組は、ほぼトータルコスト化が実現している。本

体制作番組のトータルコスト化も、プランニング表によ
る予算申請およびデジタルコンテンツの査定のノウハウ
確立によって実現に近づいている。 

 

 
 
・構造改革による取材・制作体制強化の３か年計画達成に
向け、23 年度の具体計画を検討する。 

 
 
 
・事業計画を確実に達成するため、引き続きＰＤＣＡの視
点から、月次、四半期ごとに予算の執行状況をきめ細か
く多角的に分析し、次期以降の施行にタイムリーに反映
していく。 

 
 
 
・報道系番組のトータルコスト化については、23 年度に方
向性を定めるべく議論を続けている。技術経費のトータ
ルコスト化についても、トータルコスト実体化プロジェ
クトで議論し、23 年度からの実現をめざす。 

 
（２）ＮＨＫグループ全体の経営の最適化  
【子会社等の再編整理】 
・NHK Cosmomedia America, Inc.（ＮＣＭＡ）では、ＴＶジャパンのハイビジョン化に向けた検討を行って

いる。 
・㈱国際メディア・コーポレーション(ＭＩＣＯ)と㈱ＮＨＫエンタープライズ(ＮＥＰ)の統合により、海外
展開の可能性がある番組を企画から共同開発することが可能となった。また、海外番組購入の際にさまざ
まな権利を包括して取得する「オールライツ・ビジネス」を展開している。 

 
 
【ＮＨＫと子会社等の取り引きの競争拡大】 
（番組制作関連・企画競争の推進） 
・今期は企画競争で、総合テレビ「２２時ドラマ」の募集（応募 158 本）、「青山ワンセグ開発」で対決する
５分企画の後期放送分の募集（105 本の応募）、「ハイビジョン特集」の３回目の企画募集（応募 76 本）を
行った。 

・毎月行っている企画募集から、「オトナ女子のアニメタイム」「風を食べる生物」の２本が採択された。 
 
 
 
 
（番組制作関連以外） 
・番組制作関連以外では、会館等の清掃業務、外構警備業務、廃棄物処理作業などを 22 年度から新たに競争
契約に移行した。 

・「平成 21 年度における随意契約見直し計画のフォローアップ」および「平成 21 年度 ＮＨＫと関連団体と
の取引」を取りまとめ、公表した。 

 
 

 
 
・放送と通信の融合時代には、ハイビジョン化は必須。す
でにＩＰＴＶ事業者などが興味を示しており、新規契約
者獲得につながると考える。 

・「オールライツ・ビジネス」については、ＣＳやＤＶＤに
も販路が広がる可能性がある。 

 
 
 
 
・「２２時ドラマ」には、話題性ある原作を基にしたドラマ
や実際の出来事に取材した問題作など、募集の趣旨に沿っ
た本格的な企画が多数寄せられた。「青山ワンセグ開発」
の企画に応募した制作会社は 61 社。そのほとんどが初め
ての参加で、応募の裾野は広がっている。「ハイビジョン
特集」の企画公募は前２回に比べて応募数が減少した。改
定提案募集と重なったことが原因と考えられる。 

 
 
・競争契約への移行を着実に取り進めることができた。 
・随意契約見直し計画について、21 年度における競争性の
ない随意契約は 43％となり、25 年度に 37％まで低減させ
る目標に対して順調に推移している。 

・21 年度の子会社等との取引（番組制作関連を除く）にお
ける競争契約率は 37％となり、当年度の指標 31％を達成
した。（20 年度 31％ ⇒ 21 年度 37％） 

 

 
 
・ＮＣＭＡは、2005 年以来５年ぶりに実施する視聴者調査
を生かして、効率的なハイビジョン化を行い、契約者の
増加をめざしたい。 

・ＭＩＣＯでは行っていなかった番組のプリセールや、３
Ｄ番組企画、定時番組の国際版制作などを実施し、新た
な販路を開発し、副次収入の確保をめざす。 

 
 
 
・「ハイビジョン特集」については、これからも企画公募を
充実させていくが、３回目の応募数が激減したことを踏
まえ、各回の採択本数を再検討するなど、さらなる改善
を図る。 

 
 
 
 
 
・今後も競争契約をいっそう推進し、競争契約率の向上を
めざす。 

・外部有識者３名で構成する入札契約委員会を 12 月に開催
し、22 年度上半期の 3,000 万円を超える一般事業者との
随意契約等について、契約内容の点検・助言を受ける予
定である。 

（３）“３-Screens”等の積極的展開による、受信料外収入の拡大 
・22 年度の副次収入総額は、８月末時点で 35.6 億円となり、年間目標の 105 億円に対して 33.9％の達成率

となっている。 
・メディアミックス提案は趣味･実用、語学など、テキスト番組の提案がほぼ出そろった。 
 

 
・メディアミックス権料を中心に番組活用収入は比較的順
調に推移しているが、パッケージ商品の売上減や出版不
況等の影響は続いており、全体として年間の副次収入目
標額の達成は厳しい状況にある。 

 

 
・10 月分のメディアミックス提案から電子書籍等、一部の
デジタル事業について展開対象に含め、ビジネスの促進、
活性化を図る。 
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方針８（８）受信料を公平に負担していただくための取り組みを強化します。 
  
主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）受信料の公平負担の徹底による支払率向上と収入確保 
（２）一層の効率化による営業経費率の縮減 
【第２四半期の状況】 
・契約総数は、全額免除が 4.4 万件発生したものの、集中対策期間を設定するなど最重点課題として取り組

んだ結果、11 万件の増加となり、上半期累計では 24 万件の増加となった。衛星契約は、衛星放送受信の確
認の徹底などに取り組んだ結果、20 万件の増加となり、上半期累計では 41 万件の増加となった。 

・受信料収入のうち当年度収納額は、41 億円の増収となり、上半期累計では 71 億円の増収となった。 
・電話対策等による未収者への支払再開活動の強化などの６項目の追加施策については、７月以降準備が整
ったものから順次実施している。 

・家族割引制度の適用件数は上半期８万件増加し、適用件数の総数は 55 万件となった。また、事業所割引制
度の適用件数は上半期９万件増加し、適用件数の総数は 111 万件となった。 

 
 
 
・契約総数は、年間増加目標の 35 万件に対し、進捗率 69％

となり、前年同期の進捗率 63％を上回った。 
・衛星契約は、年間増加目標の 65 万件に対し、進捗率 64％

となり、前年同期の進捗率 57％を上回った。 
・当年度収納額は、前年度に比べ堅調に推移している。 

 
 
 
・下半期においても、地域スタッフ活動の契約・未収対策
へのさらなるパワーシフトや６項目の追加施策の着実な
実施など支払数の増加に重点をおいた活動に取り組んで
いく。 

・全額免除の対象となる公的扶助受給者や市町村民税非課
税の障害者が依然として高い水準で増加しているため、
引き続き今後の動向を注視していく。 

【訪問集金の廃止、地域スタッフの活動領域シフト（契約・未収対策へ）】 
（契約取次の状況） 
・第２四半期における地域スタッフの契約総数取次数は、前年度比 99％となった。（１人あたりでは前年度比

101％）また、衛星契約取次数は、前年度比 115％となった。（１人あたりでは前年度比 117％） 
（未収の状況） 
・未収数は、地域スタッフの未収対策へのパワーシフトや郵便による請求の強化などにより、上半期で 12 万

件減少し、上半期末の現在数は 219 万件となった。 

 
 
・地域スタッフの要員を削減している中で、衛星契約の取
次数は、前年度を大きく上回っている。 

 
・未収数は、年間削減目標 20 万件に対し、上半期末で 12
万件の減少となった。 

 
 
・10 月から地域スタッフの体制を変更し、契約対策や未収
対策によりパワーシフトしていく。そのためにも、体制
の早期定着を図り、１人あたりの取次数の向上に向けた
取り組みを強化していく。 

 

【外部委託の推進（新戦力の活用）】 
（公開競争入札による契約・収納業務の委託） 
・公開競争入札による新たな外部委託については、現在、業務委託を試行している３地区に加え、上半期中
に９地区において事業者が決定した。また、９月には６地区で入札公告を実施した。 

 
（公開ホームページ等による募集） 
・公開ホームページによる募集により、これまでに 26 社と業務委託契約を締結した。また、地域拠点局ごと

に独自に開発した事業者 21 社と業務委託契約を締結した。 

 
 
・３地区ともに多くの項目で水準を上回る業績を確保して
いる。 

・新たな地域における公開競争入札にはホームページの募
集による事業者が入札説明会に参加するなど、新たな契
約収納体制の構築に向けて、法人委託への転換が進んで
いる。 

 
 
・新たに業務委託契約を締結した９地区の事業者について
は、万全な体制で業務が開始できるよう連携を図りつつ、
準備を進めていく。 

 
 

【法人委託の対策強化】 
・法人委託会社の９月末までの契約総数取次数は、3.1 万件、衛星契約取次数は 4.8 万件となった。不動産会

社・引越会社の契約総数取次数は 5.0 万件、電器店・量販店による衛星契約取次数は 4.1 万件、ケーブル
テレビ事業者による衛星契約取次数は 7.4 万件となった。 

 

 
・法人委託による取次数は、前年度を上回る実績を確保し
ている。 

 

 
・法人への業務委託については、今後とも業績確保の状況
や適正な規模・要員数を検証しつつ実施していく。 

【公益企業等との連携強化等】 
・インターネットによる受信料の各種届け出の受付件数は、上半期累計で 25 万件、前年度比 118％となった。

このうち契約取次件数は８万件、前年度比 125％となった。 

 
・インターネットや携帯電話を通じた自主的な届け出が増
加している。 

 
・外部インターネットサービス（携帯電話会社、プロバイ
ダ等）との連携強化を図っていく。 

【事業所契約増加に向けた活動強化】 
・ホテル・旅館の事業者の５団体および病院向けテレビのリース事業者の団体が取りまとめている契約件数

は、上半期５万件増加し、これまでの累計で 37 万件となった。 

 
・業界団体による取りまとめの促進等により事業所契約は
上半期４万件増加し、累計で 240 万件となった。 

 
・事業所契約の増加に向けて、割引制度を活用した対策を
強化するとともに、取りまとめ業務を委託したホテル・
旅館の事業者５団体に取り組み強化を要請していく。 

【未契約者への民事手続き推進・未収者に対する支払督促の全国展開】 
（未契約者への民事手続き・支払督促の全国展開） 
・支払督促の申立てについては、32 道府県で 266 件実施した。これにより支払督促の実施地域はあわせて 41

都道府県となり、申立て総件数は 1,222 件となった。また、担当窓口を本部・各地域拠点局の受信料特別
対策センターに変更する窓口変更手続きの件数は、これまでの累計で 7,384 件となった。 

 
（強制執行の申立て） 
・強制執行を申し立てた５名のうち、４名は支払いに応じた。１名については強制執行により受信料の一部
を回収した後、残額の支払いがあった。 

 
 
・支払督促の申立て総件数 1,222 件のうち、上半期末まで
に 956 件が支払い、または支払意思を表明している。 

 
 
 
・支払いに応じなかった１名に対して、７月に受信料の一
部を協会として初めて強制執行により回収した。 

 
 
・丁寧に対応しても理解が得られず、やむを得ないと判断
した場合は、準備の整ったものから未契約者（事業所・
世帯）に対する民事訴訟を提起していく。 

・支払督促の申立てについては、今年度中に全国 47 都道府
県（76 営業部・センター）で実施する。 

 
・支払督促や判決の確定後も、丁寧に対応を重ねてもなお
支払いがない場合、強制執行も視野に入れた活動を進め
ていく。 

【衛星デジタル放送の受信確認メッセージの活用強化】 
・電話による受付件数は上半期累計で 142 万件（前年度比 208％）、ホームページ上での受付件数は上半期累
計で 53 万件（前年度比 176％）となった。また、メッセージ消去連絡者に対し、地域スタッフによる訪問
対策、電話や文書による契約勧奨を行うなど、早期契約化に向けた活動をさらに強化した。 

 

 
・昨年度から取り組んでいる消去受付体制の強化により、
応答率が高まり、受付件数が大きく増加した。 

 
・デジタル受信機の普及に伴い消去連絡数が増加している
ため、新コールセンターの開設にあわせて、体制をさら
に強化していく。 
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方針９（９）環境経営に着実に取り組みます。 
 

主な実績・継続課題の改善 分析・評価 課題・今後の取り組み 

（１）放送やイベントによる環境問題への継続的かつ重点的な取り組み 
・夏の特集番組として、総合テレビで８月 18 日に「ちょっと変だぞ日本の自然 大ピンチ！ふるさと激変ス

ペシャル」を放送し、身近な自然の変化から環境問題を提起した。平均世帯視聴率は 10.8％だった。また、
衛星第１では９月 23 日に「プロジェクトＷＩＳＤＯＭ 生き物を守る“コスト”は誰が払うのか 途上国
ＶＳ先進国」放送した。番組では、ホームページで世界中から意見を募集し、またその意見を提示しなが
ら各国のゲストを中継で結び、視聴者も巻き込んだ議論を行った。 

 
 
・「ＮＨＫ環境キャンペーン」の一環として、地域企画イベントを各地で開催した。釧路局では釧路湿原ラム

サール条約登録 30 周年記念事業として「みんなをつなぐ湿原発見隊」、長野局では県と連携した「信州環
境フェア２０１０」、岡山局では川の環境をテーマに「みる・きく・さわる 岡山のさかなたち」など、地
域の環境問題に密着した内容でイベントを実施した。 

 

 
・「ちょっと変だぞ日本の自然 大ピンチ！ふるさと激変ス

ペシャル」は、今年で５回目となった。日本の自然環境
への警鐘を継続して伝えている。また、「プロジェクトＷ
ＩＳＤＯＭ 生き物を守る“コスト”は誰が払うのか 途
上国ＶＳ先進国」では、問題の解決策を視聴者も一緒に
考えることで、環境問題に深く関わってもらえた。 

 
・地元に密着した地域イベントは、テーマを絞りこむこと
によって、より身近でより深い参加体験を提供でき、ま
た、イベントの放送化やホームページでの展開により、
広く地域の視聴者にアピールでき、極めて有効と考える。 

 

 
・今年度の環境キャンペーンは、10 月に名古屋で開催され
る COP10 にあわせた「SAVE THE FUTURE」が集大成となる。
視聴者により見てもらいやすいような番組制作や広報展
開を引き続き工夫し、環境の大切さを伝えていく。 

 
 
 
・イベントについても、10 月の COP10 にあわせ、生物多様
性にスポットをあてた地球エコイベントを、放送センタ
ーで開催する予定である。日本テレビとコラボレーショ
ンし、環境活動紹介ブースも設置する。 

（２）ＣＯ２や事業系廃棄物の削減に向けた取り組みの強化 
【アクションプランの実施状況】 
・「ＮＨＫ環境自主行動計画」の数値目標「エネルギー効率を測る指標で、平成 24 年度には 12％改善する（基

準年：平成 18 年度比）」の達成に向けて、環境に配慮した事業運営および施策を実施した。詳細は下記の
とおり。 

 
 
【電力使用量の削減、省エネ管理システムの導入】 
・放送センターについては、平成 24 年度までに、オフィス部門の電力使用量 10％削減（基準年度は平成 19
年度）を目標としており、「トイレ、廊下の減灯」「電灯の部分消灯」などの節電活動を継続している。平
成 22 年度９月末で 7.0％削減となったが、６月末の 7.8％に比べ、0.8％後退した。 

・猛暑の影響により、放送センターでは、冷凍機や空調動力部門および放送設備部門で電力使用量が増え、
９月末では前年同期より 126 万 kWh 増加した。 

 
・省エネ活動を「見える化」する「省エネ管理システム」（各放送局の電力使用状況を本部で参照できるシス

テム）は、今年度に計画している拠点局５局、放送局 24 局の整備工事に着工した。また、すでに設置が完
了している 22 局の「省エネ管理システム」のデータを活用して、放送局向けの環境経営説明会を、名古屋
局、仙台局で実施した。 

 
 
【省エネ型の放送設備、新放送会館などの整備状況】 
・全国放送局の「太陽光発電システム」整備は、今年度に計画している全８局の工事を開始した。放送セン
ター東館屋上の 130kW システムの整備も、太陽光発電パネルの取付架台の建物工事に着手した。 

 
・横浜新会館は 22 年８月に竣工し、放送設備の工事中である。千葉新会館は、23 年５月の完成に向けて工事

中であり、甲府新会館は８月に起工式をおこない、23 年 12 月の完成に向けて工事中である。 
 
・22 年度の新技術開発計画において、電気自動車を活用した超小型中継車を開発し、９月に完成した。 
 
 

 
 
・「ＮＨＫ環境自主行動計画のアクションプラン」に沿って
各施策の円滑な実施を推進している。 

 
 
 
 
・放送センターオフィス部門の電力使用量の削減は進んで
いるが、猛暑の影響などもあり、伸びに鈍化の傾向が表
れている。 

 
 
 
・今年度は平成 19 年度比 0.4％減を全国放送会館の電力使
用量削減目標としている。猛暑の影響により、「省エネ管
理システム」が整備済みの 22 放送会館のうち 17 会館で、
年度目標の半分である 0.2％減に届いていない。このた
め、「省エネ管理システム」のデータを活用し、年度後半
にはさらなる省エネ活動を推進していく必要がある。 

 
・「太陽光発電システム」整備は、昨年度の整備ノウハウを
活かして、順調に工事が進捗している。 

 
・横浜新会館は当初予定通りに完成した。千葉新会館、甲
府新会館ともに工程通りに進捗している。 

 
・機器バッテリー監視装置の新規開発、充電回路の共通化、

高速電源切り替え機の導入により、走行用・機器用バッ
テリーの有効活用が実現できた。 

 

 
 
・東京都条例の「ＣＯ2排出量削減義務」が、今年度から開

始された。平成 26 年度までの５年間で、放送センターが
18,646ｔ以上（4,882 万 kWh 相当）、放送技術研究所が
3,647ｔ以上（955 万 kWh 相当）という義務を着実に履行
していく。 

 
・オフィス部門での節電活動が全体の削減に資するよう、
また、猛暑による電力使用量の増加を今後、減少に転じ
るよう、一層の職場意識向上と、ＬＥＤの導入をはじめ
とする電灯の高効率化による節電施策を図る。 

 
 
・「省エネ管理システム」は平成 23 年度に放送センターへ
の整備を予定しており、用途ごとの電力量以外に、フロ
アごとの電力量も表示することを検討する。また、「省エ
ネ管理システム」を使った環境経営説明会の実施などで、
放送局職場の一層の意識向上を図る。 

 
 
・「太陽光発電システム」は、来年度に７局の整備を予定し

ており、計画を調整している。 
 
・横浜新会館は放送設備運用開始後に、省エネ効果の検証
をおこなっていく。 

 
・超小型中継車は、10 月に開催される「SAVE THE FUTURE」
のイベントで実物を展示する予定である。 
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（参考資料）受信料の施行状況  
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60 34.3 57.2% 65 41.6 63.9% 1,497 

区　分 現在数
22年9月末21年9月末

契 約 総 数

219-△3 △ 20 -未 収 数 △12

衛星契約 *

△ 25 

(単位　億円）1,0561,052
1,023 1,039

1,0921,070

1,110
1,072

1,0631,070
1,049

1,016

1,096
1,0711,040

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1期 2期 3期 4期 5期 6期

20年度 21年度 22年度

 

 受信契約状況は、契約総数の増加が24.0万件、衛星契約の増加が41.6万件とな

っている。契約総数増加は、事業所契約の増加が大きく影響した前年同月の実績

を上回っており、衛星契約増加も、デジタル受信機の普及を受け、前年同月の実

績を上回って堅調に推移している。 
 

 受信料収入は、契約総数及び衛星契約の増加、未収数の削減等により、前年同

月と比較して60億円の増収となっている。当年度収納額は、前年同月比で71億円

の増収となっている。  

(単位　億円）

当 年 度 収 納 額 71 

増減額

60 

3,137 3,209 

21年度
9月末

22年度
9月末

3,227 3,287 

区     分

受 信 料 収 入

△ 11 78 回 収 予 定 額 89 

受 信 料 受 信 契 約 状 況 

* 衛星契約とは衛星系および地上系による放送受信契約をいう 

（万件） 

当年度収納額の期別推移 

9 月末 

（万件） 

（4～5 月） （6～7 月） （8～9 月） （10～11 月） （12～1 月） （2～3 月） 
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