
２０２０年１０月１日 
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１０月会長定例記者会見 

 

Ｑ．執行部人事について 

Ａ．（前田会長）新たな執行部人事と役員の担当業務の一部見直しに

ついて申し上げます。首都直下地震など、大規模災害発生時の東京・

渋谷の放送センターのバックアップ機能や、地域の情報発信の充実・

強化を一層図るため、今回新たに大阪統括の担当役員を設け、体制を

強化することといたしました。大阪統括を担当するのは､角英夫理事

で、大阪拠点放送局長として、現地に常駐し対応にあたります。あわ

せて、南海トラフ巨大地震など、いかなる事態におきましても放送を

途切れさせることがないよう、西日本全体のＢＣＰ強化も担当させ

ます。また、板野裕爾専務理事には業務改革統括に加え、新放送セン

ターの業務統括として、建設がすでに始まりました新放送センター

の整備全般を担当させます。さらに、次期中期経営計画でも柱の１つ

に掲げております人事制度改革を着実に進めるため、会長でありま

す私が人事制度改革統括を担当いたします。女性をはじめ、多様な人

材活用の視点を一層発揮してもらうために、林理恵理事に人事・労務

統括を担当させるとともに、私が担当する人事制度改革のサポート

も行わせます。このほか、経営企画部門の体制強化など、関係する部

局の幹部人事も行いました。 

今回の人事では、新しいＮＨＫらしさを追求し、スリムで強靱なＮ

ＨＫへと生まれ変わるために必要な改革を、スピードをもって進め

るために、改革意欲を強く持ち、実行力も備えた人材を適材適所で起

用いたしました。今後も定期異動の時期にこだわらずに、一連の改革

を実行するために必要な人事は随時行っていきたいと考えておりま

す。 

Ｑ.大阪拠点放送局長となる角理事の理事会への出席はどうなるの

か。 

Ａ.（会長）基本的に、理事会の時には、東京で出席していただきた

いと思います。どうしても来られない時はリモートということにな

りますが、原則はこちらに来て参加していただくということを考え

ております。 



Ｑ.板野専務理事に、新放送センター業務統括を担当させる狙いは。 

Ａ.（会長）板野専務理事には、業務改革を請け負ってもらったんで

すが、ものすごいスピードでやり遂げてもらいまして、プロジェクト

チームそのものは、１２月ぐらいまでに出来上がるぐらいになりま

して、少し手が空いてしまったということがあります。それで、放送

センターは、これから１５年くらいかけて、ずっと建て替えをしなけ

ればいけない、長い、大プロジェクトになりますので、ここは、やは

り入り口のところで、既に着手したいろんな業務改革をしながら、放

送波を減らすとか、そういうことをしながら、同時に設計をしません

と、投資が二重になったり、無駄な投資になりますので、業務改革と

関連が非常に強いので、板野専務理事に、こちらも一緒に面倒を見て

ほしいということで、お願いしたということでございます。 

 

Ｑ.第４７回「日本賞」について 

Ａ.（会長）第４７回「日本賞」を１０月２６日から１１月５日まで

開催をいたします。「日本賞」は、教育コンテンツを対象にした国際

コンクールとして、５０年以上にわたり世界の教育メディアの発展

に貢献してまいりました。今年は新型コロナウイルスの影響で、海外

から審査委員や制作者をお招きすることはできませんが、これまで

と方法を変え、オンラインでの審査や、リアルとオンラインを組み合

わせたイベントを行います。 

 これまでは、放送センターや渋谷近辺を中心に行っておりました

イベントをオンラインで実施することで、教育に関心を持つ方は、ど

なたでも、どこからでも参加いただくことができます。詳しくは、担

当者からご説明を申し上げます。 

（担当者）日本賞は、世界中の応募作品から優秀作品を選出しまして

表彰するとともに、コンクールに集まった多様な教育コンテンツを

通じて、世界の教育の課題や最新の取り組みを伝えてまいりました。 

新型コロナウイルスの影響で、今年の日本賞は、５５年の歴史の中で

初めてのオンライン開催ということになります。最終審査は、世界各

地の放送局や教育メディアの専門家１２名の方々のオンライン審査

で行われます。そして、最終日の１１月５日の授賞式もオンラインで

行いまして、各賞とグランプリの日本賞を発表します。 

 授賞式の模様は、フェイスブックでもライブ配信をする予定のほ

か、最終審査に進んだ作品をオンラインでご覧いただけるシステム

も試験的に公開するなど、オンラインの利点を活かしてまいりたい



と思っております。 

今年の日本賞を通じてお伝えしたいこととして、１つ目は、このコ

ロナの状況の中で、世界の教育メディアが何に取り組んでいるか。そ

の中でどんな新しいコンテンツが生まれたか。２つ目は、世界中に広

がる多様性尊重の動きが教育コンテンツを大きく変えようとしてい

るということでございます。今年は世界の５５の国と地域から、２８

２の作品が集まりました。コロナ禍の中、リモートでの制作手法を取

り入れた番組や、ジェンダーや差別などの問題を社会実験を通して

考えさせる番組、そして、メンタルヘルスに関する番組など、今の若

者が置かれている社会状況を反映した作品が多く寄せられておりま

す。応募作品は、一次審査が終わり、本審査に進む５３の作品と５本

の企画について、日本賞のホームページで発表します。また、東京・

原宿の｢WITH HARAJUKU HALL｣で公開イベントも実施する予定です。

１１月２日の「キーノートセッション コロナと世界の教育メディ

ア」。それから３日の「セッション 多様性を考える」。この２つのセ

ッションでは、それぞれオンラインで各国の制作者をつなぎ、それぞ

れの国でどんな教育コンテンツがどのように役割を果たしているか

ということについて、話し合いたいと思っております。 

 世界の教育メディアは、この困難な状況の中でも歩みを止めるこ

となく前に進もうとしております。今年の日本賞で、その熱意と勇気

を皆さんに知っていただき、次の時代を切り拓く知恵として共有し

ていきたいと思っております。 

 

Ｑ.ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋ 「国宝へようこそ」について 

Ａ.（会長）ＮＨＫでは、後世に伝えたい文化財や美術工芸品などを

８Ｋの超高精細映像技術によって記録し、その魅力や新たな発見な

どを番組でお届けしております。１１月のＢＳ８Ｋでは、この取り組

みから「国宝」をテーマとする番組を放送いたします。詳しくは担当

者からご説明を申し上げます。 

（担当者）ＮＨＫでは、８Ｋの超高精細映像で国宝を１００点撮影・

記録し、未来に伝えていくプロジェクト「８Ｋで残したい国宝１００」

を進めています。そして、このプロジェクトによるシリーズ番組が

「国宝へようこそ」です。 

 「国宝は８Ｋでこそ楽しめる」との思いをもとに、日本の文化や芸

術を８Ｋの臨場感を活かした見せ方や、８Ｋのクローズアップでわ

かる新たな発見などを軸にしながら、視聴者の皆さまに新しい国宝



体験をお届けする番組です。今回はシリーズの新作４本の中から、春

日大社をご紹介します。奈良県にある春日大社は、本殿４棟のほか、

美術工芸品や古神宝類など、多くの国宝を有しています。この中から、

神々の住まいとされ、通常、撮影が許されない「本殿」、また神が演

奏するための楽器として作られたといわれる「蒔絵箏」などを取り上

げます。番組では、春日大社の厳かな空気、それから古神宝の卓越し

た美しさを圧倒的な臨場感で感じていただくとともに、奈良・平安の

時代から続く神々と人々とのつながりを探っていきます。新作では、

このほかに「姫路城」、「西本願寺」、「日月山水図屏風」をお届けしま

す。いずれもＢＳ４Ｋでも放送します。今後も貴重な文化財や歴史的

遺産などを８Ｋの映像技術で記録し、未来に伝える取り組みを続け

てまいります。 

 

Ｑ.インターネット活用業務について 

Ａ.（会長）前回の会見で私が発言しました、世界の現状と日本の現

在の状況について、やや説明が足らなかったので、ちょっと補足して

説明を申し上げます。前回の会見で、ご質問をいただき、テレビと通

信の融合の時代が来たという、世界的にはそういう現状になってい

ると思いましたので、私は世界の先進国の状況に比べて、日本は遅れ

ているという、そういう認識を申し上げたわけであります。世界では

本来業務とか補完業務とか、そういう区分けはありませんと言いた

かったのですが、日本で本来業務だということではございません。日

本の場合、遅れていますので、これからどうなるかわかりませんけど、

世界の実態はこういうことですよということを申し上げたかったの

が本音でございまして、もし誤解されたとしたら、私の説明が不十分

だったということでございます。放送法を含めて、日本の現状ではそ

うなっておりませんので、放送と通信は厳然と分かれておりまして、

その中で、ＮＨＫは放送が本業であります。 

 したがいまして、インターネット活用業務につきましては、費用を

限定的に行っていく、抑制的に行うという、基本スタンスはそのとお

りですし、将来的にもこれを直ちに変えようということはまったく

考えておりません。受信料収入の２．５％ということにつきましては、

私は、事業収入がどんどん増えたら、２．５％ということで、金額を

いくらでも増やしていいのかということについて、それは違うんじ

ゃないかと考えています。むしろ、本当に抑制的に、限定的に行うと

いうのは、中身を見て、ご判断いただきたいと。その中身について、



パブコメで皆さんにお示ししているとおり、金額をすべて明示して、

金額は何にどれくらいというのを見ていただければ、これは青天井

で何かやりたいとか、そういうことではないということはよくお分

かりいただけると思います。 

それからもう１つ、私は、会長になりましてから、今までのＮＨＫ、

拡大路線、肥大化するという非常に強いご批判があることは百も承

知で、私はそれをそのまま放置しないということで、むしろ事業費全

体もスリムで強靱にしたいということで、中期経営計画でも、７００

０億台から６０００億台に下げるということを公表しております。

その一環で、２．５％という数字はどういう基準、根拠があるのか。

私は、絶対額で、これくらいで何に使うのかというのをむしろ検証し

ていただいたほうが、本当に限定的なのかどうか分かりやすいんじ

ゃないかということで申し上げているわけでございます。 

先日発表したインターネット活用業務実施基準(素案)に示してあり

ます今年度の予算金額は１８９億円ですけれども、令和３年、４年、

５年度、それぞれ１９７、１９４、１９３億円と徐々に下がるような

計画になっており、国内業務の中で大きなところは、常時同時配信の

ところがちょっと１０億円ぐらい増えますが、それ以外のところは

むしろ削減をする。国際インターネット活用業務、これは海外の放送

の部分でありますが、海外ではすでに放送と通信の融合が進んでお

りまして、ＮＨＫは、衛星で電波を届けているんですが、ものすごい

コストがかかっております。ここは、さすがにちょっとインターネッ

トを少し活用してやったほうが、ＮＨＫ全体としても費用対効果の

効率がよくなりますので、ここは１０億円ぐらい増やさせていただ

きたい。そういう中身でございますので、私は、この中身を見ていた

だいて、ご判断いただければと思っております。２．５％という数字、

たぶんそのとき、便宜的に作ったんだと思いますけど、私が会長にな

りまして、大きな方針転換をいたしましたので、必要なものは使いま

すが、必要でないのはもちろん圧縮する。それから、民間の方々の営

業の邪魔をしない。邪魔をするつもりは毛頭ございませんので、その

ような業務がバッティングするようなところで何かやりたいという

ことではございません。 

それからインターネットに関して言いますと、「ＮＨＫプラス」を

この４月から本格的にスタートしまして、利用登録の申請件数が１

００万件になりました。これもある意味、サービスの一環でやってい

るわけでございまして、これがどれくらい伸びるのかを含めて、いろ



いろ考えなければいけないんですけども、昨年いろいろ検討した時

点では、２４時間同時配信ということを考えていましたが、実際には

そこまではニーズがないということも分かりましたので、現在行っ

ている時間に、来年度は１時間ぐらい増やすというような話で、ここ

も含めて、やはり実際のニーズと合わせながらサービスを提供して

いくということだと思います。我々が調べた限りでは、同時配信より

も、見逃し番組配信の方が、リクエストが非常に強いと。それはそれ

で見逃し番組配信を少し増強するためのコストはかかりますけども、

これも民間の方に何か打撃を与えるとか、そういうことではないと

思っております。この分野に関しては、民間の方々のほうが進んでお

りますので、ＮＨＫはむしろ後発でもあります。そういうことで、ち

ょっと私の説明が国内と海外の状況を一緒くたにしゃべってしまい

ましたので、結果的に、いろんな方にご迷惑をおかけしたと思います

が、私の本音はそういうことでございまして、青天井で何でもやりた

いなどと、まったく思っておりません。 

Ｑ.受信料収入の２．５％という上限を設けるよりも必要な額を提示

するほうがコストは抑えられるという考えか。 

Ａ.（会長）中身を見ていただきまして、かつ、どこに、その費用を

使っているのか、ご覧いただければ、それが本当に限定的なのかとい

うのも、ご判断いただけると思っています。２．５％が良くて、３％

が駄目とか、そう言われても、むしろ私は、そちらの方が難しいんじ

ゃないかと。これはやっぱり中身でご判断いただいて、本当に抑制的

なのかどうか。利用者のために役立つのかどうかというご判断が、一

番重要だと思っておりまして、他の業態の方々の邪魔をするとか、そ

ういう気はまったくありませんので、ちょっと私の説明の仕方が悪

かったので、改めてご説明を申し上げました。 

Ｑ.民放連の大久保会長からも反発の声が出ているが、民放側に対し

て、どう説明していくのか。 

Ａ.（会長）私は、就任以来、民放の方々ともお話しておりますけど

も、二元体制を堅持していくのが大変重要であって、就任会見以来、

申し上げておりますが、ＮＨＫは民放の真似をしない。ＮＨＫはＮＨ

Ｋらしさで頑張る。間違っても邪魔をしない。そういうことをずっと

申し上げています。二元体制を維持するということで、私はご理解を

頂けると思っております。私の説明がちょっと悪かったので、そのま

ま一人歩きして、誠に申し訳ないと思いますが、ちゃんとご理解いた

だけるように、私どもが説明をさせていただきたいと思います。 



Ｑ.前回の会見で、「民業圧迫ホットライン」の設置を発表したが、ど

のような意見が来ているのか。 

Ａ.（会長）ホットラインを設けた主旨は、これまでも、そういうホ

ットラインを作っていたんですけれども、見えづらいということと、

どこに話をしていいか分からないというので、ホームページの一番

見やすいところに、ホットラインを開設させていただきました。 

現在までのところ、ホットラインに直接そういうクレームを申し込

まれた方はございません。最初にお電話いただいた方は、このホット

ラインは本当につながるのかという確認の電話でした。就任会見の

時に申し上げましたが、私どもは民業を圧迫するために何かやると

いう主旨はまったくございませんので、もしそういう事実がありま

したら、言っていただければ適切に対処しますということに、私がコ

ミットいたしておりますし、今後もそうしてまいりたいと思ってお

ります。 

Ｑ.日本の現状は遅れているということで、インターネット活用業務

を本来業務にするために、来年の通常国会に放送法改正の要望を出

すことはあるのか。  

Ａ.（会長）遅れているということは、そのとおりだと思いますけど、

政府を挙げて、今、デジタル化に取り組んでおられます。デジタル化

そのものが遅れていますので、これは日本全体の問題だと思ってお

ります。ただ、直ちに、放送法を変えていただきたいと、現時点では

考えておりません。さっき申し上げましたとおり、海外への放送に関

して言いますと、衛星から電波を送るというのは、ものすごいコスト

がかかりまして、受信料を払っている方に、やや申し訳ない話になり

ますので、世界的に見ますと、融合の時代に完全に入っていますので、

いずれは放送法を変えていただくとありがたいなと、私はそう思っ

ております。 

Ｑ.来年の通常国会ということではないと。 

Ａ.（会長）そういうことではございません。 

Ｑ.受信料制度の将来像については、どう考えているか。 

Ａ.（会長）私は、受信料を下げないと言ったつもりはないんですけ

ど、皆さん、何も言わないから下げないんじゃないかと言われている

んです。１０月からすでに値下げしておりまして、かなりの金額を下

げておりますが、将来のことを考えますと、受信料は、経営努力した

結果が受信料の還元につながるような形に持っていきたいと思って

います。経費を削減して、剰余金が仮に出たとしますと、今、剰余金



にただ貯まるだけになっています。剰余金に貯まると、皆さんから、

何だ、これはと怒られる。ＮＨＫの職員としても、一生懸命がんばっ

て怒られるって、結構きつい話でして、私は、考え方を整理する必要

があるなと思います。繰越金をゼロで運営するのは、非常に難しいん

ですけども、ざっくり申し上げまして、事業規模７０００億円ぐらい

ですと、７００億から８００億円ぐらい、１割ぐらい剰余金がないと、

何が起こるかわかりませんので、大変なんですけど、それ以上にたく

さんあると、これは何だというご議論に必ずなるわけです。これは単

年度で経営努力をした結果、剰余金が出た場合には、その一定部分を、

受信料を還元するような勘定科目をつくって、そこに積み立てると

いうことが必要ではないかと。皆さまから見て、見えるようにする必

要があるなと。剰余金全体の中には、いろんな引当金があったり、い

ろんなものが入っていますので、全体を見て、これはすごい剰余金だ

と言われると間違えてしまいますので、受信料を下げるための原資

になるのがどれぐらいあるのかというのを見えるようにしたいなと

私は思っております。 

 そのためにも、勘定科目を新たにつくらなければいけませんので、

たぶん省令を変えていただかないといけないと思いますが、それぐ

らいのことをしたほうがいいのかなというのが、今、私の頭の中にあ

るところでございます。 

Ｑ.もうそういう議論が始まっているということか。 

Ａ.（会長）できる限り早く作りたいと思っています。次期中期経営

計画は、パブコメを受けた修正をした後で、来年１月に、経営委員会

に議決をいただいて、公表いたしますが、その中には、受信料を還元

する項目を含めて書き込んで、皆さんに見える形にしたいと思って

おります。 

Ｑ.受信料制度をどのように見直したいのか。会長の諮問機関である

受信料制度等検討委員会に諮問する考えは。 

Ａ.（会長）私のひとつのアイディアとしては、総合受信料というの

があるんですけども、こういうのを含めて、現時点でもう一度、答申

をしてもらえないかなと思っております。受信料制度は、ラジオから

始まって、テレビに入って、テレビは白黒からカラーになって、次に、

衛星が上がって、それから、デジタルになってと、いろんな紆余曲折

がありまして、そういう意味では衛星は付加受信料という形で、歴史

的にはそういうことで出来上がってきたんですけども、衛星放送が

かなり普及してまいりましたし、全体を一回見直すということも必



要ではないかと、私は思っております。その中で、一番、皆さんから

受け入れやすいものがベストかなと思っています。今の受信料制度

は、ものすごく複雑なんですね。この１０月から受信料を下げました

けど、下げると決めてから１年から２年ぐらい準備しないと、下げら

れない。非常に複雑になっておりまして、これもあんまり良くないな

と。もうちょっとシンプルに、わかりやすい形にするのが、いいので

はないかというのが、私の素朴な疑問でありまして、そろそろ本当に

見直したほうがいいんじゃないかという感じはいたしております。

そういう意味で、これもスタートをしたいと思っております。 

Ｑ.受信料制度等検討委員会に新たに諮問するという予定はないの

か。 

Ａ.（会長）改めて、今の時点で一番いいものを答申してほしいと、

お願いをしようと思っているんです。いろんな段階がありますので、

衛星に関しましても、２Ｋがあって、４Ｋがあって、８Ｋがあって、

普及の台数も全然違いますので、今までちょっと想定していないこ

とが起こっておりますので、今の受信料で本当にいいのか、やはりち

ゃんと考えた方がいいんじゃないかなと、もうそういう時期に来て

いると、私は思っております。 

Ｑ.ネット受信料については、どう考えているか。 

Ａ.（会長）ネット単独でどうこうというのは、私の頭にはないんで

すけど、とりあえずは、今の受信料制度が、ものすごく複雑になって

いますので、分かりやすい形にするというのが、まず最優先かなと。

ネットでどうしたいとかは、メインではございません。 

 

Ｑ.「ひろしまタイムライン」について、広島で法務局に人権救済が

申し立てられたが。 

Ａ.（会長）申し立てがありましたことは承知しております。いずれ

にいたしましても、私は視聴者の皆さまに、「差別を助長している」

と受け止められるような公共放送、公共メディアであってはならな

いと思っておりますので、再発防止のための対策を徹底していくし

かないと思っております。それぞれの申し出に関しましては、個別に

対応させていただきたいと思っています。 

Ｑ.１０月２日に「ひろしまタイムライン」のツイッターをホームペ

ージに移設するということだが、なぜそうするのか。 

Ａ.（担当者）過去のツイートをより読みやすくして、視聴者の皆さ

まの利便性を向上することが目的で、ホームページの方に移設をす



るということを、１０月２日に予定しております。これは当初から予

定していた措置であります。９月１８日に、３つのアカウントの１つ、

「やすこ」さんの日記が終了したのを機に、発信から１か月以上経過

したツイートを番組ホームページに移設をするということにしまし

た。今回、３つのアカウントの８月末までのツイートをホームページ

に移設する予定です。 

Ｑ.当該ツイートは削除しないのか。 

Ａ.（担当者）公共放送、公共メディアとして、視聴者の皆さまに、

「差別を助長している」と受け取られるようなことがあってはなら

ないと思っています。放送現場では、デジタルリスクに関する管理体

制をより強く、より強化することなど再発防止策を徹底していると

ころですが、削除を求めるご意見があることは承知していますが、企

画の主旨や目的を説明し、ご理解を得ていきたいというふうに考え

ております。 

 

Ｑ.会長直属の改革プロジェクトについて、これまでに出された成果

は。 

Ａ.（会長）今、これを変えたというのはございませんが、計画を立

てまして、８月の終わりぐらいから実行部隊に移しまして、プロジェ

クトチームの人員も、できる限り現場のほうに異動させるというこ

とをやっております。短期でできるものと、ちょっと時間かかるもの

の両方ありますので、やりながらということだと思います。すでに実

行に移す段階に入っていますが、外向きに発表することは実はあま

りありませんので、むしろ中の改革を徹底的にやりたいというのが

主旨でございます。中の改革は１つずつ、仕上げていかないと出来上

がらないので。人事の絡みもありますが、人事は、入り口から出口ま

で全部変えようとしていますので。制度と運用の両方を変えなきゃ

いけませんので。人事を動かすということでは、もうすでに、随時異

動ということで、今日も役員の異動をすると、そういう形にしました

けど、研修制度をどうするかとか、かなり中身に手を突っ込んで、変

えざるを得ませんので、ちょっと時間がかかります。 

Ｑ.人事制度のどこに問題があり、どこを変えようとしているのか。 

Ａ.（会長）どこと言われると困るんですけど、ほぼ全部変えたほう

がいいと思っています。率直に言って、非常に縦型が強いんです。縦

型が強いというのは、専門性を強くするということで非常に良いこ

となんですけど、縦が強すぎると、ずっと縦で、横のネットワークが、



逆にものすごく弱くなりまして、世の中が変化する時についていけ

なくなるんです。ですから、専門性を強化したままで、横のネットワ

ークを広げると。たとえば、一言で言いますと、同期で入った方々、

今は縦型で、アナウンサーの方はアナウンサーで、職種で採っていま

すので、記者は記者と。それから技術職は技術職って、そういう形で

採っていますので、そのラインはずっと縦型なんです。横に異動をす

ると、むしろ不利益になるという、これはいくら何でも、普通の会社

ではそんなことないぞと。人間の能力は非常に幅広いものですし、本

人も途中で好みが変わることもあります。多彩な能力を持っている

方をたくさん採っていますので、横に異動した時に不利にならない

ようにと。それから、ポストに関して言いますと、今は上から見て、

人事異動をしているんですけれども、本人が行きたいところに、手を

挙げていただいて、公募をするとか、そういう制度を、もう既に入れ

ましたけども、今までそういうことがまったくないものですから、言

われるままに行くと、普通の会社ではそんなことないと思うんです

けど、ＮＨＫはそういうのを非常に固く守ってきたところなもんで

すから、率直に言って、ちょっと柔らかくしたいなと。壊したいんじ

ゃなくて、組織そのものの弾力性を、もうちょっと持ってもらいたい

なと。そうしませんと、がちがちになってしまいますと、役員になっ

た方も担当業務の親分ということになって、他の業務は知らないっ

て言われると、大変困りますので、そういうことではないと。そうい

う意味で、経営ができる方も、計画的に育成する必要があると思いま

す。私みたいに外から会長が来なくて、中で十分育つというのが、一

番いいんじゃないかというのが、私の考えであります。 

 

 

（以上） 


