
２０２１年１月１３日 

ＮＨＫ広報局 

経営計画に関する会長会見 

Ｑ．ＮＨＫ経営計画（2021-2023年度）について 

Ａ．（前田会長）本日の経営委員会で、来年度２０２１年度から３か

年の次期経営計画が議決されました。私からはこの計画に込めた思

い、ポイントについて、ご説明します。 

まず、次期経営計画の考え方ですが、今回の経営計画は、ＮＨＫの業

務、受信料、ガバナンスのいわゆる「三位一体の改革」の仕上げをす

るために、ＮＨＫが直ちに取り組まなければいけないことをすべて

盛り込み、ＮＨＫを本気で変えるという強い覚悟を示したものとし

ました。新型コロナウイルス感染症は、今なお世界中で猛威を奮い続

け、大規模な災害も相次ぐなど、国民・視聴者の皆さまの間に大きな

不安が広がり、利用者が急増するインターネットには、不確かであい

まいな情報もあふれております。また、若者を中心に、テレビ離れが

進むなど、メディア環境も大きく変化をしております。こういう時だ

からこそ、ＮＨＫは受信料で成り立つ公共メディアとして、こうした

時代の変化に正面から向き合い、視聴者・国民の皆さまの信頼に応え

るとともに、合理的なコストでの運営に努めなければならないと思

います。経営資源をＮＨＫならではのコンテンツに集中させ、正確・

公平公正で豊かな放送サービスを、いつでもどこでも最適な媒体を

通じて届けるという「新しいＮＨＫらしさの追求」を進めてまいりま

す。 

次の３か年では、既存業務を抜本的に見直し、放送波を整理・削減す

るとともに、５５０億円規模の支出の削減を行います。すなわち、７

００億円規模の思い切った経費削減を行う一方で、ＮＨＫならでは

のコンテンツの取材・制作などに、１５０億円程度を重点投資し、ス

リムで強靭なＮＨＫとなることを目指しております。ＮＨＫと関連

団体が一体となって、ＮＨＫでしか作り出せないことに注力し、受信

料の価値の最大化に努めてまいります。

次に、５つの重点項目についてお話しします。重点投資をする項目は、

命と暮らしを守る報道を強化する『安全・安心を支える』。コンテン

ツの制作力強化などを図る『新時代へのチャレンジ』。ユニバーサル



サービスの充実などを図る『あまねく伝える』。地域の情報発信強化

や、日本の放送・メディア業界の発展などに貢献する『社会への貢

献』。「新しいＮＨＫらしさの追求」を実現させる人財を育成するため

の『人事制度改革』の５つとなります。 

今回の経営計画の最大のポイントは、徹底した構造改革にあると考

えております。スリムで強靭な「新しいＮＨＫ」を目指すために、衛

星波と音声波の整理削減、訪問によらない営業活動への転換、関連団

体改革などの施策を実行いたします。まず、衛星波の削減であります

が、衛星波は現在の３波を見直し、２０２３年度中に２Ｋ放送のうち、

１波を削減します。将来的には４Ｋの普及状況を見極めて、１波への

整理削減も視野に入れて検討を進めます。 

音声波につきましては、２０２５年度に、現在の３波からＡＭ・ＦＭ

の２波へと整理削減する方向で検討を進めます。衛星波・音声波とも、

現在提供しております番組へのニーズを踏まえ、インターネットの

活用や編成上の工夫などにより、視聴者の皆さまの利便性を損なわ

ないことに十分留意しながら、見直しを進めます。地上波も含めて、

コンテンツのジャンル別管理によって、制作の総量を減らし、コスト

ダウンを図りながら、１つ１つのコンテンツの質を向上させていき

ます。 

次に営業改革について、ポストコロナ時代を見据え、これまで契約収

納活動の中心に据えておりました訪問営業から、訪問によらない営

業活動への移行を進めるとともに、経費を大幅に削減いたします。さ

らなる経費の抑制を図るため、総務省の有識者会議での議論も踏ま

え、より効率的で、より効果的な契約収納活動につながる、新たな制

度の導入を国に求めてまいります。 

グループ経営改革ですが、関連団体につきましては、それぞれの機

能・役割の見直しを進め、子会社をはじめとした全体の規模を縮小し、

団体の数も減らし、グループとしてスリムで強靭な体制の構築を図

ります。グループとしてのガバナンスの強化を進め、改革をスピーデ

ィに行うために、中間持株会社の導入も進めていきたいと考えてお

ります。 

次に、計画期間中の収支について、昨年８月の意見募集の際の案を、

さらに見直しをしました。２０２１年度は、２０２０年度に実施した

値下げ、２０１８年から実施した奨学金受給学生への免除などを合

わせ、年間４００億円規模の還元が、通年で影響することや、新型コ

ロナウイルス感染症の影響などによりまして、今年度の予算対比で、



およそ３００億円の減収を想定しております。本経営計画期間中は、

厳しい経済状況が継続することを想定し、２０２２年度、２０２３年

度につきましても、毎年１０億円程度の減収に下方修正をしており

ます。事業支出につきましても、さらなる構造改革、経費削減の検討

を行って、下方修正し、よりスリムな形を目指してまいります。その

結果といたしまして、２０２２年度には収支均衡、２０２３年度には

黒字となる計画にいたしました。 

次に、受信料について申し上げます。受信料につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響や、放送法改正の動き、訪問によらない新

たな営業施策の進捗などを見極めながら、本計画の最終年度にあた

る２０２３年度に値下げを行う方針であります。経営努力によって

生み出した、剰余金を積み立てる仕組みの導入に合わせ、新放送セン

ターの建設計画の見直しなども行います。また、衛星付加受信料の見

直しを含めた、総合的な受信料の在り方につきましても、検討を進め

たいと思います。 

この受信料につきましては、資料（※別紙、会見資料「収支見込みと

還元の考え方について」）をご覧いただきたいと思います。２０２１

年度から２０２３年度の３か年の収支見込みですが、受信料収入の

水準は、２０１６年度レベルまで落とします。２０１６年度から右肩

上がりに事業収入、受信料収入は伸びていましたが、今回はこれと逆

方向の下に向けた形で、事業収入は、７０００億円を切る水準に抑え

てあります。これが今回の計画の一つであります。 

次に、還元の原資をどこから捻出するかということについてです。 

まず、コスト圧縮によりまして、２０２３年度は黒字になりますので、

この黒字の部分を充当すること。それから財政安定のための繰越金

の取り崩し。今年度末の見込みですが、１４５０億円、これくらいの

規模の繰越金がありますので、ここからかなりの部分を取り崩しま

す。さらに、新しい放送センターの建て替えを進めておりますが、ま

だ未着工の部分を含めて、建築計画を抜本的に見直して、ここからも

原資を少し捻出したいと思います。これを合わせて７００億円規模

の原資を確保したいということであります。 

具体的な還元の方法につきましては、環境がどうなるか分かりませ

んので、ここ２年間の状況を見た上で、検討させていただきたい。こ

の還元の仕方については、これから検討いたしますが、７００億円と

いう規模がどういう規模かというのを、ちょっと分かりやすく例示

して申し上げますと、たとえば、今、衛星契約をされている方、月間



３００円、年間で言うと３６００円を 1 年間下げることができるく

らいの規模の還元金額となります。今、衛星契約を結んでいただいて

いる方、２２００万世帯強でございますので、大体ざっくり言って、

７００億円強になりますので、それくらいのサイズの還元ができる

ということであります。 

ただ、恒常的に下げられるかどうかは、収支がバランスして、かつ全

体がスリム化した体制になっていないまま下げますと、今度は収入

が足りなくなるということになりますので、少なくとも、７００億円

を貯めて、それを還元するということを目標化することによって、経

営努力もしっかりとやれると思っております。そういう意味で、あえ

てこういう目標を立てまして、分かりやすく、ご説明をしました。 

最後に、計画策定について説明させていただきます。昨年夏に計画案

をお示ししましたが、その時に、私が最も留意したことは、視聴者・

国民の皆さまだけでなく、ＮＨＫの次の世代を担う若い職員にも支

持されるような経営計画にしたいという思いです。これを実現する

ために、大胆な改革を進めていきたいということであります。また、

ジャンル別管理という手法を昨年から導入しましたが、このジャン

ル別管理のやり方、あまりなじみがないかもしれませんが、今までの

番組を、人気番組を含めまして、新しい目で見直すということであり

ます。今年４月からの番組編成では、夜のゴールデンタイムを「新し

いＮＨＫらしさ」を追求するための番組開発ゾーンに指定すること

といたしました。若い人たちの企画をどんどん採用して、チャンスを

与えていきたいと思っております。ジャンル別管理のキーになりま

すのは、私ども、ＮＨＫが独自に開発しました、視聴率に加えて、質

とコストを含めて、番組を総合的に評価するという指標であります。

客観的なデータに基づいた管理を行いまして、ＮＨＫならではの質

の高い番組を、さらに強化をいたしまして、視聴者の皆さまにお届け

してまいります。この経営計画が将来に渡って信頼され、必要とされ

る公共メディア、ＮＨＫを築く礎になればと考えております。 

Ｑ.受信料還元の原資として７００億円ということだったが、受信料

収入の１割を目指すということか。 

Ａ.（会長）この還元というのは、普通の会社ですと、経営努力をし

て、配当で返しますが、ＮＨＫはそういう仕組みになっておりません。

今の制度は、収支でプラスになると剰余金が溜まる。足りなくなると、

剰余金を取り崩す。剰余金の水準が、どれくらいがいいかは、特別な

決まりがないものですから、溜まり出すと溜まってしまう。一方、減



り出すと減るという、これでは安定的な経営ができませんので、繰越

金については、ある一定水準までは必要ですが、それ以上になった時

には、還元する。そのために勘定科目に入れたらいいのではないかと

思っております。そうすると、肥大化することもありません。還元の

仕方については、ちょっと工夫が必要なんですが、永久にずっと下げ

られるかどうかは、その時の判断が必要になってきます。少なくとも、

そういう経営努力をし、その結果、国民の皆さんに見えるようにする。

初年度にいくら溜まった、２年目にいくら溜まったということが分

かるようになりますので、ある程度溜まったところで、ちゃんと還元

をする。そのことにコミットすることが重要だと思います。そういう

考えでして、金額が先にあったわけではありません。ものすごく経営

努力をして、もっと溜まるのであれば、それはお返しするというふう

に考え方の転換をしたということであります。 

Ｑ.７００億円の還元というのがイメージしづらいのだが、受信料収

入の１割を視聴者に還元するという理解でよいか。 

Ａ.（会長）還元する金額が７００億円になりますので、それを、ど

うお返しするかというと、４０００万世帯以上の方に契約していた

だいているわけですから、割り算をすると、小さな額になるんですけ

ども、お返しはするべきではないかと。経営努力の結果として、お返

しするということですが、ただ、建物など、必要な投資もあります。

老朽化した建物がたくさんありまして、こういうものはちゃんとや

らなければなりませんので、必要なものについてはやらせていただ

きたい。建設のための積み立てもかなりありますが、お示ししている

新放送センターの建設費には設備は入っておりませんので、これで

全部賄える、これで十分というわけではありません。ただ、そこは見

直しながら、必要でないものは見直して、また必要となったら積み立

てさせていただきたい。毎年の予算で、皆さんにご覧いただけますの

で、どこでどういう具合に積み立てているかは、すぐ分かりますので、

勘定科目を設けて、還元の原資がどうなっているか、さらに分かりや

すく、見やすくしたということであります。 

Ｑ．昨年８月に出された計画案には、受信料の水準を維持すると書い

てあったが、方針転換した理由は。 

Ａ.（会長）８月に据え置きと申し上げましたのは、中期経営計画を

つくっている過程でして、その後、どこまで合理化できるかというの

を、各論を全部詰めました。８月の総論の段階では、１０月から受信

料を下げることが分かっていましたので、値下げをする、いくら下げ



るのかということを前提に、経営計画をつくるとか、そういう計画の

立て方はできませんので、その段階では据え置きました。据え置きと

書いたんですが、最終的には、この１月にすべて発表しますというこ

とで、下げないと言ったつもりはございません。下げられる状況をつ

くって、それで下げればいいというのが、私のもともとの思いであり

ました。そういう意味で、今回、こういう形にしたということでござ

います。ですから、方針を変えたわけではなくて、３か年計画をやっ

てみて、かつ、２１年度の予算の査定をして、どれくらい切り込める

かというのを全部確認しましたので、その結果、これくらいのことは、

少なくともできるし、目標化したいと思った、そういう意味でありま

す。 

Ｑ.受信料の値下げについては、恒常的にするのか、時限的にするの

か。今後、検討するとした総合的な受信料は、イギリスのＢＢＣのよ

うなネットも含めたものにするということか。 

Ａ.（会長）まず、恒常的か時限的かについてですが、恒常的に引き

下げができるかどうかというのは、その時点で、ＮＨＫの収益構造が

どうなっているかというのを見ないと、恒常的か、一時的なものかは

コミットできませんが、しっかりと還元をするということについて、

コミットするということです。還元の仕方については、いろんな手続

きが必要になりますので、私どもの一存では決められません。どうい

った方法が一番、公平感があるかなど、考えさせていただきたい。そ

の中で、先ほど衛星波の例を示して、分かりやすく言ったんですけど、

皆さまのご意見で、衛星波について割高感があるというご指摘があ

ります。衛星放送を始めてから、かなり時間が経って普及してきたこ

ともありまして、総合受信料に移行するのも一緒に検討したらどう

かと思っております。ただ、総合受信料にならなければ下げないとか、

そういうことを言っているわけではありませんので、それを同時に

検討する必要があると思っています。総合受信料というのは一つの

受信料の考え方で、昔で言えば、白黒テレビからカラーテレビに移っ

た時の経緯、その昔で言うと、ラジオからテレビに移った時の経緯と

か、ずっと過去の経緯がありますが、今、受信料体系が非常に複雑に

なっていまして、ディスカウント制度もものすごく複雑になってい

ます。あまり複雑にしますと、還元する時にすごいコストと時間がか

かり、あまり良くないので、これも一緒に、できれば整理できないか

ということです。 

ただ、ご質問がありましたＢＢＣ型と言いますか、ネットを含むかど



うかという点については、受信料の考え方を検討する過程で、検討し

ていただきたいと思っています。私は含めたほうがいいと思うんで

すが、ネットの部分については、放送法の中にはなく、補完となって

おりますので、これもちょっと検討する必要があると思っておりま

す。 

Ｑ.衛星波の削減やＡＭラジオの削減によって、視聴者サービスが低

下するのではないかという懸念もあるが、どう対応するのか。 

Ａ.（会長）サービスを低下させないで、質を維持しながら、スリム

化するという非常に難しい難題に挑戦しようとしておりまして、そ

のために、ジャンル別管理を始めました。これまで波ごとに管理をし

ていたんですが、かなり番組が重複したりしていました。一生懸命サ

ービスをしているのは分かるんですけど、利用者の利便性から見た

ら、あまりよくないのではないか。そこは、一度、整理した上で、か

つ、質は下げないと。そのために、新しい指標、視聴率に質的要素を

加えて、かつコストを入れた指標ですが、それによって、それぞれの

番組をチェックして、良い番組を残して、そうでない番組は作り変え

る。非常に視聴率の高い番組もその俎上に載せる。そこで、もう１回、

これでいいのかというのをチェックする。ある意味では、マンネリ化

させないということだと思います。これはお宝だとか、そういうこと

は考えない。一度冷静に見ていくと。もう一点は、今まで番組をつく

る時、予算ベースで考えているんですが、私は決算ベースで比較すべ

きだと。どんな会社でもそうですけど、予算ではなくて決算、実績で、

コスト計算も、予算のコストと実績のコストは違いますので、コスト

ベースで見て、本当にコストパフォーマンスが良かったかどうかと

いうのを見たい。これが本当の意味の評価ではないかと思っており

ます。 

そういう意味で、いろんなことをいっぱいやりたいと思っています

ので、それくらいのことをやらないと、スリムで強靭な体質にはなら

ないと思っております。 

Ｑ.仮にラジオ第２を削減すると、語学講座が減るのではないかとい

う懸念が出ているが、どうするのか。 

Ａ.（会長）ラジオ第２の語学講座を聞いている方は確かに多いです。

利用者の方もたくさんおられますので、質を落とさないためにはど

うするか検討する必要があると思っています。それから、実態調査を

やらなければいけないと思っております。ラジオについて、詳細な実

態調査の最新版がないものですから、実態調査をして、利便性を損な



わないようにするためには、どうしたらいいか。おそらく、ネットラ

ジオにするとか、その方がコストは下がる一方、利便性は下がらない

と思います。これについては、ネットのコストがものすごくかかると

は思っておりません。結果的には、合理化効果のほうが出ると思って

おります。 

Ｑ. 剰余金について、ＢＢＣのように一定の基準を設けるのか。 

Ａ.（会長）剰余金について、一定の基準があるわけではありません。

ただ経営サイドから見ますと、経営安定化という意味では、これだけ

変動が激しい時代ですので、１割、それくらいのものは持っていたほ

うがいいかなと。単年度ベースで見ていただきますと、２０２１年度

は、受信料収入がマイナス２６０億円、これが２年続くと、すぐ５０

０億円になってしまいますので、それくらいの変動幅があります。も

ちろん経営努力をしますので、赤字が続くのを放置することはあり

ませんが、経営サイドとしては、率直に言って、１割ぐらい剰余金が

あったほうがいいなと。そうすると、今の水準は１４００億円ですか

ら、倍ぐらいあるわけです。これはちょっと多過ぎる。来年度は赤字

になりますから、そこは減りますけれども、それを含めて、一定の水

準というのはそういう意味です。それから、ＢＢＣと単純比較はでき

ないんです。経営形態が違いますし、ＮＨＫの場合は、自由にいろん

な業務ができるということになっておりませんので、仕組みが違い

ます。ＮＨＫはあくまで受信料をベースにやるという仕組みになっ

ていますので、外国と単純に比較をすることはふさわしくないと思

っております。 

Ｑ．２０２３年度の値下げの際に地上契約と衛星契約のどちらも下

げるのか、あるいは片方だけ下げるのか。値下げ額はいつ発表するの

か。 

Ａ．（会長）現時点で、衛星をいくらとか、地上をいくらという、あ

らかじめの試算はありません。さきほど衛星のお話をしたのは、分か

りやすく言うとこういうことだということですので、それを決めた

ということではありません。そこは、ファンドがたまったところで、

どうするのが一番良いか検討させていただきたいと思います。そう

いう意味で、こうだというものはございません。次に、時期について

ですが、今の計算で行きますと、２０２１年度は赤字の収支になって

いますので、（剰余金は）積み上がらないんです。２０２２年度は収

支均衡ゼロで、何とかバランスさせたい。２０２３年度はプラスにな

る見込みですので、２０２２年度が終わったところで、少し目途が立



つと思います。その時点で、どういう返し方がいいかということと、

もう一つは、先ほど申しました総合受信料を含めて、受信料制度がど

うなればいいかということを議論しませんと、その先が読めません。

ただ一過的に、ぱっと返して、それでおしまいで元に戻すというので

は、さすがにまずいのではないかと思っておりまして、その時までに、

受信料制度もかなり詰めて、何が一番いいのかを、いろんな角度から

検討させていただきたいと思います。そうすると、今の形の地上と衛

星の二階建ての仕組みが本当にいいのかとか、議論させていただき

たいと思います。 

Ｑ．還元の原資については、繰越金を取り崩して４００億円、２０２

３年度の事業収支差金として８０億円。残りの２２０億円は新放送

センター建設の積立金からあてるということか。 

Ａ．（会長）まだそこまで詳細に詰め切っていません。勘定科目もで

きていませんので、実際のオペレーションはできないんですけど、ご

質問にありましたように、繰越金については、４００億円ぐらいは入

れられるのではないかと思っております。それから、建設のところは、

ちょっと見直しをした上で、どれを外すかというのを考えなければ

いけないので、ざっくり言って、２００億円から２２０億円。最終年

度の収支差金８０億円ですが、経営努力をすれば何とか１００億円

になるんじゃないかという、これも努力すればという「たら・れば」

なんですが、それを全部足すと、最低限７００億円ぐらいは何とか確

保できるのではないかなと思っております。 

ただ、この数字は、結構、厳しい可能性があるんです。というのは、

コロナの影響が読み切れないんです。今年だけでなく、来年度の事業

収入も減る。かなりの部分はコロナによる減収なんです。値下げの影

響というのは９５億円しかありませんで、コロナによる減収の方が

大きくて、トータルで２６０億円なんです。それで、来年、再来年、

どうなるかというのは、まったく読み切れないので、それであっても

がんばりたいという、そういう気持ちです。 

Ｑ．還元する数値目標を事業収入の１割の７００億円にしていると

いうことか。 

Ａ．（会長）たまたま、それが事業収入の１割ということで、別にそ

れに連動させたわけではありません。 

Ｑ．２０２３年度に、コロナの影響などで７００億円に達しなかった

時は値下げのタイミングを見直すことになるのか。 

Ａ.（会長）まだ３年ありますので、がんばるしかないと思っている



んですけど。その時、何もできなかったら、私はすぐ会長をやめます

から。経営努力をすればできないことはないと思います。ただ環境が

どう変わるか、本当に読み切れないんです。申し訳ないですけど、こ

ればっかりは。特にコロナに関しては、経済活動がどうなるのか読み

切れないものですから、なかなか難しいんですけれども、経営の目標

として、これくらいの目標を立ててがんばろうと。そういうことが、

ＮＨＫにとって必要だと思っているんです。やみくもにコストをカ

ットしたいとか、そういうことを言っているわけではありませんの

で、さきほども言いましたとおり、番組の質は絶対に落とさない。そ

して、コストをかけないで良い番組をつくるというふうに切り替え

ましたので。それからゴールデンタイムの立派な番組も全部１回見

直すと。本当にこれでいいのかと。テレビ離れというのは、やはり番

組がつまらないからというのは率直にあると思います。皆さん、ＮＨ

Ｋのせいだって言うんですけれども、そういうことだけではないと

思います。ＮＨＫも悪いところがあるかもしれませんけど、やはり良

い番組をつくらない限り、離れていきます。ですから、そこが原点で

すので、がんばりたいと思います。 

Ｑ．繰越金を取り崩して４００億円を還元の原資にする一方、８２０

億円を財政安定のために残すということか。 

Ａ．（会長）それは、単年度の数字です。経営計画は、３年間でつく

っていて、勘定科目がないので複雑な書き方になっているんですけ

ど、科目がないものですから、枠の外に書くしかないんです。 

Ｑ．この８２０億円前後というのは、今後、内部留保の上限と見てい

いのか。ここを超えなければ、繰り越していくということか。 

Ａ．（会長）さきほど申し上げましたように、８２０億円というのは

一過性のものでして、期末の残高を見るしかないので、そうしたんで

す。ただ、さきほど言いましたとおり、事業規模が７０００億円です

と、１割というのは７００億円。８２０億円というのは多いといえば

多いんですが、それは４月１日の残高で、３月３１日で終わる、その

年度が８２０億円ということを言っているわけではないんです。私

としては、一応、そこの一定の水準は維持させていただきたい。ただ、

マイナスになる可能性もありますので、マイナスになったら、一定の

水準まで戻させていただいて、その超えた部分は全部還元というと

ころに持っていったら分かりやすいのではないかと。全部変動させ

ますと、何を言っているか分からなくなりますので、私は安定化のた

めの繰越金という意味で、一定水準、事業規模がさらに下がった場合



には、もうちょっと少なくてもいいと思います。それは、その時点で

もう１回見直せばいいと。現時点では７０００億円、今後６０００億

台にしますけども、それも含めて、若干のバッファが必要ということ

で、プラスアルファいっぱい欲しいとか、そういうことを言っている

わけではありません。 

Ｑ．繰越金の上限を定めることを今後検討するということか。 

Ａ．（会長）それを含めて検討したほうが分かりやすいのではないか

と思っております。ただ、根拠があるわけではなく、動きますので、

何だと言われると非常に困るんですが、これは（変更前のインターネ

ット活用業務実施基準で定めた費用上限の）２．５％の話とまったく

同じなんです。私どもは、サイズを小さくして、スリムにすると言っ

ていますので、これが拡大することはないと、そうご理解いただけれ

ばと思います。 

Ｑ．８２０億円というのは、あくまでその時点での予測のということ

か。 

Ａ．（会長）その通りです。 

Ｑ．業務、受信料、ガバナンスのいわゆる「三位一体改革」の集大成

ということだが、ガバナンスについては、具体的にどう取り組むのか。 

Ａ．（会長）ガバナンスについては、率直に言って、特殊法人のガバ

ナンスで、子会社も持っている。もちろん総務省の認可を得て作った

子会社ですので、なかなか難しいんですけれども、私は、ガバナンス

として、グリップをはっきりさせるために、中間持株会社というのを

提案しているんです。もちろん、その他株主の方のご理解もいただか

ないといけないのですが、新聞社でも、持株会社を作って、子会社を

グリップしているわけです。ところがＮＨＫはそうなっていない。だ

から何かをやろうとすると、一人一人、子会社の方を呼んで、どうす

るかと言わなければならないという、非常にグリップの効きにくい

モデルになっています。これは残念ながら、親会社が特殊法人なもの

で、株式会社ではないものですから、簡単にできないんですけど、た

だ、これをやらないと、合理化もうまくいきませんし、ガバナンスの

強化にもなりませんので、ここはしっかりやりたいと思います。もち

ろん、すべてを持株会社にぶら下げるわけではありません。財団を含

めて、財団の改革もやりますし、財団の数も減らすことも含めて、ト

ータルで見て分かりやすくしたいと思っております。ただ、個別の会

社がありますし、それぞれ、すべてＮＨＫの１００パーセント子会社

ではないのですが、私どもは、中期経営計画期間中にできることは全



部やると言っていますので、そこはご信頼いただきたいと。結果でご

覧いただければ分かるようにしたいと思っております。 

Ｑ．値下げについては、納得感のあるものにしないと意味がないと思

うが、７００億円で何ができるのか。 

Ａ．（会長）今まで事業収入が増えて、ある意味、膨張する過程で、

いろいろなことを考えてきたわけです。率直に言えば、これまでは値

下げはなるべくしたくないということだったのではないか。しかし、

そういうことではないと。経営努力をしたら、しっかりと還元すると

いう方針をはっきり決める。今まで方針があるようでなかった。強く

言われたから下げるとか、下げ幅はなるべく少ないほうがいいとか、

そういうことではなくて、受信料制度で成り立つＮＨＫは国民の財

産ですので、財産の価値を毀損しないように、しっかりと経営努力の

結果が出た場合には、必要以上のものはお返しするという考え方を

しっかり導入するほうが良いのではないかと。誰かに言われたから

やる、言われなければやらない、そういうことではないでしょうと。

自主自律と、ＮＨＫは自分で言っているわけですから、自分で決めて、

自分でやる。言われたからとか、そういう発想にしない方が良いと思

っているんです。目標もしっかり自分で立てる。それが重要だと思い

ます。ですから、これからやろうとしていることは、やったことのな

いことへの挑戦なわけです。ほとんど、やったことのないことをやり

ますので、その通りうまくいくかはわかりませんが、やらなければ永

遠に変われませんので、とにかくやる。そういうことです。 

Ｑ．武田総務大臣は、コロナ禍で家計負担軽減のために、とにかく早

く下げて欲しいと言っていたが、還元を２０２３年度としたのは。 

Ａ．（会長）さきほどから申し上げました通り、初年度は赤字、収支

マイナスの予算で、２年目がゼロ、３年目がプラスの８０億円なんで

す。３年間で貯まるのは８０億円しかないんです。でも、目標を立て

ませんと、いつになったら還元するんだとなります。それでは本来の

経営目標になりませんので、ターゲットとして、これぐらいの目標を

立てようということで、さっき申し上げました通り、初年度は赤字で

初年度から返すということはできませんし、２年目はゼロですから

積み上がらないですから、３年目で一応８０億円。もうちょっと頑張

れば１００億円ぐらい行くんじゃないかと。そう考えると、３年目に

なれば、これくらいは何とか捻出できるのではないか。何とかなりそ

うだという目途がついたので、ここでということです。３か年計画で

すから、そこでちゃんとコミットしようと。衛星波の削減も、ずっと



削減すると言ってきましたが、具体的に詰めないと、いつまで経って

も削減できないわけです。ですから、時期を切って、必要なことを全

部詰めないと実現しませんので。そういうのを実現させるのが経営

ですので、時期を区切らせていただきたいと。そういう意味では、３

か年の最後のところで何とかなると確信しましたので、これで行こ

うということでございます。 

Ｑ．４月編成で夜のゴールデン帯に開発ゾーンとして新しい番組を

をつくる枠を設けるというが、具体的に何か決まっているのか。 

Ａ．（会長）ニュースの番組時間帯を外すとか、そういうことは考え

ておりません。 

Ａ．（正籬副会長）全体として、新しい番組の開発ゾーンと位置付け

て、そこをずっとそのままにするのではなくて、若手の力も生かした

い。今どこに何を入れるかは決まっているわけではありません。いろ

いろ試行錯誤しながら、ゴールデンの時間帯、プライムの時間帯に、

新しい力で新しい番組を、量と質とコストを考えながら作っていこ

うという、その大方針を会長が示したということです。 

Ｑ．『ニュース７』、『ニュースウォッチ９』、大河ドラマなど、長年同

じ時間でやっている番組もあるが、それは変えるのか。 

Ａ．（会長）固定概念でやるつもりはありませんが、ニュースみたい

に定時性の高いところをあまり変えるのは良くないと思いますけれ

ど、それ以外の番組については、どの時間帯でやるかは、そこでやら

なければいけない理由があるわけではありません。幅広く考えなが

らやっていることだと思いますが、その時間帯で、そこで定着して、

見直しも何もしないということでは、見ている方は、固定された方が

ずっと見続けるということになります。本当にそれでいいのかと。民

放さんも同じような悩みがあるかと思いますが、ＮＨＫも同じ問題

があります。どんな長寿番組でも寿命がありますので、それでもまだ

続いているものも、もちろんありますが、それはそれでちゃんと評価

して続ける。ちょっとマンネリ化したなとなったものは、違う新しい

企画にするということが重要だと思います。そうしないと、若者離れ

をただ嘆いているだけでは何も改善されないと思っています。 

Ｑ．新放送センターの建設計画の抜本的な見直しで、具体的に決まっ

ていることはあるのか。 

Ａ．（会長）今、着手したのは情報棟だけです。１０年以上かけて全

部作り変えるという構想をだいぶ前に発表しているんですけど、具

体的に、どこにどういう形で作るという予算化はしていないんです。



これくらいの規模になりますと、引き当てがないとできないので、引

き当てはしたのですが、中身については、１つ１つ見直すしかないと

思っています。放送波を削減しますし、作り方も変えようとしていま

すので、従来のままで、作り変えるということをやりますと、たぶん、

相当無駄が出ます。ですから、その時に一番ベストの形に見直すとい

うことになります。今から１０年先のものをコミットして、これが一

番良いというような建設計画はできないと思いますが、明らかに環

境が変わっているわけですから。その時に合わせて見直さないと、過

大設備になったり、全然違う形のものができてしまったりして、もう

一度作り変えるとか、二度三度の無駄になります。民放では、一挙に

作り変えられて今の姿になっていますが、ＮＨＫはそういう形にな

っていません。古い建物をそのまま置いておいて、今の敷地で建て替

えるという、ものすごく難しい選択をして、かつ、１つずつ作り変え

ざるを得ないんです。だから、非常に時間がかかるのと、コストがか

かる。環境変化に弱いんです。ＮＨＫホールも、今とりあえず耐震工

事をやっているんですけど、耐震工事をやって、とにかく地震だけ大

丈夫にしたいんですけど、あれだけ経年劣化していますので、いずれ

建て替えなければいけないんです。それをどうするかは、もう一度、

経営判断をする必要があると思います。そういう意味で、一度全部見

直すと、そういう表現にしたわけです。 

Ｑ．波の削減で、単年度でどのくらい値下げができるのか。高視聴率

の番組も俎上に載せるというが、大河ドラマや紅白歌合戦も見直し

をするのか。 

Ａ．（会長）やり方やチェックの仕方はいろいろあると思うんです。

昨年行った予算査定は、もちろん金額で査定したんですけど、どの番

組をいくら減らすとか、そういうことではないです。というより、 

１０個ぐらいジャンルがあって、例えばプロ野球や大リーグなどは

放映権料とか、全く別のロジックで決まっているのもありまして、契

約期間中は変更できないんです。ですから、変動、可変要素のところ

を見直すんですが、可変要素って時間を１つずつ切ってみないと、１

つずつ違うんです。例えばオリンピックは４年に１回しかない。全部

が積み重なって、年度予算になっていますので、どこをいくら減らし

たから還元とか、そういう説明は、申し訳ないけれど非常に難しいん

です。ですから、トータルで見ていただくしかない。コストについて

は必要なものはかけたほうがいいと言っているんですけど、ただ、か

ければいいっていうことではないわけで、いっぱいコストかけて良



い番組作るから見てよと言っても、かけ過ぎたというのもあります。

それを含めて、先ほど紹介した指標で１つずつチェックしましょう

と。その積み上げでどれくらい返せるかということなんです。 

Ｑ．現状維持の番組も、そうではない番組もあるということか。 

Ａ．（会長）新年度予算に向けて、トータルで約２２００の番組を全

部一度見直しまして、全体で７パーセントの予算を削減したんです。

昨年、初めてやりまして、ジャンル別を初めて入れて、今年以降は、

もうちょっと熟練度が上がって、もっと効率よくわかりやすくなる

と思います。初めてですから、皆さんから見て何やっているかわから

ないかと思いますが、ちょっと時間をいただければと思います。 

Ｑ．意見募集で値下げを求める国民の声が多かったということだが、

そうした声を意識したのか。 

Ａ．（会長）ＮＨＫの場合は受信機を持っている方に受信料負担をい

ただくという制度ですので、見なくても払わなきゃいけないという、

そういう制度になっています。そういう方々が、面白くないと、もう

ちょっと下げてと必ずなりますので、そういう声には謙虚にお応え

したほうがいいと。全然見ない方が受信料を払うという制度でもあ

りますので、それをわかった上で、受信料に見合っただけの番組を作

るというのが私どもの本来の目的です。そういう意味で、値下げをし

てよという方は、今見ている番組に対して割高感があるということ

です。もしくは、全然見てないけど何で払うんだと。それではまずい

ですので、いろいろなジャンルがある、どれか１つぐらい、その方に

とってプラスの、これは良いっていう番組を提供しないと、値下げコ

ールになりますので、そういう意味では、多くのジャンルで、皆さん

にお応えするような番組を作るというのがＮＨＫの務めだと思いま

す。難しいんですけど、値下げをして欲しいという背景にあるのは、

番組がつまらないからとか、いろいろな動機があると思います。それ

にちゃんとお応えするように経営努力をしなければいけないと思っ

ております。逆に、評価していただいている方ももちろんいらっしゃ

います。それだけ評価していただいている。８０％の方が受信料をお

支払いいただいている。ただ、それにあぐらをかいてはいけない、そ

うではない方もいらっしゃるということです。そこにお応えしない

と、テレビ離れとかに歯止めがかからないと思います。 

Ｑ．２０２４年度は６２００億円ぐらいの収入になると思うが、それ

がＮＨＫの適正規模ということか。 

Ａ．（会長）お返しするのと、事業収入はリンクしないと思います。



お返しするのはファンドですから、７００億円をお返しして、土台が

６２００億円になるという、そういう話ではありません。ですから、

事業収入は事業収入で考えなければいけないんです。ただ、お返しす

るファンドが７００億円あるので、お返しの仕方を考えましょうと

言っているので、土台をどんどん下げていくということではないで

す。そこでバランスが取れればもちろんいいですけど、そういうこと

にはならないと思います。 

Ｑ．現段階で、ＮＨＫの適正な規模は、２０２３年度ぐらいにはどの

くらいと考えているか。 

Ａ．（会長）これは、むしろ、視聴者のご期待にどうお応えするかと

いうことにかかっておりまして、ＮＨＫが勝手にこれくらいの規模

でいいということを言うのはまずいのではないかと思います。今払

っていただいている受信料水準が適正だということで払っていただ

いているんですけど、少ないほうがいいかどうかとなると、なかなか

お答えしづらいんです。だから、適正規模があるようでないんです。

民間の普通の会社ですと適正規模なんて考えたことないと思うんで

す。需要があればいくらでもやるぞと。ただ、ＮＨＫは受信料で成り

立っていますので、今の水準が基本的には適正だというのを前提に

事業をやっているんですけど。私が今やろうとしているのは、ひょっ

としたら、もうちょっとスリム化できるのではないかと。そこから入

っていますので、何が適正かというのは、むしろ、利用される方が、

番組はこんなものでいいよ、もしくは、これじゃ物足りない、もっと

やってよという、両方のニーズがありますので、我々もいろいろなニ

ーズ調査をやっていますので、それらを見ながらということだと思

います。 

Ｑ．波を減らしていく中で制作体制なども減らしていくのか。 

Ａ．（会長）今、グループ全体を含めて１万７０００人ぐらいの規模

ですけど、過去１０年ぐらいずっと見ていただきますと、グループ全

体の総人員の数は減っておりまして、基本的なトレンドは変わらな

いと思っております。そこを拡大して増やそうという気はございま

せんので、そのトレンドに沿っていくということだと思います。ただ、

今、やや年齢の高いところに、ものすごく偏った構成になっています

ので、時間をかけて是正する必要があると思います。総人員について

も縮小のトレンドは変わらないと思います。 

Ｑ．値下げの原資として、センター建設の積立金から一部捻出すると

あるが、約１７００億円の積立金をどのくらい圧縮するのか。 



Ａ．（会長）これも、見直してみなければわからないんです。建物も、

全国に会館がありまして、老朽化したものがものすごくあるんです。

５０年以上経過した会館とか、津波の危険地域にある放送局もあり

ます。順次、古いものから建て替えをしているんですけど、東京の放

送センターの建て替えと、両方必要ですので、両方を見ながらという

ことになると思います。年度ごとに予算化して、そこで見えるように

なるものですから、１７００億円をどれくらいと言われても、見直す

都度しか取り崩せないので、見直しながらというのが正確な表現だ

と思います。 

Ｑ．ネットも含めて、受信料のあり方の議論は、次期中期経営計画の

期間中も続けていくのか。 

Ａ．（会長）今、インターネットの事業は放送の補完という建て付け

になっていますので、ただ、前から申し上げている通り、外国では完

全に両方融合してやっています。媒体を選ぶのは個人の方でして、

我々が見る媒体を選ぶわけにはいかないものですから、世界から見

ると日本がやや遅れているというのは、その通りだと思います。現在

の放送法はそうなっていないものですから、放送法の中で我々は対

応するしかないと思っております。ただ、例えば、海外で放送するの

は衛星でやるのがいいか、通信でやった方がいいか、圧倒的に通信の

方が安いのは事実なんです。そういう意味では、無駄なコストを視聴

者の皆さんに負担していただいているという矛盾もあるわけですか

ら、これは何らかの形で解決しないといけないと思っております。イ

ンターネットについては海外の部分を少し拡充させていただきたい

ということですが、上限の絶対額をお示ししましたんで、その範囲内

でやると。ただ、世界的に見たらちょっと違うのではないかというこ

とですけど、それはそれで現実を我々は受け入れてやるということ

でございます。 

Ｑ．２０２３年度に７００億円を還元するのか、それとも、複数年度

なのか。 

Ａ．（会長）還元の仕方は、研究させていただきたいんです。どうい

う形が一番良いのかというのは。ただ、財源は７００億円を何とか確

保したい。７００億円を還元するということで明示したわけですか

ら、還元の仕方は検討させてください。先ほど分かりやすくするため、

例として、衛星だけで値下げするとすれば、月額３００円を１年間下

げられるだけのボリュームが貯まりますよと、そういうお話をした

わけです。 



Ｑ．１年間に７００億円規模ぐらいの還元をするのが目標か。 

Ａ．（会長）期間を決めているわけではありませんので、返し方につ

いては、どういう還元の仕方が一番良いかというのは考える必要が

あると思います。 

Ｑ．７００億円還元というのは、全て受信料の値下げということか。 

Ａ．（会長）値下げの仕方は研究しますけれども、受信料の値下げと

いう形で還元したいという趣旨です。他に何か物を差し上げるとか、

そういうことではないです。 

Ｑ．総合受信料というのは、現時点では地上と衛星を一本化したもの

ということか。 

Ａ．（会長）私が一方的に決められませんが、基本的には一本化した

いと考えています。例えば、地上波しか見られない方は一本化した上

でディスカウントするという、そういう仕組みにするとか。今は二階

建てになっていまして、地上契約がまずありきで、地上の契約がない

人、衛星だけっていう契約ができないようになっているんです。です

から、一階建てにして、衛星を持ってない方はディスカウントすると

いうことで、衛星を受信される方はフルに払っていただくと、ベース

はそうしたいなと思っているんです。ただ、いろいろな考え方がある

ので、ネットを含めるか含めないか、今の形ですとネットを含めづら

いと思います。ですから、そこは、受信料制度をよく研究していただ

いて、放送法がもし変わるのであれば変えていただきたいし、今のま

まであれば今のままでどうなのというのを研究しないと、我々で勝

手に決められないものですから、研究させていただきたいと思いま

す。 

 

Ｑ．就任から２年目を迎えるが、今年の抱負は。 

Ａ．（会長）昨年も今年も抱負は同じなんですけど、ただ今年は、中

期経営計画を作りまして、本格的に実践の１年にしたいと思ってい

ます。昨年から、できるものはスタートさせていますが、今年は、実

行のフェーズに移したい。議論をしている場合ではないということ

で、内部的には全て実行ベースに移す。そういう意味で、私が今、力

を入れているのは人事制度改革です。人事制度改革は、結構大変なん

ですけれども、制度も変えますし、運用の仕方も変えて、今までのよ

うな年功序列的な、率直に言って、古い制度でない形で、若い方を含

めて見えやすい人事にし、かつ本人の意向を尊重して、いろいろな意

味でやりたいポストに手をあげていただくとか、そういうものを導



入しながらやりたいと思っています。例えば、局長についても、今、

人事局が検討しているんですけど、４０代の局長を公募したいなと。

社外からという意味ではなくて、局内から手をあげていただいて、も

ちろん、しっかりと面接させていただきますけれども、やる気のある

方は手をあげていただきたいと、そう思っております。 

 

Ｑ．２回目の非常事態宣言が出されたが、営業活動や番組制作への影

響と対応は。 

Ａ．（会長）今年度の上期も、営業活動もほぼ全部止めまして、後半

で少し接触が少ない形での営業活動にしたばかりなんですが、１月

以降、もう１回、見直すかどうか含めて、感染状況がもっと深刻にな

れば、基本的には直接接触しない形での営業活動にせざるを得ない

と思っています。それから、番組作りも、これだけ拡大してきますと、

かなり制約を受けると思います。工夫しながらやるしかないと思っ

ています。 

 

Ｑ．紅白歌合戦など年末年始の番組の感想は。 

Ａ．（会長）従来型の「紅白」をやると非常に盛り上がるんですけど、

従来のようなオペレーションでやっていますと、準備の方が超過密

な状態で、ぎゅうぎゅう詰めの形でやってきたのですけど、コロナ禍

では一番やってはいけない形ですので、昨年は、無観客にして、いろ

いろな工夫をしながらやりました。ＮＨＫホールで見たいと言われ

た方には申し訳ありませんでしたが、審査員の方も別の部屋で審査

していただくとか、今までやったことのないことをトライしてみま

した。逆の意味で、これによって、今までとちょっと違ったというよ

うなご感想もたくさんいただきました。今までですと、曲と曲の間に、

入れ替えをしたり、いろいろな準備が大変で、その間、何かで繋がな

ければいけないんです。ところが、今回、スタジオを３つ使いました

ので、展開の仕方はわかりやすくて、一生懸命繋ぐというのが減りま

したので、違った意味で良かったという感想もかなりいただきまし

た。私は、どちらが良いかというのを決められませんが、こういう試

みをして、結果的にある程度評価をいただいたと思っております。 

 

 

（以上） 


