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ＮＨＫ広報局 

 

４月会長定例記者会見 

 

Ｑ．新年度スタートの所感について 

Ａ．（前田会長）新年度・２０２１年度のＮＨＫ予算と事業計画が、

昨日（３月３１日）の国会で承認され、本日（４月１日）から新たな

事業年度がスタートしました。 

２０２１年度は、新しい３か年計画の初年度であります。「新しいＮ

ＨＫらしさの追求」というキーコンセプトのもとで、あらゆる既存業

務を抜本的に見直し、「スリムで強靭なＮＨＫ」へと生まれ変わり、

多様で質の高い「ＮＨＫならでは」のコンテンツの制作に注力してま

いります。今回の計画には、業務・受信料・ガバナンスのいわゆる「三

位一体の改革」の総仕上げとして、ＮＨＫがただちに取り組まなけれ

ばならないことをすべて盛り込みました。ＮＨＫを本気で変えると

いう強い覚悟で、スピード感を持って進めてまいります。すでに新し

い経営計画を先取りする形で、大阪のＢＣＰ強化や地域情報発信の

強化、番組のジャンル別管理の導入、地域放送局長の局内公募の実施

など、多岐にわたる改革に着手していますが、任期２年目となる今年

は、改革実行の年と位置付けております。計画に盛り込んだ内容を１

つ１つ着実に実行して、しっかりと成果を出していきたいと思いま

す。 

また、新年度の番組では、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しました。本格的な

新番組の導入には、もう少し時間がかかりますが、若い職員にも、ど

んどんチャンスを与えて、「新しいＮＨＫらしさ」を体現する番組を

お届けすることで、視聴者の皆さまに、「ＮＨＫは変わったな」とい

う感じを持っていただけるようにしたいと思っております。 

こうした一連の改革を成し遂げ、「スリムで強靭な新しいＮＨＫ」へ

と生まれ変わり、その改革の成果を、受信料の値下げという形で、視

聴者の皆さまに確実に還元していきたいと思います。 

Ｑ.ＮＨＫ予算の国会承認は全会一致とならなかったが、受け止めは。 

Ａ.（会長）全会一致となりませんでしたが、多くの方々に賛同いた

だいたと思っております。 



Ｑ. 新しいＮＨＫらしさを伝える情報発信の取り組みについて 

Ａ.（会長）「新しいＮＨＫらしさを伝える情報発信の取り組み」につ

いて説明します。今日（１日）からスタートしました経営計画では、

「新しいＮＨＫらしさの追求」を掲げておりますが、視聴者・国民の

皆さまに、この取り組みをしっかりとお伝えしていくため、情報発信

の強化に努めてまいります。その１つとして、総合テレビを中心に、

ニュースや番組の合間に、１分から２分ほどの時間で放送していま

すＰＲ枠につきまして、編成方針を見直しました。 

これまで個別の番組内容や放送時間の案内が中心だったものを改め

まして、「新しいＮＨＫらしさ」とは何かを、さまざまな角度からお

伝えしていきたいと思います。詳しくは担当者から説明いたします。 

（担当者）これまでＰＲ枠では、番組の合間などを利用して、個別の

番組を中心に、１５秒や３０秒といった時間を使って、ＰＲをしてき

ました。新年度からは、こうした個別の番組のＰＲを減らし、ＮＨＫ

の経営方針をしっかりとご理解いただくためのコンテンツや、ＮＨ

Ｋが公共メディアとして提供させていただいている、さまざまなサ

ービスを知っていただくための情報も、積極的に放送していきます。

コンセプトは、「ひとりひとりの、ＮＨＫ」です。すでにお伝えして

いますが、「新型コロナ感染拡大防止に向けた呼びかけ」や、「ＳＤＧ

ｓへの取り組み」、それに「手話ＣＧや字幕放送など、ユニバーサル

サービスの取り組み」、「受信料制度の紹介」などを分かりやすくお伝

えしていきます。また、個別の番組については、教育番組や福祉番組

など、公共性の高い番組や、社会的に意義のある番組について、メリ

ハリをつけて紹介していきます。 

こうした情報発信を通しまして、視聴者の方々、それぞれのニーズに

合わせたＮＨＫのサービスを、おひとり、おひとりに届けきることを

目指して、放送だけではなく、ＮＨＫオンラインなど、インターネッ

トでも発信し、お伝えしてまいりたいと思います。 

Ｑ.ＰＲ枠の見直しは、会長が言われている「民放の真似をしない、

視聴率にとらわれない」ということの一環か。 

Ａ.（会長）番組宣伝が多いという外部からのご指摘がありまして、

私も就任してから、この番組宣伝について、どういう考えで宣伝して

いるのかと質問をしました。もうちょっと本来の目的に使ったほう

がいいのではないのかと。私自身も問題意識を持っておりましたが、

そうしないと、民放のコマーシャルとどう違うんだということにな

ります。もう１つ欠けていたのは、ＮＨＫはどういう経営方針なのか



ということを、みずからあまり説明をしていなかった。国会では質問

をされますので、説明しているんですけど、視聴者の方にも、分かり

やすく何をやりたいのかをしっかり説明したほうがいいと。今年、３

か年計画を作りましたので、具体的にこういう方向でやりたいとい

うのを、できるかぎり分かりやすく、かつ、視聴者の方々の生の意見

を入れて伝える。自分のことばかり言っていると、それはおかしいん

じゃないかとなりますので、中立、不偏不党と言っているわけですか

ら、反対意見や面白くないという意見も含めて、それを入れた番組を

作ったらどうかということで、１月に番組を作りました。企業で言え

ば、ＩＲみたいなものですから、私はしっかりやる必要があると思っ

ております。それに、そんなにコストがかかるわけではありませんの

で、そうしたいと思っております。 

Ｑ.例示された動画からは「新しいＮＨＫらしさ」があまり感じられ

なかったが。 

Ａ.（会長）長年ずっと公共放送でやってきて、それぞれ番組を作っ

ている人は自信を持って作ってきているんですけども、私から言わ

せますと、ちょっとマンネリになっている部分もあるのではないか

ということで、昨年から番組もジャンル別管理にしまして、本格的に、

この番組でいいのかという検証をずっとやっています。検証をする

だけでは、新しい番組は出来ませんので、今年度から、新しく開発し

た番組を提供するゾーンを、ゴールデンタイムの時間帯に設けると

いうことを約束しました。ただ、そこに新しい番組をただちに投入す

るというのは、なかなか難しいものですから、この上期に、その中に、

しっかりしたものを投入すれば、結果としてどう変わろうとしてい

るのかが分かると思います。ただ、残念ながら、今、これだというの

がありません。いろんなアイデアを出させているんですけど、作った

ものを見ていただかないと分からないと思います。ですから、さきほ

どの動画を見ただけで変わったということにはならないと思います。

やはり最後は作品を見ていただいて、本当に変わったのか、それとも

相変わらずに、つまらないとか、視聴者の方のご批判を謙虚に受け入

れる必要があると思います。 

それから、長寿番組がありますが、私は、それ自体は、本当に評価は

しているんですけども、ただ長寿であることだけを誇りにしてはい

けないと。やはり、新しいものを常に追求しませんと、必ずマンネリ

化します。番組を作る人には、今まで、うまくいったから、ずっと同

じことをやるというのは止めてもらいたい。ぜひ常に新しい頭で考



えてほしい。テレビ離れが進むのは、つまらないから離れるわけです

から。テレビ離れをさせているのは、自分自身であるということも考

える必要があると。見てくれないとか、そういうことを嘆いてもしょ

うがないので、やはりよい番組を一生懸命作る。そういうことが必要

だと思います。そういう意味で、若い人のアイデアもたくさん募集し

たいと申し上げました。ＮＨＫのように、大きな組織になりますと、

ベテランで実績のある方の意見が強くなります。その方の成功体験

の壁を破るのは大変なことです。でも、それをずっと守っていきます

と、新しいものは出来ません。私は、ベテランの方にも、常に謙虚に、

これでいいのかというのを考えていただきたいと。そういう思いで、

全体を変えようとしていますが、申し訳ないんですが、上期は、ちょ

っと見ていただいて、その上で、これでは駄目じゃないかということ

でしたら、皆さんからお叱りを受けたいと思います。 

Ｑ.例示されたＰＲ動画はちょっと抽象的だったが、こうしたＰＲ動

画を公共の電波を使って流す意味は。 

Ａ.（会長）いろいろ工夫する必要があると思っております。ご指摘

のように、電波は有限でありまして、まさに公共放送ですから、価値

のある情報を流さなきゃいけないんです。あまり自己ＰＲばかりや

りますと、もう勘弁してと、必ずなりますので。ただ、今までのよう

に１５秒単位で、片っ端から番組の宣伝をするのは、あまりよくない

と。やはりちゃんと見ていただきたいものはしっかりと、どこを見て

ほしいのかということは、この短い枠ですけれども、工夫をする。１

分でも、２分でも、時間をちゃんと取って、意識してやるということ

だと思います。空いた時間に何か流すという、そういう発想は止めて

もらいたいということを言っています。 

今、例示で出したのは、やや抽象的だったような気がするんですが、

それがメインではございませんので、もうちょっと改良されると思

います。 

 

Ｑ. 「ＮＨＫ２０２０→２０２１キャッチフレーズ」について 

Ａ．（会長）東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催が、 

およそ４か月後に迫っております。ＮＨＫは今年、オリンピック・パ

ラリンピックを含めたさまざまな放送・サービスを展開していく計

画ですが、その取り組みを通じて、視聴者の皆さまにお伝えしたいメ

ッセージを、キャッチフレーズにいたしました。 

キャッチフレーズは「私たちは、超えられる。」です。詳しくは、担



当者から説明させていただきます。 

（担当者）２０２０年は、世界中の人々が新型コロナウイルスの感染

拡大で傷つき、苦しんだ１年となりました。しかし、その困難の中で

も、医療従事者、飲食やイベントの関係者、アスリートなど、多くの

人たちがそれぞれの立場でできることを必死に行う姿を、私たちは

目にしてきたと思います。今年は、その人々の一歩がぜひ身を結び、

世界がよりよい方向へ向かう年になってほしいという願いを、この

言葉に込めました。 

このキャッチフレーズは今後、オリンピック・パラリンピックに限ら

ず、さまざまな番組やサービスの中で展開してまいります。近いとこ

ろでは、あさって（３日）から始まる競泳の日本選手権の放送の中で

も紹介する予定です。また本日（１日）、キャッチフレーズに込めた

思いを紹介するホームページを立ち上げましたので、そちらもご覧

ください。 

人々がそれぞれの立場で困難を超えていこうとする印象的な場面に、

このキャッチフレーズを添えることで、多くの人々に、きっと超えら

れるという前向きな気持ちを持っていただけることを願っておりま

す。 

Ｑ.「超えられる」の字は「超」を使っているが、「越」ではなく、「超」

にした理由は。 

Ａ.（担当者）確かに、超越ということで言えば、「越」と「超」の文

字があると思いますが、「越」のほうですと、たとえば塀とか何か具

体的なものを越えるというようなことがイメージとしてあると思い

ます。「超」のほうは観念的なこととか、そういうことも含めまして、

さまざまなことを超えていくというイメージがあるというふうに思

います。どちらの漢字がいいかということを我々もいろいろ議論し

ましたが、コロナと向き合いつつ、よりよい世界になってほしいとい

う大きな思いを込めるということを考えまして、「超」の字のほうを

採用させていただきました。 

Ｑ. スペシャルナビゲーターを務める予定だった「嵐」が活動を休止

しているが、今後、どうするのか。 

Ａ.（担当者）「嵐」のスペシャルナビゲーターにつきましては、現時

点では、まだ決まっておりません。これについては、決まり次第お伝

えしたいと思います。 

 

 



Ｑ.首都圏に出ていた「緊急事態宣言」が解除された一方で、大阪な

どに「まん延防止等重点措置」が出される予定だが、対応は。 

Ａ.（会長）新型コロナウイルスをめぐりまして、政府は今日（１日）、

「まん延防止等重点措置」を大阪府、兵庫県、宮城県の３県に適用す

ることを決定する方針で、新型コロナウイルスの脅威は変わってい

ないと認識しております。ＮＨＫは、放送事業者の中で、唯一の指定

公共機関でございまして、引き続き、公共メディアとして、命と暮ら

しを守るための放送サービスを続けてまいります。 

番組制作や取材につきましては、引き続き、リモートの活用やスタジ

オでの感染防止対策などを徹底しながら対応してまいります。公開

番組やイベントにつきましては、開催する都市の感染状況を十分に

考慮した上で、感染対策を徹底しながら、お客様に入場していただけ

るかどうか、引き続き慎重に判断しながら、対応していきたいと思い

ます。 

 

Ｑ.ＮＨＫ経営委員会の森下委員長が再任されたが、受け止めは。 

Ａ.（会長）経営委員会のことについて、コメントする立場にござい

ませんが、経営委員会は最高の議決機関でございますので、緊張した

関係を引き続き保った上で、ＮＨＫをさらによくしてまいりたいと

思っております。 

Ｑ.経営委員会の議事録をめぐっては、市民団体が不開示の場合は、

ＮＨＫを提訴する考えを示しているが、受け止めは。 

Ａ.（会長）ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会が、かんぽ問

題に関する情報公開請求の「再検討の求め」に対して、再度「開示が

妥当」と答申したことは重く受け止めております。経営委員会が開示

するかどうかの最終判断の検討を、今、行っていると聞いておりまし

て、結論が出たあとで、その結果を請求者の方に通知すると承知して

おります。経営委員長は、審議委員会の答申を尊重するとお話しされ

ていますので、経営委員会の判断を注視してまいりたいと思います。 

Ｑ.３月２２日の衆議院総務委員会で、前田会長は、答申を尊重しな

い場合、別のことを考えなければいけないと答弁されたが、別のこと

とは何か。 

Ａ.（会長）別のことと言った意味は、ＮＨＫ情報公開・個人情報保

護審議委員会というのは、第三者の方の組織でありますが、経営委員

会が承認をした委員会です。その審議委員会と経営委員会が違う判

断をするとなりますと、自己矛盾が発生しますので、放置できないと。



放置できないという意味で、何か別のことを考えなきゃいけないの

ではないか、そういうお答えをしたということです。 

ただ、答申を尊重すると言っておりますので、見守りたいと思います

が、経営委員会と審議委員会が違うことを言われると困りますので、

同じＮＨＫの組織でもありますので、自己矛盾しないようにしなけ

ればいけないなということを申し上げたわけです。 

 

Ｑ. 公募していた地域放送局長について、赴任の見通しは。 

Ａ.（会長）たくさんの方から応募いただき、最終的に１２名の方が

合格しました。遅くとも年内には発令したいんですけど、調整しなが

ら、できるだけ早く４月、５月ぐらいからスタートをさせたいと思い

ます。ただ、合格された方の中には、いきなり局長に赴任するのでは

なく、少し慣らすためのトレーニングが要る方もいるのではないか

と思います。すぐに出しても大丈夫なケースと、事前に研修をやった

方がいいケースを分けた上で、いずれにしても、年内というより、年

度内と言ったほうがいいんですが、新しいところで挑戦していただ

きたいと思います。 

合格者の平均年齢は４３歳か４４歳ぐらいだったと思いますが、今

の局長の年齢からしますと１０歳以上若くなります。今までは、同じ

ような年代の方ばかりでした。ベテランの方は、もちろん必要ですの

で、それはそれで重視しますけれども、若い方にもそういう挑戦する

機会を与えたいと。新しい目で、放送局の運営をやっていただきたい

と思っております。 

Ｑ.合格者は、会長が面談して決めたのか。 

Ａ.（会長）はい。 

Ｑ.選考にあたっての基準は。 

Ａ.（会長）基準は１つではありません。ここで公表するのはよくな

いと思いますが、たくさんの基準を作りました。局のトップになるわ

けですから、いろんな能力が必要になります。それを、今持っていな

くても、しっかりと吸収することができるか。要するに、柔軟性があ

るか。それから、物事を両面から見る能力があるか。専門性だけでは

判断が難しいですが、トップに立つ人は、いろいろなことを判断しな

ければいけない。最後に判断するときに、どういう判断をしますか。

判断する材料をどうやって自分で探しますか。足りないときはどう

しますか。最終的には、トップに決めてもらわなければ困りますから、

決められない方をトップにしますとまずいことになりますので、決



めるときに、あなたはどういう基準でやりますかとか、具体的に現場

で起こることについて質問をしながら、３日間以上かけて、１次、２

次、３次と選考をやりました。私１人で全部やったわけではありませ

ん。質問に対する答えを文章でまず書いてもらい、自分はどういうこ

とを局長になったらやりたいのか、そういう質問から入り、幅広い質

問をして、答えを書いてもらう。グループディスカッションにも参加

してもらい、いろんな人の意見を聞きながら、あなただったらどうい

う判断をしますか。そのとおりのことが起こるということはありま

せんけど、物事をいろんな複眼で判断できるということが非常に重

要になります。それから、地域社会の方とどうやって接触するか。リ

スク管理もあります。最後に、私があえて質問したのは、若い方が局

長で行きますと、場合によっては、副局長は年上の人になる場合があ

ります。その時、あなたはどうしますか。そういうことも含めて質問

をしました。私も質問をしましたが、皆さん、ちゃんと考えておられ

ます。ＮＨＫは完全な年功序列というわけではなく、逆転していると

ころもありますので、そういう経験をした方もいますし、そうではな

い方もおられました。最後は、部下の意見をよく聞いて、経営をして

いただきたい。そういう注文を付けました。 

 

Ｑ.３か年の経営計画がスタートしたが、関連会社の改革はどうなる

のか。 

Ａ.（会長）私は前から指摘していましたけども、ＮＨＫは、縦が非

常に強くて、専門性が強いと言えば聞こえはいいんですが、縦が強す

ぎると、逆に弱点もありまして、関連会社にまでずっと及んでいます。

組織としては、あまり縦が強すぎるのは、横のネットワークが全然使

えないということですから、それぞれの方の能力が十分に使えない

ということになります。それでは、まずいということで、関連会社に

つきましても、まだ法律が通ってないので、何とも言えないのですが、

中間持株会社を入れるという趣旨も、本当の意味で、グループ一体改

革をするための１つの仕掛けになります。私は、今の考えからいきま

すと、関連会社のトップの方も、できるだけ現役の方を配属したいと

思っております。ＯＢが行く場所だというふうに決めてしまいます

と、これはこれで１つのカルチャーではあるんですが、それだけでは

ちょっとまずいので、やはり子会社の経営は、マネジメントをすると

いう意味で、ものすごく貴重な経験になりますので、そういうところ

をキャリアパスしていただいて、また本体に戻る。そういう道を作る



のも重要だと思っております。すべてがそうしたいということでは

ありませんが、そういう道を作る必要があると。 

ＮＨＫは、今まで、いろんなキャリアパスがある中で、横に動くとか、

複線のキャリアパスが、必ずしも普通だということになっておりま

せん。民間の会社だったら、ごく普通に、いろんなところへ行って、

キャリアパスして、成長するんですけど、ＮＨＫは、縦にまっすぐ行

くのが一番成功の早道となっております。そうすると、なかなか経営

を担うとか、人材育成上、ちょっと不利なんです。ですから、ちょっ

と違った形で、できるかぎり複線のキャリアパスを用意して、そのキ

ャリアパスをどう使うかは、本人にできるだけ選択してもらいたい。

要するに、自分の意志で決めていただきたい。ＮＨＫは、人事が強い

ものですから、本人の希望はあまり聞かない。それはちょっと、今時、

あまりよくないんじゃないかと。私は、それぞれの方の希望もちゃん

と聞いた上で、もちろん希望どおりにすべてなるわけではないんで

すけど、希望もしっかり聞いて、ワークライフバランスをちゃんと保

って、それぞれの年代によって、それぞれ皆さんの希望も違いますし、

もちろん転勤がたくさんありますので、転勤の仕方を含めて変えて

いきたい。そういうことで、全体の仕組みを変えたいと思っています

ので、ちょっと２、３年は時間がかかると思いますけども、そういう

形になれば、皆が自分の能力を、その年代、年代によって、私はこれ

やりたいというのがあると思います。専門性を持って、この道一筋と

いう方も、それは非常に重要なので、それはそれで評価する。違うと

ころでやってみたいと、そういう方も評価する。今回、公募に手を挙

げた方の中では、いろんな方が合格しましたけども、カメラマンの方

とか、その道のプロなんですけど、局長もやってみたいということで

したので、手を上げたことについて、私は高く評価しました。 

 

 

（以上） 


