
２０２１年５月１３日 

ＮＨＫ広報局 

 

５月会長定例記者会見 

 

Ｑ．緊急事態宣言等の対応について 

Ａ．（前田会長）新型コロナウイルスをめぐっては、４都府県への緊

急事態宣言が今月末まで延長されるとともに地域が追加され、宣言

の対象は６都府県となりました。また、まん延防止等重点措置の対象

地域も広がり、状況は厳しさを増していると認識しております。 

ＮＨＫは、放送事業者で唯一の指定公共機関であり、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。１１日の「クローズアップ現代＋」では、放送を午後

７時半からに変更し、猛威を奮っている変異ウイルスについて、その

感染力の強さや５０代以下の重症者が増加している現状などを特集

しました。また、「新型コロナ 命を守る行動を」のキャンペーンを

継続し、「ワクチン接種後の注意点」や「変異ウイルスのワクチンの

効果」などの情報をミニ番組やインターネットを活用して発信して

おります。番組制作や取材につきましては、これまでもＮＨＫの行動

指針に基づき、感染対策を行いながら進めてきましたが、より一層安

全管理を徹底してまいりたいと思います。 

 

Ｑ．公共メディアキャンペーン「水害から命を守る」について 

Ａ．（会長）ＮＨＫでは、公共メディアキャンペーンとして、「防災・

減災」に取り組んでおりますが、その一環として、今日（１３日）か

ら「水害から命を守る」を開始いたします。近年、国内では毎年のよ

うに大規模な水害が発生し、各地で大きな被害が出ております。水害

による被害を抑えるためには、地域によって異なる状況に合わせた

情報発信が重要であることから、今年は各地域放送局が、これまで以

上にきめ細かな情報発信を行ってまいります。特に今回は新たな取

り組みとして、水害の危険性を身近に感じてもらうための「実感！ハ

ザードマップ」というプロジェクトを立ち上げ、力を入れてまいりま

す。浸水被害をさまざまな形で可視化していく取り組みで、放送だけ



でなく、自治体と連携してポスターを製作するなど、幅広く水害リス

クを伝えてまいります。１人でも多くの人が命を守る行動を起こし、

１人でも犠牲者を減らすことを目的としてまいります。詳しくは担

当者からお伝えします。 

（担当者）水害から命を守るためには、何より早めの避難が大切にな

ります。いつ、誰と、どこに、どう逃げるのか。各地の放送局から早

期避難の啓発や方法を発信していきます。出水期が早い九州では、今

月から、過去の災害を教訓とした対策や、コロナ禍での避難について、

午後６時台のニュース番組や金曜夜の特集番組で放送します。この

うち熊本局や大分局では、災害時に支援が必要な高齢者や障害者を

地域でどう守るのか、誰ひとり取り残さない、いわゆる“インクルー

シブ防災”の特集を計画しています。首都圏局では、「かわ知り～あ

なたの町の防災ナビ～」と題して、「一級河川」の特徴や大雨の際の

危険性を伝え、緊急時に備えてもらう特集を計画しています。こうし

た地域に応じた情報を、台風シーズンが終わる１０月末ごろまで、全

国の放送局で発信していきます。そして、今回は、水害を“自分のこ

と”として考えていただくための取り組みにも力を入れていきます。

その 1 つが先ほど会長からもありました、「実感！ハザードマップ」

プロジェクトです。このプロジェクトではアプリを使うことで、お住

まいの地域で想定される浸水の深さを実際の風景に重ね合わせて表

示することができます。実際に起こり得る水害の危険性を番組で可

視化していくほか、小学校での出前授業に活用したり、自治体と連携

してポスターを製作し、地域の掲示板に掲示したりしていくことに

しています。この取り組みは、各地の自治体と連携して、今後も広げ

ていくことにしています。 

また、全国放送では、「サイエンスＺＥＲＯ」、「きょうの健康」、「Ｂ

Ｓ１スペシャル」、「防災・復興 明日をまもるナビ」など、さまざま

な視点で番組を制作していきます。このほか、ウェブサイト「水害か

ら命を守る」には、災害時に必要な知識や備えのノウハウなどの動画

を掲載し、自治体の防災講習や地域での勉強会に役立ててもらいま

す。こうした取り組みを進め、「安全・安心を支える」という公共メ

ディアとしての役割を果たしてまいります。 

 

Ｑ．「技研公開２０２１」について 

Ａ．（会長）ＮＨＫ放送技術研究所は、放送技術分野を専門とする研

究機関として、未来の放送サービスやユニバーサルサービス、さらに



それらを実現するための基礎研究など、豊かな放送文化を築くため

のさまざまな研究に日々取り組んでおります。その最新の研究成果

を一般の皆さまに広く知っていただくために例年開催している「技

研公開」でございますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、技研のホームページ上で開催することにいたしました。詳しく

は担当者から説明します。 

（担当者）今年の「技研公開」は、ＮＨＫ放送技術研究所での展示に

代えて、ホームページ上でのオンライン開催といたします。開催期間

は、６月１日から３０日までの１か月間です。これまで世田谷区砧の

ＮＨＫ放送技術研究所で行っていたイベントをオンライン開催する

ことで、より多くの皆さまに、どこからでも気軽にご覧いただくこと

ができます。 

７４回目を迎える今年の「技研公開」は、「究める技術、高まる体感」

をテーマに、よりリアルで没入感あふれる視聴体験を実現する技術

など、１７項目の最新の研究開発成果をご紹介します。 

その中の見どころをいくつかご紹介します。今、テレビなどで視聴し

ていただいているコンテンツを将来どのような形で皆さまにお楽し

みいただけるか、さまざまな研究を進めております。そのひとつであ

る「空間共有コンテンツ視聴システム」は、離れた場所にいる人と、

あたかも同じ空間で同じコンテンツを視聴しているように感じられ

るシステムです。例えば、離れて暮らすご家族と、隣に座って一緒に

テレビを見ているような体感ができます。今回の展示では、文化財を

テーマにしたコンテンツを離れた場所の２人が一緒に楽しんでいる

様子をご紹介します。次に「未来の没入型ＶＲディスプレー」。これ

は、見る人の前方約１８０度をぐるりと囲む形のフレキシブルディ

スプレーと、映像と音に合わせて振動する椅子を組み合わせ、コンテ

ンツに入り込んだような体感ができる未来のＶＲディスプレーです。

このシステムを使うと、家にいながら、まるでその場に行ったかのよ

うな体験を楽しむことができます。今回は、オランダ・アムステルダ

ムを走るトラムの運転席に座っているような体感を楽しむ様子をご

紹介します。また、視覚・聴覚に障害のある皆さまにコンテンツを分

かりやすく届けるための研究にも力を入れております。「メディア・

アクセシビリティー技術」では、番組のシーンに合わせて振動する触

覚デバイスや、気象情報の手話ＣＧを自動的に生成するシステムな

どをご紹介します。そのほか、将来の放送・メディア技術を展望する

講演や、技研職員による研究発表「ラボトーク」などの動画も掲載い



たします。 

 

Ｑ. ２０２０年度の営業業績で、年度末の受信料の支払率が速報値

で８１.０％と、前年度より１.８ポイント減となったが、今後の見通

しと、経営計画で示した支払率の見通しを修正する必要はないのか。 

Ａ.（会長）昨年は、コロナの影響がありまして、上期は営業活動を

ほぼ全面的にストップしました。後半も活動を再開したり、また止め

たりと、その繰り返しで 1 年間が終わってしまいました。そういう

意味では、営業活動が非常にやりづらい状況で、これはやむを得ない

ところがあります。結果として、支払率が速報値で８１％となってい

ますが、計画よりもかなり低いところで止まってしまいました。いか

んともしがたい状況ですが、今年も、またコロナの感染が拡大中で、

営業活動を昔のような形ではできないと思っております。ただ、昨年

から今年にかけて、営業のやり方そのものを抜本的に見直そうとい

うことをやっておりまして、その結果が今年少し出てくるはずです。

仮にコロナの影響があったとしても、昨年みたいな形で、あまり打つ

手もないまま終わるというような形にはならないと思います。経営

計画に関してですが、計画値はあくまで計画値ですので、ここで修正

する必要はないと思います。上期、それから年度と、それぞれ途中経

過をずっとウォッチするしかないと思います。そうは言っても、基本

的にマイナスという、４月からの発射台が低い形でスタートしまし

たので、今年も厳しい状況が続くと思います。 

Ｑ. 訪問によらない営業を掲げているが、例えば、電気、ガス、不動

産など、どのようなところと連携していくのか。 

Ａ.（会長）いろんなところと連携するということでやっていますが、

まだ、お示しできる形になっているものはございません。近々何とか

なりそうなものもありますが、相手があることですので。いろいろな

ところと連携をさせていただきたいと思っております。 

 

Ｑ.役員人事について、一部理事を局長と兼務させたが、その狙いは。 

Ａ.（会長）今までＮＨＫの理事はそれぞれ担当を持っていて、その

下に局長以下がいるというスタイルでした。普通の会社ですと、例え

ば、取締役でも何かと兼務しているケースもありまして、 一律にど

うしたいということはないんですが、今回、局長と兼務してもらった



理事は、改革の要のところにいて、今まで携わってきたのをそのまま

やってもらいたいので、理事専任で、その下に局長を置くよりも、局

長を兼務した方が意思決定のスピードが速くなりますし、問題の所

在がはっきりしますので、兼務させました。ただ、それぞれの局長を

育成する必要もありますので、全部兼務にしてしまうと育ちません

ので、ポストに応じて考えたいと思っております。意思決定を早くし

たいというのがベースにありますが、人材の育成という観点もあり

ますので、すべてそうするということではございません。 

Ｑ．今回の人事で、現役の職員を子会社に出向させた狙いは。 

Ａ．（会長）三位一体改革の中で、ガバナンスの改革は、もともと、

ひとつの大きなターゲットになっていました。ＮＨＫの場合、関連団

体ができた歴史的な経緯もありまして、役員は、ＮＨＫのＯＢが比較

的多い、そういう構造になっておりました。そして、私が就任した時

の問題意識も、ＮＨＫは縦の組織が非常に強いということにありま

した。採用もアナウンサーはアナウンサー、記者は記者、ドラマを作

る人はドラマ制作と、縦のラインが非常に強くて、最後まで貫いたよ

うな形の組織体になっています。子会社も、それぞれの目的がありま

すが、制作だと制作のＯＢが行くというふうに、ある意味、縦の象徴

のようなものがあります。もうひとつ、年功序列が非常に厳格に守ら

れていた組織ということがあります。年功序列と縦が強いと、マネジ

メントを学ぶ機会が非常に少ないんです。私は、外から来ましたので、

そう感じるわけです。マネジメントって、いろんなことを見ないと判

断できませんので、縦の専門性だけでは判断できないんです。そうす

ると、幹部になる方のキャリアパスの機会がやや少ないということ

がありまして、これはちょっと構造的な問題があるので、何とか改善

したい。ただ、一気には変えられないので、まず重要なところから、

こういう改革をしていかないと、永遠に変わらないと思いまして、昨

年度、１人だけ現役で出向させましたが、今回は基本的に、現役の、

それぞれの現場のトップに近い方に、子会社に行ってもらいました。

株式会社という形態で、経営について、いろんなことを学びながら、

さらにＮＨＫ本体と違い、配当も考えないといけない。そういう意味

では、コスト意識がＮＨＫ本体よりも遥かに強いですから、経営感覚

を磨いていただいて、そして、また本体に戻る方は戻っていただきた

い。キャリアパスの一環としてということで考えましたので、逆に言

うと、昨年、子会社に出て、１年で代わる方が出てしまうので、誠に

申し訳ないと思いますが、ＮＨＫ全体のスリム化のために、それから



構造改革のためにということで、後進に道を譲っていただきたいと

いうことをお願いしました。来年度以降も、基本的には、子会社の役

員に関しては、できる限り現役に近い方、それからトップだけでなく、

それ以外の方にも、子会社で、経営感覚を身につけてもらって、また

本体に戻る。民間だと、ごく普通にやっていることだと思うんですけ

ど、そういうキャリアパスも用意したいと思って、今回このような人

事をしました。 

Ｑ．子会社に、ＯＢではなく、現役の職員を行かせるのは、より一体

的なガバナンスを効かせたいということか。 

Ａ．（会長）あえて申し上げれば、さきほどお話しした通り、年功序

列で、かつ縦型でやっていますと、上司はずっと上司なんです。それ

は、子会社に行っても上司ですから、例えば、こちらで役員になって

も、役員よりも子会社の社長の方が上司になるわけです。かつ、その

専門性の上では、まさに先輩なわけです。ここで、ＮＨＫグループと

して、ガバナンスを効かせて、全体のためにやってほしいとお願いを

しても、なかなか通りにくいんです。これを現役の職員にしますと、

距離は近くなりますし、明らかに変わると思っております。だから、

今までおられた方が良いとか悪いとかそういうことではなくて、さ

らに、組織をスリムで強靭にするための方法とすれば、役員の構成を

含めて、構造改革が必要ということです。そういうことでやりました。

率直に言って、ＮＨＫは、ややトップヘビーなんです。年功序列で、

ずっと年次で決めていますので、上のほうがどんどん増えてしまう。

これもまた普通の企業ではちょっとややいびつな構造なんです。時

間をかけて、こういう構造を直して、是正していく必要があると。そ

うしないと若い人が働く場所とか、希望がなくなってしまいますの

で。これでは将来ＮＨＫを支える人の活躍の場がなくなってしまう。

これではまずいと思ったということです。 

Ｑ．ＮＨＫの子会社１１社のうち、今回、８社に現役職員を出向させ

たが、ＮＨＫ出版など残りの３社にそうしなかった理由は。 

Ａ．（会長）それは特別にはありません。それぞれ株主の構成とか、

今抱えている課題が会社によって違いますので、すべて一律に現役

にすればいいと、それほど私も硬直的ではありませんから、それぞれ

の子会社を見ながらということです。原則ということで、できる限り

現役にして、キャリアパスの一環。ただ、例えば、ＮＨＫ出版にして

も、若い方に行ってもらって、また戻るとか、そういうことを含めて

いろいろやらせていただきたいと思っております。 



Ｑ．先日の経営委員会で、板野専務理事の再任について、２人の経営

委員が反対されたが、その受け止めと、板野専務理事を再任した理由

は。 

Ａ．（会長）経営委員会で、どういう採決をしたかというのは、経営

委員長から発表があったと思います。（経営委員会で）同意されまし

たし、全員一致が原則とか、そういうことではないと思います。それ

以上、私から、お答えのしようがございません。個別の人事について

は、コメントいたしませんが、私は適材適所で選んだということでご

ざいます。 

Ｑ．反対した経営委員は、板野専務が高齢ということを理由にしたよ

うだが、さきほど言われた若手の活躍とは別の基準で起用したのか。 

Ａ．（会長）役員は、通常の職員とは違います。私もすごく高齢でし

て、（役員の中で）一番高齢なんですけど、私は年齢がどうとかそう

いうことではないと思います。基本的に改革マインドのある方にや

っていただければいいと思っておりまして、板野専務に関して言う

と、昨年から改革の中心のところをずっとやってもらいました。そう

いう意味で、まだ改革の途上ですので、もう一期ということで、私は

お願いしたんです。私が７６歳で、板野専務が確か６７歳だったかと

思いますが、６０代後半ぐらいの年代で、あと副会長以下、６０から

５０代という。そういう意味では、（私と他の役員の）ちょうど真ん

中に１人いるような感じなんですが、別に年齢で決めたわけではな

く、仕事の中身で、かつ、ちょうどやりかけている最中ですので、こ

こは仕上げのところまでやってもらいたいと思いましたので、起用

したということであります。 

 

Ｑ．大型連休中に放送した開発番組について、会長の受け止めは。 

Ａ．（会長）１回目ですので、何とも言えないんですが、自分の会社

のことについて、自分でコメントしちゃいけないと思いますので、皆

さんにご批評いただければと思います。 

私は、ゴールデンウイークのゴールデンタイムというか、一番良い時

間帯を少し開放して、若い人に開発番組を作る機会を与えて、場所も

時間も与えるということで始めました。何日かに分けて放送したん

ですけど、午後７時半からとか、８時１５分とか、ちょっと違った時

間帯もあって、必ずしも同じ条件ではないですけど、ほぼ同じぐらい

の時間帯で、いろいろな種類の開発番組を放送したと思っています。



これは、若い人にチャンスを与えるということと、もうひとつは視聴

者の方に批判していただくという両方が必要だと思っております。

視聴率だけで見ますと、７％とか８％とか、それぐらいになっていま

すので、短い時間でやった割には頑張ったと思います。 

Ｑ．開発番組に新しい可能性は感じたか。 

Ａ．（会長）若い人の感性とベテランの感性は全然違います。特に、

若者のテレビ離れと、ずっと言われていますけれど、作り手がベテラ

ンだけになりますと、ベテランの味はいいんですが、若者向けの番組

は、なかなか作りづらいです。今、長寿番組として残っているのは、

結構、年配の人の支持が多く、若者の支持が少ないんです。若者向け

には、若者のセンスで開発しないと難しいんじゃないかと。次世代の

番組ということにはならないんじゃないかというのが私の直感なん

です。私は歳ですから、若い人の感性は分からないので、余計なこと

は言わない方がいいと思っているわけです。むしろ、若い人は、若い

人の感性でちゃんと番組を作ってもらう。そういうことだと思いま

す。テレビ離れだけ嘆いても、しょうがないと。たくさんの、多様性

のある方に、ちゃんとお応えするようにするのがＮＨＫの役割だし、

スポンサーなしでやっているわけですから、そういうサービスをす

る必要があると思っています。 

 

Ｑ．連続テレビ小説「おちょやん」がまもなく終わるが、その感想と、

新しく始まる「おかえりモネ」に対する期待は。 

Ａ．（会長）「おちょやん」は、私もずっと見ていまして、途中で、ち

ょっと強烈なお父さんが出てきて、あんな人を出すなとか、たくさん

の投書を頂いたんですけど、ドラマでございますので、ここはご勘弁

いただいてですね。でも、やはり、このコロナの中でよくやっていた

だいたと思います。通常だったら簡単に撮影できるところが、倍以上

の時間がかかったと思います。そういう意味でよくやってもらった

と思っています。その前に放送した「エール」も、コロナで変則的な

終わり方になってしまいました。「おちょやん」もスタートが変則で、

また終わりも変則と、影響はずっと続いておりまして、次の「おかえ

りモネ」も変則でスタートするんですけど、コロナの状況があります

ので、こういう中で頑張っていただきたいと思います。「おかえりモ

ネ」は、現代の物語になりますし、東日本大震災から１０年というこ

とで、宮城県を舞台にしていますので、違った意味で、また私たちの

心に届く朝ドラになることを期待しております。 



 

Ｑ．今国会に提出された放送法の改正案が廃案などと報じられてい

るが、受け止めと影響は。 

Ａ．（会長）国会の状況について、お答えのしようがないんですが、

今後の国会の状況を見守っていきたいと思っています。 

私どもとしては、放送法の改正で、中期経営計画に盛り込んだ勘定科

目の創設とか、いろんなことをお願いしておりまして、これはぜひ法

律を成立させていただきたいと思っております。それ以上、私どもで

は何もできませんが、仮に法律の成立が遅れたとしても、中期経営計

画に盛り込んだことは、法律がなくてもというとおかしいんですけ

ど、なんとか達成したいというのが私の気持ちでございます。 

Ｑ．仮に今国会での成立が見送られた場合、中期経営計画の進め方に

影響は出るのか。 

Ａ．（会長）影響がないとは言えないと思います。特に勘定科目の創

設ができないものですから。いずれにしても、（法案が）通ることを

前提にいろいろなことをやってきましたので、これを通していただ

かないと、タイムラグが出てしまいます。ただ、計画そのものの進捗

は遅らせないようにしたいと思っています。要するに、法案が成立し

たら、直ちにいろんなことができるよう、全部準備をしていきたいと

思っております。 

 

（以上） 


