
（報告事項） 

第 1110 回経営委員会資料 

                         平成 22 年 1 月 12 日 

 

 

 

 

 

 平成21年度第６回 

視聴者のみなさまと語る会 

（ＮＨＫキャンパス・ミーティング＠武蔵大学）  

開催報告書 

（平成21年11月12日開催） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           経営委員会事務局



＜会合の概要＞ 

「経営委員会による受信者意見聴取」の平成 21 年度の６回目は、これまでこの会合に

若年層の参加者が少ない傾向にあることや、ＮＨＫが３か年経営計画で目標として掲げ

ている接触者率の向上を図るにあたり、接触者率の低い 10 代・20 代の視聴者の意向を

把握したいことなどから、初めて「企画型」として対象を学生に限定し武蔵大学で実施

した。当日は、公募により参加した 60 人の学生を４つのグループに分け、各グループ

にＮＨＫの役員（経営委員、理事）が２人ずつ加わり、「ＮＨＫの接触者率」「受信料」

などのテーマについて意見を聴取した。 

＜会合の名称＞ 

ＮＨＫキャンパス・ミーティング＠武蔵大学 

視聴者のみなさまと語る会～ＮＨＫ経営委員とともに～ 

＜会合日時＞ 

平成 21 年 11 月 12 日（木） 午後５時から午後６時 50 分まで 

 

＜出席者＞ 

【経営委員】岩崎芳史 委員長職務代行者 

      井原理代 委員 

桑野和泉 委員 

小林英明 委員 

【執行部】 溝口明秀 理事 

八幡恒二 理事 

関根 均 理事 

黒木隆男 理事 

【視聴者】 公募による学生 60 名 

【司 会】 小野文惠アナウンサー 

 

＜会場＞ 

武蔵大学 50 周年記念ホール（東京都練馬区豊玉上 1-26-1） 

＜開催項目＞ 

 以下のとおり進行した。 

１ 開会あいさつ 

２ 経営委員による説明および広報ＶＴＲ『ＮＨＫ2009』の上映 

  （協会の基本方針その他協会の運営に関する重要な事項について）  

３ 意見の聴取（グループディスカッション） 

（１）ＮＨＫへの接触者率について 

（２）受信料について 

（３）どんなＮＨＫであってほしいか 



４ 閉会あいさつ 

「視聴者のみなさまと語る会」終了後、制作局の吉田照幸 専任ディレクターによる

『アイデアをカタチにする～サラリーマンＮＥＯの作り方』と題した講演を行った。 

 

 

＜概要・反響・評価＞ 

 

◇テレビ、ラジオのお知らせのほか、ホームページとチラシで公募したところ、計 79

名の参加申し込みがあった。会場の収容力の範囲内であることや、できるだけ多くの

学生の方々に参加いただきたいということから、全員に案内を送付した。当日は、60

名が来場・参加した。 

 

◇会合は、経営委員による説明、広報ビデオの上映の後、「ＮＨＫへの接触者率」「受信

料」「どんなＮＨＫであってほしいか」の３つのテーマについて、４つのグループに

分かれグループディスカッション形式で進行した。 

 

◇当日も意向収集のアンケート調査を行い、参加者 60 名全員から回答があった。参加

者の満足度については、「大変満足」あるいは「満足」と答えた人が 44 人、「ふつう」

と答えた人が 14 人、「不満」と答えた人が２人であった。 

 

 

＜ 開 催 内 容 ＞ 

 

（井原委員） 

◆協会の基本方針・重要事項を説明 

○経営委員会のメンバーは、いろいろな専門知識を持った方が全国から選ばれて務

めており、現在 12 名で構成しています。その役割は、ＮＨＫの基本方針などを

議決するとともに、ＮＨＫの執行部の業務を監督することです。この形は、取締

役会と執行役からなる「委員会設置会社」と似ています。どちらも、経営の意思

決定および監督を行う役割と、職務の執行を行う役割とを明確に分離しています。

また、経営委員の中から監査委員が任命され、監査委員会は経営委員も含めて役

員の職務執行を監査します。このように、昨年４月１日の放送法の改正により、

経営委員会の機能・権限が一層明確化されました。 

○その権限を正しく行使するために、視聴者の皆さまのご意見を直接伺う「意見聴

取」を行うことも放送法に定められました。視聴者の皆さまのご意見を伺って、

経営委員会の運営に生かしていきたいと思います。 

    ○ＮＨＫでは、昨年10月に平成21年から23年の３か年経営計画を公表しました。 



経営計画では、「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ」をスローガンとし 

て、「ＮＨＫと視聴者のみなさまをつなぐ２つの経営目標」を立てました。 

・１つ目は、ＮＨＫへの接触者率を３年後に 80％にすることです。 

接触者率とは、１週間にインターネットなども含めてＮＨＫのメディアに５分

以上接触した方の割合です。より豊かなコンテンツをお届けし、ＮＨＫに触れ

ていただく方を増やしていこうという目標です。 

・２つ目は、受信料の支払率を３年後に 75％、５年後に 78％まで高めることで

す。視聴者の皆さまの信頼回復に努め、放送サービスへの期待、満足度の向上

を図り、構造改革を一層強化することで、ＮＨＫを受信料で支えていただく方

を増やしていこうという目標です。 

・この経営目標の実現のために具体的な９つの経営方針を立てました。 

◇方針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」 

◇方針２「日本の課題、地球規模の課題に真正面から向き合います」  

◇方針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４「地域を元気にするための拠点となります」 

◇方針５「日本を、そしてアジアを世界に伝えます」 

◇方針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」 

◇方針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」 

◇方針９「環境経営に着実に取り組みます」 

・そして、経営２目標、９つの経営方針を着実に遂行することで、平成24年度か

ら受信料収入の10％を視聴者の皆さまに還元するという計画になっています。 

 

＜グループディスカッションの概要＞ 

 

各グループには、以下のとおり経営委員と理事が参加した。 

 

Ａグループ 

 岩崎 芳史 委員長職務代行者、溝口 明秀 理事 

Ｂグループ 

 井原 理代 委員、八幡 恒二 理事 

Ｃグループ 

 桑野 和泉 委員、関根  均 理事 

Ｄグループ 

 小林 英明 委員、黒木 隆男 理事 

 

 

 



《Ａグループのディスカッションの概要》 

 

第１のテーマ：ＮＨＫへの接触者率について 

 

（岩崎委員長代行） 

初に、「ＮＨＫへの接触者率をどう上げるか」というテーマでご意見を伺いたいと

思います。皆さんはテレビを持っていますか。ふだん、携帯電話やパソコンも含めてテ

レビ番組をよく見ている方はどのくらいいますか。また民放を含めてどんな番組が好き

ですか。 

【参加学生】 

◇全員テレビを持っている。（挙手） 

◇テレビは、ほとんど見ていません。（半数の学生が同意見） 

◇１日２時間ぐらい見ています。 

◇スポーツ番組やドラマを見ています。 

◇出演者とストーリーが魅力で、フジテレビの『リアル・クローズ』というドラマを見

ています。 

◇音楽が好きなので音楽番組をよく見ます。 

◇旅行で行ってみたい国が取り上げられるときの『世界遺産への招待状』や、『歴史秘

話ヒストリア』などの歴史番組を見ます。 

◇『ＥＴＶ特集』のようなドキュメンタリー番組やバラエティー番組をよく見ます。 

◇朝は、ニュースを見ています。まず新聞を読んだあと、民放のニュースを見ることが

多いです。新聞を読まないときは、初めにＮＨＫのニュースを見ます。 

（岩崎委員長代行） 

 若者には民放などのバラエティー番組がはやっているといわれていますが、どうです

か。 

【参加学生】 

◇幅広い世代の人と楽しめるバラエティー番組は、ＮＨＫの番組が多いです。 

◇以前はもっと視聴者参加型の番組が多くあったのですが、今はインターネットで参加

するという形式の番組が多く、リアリティーに欠けるような気がします。 

（溝口理事） 

ＮＨＫでは、昔から『ジェスチャー』や『クイズ日本人の質問』などクイズ番組をた

くさん放送してきました。12月には、こうした昔のＮＨＫのクイズ番組の骨格を使って、

任天堂がＷｉｉのソフトを発売します。 

（岩崎委員長代行） 

 テレビ番組をあまり見ない人の理由を教えてください。 

【参加学生】 

◇おもしろいテレビ番組があまりないからです。 

◇時間もあまりなく、テレビを見る理由がないからです。 

◇本を読んだり、自分の好きな時間を過ごしたりしたいからです。 



（溝口理事） 

 70歳以上の方は、ＮＨＫとの接触者率が90％ほどあります。また３歳ぐらいの子ども

たちの接触者率は、『おかあさんといっしょ』の影響もあり99％ぐらいあります。皆さ

んは、何歳ぐらいからＮＨＫの番組をあまり見なくなりましたか。 

【参加学生】 

◇小学校の低学年の頃までは、ＮＨＫの番組を見ていましたが、小学校の高学年の頃か

らあまり見なくなりました。 

◇テレビを見るよりテレビゲームなどおもしろいことが増えてきたからです。 

◇小学校の低学年では、学校でも授業でテレビ番組を見たりしますが、高学年になると

見なくなります。私は低学年のころは『天才テレビくん』などを見ていましたが、高

学年になるとテレビ番組を見る時間帯が夜８時以降になり、民放のバラエティー番組

のほうがおもしろくてＮＨＫを見なくなりました。 

◇ＮＨＫの番組は、優等生的で破天荒なことをやりません。小学校の高学年になると世

の中には多様性があるということがわかってきますので、民放のほうに興味を持ち始

めるのではないかと思います。 

（溝口理事） 

 小学校の高学年ぐらいから、ＮＨＫが放送する番組と皆さんが見たい番組の内容にず

れが生じてきているということなのでしょうか。 

【参加学生】 

◇ＮＨＫを見ている人もいると思いますが、それ以外にいろいろな選択肢が増えてく

る時期だと思います。 

（岩崎委員長代行） 

 テレビ以外のパソコンや携帯電話などでも番組を見られるようになってきています

が、皆さんは利用していますか。 

【参加学生】 

◇携帯電話でテレビを視聴することはほとんどありません。 

◇携帯電話やパソコンは情報源として使っています。 

◇テレビでも情報を得ますが、移動中は、すべて携帯電話で情報を得ています。特に大

学生になってからは、帰宅が遅かったり朝が早かったりしますので、テレビや新聞よ

りも自分のほしい情報だけを見られるインターネットの利用頻度が増えています。 

◇携帯電話でニュースを見るのは、移動中など在宅していない時間です。在宅している

時間は、基本的にテレビを見ています。インターネットをしながらテレビを見る“な

がら視聴”もしています。 

（岩崎委員長代行） 

 皆さんのお話を聞いていると、小学校の高学年あたりからテレビ離れが始まっている

ことがわかりました。それでは、どうしたらもっとテレビ番組を見たいと思ってもらえ

るのか、皆さんはどう思いますか。 

【参加学生】 

◇テレビは、無駄が多く、メディアとしてインターネットなどより劣る感じがします。 



◇民放も含めてテレビ放送が始まって50年近くたって、バリエーションが出尽くしてい

るのではないかと思います。今までにない新しい番組だとわかるようなテレビ番組で

あれば、誰でも見たがるのかなと思います。 

◇新聞を購読する人がどんどん少なくなっているのは、テレビが世の中に広がって、テ

レビのほうが親近感があるからだと思います。今度は新しいメディアとして大変便利

なインターネットが普及したことで、テレビを見る機会が減っていると思います。 

（溝口理事） 

ＮＨＫのホームページやＮＨＫオンデマンドを見たことがありますか。 

【参加学生】 

◇ＮＨＫオンデマンドを利用したいとは思っていますが、まだ利用していません。 

◇ＮＨＫオンデマンドを見ていないのは、有料だからという理由だけではなく、本当に

見たいものがあるとき利用しようと思っているからです。 

◇ＮＨＫオンデマンドは有料ですが、ＢＢＣの場合は無料で見られます。そこの差は何

なのかという疑問があります。 

（溝口理事） 

 ＮＨＫは、平成２年から受信料の値上げをしていません。一方、ＢＢＣは、これまで

値上げを行ってきています。ＢＢＣは、エリザベス女王から特許状をもらっており、放

送後一週間は、見逃した番組を無料で配信するサービスを行うことを条件の１つに値上

げが許可されています。 

 また、番組には出演者をはじめ脚本家、作曲家などそれぞれ権利者がいますが、イン

ターネットで配信するときは、権利者の方々に二次使用料として著作権料を支払う必要

があります。こうした費用を「受益者負担」の考え方で現在のところ有料としています。 

（岩崎委員長代行） 

 放送法では、テレビを設置した世帯ごとに受信料をいただくことになっていて、その

世帯の２台目、３台目となるパソコンや携帯電話でテレビ番組を見ている方から受信料

をいただくことはできません。放送と通信が融合してきている時代ですが、ＮＨＫの通

信に関する予算には制限がかかっていることも１つのネックになっています。 

 

第２のテーマ：受信料について 

 

（岩崎委員長代行） 

現在、受信料は地上契約で月1,345円、衛星契約で2,290円となっています。この料金

が高いと思うか、安いと思うかを事前のアンケートでお聞きしたところ、「適正」と答

えた方が６割、「高い」と答えた方が４割でした。 

【参加学生】 

◇親が払っているのでわかりませんが、自分は適正だと思います。 近見た番組で  

『ＮＨＫスペシャル・マネー資本主義』は、リーマンショックの裏にある原因をかな

り本質的に紹介されていて、すごくおもしろかったです。そうした細やかな取材で制

作された番組を見れば、自分の知識も増えます。質の高い番組が制作されるのであれ



ば、適正だと思います。 

◇私は一人暮らしで親に払ってもらっているわけではないので高いと思います。同一生

計で親が受信料を支払っていると、一人暮らしの学生の受信料は半額になることを知

りませんでした。そういった情報をもっと知らせてほしいと思います。 

◇実家に住んでいますが、親は高いと言っています。私もあまりテレビを見ないので高

いと思います。 

◇テレビは、たまに歴史番組を見る程度なので高いと思います。 

（溝口理事） 

 放送の内容がよかったら受信料を支払ってもよいと思いますか。また、新聞や雑誌、

携帯電話などの情報ツールと比べて受信料額はどうでしょうか。 

【参加学生】 

◇携帯の料金と受信料のどちらを払うかと言われたら、携帯料金を選びます。 

（岩崎委員長代行） 

ＮＨＫは地震や洪水などの緊急時には直ちに出動して、放送することが義務付けられ

ています。こうしたふだんあまり見えない部分での投資も必要です。国営にしたほうが

よいのではないかという意見もありますが、そうなれば公平・中立な放送ができなくな

る可能性があります。そのため、国民の皆さんからいただく受信料でＮＨＫは成り立っ

ています。受信料の支払率は今71％ぐらいで、３割弱の人は支払っていません。公平に

負担していただくために支払督促も含めて、今いろいろな方法を検討しています。 

【参加学生】 

 支払率を100％にすることは、国民全員でＮＨＫを支えていくという意味では大切だ

と思います。しかし、今70数パーセントでなんとかなっていることを考えると、果たし

て本当に100％の額が必要なのでしょうか。 

（溝口理事） 

 100％の方に支払っていただければ、もっと受信料額を下げることができます。今支

払ってくださっている方には、支払っていただいてない方の分まで支払っているという

思いがあります。だからＮＨＫは支払率100％を目指しているのです。 

【参加学生】 

 受信料を支払っている人は、番組を見ている人ではないでしょうか。また 近、情報

ツールとしては、民間のほうが速報性が高いと言われています。実際、天気予報は気象

庁よりも民間の会社のほうが的中率が高いとも言われています。そうなると支払率を上

げるのは、これ以上は難しいのではないかと思います。 

（岩崎委員長代行） 

 実際のところ、支払率については上がってきています。しかし、事業所割引や全額免

除制度の拡充などにより、受信料の収納額は横ばいか微増の状態です。 

 

 

 

 



第３のテーマ：どんなＮＨＫであってほしいか 

 

【参加学生】 

◇ＮＨＫでは、教育テレビの深夜の放送を休止したことがあったと思います。ＮＨＫに

は、今後もこうした環境問題に自ら積極的に取り組むという姿勢を見せていただきた

いと思います。 

◇私は大相撲の放送を楽しみにしているので、今後も放送を続けてほしいと思います。 

◇『スポーツ大陸』をはじめ、スポーツ番組の放送をお願いします。 

◇『紅白歌合戦』や『ゆく年くる年』はあったほうがいいと思います。メディアのビジ

ネスモデルが変化しているためヒットソングが生まれにくいとは思いますが、年に１

回ぐらいは華やかに大勢の歌手の方が出演し、幅広い世代が共感できる番組や、季節

の風物詩的な番組が放送されるのはよいことだと思うからです。 

◇20年前ぐらいに放送されていた『ＮＨＫ特集』が好きです。特に『アインシュタイン・

ロマン』は、今の番組とは表現方法が異なっていて、見応えがありました。今もドキ

ュメンタリーは『追跡！Ａ to Ｚ』などがありますが、内容が薄い印象があります。

ＮＨＫのブランドは、取材力と報道調査力があることだと思います。 

（溝口理事） 

 皆さんは、ＮＨＫは民放的にならないほうがいいと思っていますか。それとも民放的

になったほうがいいと思っていますか。 

【参加学生】 

◇民放各局はどこも同じような放送をしているので、逆に今、ＮＨＫが少し民放に近寄

りがちなところが非常におもしろいです。理想は各局がもう少しバラエティー豊かに

それぞれの独自路線の放送を行うほうがいいとは思いますが。 

◇小学生のころは、ＮＨＫは大人向けでおもしろくないというイメージがありました。

それに対して民放は、多少子ども向けの放送というイメージがありました。今は、  

ＮＨＫは、あまり視聴率のことを考えずに、あまりおもしろくないような番組でも放

送してほしいと思います。ＮＨＫは、放送法にも定められているのですから、日本や

世界全体の放送を考えるようなあり方を追求してほしいと思います。 

 

 

《Ｂグループのディスカッションの概要》 

 

第１のテーマ：ＮＨＫへの接触者率について 

 

（井原委員） 

 ＮＨＫへの接触者率とは、ＮＨＫのテレビ番組やインターネット、モバイルなどに１

週間に５分以上接触した人の割合のことです。現在の接触者率は 76.1％で、視聴者の

４分の１の方は、１週間にまったくＮＨＫの放送にもインターネットなどにも接触して

いないことになります。 



皆さんは、日ごろどんな番組をご覧になっていますか。１週間に５分以上、ＮＨＫを

見ていますか。 

【参加学生】 

◇ふだんは見ていないのですが、先日のフィギュアスケートは視聴しました。 

◇民放は見ますが、親も見ないのでＮＨＫを見るという習慣がありません。 

◇報道番組とかドキュメンタリー、希少性のある音楽番組、子ども番組は見ています。 

◇芸術系番組など民放では放送していない番組は見ています。 

◇子どものころは、教育テレビを見ていましたが、 近またそのおもしろさに気がつき

ました。 

（井原委員） 

事前に提出していただいたアンケートでは、「今、普通の人がどんなことに悩んでい

るのか、社会が抱えている課題は自分たちにどう影響するのかなどを丁寧に掘り下げて

取材をしてほしい」というご意見もいただきました。ＮＨＫの番組のよいところ、また

こういったことを中心に番組作りに力を入れてもらいたいといったご意見があれば、ぜ

ひ伺いたいと思います。 

【参加学生】  

◇ＮＨＫは、あまりセンセーショナルな報道のしかたをしないので、災害報道などは信

頼がおけます。 

◇『ＮＨＫスペシャル』などは、制作費をかけて、『激流中国』や社会不況の問題など、

肉薄した内容を取り上げていて、とてもよいと思います。 

◇ＮＨＫの技術開発や番組を見る限り、予算が潤沢にあることがうかがえます。つまり  

ＮＨＫは、広告収入がないのに予算がたくさんあって独立しているところが強みです。

しかし、その強みを生かしきるのが一番難しいことだと思います。 

◇野球は必ずＮＨＫで見ます。途中でＣＭが入ったり、野球に関係のない人が出演する

こともなく、解説がうるさすぎず、落ち着いて見られますし、必ず試合終了まで放送

するからです。 

（井原委員） 

 ＮＨＫは、予算がたくさんあって独立しているという意見がありました。公平・中立

ということは必ず守らなければならない大切なことです。経営委員は執行を監督する立

場として、そのことにいつも気をつけて仕事をしています。また予算については、常に

ふんだんにあるわけではありません。どうすれば皆さんが納得して、番組づくりのため

に受信料をお支払いいただけるのかは、ご意見を伺いながら考えていかなくてはならな

いと思っています。 

【参加学生】 

◇民放のニュースは、コメンテーターが発言するので、その意見が正しいと勝手に思い

込んでしまいます。ＮＨＫのニュースは、民放のニュースと違い、特に『ＢＳニュー

ス』や『ニュース７』は、事実を客観的に放送し、自分でそのニュースについて考え

られるので、非常に素直に見られるような感じがします。 



◇ＮＨＫのニュースは、事実のみ報道しており、見ていてつまらないものになっている

と思います。民放の場合、コメンテーターのいろいろな発言を聞くことで、いろいろ

な考え方がわかり、刺激を受けることがあります。 

◇ＮＨＫは、ニュースの信ぴょう性が高く、無駄な情報がないというイメージがあり、

それはよい部分だと思います。しかし、そうした情報はインターネットや携帯電話で

も入手できますので、民放のようにコメンテーターの方の意見や過激な映像と組み合

わせて放送されると、そちらのほうに興味が向いてしまいます。 

（井原委員） 

 ニュースを見て、その話題について考えるのは視聴者ご自身なので、客観的に情報を

提供することは大切な役目だと思っています。コメンテーターの件については、意見を

参考にするのであればいいのですが、意見に左右されてしまうのでは問題があると思い

ます。両方のご意見をいただいたということを率直に受け止めさせていただきます。 

（八幡理事） 

ＮＨＫのニュースにおいては、「事実を伝えること」を基本原則としています。公平・

中立な放送をすることが、まさにＮＨＫの使命なのです。皆さんのご指摘のように、私

自身も個人的には、もう少し突っ込んでもよいと思うこともあります。ただ突っ込んで

放送する場合にも、公平・中立というバランスは大事で、その辺が非常に難しいところ

です。そうした期待に応えるのが、例えば、『クローズアップ現代』です。ひとつのテ

ーマを、しっかり時間をかけて深く掘り下げて、さまざまな角度から視聴者の皆さんに

情報を提供しています。 

（井原委員） 

テレビをお持ちではない方や、テレビ以外で情報を入手されている方は、インターネ

ットや携帯電話を使って情報を入手されているのでしょうか。 

【参加学生】 

◇ほとんどがインターネットです。 

◇私はテレビを持っていないので、部屋ではワンセグを使っています。民放のドラマな

どをワンセグで見ることはありますが、ＮＨＫを見ることはありません。 

（井原委員） 

 今、ＮＨＫでは硬いイメージではなく、若い方たちに見ていただけるような番組も作

ろうとしていますが、よいと思いますか。また、ＮＨＫをあまり見ないという方は、そ

の理由は何でしょうか。 

【参加学生】  

◇ＮＨＫが制作している番組は決してつまらないとは思いません。ただ、自分たちの周

りの人があまり見ていないので話題を共有できないから見ないのではないかと思い

ます。特に中高生の場合、次の日、学校に行ったとき、「番組見た？」「見たよ」など

という会話ができるような番組を見ると思います。 

◇ＮＨＫは、「硬い番組」「やわらかい番組」と意識的に分けることはしなくてよいと思

います。どちらに偏ってもよくないと思うからです。 



◇テレビは深夜にしか見ないので、どうしてもおもしろい民放の番組を見てしまいます。

近、『東京カワイイ☆ＴＶ』を見て、おもしろいなと思いましたが、民放と違って

時間変更などがあるので何時から放送しているのかがわからず、続けて見ていません。 

◇久しぶりにテレビを見たら、ＮＨＫも若者向けのおもしろい番組を放送していて、 

「ＮＨＫもこういう番組を放送するようになったのか」と思いました。ＮＨＫが若者

向けの番組を放送するということにおもしろさは感じましたが、やはり民放に比べる

と何時から放送しているか覚えられなくて、放送予定が分からず見逃してしまいます。 

◇民放は見ていますが、やはりＮＨＫは硬いイメージがあります。また、両親があまり  

ＮＨＫを見ないので、私も見ないようになりました。 

◇私はテレビ自体をあまり見ないのですが、民放はＣＭや広告番組ばかりでおもしろく

ありません。ＮＨＫの場合は、例えば、海外ドキュメンタリーは見たいと思います。 

（井原委員） 

 私たちの世代は、朝８時 15 分からはドラマが放送されて、日曜日の夜８時からは大

河ドラマが放送されるといった時刻表が刷り込まれています。深夜の時間帯は、若い方

に番組を見ていただきたいと考えて従来の番組とは路線をきっちりと分けて制作して

いますが、その情報や意図が十分にお伝えできていないのかもしれません。 

 さて、これから放送と通信の融合が進んでいきます。今後、放送以外でＮＨＫはどん

なサービスをしていけばよいのか。例えば、ＮＨＫはワンセグで一部ですが独自サービ

スを提供していますが、もっとこういったサービスがあればいいというご意見はありま

せんか。 

【参加学生】 

◇いろいろな方からＮＨＫオンデマンドが使いづらいという話を聞きます。私も自宅に

Windows がないので、ＮＨＫオンデマンドを見ることができません。 近は、GyaO!

も Mac 対応になり技術的にはできると思います。見逃した番組を見たいと思う人は、

潜在的に多いと思います。しかし、気軽に見られるようになっていないのではないで

しょうか。 

◇知り合いの方が作った番組を見逃したので、ＮＨＫオンデマンドを利用して、１週間

315 円で視聴することができました。でも全然関係のない方が作った番組だったらち

ょっと高いかなと思いました。 

◇ＮＨＫオンデマンドも YouTube のようにパソコンでも携帯電話でも無料で見ること

ができるようになればよいと思います。 

◇ＮＨＫオンデマンドが、どのくらい収入があるかよくわかりませんが、YouTube があ

る限り、特に見たい番組がなければ見ることはないと思います。無料にするか、一定

の期間無料にして、そのよさをアピールしてみてはどうでしょうか。 

（八幡理事） 

 テレビ、パソコン、モバイルを使っていつでもどこでも自由に映像や情報を入手でき

ることは、今ＮＨＫが目指していることで、今年度スタートした３か年の経営計画でも、

3-Screens といって柱の一つにしています。ＮＨＫオンデマンドについては、現在は



Windows のみで利用できるのですが、今後広げていこうとしています。有料にしている

のは、著作権料や設備費などにかかる経費をまかなうためで、決してこの事業で儲けよ

うとしているわけではありません。 

（井原委員） 

 初めてＮＨＫオンデマンドを見たときに今後もっと可能性が広がり、ニーズが増えて

くるだろうと思いました。しかし実際は会員数がまだ少なく、何とかしなくてはならな

いと経営委員会でも議論になっているところです。もっと使いやすくする方法や料金設

定も検討しなくてはいけないと思います。 

 

第２、第３のテーマ：受信料について、どんなＮＨＫであってほしいか 

 

（井原委員） 

 事前アンケートでは、「受信料の額は適正である」と答えていただいた方が半数を少

し超えていましたが、「高い」とお考えの方はなぜそう思うのか、ご意見を伺いたいと

思います。また、もっと高くてもよいから良質な番組を作ってほしいなど、ＮＨＫに期

待することもお伺いしたいと思います。 

【参加学生】 

◇今までどおり１つのテーマに関して、掘り下げて詳しく番組を制作し、それにおもし

ろさを追加してもらいたいと思います。 

◇ＮＨＫには、過去も現在もたくさんの番組があると思います。電波でもインターネッ

トでもよいので、視聴者に届ける努力をしてもらいたいと思います。 

◇若い人向けに民放的な要素を取り入れることはいいと思うのですが、今民放もそれで

失敗し始めている状況だと思いますので、ＮＨＫのよさを保持しながら取り入れても

らいたいと思います。受信料については、ＮＨＫをずっと見ている人は高いとは思わ

ないと思います。ＮＨＫを見ていない人も、大型の番組や広報によって１回見てもら

えば、おもしろい番組がたくさんあることに気づくと思います。 

◇私の場合は、祖母がＮＨＫをよく見ているので、その影響でＮＨＫを見ています。軸

は変えないでほしいと思っています。 

◇受信料を安くする必要はないと思っています。今、民放のようにおもしろみのある番

組を制作しているということですが、硬いイメージを変えていくことは、とてもよい

ので進めていただきたいと思います。まずは知ってもらう、気づいてもらうことが必

要で、広報をもっとしたほうがよいと思います。 

◇少数の人しか見ないかもしれない番組が、民放とは違うＮＨＫブランドだと思います。 

◇不払いでＮＨＫを見ている人をどうにかできないものでしょうか。ちゃんと払うべき

だと思うので、みんなが払えるシステムを作るべきだと思います。 

◇私は業界研究が好きで、『トップランナー』などの番組を結構見ています。ただ、帰

宅が遅くて見たい番組を見逃すことが多いので、ＮＨＫオンデマンドの見逃し番組に

ついては、もっと見られる期間を延長してほしいと思います。 



◇ＮＨＫの 23 時台は、頑張っているのはわかりますが、やはり少し無理をしていてつ

まらない感じがします。教育テレビの『知る楽』などを見ていると、すごく奥が深く

て今まで知らなかったことを知ることができて、おもしろい番組だと思います。こう

いったＮＨＫらしい番組をもっと放送していただきたいと思います。 

◇『東京カワイイ☆ＴＶ』は期待して見たのですが、ちょっと派手過ぎる感じがします。   

『おしゃれ工房』の若い世代版のような番組のほうが、自分のおしゃれに生かせるよ

うな気がします。 

◇若者のカルチャーにスポットライトをあてるのはよいことだと思いますが、何時から

何時までは「若者向けの時間」などとわかりやすく時間を区切るとよいと思います。 

 

 

《Ｃグループのディスカッションの概要》 

 

第１のテーマ：ＮＨＫへの接触者率について 

 

（桑野委員） 

 初めに「ＮＨＫの接触者率を３年後に80％にする」というテーマについてです。現在

の接触者率は全体平均で76.1％です。70代は96％、60代は90％ありますが、実は20代は

59％しかありません。そこでまず、自分たちの暮らしのなかでＮＨＫをこういうふうに

見ているとか、民放のこんな番組を見ているなど、ぜひいろいろなご意見をいただきた

いと思います。 

【参加学生】 

◇ＮＨＫは硬いというイメージがあり、夜テレビを見るのなら笑って寝たいので民放を

見てしまいます。もっとやわらかいＮＨＫを目指すと、もっと親しみやすくなるので

はないかと思います。 

◇ＮＨＫは、19時のニュースやニュースのはじめの５分だけを見たりします。ただ、サ

ークル活動やアルバイトもあるので、大学生は19時からテレビを見るのは難しいです。 

◇大学生に限らず社会人も20代は帰宅時間が遅いため、ゴールデンタイムにテレビを見

るのは難しいと思います。そこで、深夜の時間のバラエティー番組を減らして、その

時間にニュースをしっかりと放送してはどうでしょうか。 

◇僕も疲れて帰宅した時は、気楽なバラエティー番組を見てしまいます。ＮＨＫの『歴

史秘話ヒストリア』を見たとき思いましたが、疲れて帰ってきてぼおっと見るという

番組ではなく、このテーマが見たいからどうしても見るという番組だと思いました。

そういう目的がない人にとって、ＮＨＫの接触者率を上げるということはどのような

意味を持つのでしょうか。 

◇ＮＨＫでは、『東京カワイイ☆ＴＶ』のようなやわらかい感じの番組も放送されてい

るのですが、若い世代ではそうしたことを知らないという人も多いと思います。子ど

もの頃は、ＮＨＫをずっと見ていましたが、中学生になる頃からは、ＮＨＫから離れ



ていきました。どうしても教育テレビは勉強するイメージがあって、おもしろい番組

があることを知らないからだと思います。接触者率をあげるためには、もっと若い人

たちにＰＲすることが必要だと思います。 

◇若い人が買うような雑誌でＮＨＫの番組情報についてＰＲしたらどうでしょうか。 

◇民放のような若い人向けの番組にも取り組んでいるということですが、果たして  

ＮＨＫが民放と同じことをする必要があるのか疑問です。深くテーマを掘り下げて若

者に見てもらいたいＮＨＫらしい番組を作っていくべきだと思います。 

◇『トップランナー』をよく見ていて、友達と結構話題になっています。番組のセット

もおしゃれですが、司会はモデルの方がされていて洋服もおしゃれです。ＮＨＫの番

組は、ニュースなどアナウンサーの方がまじめにスーツ姿で放送されていますが、民

放のニュースでは流行の洋服を取り入れたりしています。テレビ画面を見たときのイ

メージをもう少し明るくして、あの洋服かわいいなあって思ったりできるような若者

をひきつける工夫がほしいと思います。 

（関根理事） 

 ＮＨＫは受信料で成り立っていますので、接触者率は受信料制度に影響を与える  

ＮＨＫに対する支持の指標だと思っています。『おかあさんといっしょ』という番組は、

子どもたちが非常によく見ていますし、子どもたちと一緒にお母さんも見ているので、

30代の女性の接触者率も増えてきています。ところが20代・30代の男性の接触者率は非

常に低いので、接触者率を上げるために、若い方向けの番組をどうしたらよいのか、今

検討しているところです。例えば、『東京カワイイ☆ＴＶ』などは、ＮＨＫがなぜ、と

いうような批判の声も多くいただきますが、若い世代に番組を見ていただくためのチャ

レンジ番組として放送しています。 

（桑野委員） 

 この２年ぐらい、ＮＨＫの番組の内容もずいぶん変わってきているとは思います。私

たちの世代でも見たくなるものが、20代、30代の方にも受け入れられるのではないかと

思っています。放送以外のインターネットや携帯電話でＮＨＫに接触している方は、あ

まりいないようですので、やはりＮＨＫといえばテレビ放送というイメージが多いこと

がわかりました。 

 

第２のテーマ：受信料について 

 

（桑野委員） 

 次のテーマは受信料についてです。ＮＨＫは、71％の支払率を３年後に75％、５年後

に78％にするという目標を掲げています。皆さんは、ＮＨＫの受信料は「適正」だと思

いますか、それとも「高い」と思いますか。 

（挙手の結果、「適正」が５人。「高い」が10人。） 

それでは、皆さんが受信料について感じていることなどをお伺いしたいと思います。 

【参加学生】 

◇学生で一人暮らしをしていると、アルバイトをしていても受信料は高いと感じます。



学生ならば安くするという割引はないのでしょうか。 

◇私は決して高いとは思いません。むしろその料金以上のものを見られていると思って

います。月額3,000円程度の新聞などに比べて、テレビは映像を通じていろいろと学

べますから、受信料は割安だと思います。私自身はＮＨＫの番組の質の高さをもっと

視聴者に伝えられたら支払率も上がっていくと思います。 

◇家のテレビを買い換えたので衛星契約に切り替えましたが、思ったより安いと感じま

した。見られるチャンネルの数などを考慮すれば妥当な料金だと思います。年間払い

にすれば、７％ほど割引がありますが、それを10％ぐらいにして、もっと広くそのこ

とをＰＲすれば支払率は上がるのではないかと思います。 

◇幅広くいろいろな番組が見られるし、本当に勉強になるものが多いので適正料金だと

思います。例えば、経済番組などとてもわかりやすい内容で作られています。 

◇衛星契約で月額2,290円を日割りにすると76円くらいです。多分、携帯電話の通話料

金よりも安いし、新聞の月額3,000円よりも安いです。ただ、割引はあっても、6か月

払いで13,000円、1年払いで25,000円、と聞くと高いと感じてしまいます。 

（関根理事） 

 放送番組でもいえることですが、受信料についてもＰＲ不足についてご指摘をいただ

きました。また、ＮＨＫの放送だけではなく、別の媒体を使ってＰＲすることも重要だ

と感じました。そして、２か月で4,580円と言うと高く感じるが、１か月2,290円、１日

76円と言うとそれほど高く感じない、というのももっともで、伝え方についても工夫が

必要だと思いました。家族割引の制度もあるのですが、ＰＲが不足しているようです。

総じて、もっとＰＲを強化していかなくてはならないことを痛感しました。 

（桑野委員） 

 皆さんにお配りしている「ことしの仕事」という冊子にも受信料額については掲載し

ていますが、学生の皆さんお一人お一人にどうすれば伝わるのか、まだまだＰＲが足り

ないことがわかりました。 

 またＮＨＫは受信料によって成り立っていることはご存じだと思いますが、収支をご

覧いただいてもお分かりだと思いますが、ＮＨＫは他の放送局とは違ってほぼ受信料収

入だけで成り立つ公共放送です。そのため、公平に皆さんから受信料をお支払いいただ

くよう支払率の向上を目標に掲げています。 

【参加学生】 

◇私としては、受信料は高くて払いづらいというイメージがあります。 

◇実際の料金を聞いたら、すごく安いなと思いました。ただ支払うとなると、自分が日

ごろどれだけＮＨＫと接触しているかだと思います。つまり、ふだんからＮＨＫを見

ていればこの料金で満足すると思いますが、逆に全く接触していなければ高いと感じ

ると思います。ですから、接触者率を80％に上げれば、支払率も上がると思います。 

◇今、アルバイトで塾講師をしており、生徒にＮＨＫを見ているかと聞きました。する

と、ＮＨＫは国営放送だと思っている子がいたり、受信料を支払うことをあまり知ら

なくて、なぜ支払う必要があるのかという子もいました。ＮＨＫはみんなの受信料で

支えられているということが多分伝わっていないのです。 



◇受信料は高いというほうに手を挙げたのですが、お話をうかがっていたら安いのかな

と思い始めました。しかし、支払えない家庭があるのも事実です。冊子に全額免除や

半額免除、公的補助の受給者の方のことなどが記載されていますが、こうした受信料

を支払うのが厳しい世帯をどうカバーしていくかも大切だと思います。 

（桑野委員） 

 今ご意見を伺うなかで、受信料は決して高くはないと思われる学生の方も増えてきま

した。ただ、経済的に支払いが厳しい方や、新聞料金にプラスして受信料を払うのは大

変な負担があるといったご意見もありました。ＮＨＫも社会の状況に合わせて受信料の

全額免除などの制度も設けてきています。学生の方には、家族割引という制度もありま

す。もっとＰＲをしていく必要性を改めて感じました。 

（関根理事） 

 市町村民税非課税の障害者や公的扶助受給者は、受信料の全額免除対象となりますが、

その対象者が経済状況の悪化にともなって増えてきています。そのため、現在受信料収

入が減ってきています。 

 

第３のテーマ：どんなＮＨＫであってほしいか 

 

（桑野委員） 

後に、これからのＮＨＫを支えてくださる皆さんに、今後ＮＨＫはどんな番組を作

っていってほしいか、どんなＮＨＫであってほしいかをお伺いしたいと思います。 

【参加学生】 

◇子どものころは、教育テレビをよく見ました。子どものときに影響を受けたことは大

人になっても大きくかかわっていると思います。若者向けに事業をしていくことも大

切ですが、そうした昔ながらのみんなが知っているＮＨＫを保っていくことも大切だ

と思います。自分が親になっても子どものとき見た番組を見せていきたいと思います。 

◇ＮＨＫは、インタレスティングではありますが、ファニーな部分がないと思います。

親しみを持ってもらうためには、その両方の要素を含んで番組制作を進めていただけ

ればと思います。 

◇『サラリーマンＮＥＯ』を初めて見たときは、いい意味でＮＨＫらしくないと思いま

した。親も一緒に見て好きになった番組なので、年代を問わない共通のおもしろさが

他のバラエティー番組とは違うと思います。こうした公共放送の枠から外れない程度

のおもしろい番組をもっと増やしていただければと思います。 

◇就職活動をしているのですが、『ソクラテスの人事』などは結構役に立つなあと思い

ました。笑いたいときは民放を見ますが、20代ならではの悩みや男女特有の悩みなど、

そうしたテーマを取り上げていくのは、ＮＨＫならではだと思います。ＮＨＫは視聴

者の相談役のような役割を担ってほしいと思います。 

◇若者向けの番組をＰＲすることも大切だと思いますが、視聴者にこびてほしくないと

思います。例えば、夜10時台など、若者が見ているだろう時間帯にＮＨＫＢＳでは海

外ニュースを放送していることがあります。誰が見ているのだろうと思いつつ、結構



おもしろいと思います。ちょっと敬遠されるぐらいのイメージが、ＮＨＫにはちょう

どよいのではないかと思います。 

◇若者は生活が不規則で自由に時間を過ごしているし、生活の中でテレビを見ることの

優先順位が上位にありません。無理をして若者に迎合する必要はなく、ＮＨＫらしさ

を大切にしてほしいと思います。 

◇ＮＨＫの深夜番組を見ていると、人気の若手お笑い芸人が起用されていますが、どう

しても内容に硬さが残ってしまっています。変な硬さを残すぐらいならば、独特の 

ＮＨＫらしさを前面に出したほうがよいと思います。 

◇ 近、漫画家を取材していたが、取材態度が悪くて途中で取材を打ち切られたという

ニュースを拝見しました。変わるとは言いながらも、どこかにまだ古い体質が残って

いるのだなとニュースを見たときに思いました。組織の縦割りが強いなどという話も

よく聞きます。なかなか難しいとは思いますが、まずは若い職員を育て信頼して、若

い人から意見がどんどん言えるような職場にすることが、若い人からも受け入れられ

る番組づくりにつながるのではないかと思います。 

◇深夜枠で若者向けの番組に挑戦されていることはすごくよいと思いますが、ほかの時

間帯まで全体的にやわらかくなるのはあまり好ましいとは思いません。やはりＮＨＫ

は民放に比べて報道など信頼性が高いので、そこは大切にしてもらいたいです。 

◇民放と比べてＮＨＫはしっかりしているイメージがあります。利益主義に走らないで

ほしいと思います。ＮＨＫは受信料でまかなっているということを前面に出してＰＲ

していくべきだと思います。 

◇私は大河ドラマなど大好きなのですが、ＮＨＫだからできる質の高い番組を若い人に

見てもらいたいというのは重要なことだと思います。子どもの頃は、あまりテレビを

見すぎてはいけないと親に言われたものでしたが、テレビを見ることでいろいろなこ

とが学べるということもどんどん伝えていく必要があると思います。 

◇なぜＮＨＫが若者から敬遠されるのかというと、マイナスイメージを持たれている 

からだと思います。民放でたまに有名人が「ＮＨＫは拘束時間が長いわりにギャラが

少ない」と言っており、そういう情報に洗脳されている部分はあると思います。実際

はわかりませんが、出演者にはもう少しよい対応をしたほうがよいと思います。 

◇ＮＨＫのニュースを一番信頼しています。民放に比べ、ＮＨＫはすっきりとした報道

をするのですごく好きです。『東京カワイイ☆ＴＶ』も見たことがありますが、少し

無理をしている感じがあります。親しみやすさも大切だと思いますが、ＮＨＫはまじ

めに「報道のＮＨＫ」路線で放送されたらよいと思います。 

◇今日参加してみて、自分自身がＮＨＫについていろいろな思いがあることがわかりま

した。いろいろなＰＲも必要ですが、それに加えてＮＨＫへの意見を書くようなアン

ケートを配ったらどうだろうかと思います。 

◇ＮＨＫの方がこんなにも若者に目を向けてくれていることを初めて知りました。そう

いったＰＲに力をいれていただければ、もっと好感を持てて寄り添っていけると思い

ます。 

 



（桑野委員） 

 今日はＮＨＫだからこそできる質の高い番組を皆さんが期待していることがよくわ

かりました。一方で、経営方針に書かれている構造改革を進めることなどももっと皆さ

んにしっかり伝わるようにしていかなくてはならないと思いました。 

（関根理事） 

 今、ＮＨＫはさまざまな部分で変わっていこうとしています。会長はアサヒビールの

会長をなさったあとにＮＨＫの会長になられた方ですから、民間の考え方を持っておら

れます。若い職員の意見も直接聞き、その意見を反映した具体的な施策を打ち出してい

ます。ご意見にあったように、私たちは外部からの意見を取り入れず内部でのみ検討す

るという面もありました。今までの体制を急に変えていくことは難しいですが、徐々に

変えていこうとしておりますので、今後のＮＨＫに期待していただきたいと思います。 

 

 

《Ｄグループのディスカッションの概要》 

 

第１のテーマ：ＮＨＫへの接触者率について 

 

（小林委員） 

 それでは１つ目のテーマの「接触者率」から進めていきますが、なぜ接触者率を80％

にするという目標を掲げたのかを説明します。現在の接触者率は全体で76％、20代の若

者は59％です。つまり４割の若者が１週間に５分以上ＮＨＫの番組などに接触していな

いという現実があります。一方で、70代の方は90％もの接触者率があり、若い世代との

かい離があまりにも激しいため、これを何とかしたいと考えて目標として設定しました。

また今日の会を設けたのも若い皆さんの意見を聞きたいと考えたからです。 

まず、「ふだんＮＨＫを見ているか」「 近よく見るようになったか」逆に「 近つま

らなくなったか」、などについて発言してください。また、民放と比べての意見でもよ

いので自由にお聞かせください。 

【参加学生】 

◇僕はＮＨＫをあまり見ていませんし、必ず見るという番組もありません。気になる 

ニュースがあるときにはＮＨＫを見ますが、バラエティー番組やおもしろさを期待し

て ＮＨＫを見ることはありません。 

◇ＮＨＫで見るのは、ニュースぐらいです。時間帯的にもっと見やすい時間で短い時間

のニュースを民放が放送しているので、ＮＨＫを見なくてもいいかなと思っています。

19時ごろにはテレビが見られません。22時ぐらいなら何とか見られます。 

◇ 近はＮＨＫも結構おもしろい番組が増えたなあと思っています。個人的には質の高

い番組はやっぱりＮＨＫだと思います。ドラマやバラエティー番組でも突っ込んだ内

容が多いと思います。 近は何か見ようかなと思ったときにはＮＨＫのチャンネルか

ら見るようにしています。 

◇何となく民放のバラエティー番組は表面的な感じがします。ＮＨＫはおもしろさの中



にも説得力のような見終わったあとの充実感のようなものを感じます。 

◇私はテレビには娯楽を求める部分が大きいので、あまりＮＨＫを見ていませんでした。

しかし、親がよく見るＮＨＫの番組を一緒に見ているうちに、ＮＨＫもおもしろい番

組があるのだなと知り、 近は見るようになりました。 

◇私もＮＨＫはあまり見ないですが、毎週土日は22時からのスポーツニュースを必ず見

ています。そのほかは、私もテレビには娯楽を求めるほうなので民放を見てしまいま

す。 

◇『クローズアップ現代』や夕方のニュースはほぼ毎日見ています。ただリビングにテ

レビがあるので、「ＮＨＫは芸能ニュースなどをあまり放送しないのでつまらない」

と言って、家族にチャンネルを替えられてしまうこともあります。 

（小林委員） 

  ＮＨＫの接触者率を上げるという目標について、何かよいアイデアや思いつきでも

よいのでご意見はありませんか。また、民放は視聴率を非常に気にしますが、ＮＨＫ

の場合は、視聴率だけを気にしないで独特のスタイルや特色を維持したほうがいいと

いう考え方もあると思うのですが、そうした考え方についてはどう思いますか。 

【参加学生】 

◇根本的にＮＨＫと民放の番組は、バラエティー番組を例にしても違うと思います。  

民放の場合は、流行のタレントを起用して華々しく盛り上げるという感じがしますが、

ＮＨＫはちょっと暗い印象があります。根本的に若者には合わなくて難しいのではな

いかと思います。 

◇ＮＨＫの魅力をもっとわかりやすく伝えることが大切だと思います。例えば、新聞の

テレビ欄を見てもあまり目がいかず、チャンネルをＮＨＫにあわせても何を放送して

いるのかわかりづらいので、すぐ替えてしまうことがあります。 

◇ＮＨＫで番組を制作されている方は、視聴率をどのくらい意識しているのかが気にな

ります。 

◇ 近テレビをまったく見ない若者が増えていると言われています。接触者率を上げる

ためには、どうすればテレビを見てもらえるのかを考えなくてはならないと思います。 

（小林委員） 

 ＮＨＫの場合、視聴率もある程度は気にしていますが、気にしすぎてはいけないとい

う考え方もあります。あまり視聴率を気にすることはないのではないかと思う方はどの

くらいいらっしゃいますか。（ほとんどの学生が挙手）ＮＨＫとしては、接触者率が６

割を切っている若者が、ある程度の年齢になれば、テレビを見るようになってくれると

いうのであれば、そんなに危機感を持つこともないのですが、将来もＮＨＫから離れた

ままではないかという心配があります。 近の若い方は、テレビ以外の楽しみのほうが

多いのでしょうか。また今は、テレビをパソコンで見るとか、携帯電話で見るなどさま

ざまなスタイルがありますが、皆さんはテレビで見ないでパソコンや携帯で見ることが

多いのでしょうか。 

【参加学生】 

◇僕は結構テレビが好きなのでよく見ているほうだと思います。接触者率を上げようと



されていますが、僕はそれほど気にする必要はないのではないかと思います。今の接

触者率がそれほど低いとは思いません。ＮＨＫならではの番組を制作してほしいと思

います。 

◇昔はお茶の間で家族みんなで食事をしながらテレビを見ていましたが、今はライフス

タイルが変わり、学校やアルバイトなどもあるので、テレビが一番の楽しみではなく

なったのだと思います。どうやって若者をテレビの前に引き戻すかは重要だと思うの

ですが、ＮＨＫはよいドキュメンタリーなど放送していて、そういった番組は若者も

見ていますし、若者の接触者率が59％というのは決して低いとは思いません。 

◇私の場合、気になるスポーツの結果などがあれば、電車の中で携帯電話で見ることも

ありますが、ほとんどはテレビで見ています。 

◇スポーツ系の番組や地震や災害があった時はＮＨＫを見ます。今一人暮らしなのです

が、実家では地震があるといつも母親がＮＨＫにしなさいって言っていたものですか

ら、その癖で見るようになりました。やっぱり信頼性と速さが違うと思います。 

◇私はほとんどＮＨＫを見ません。報道についてはすごく信頼していますが、自宅にい

る時にニュースの時間が合わなくて、ＮＨＫのニュースを見られないからです。その

ほかのドラマやバラエティー番組は、やっぱり民放を見てしまいます。ＮＨＫは、年

齢層が高い方向けのイメージがあります。そういったイメージもだんだん変えていっ

たほうがよいと思います。 

 

第２のテーマ：受信料について 

 

（小林委員） 

 ＮＨＫは受信料制度で成り立っています。各世帯でテレビ受信機を設置したら受信料

をお支払いいただくというシステムです。本来テレビを設置したら100％受信料をお支

払いいただくことになっているのですが、現在の支払率は71％ぐらいです。それではい

けないので、３年後に75％に、５年後には78％に支払率を上げていくという目標を立て

ました。 

受信料は衛星契約で年間25,520円、地上契約で14,910円となっています。高いと思い

ますか、それとも安いと思いますか。 

【参加学生】 

◇ふだんよくテレビを見る人にとっては年間で考えればそれほど高いとは思いません。

しかし、あまり見ない人にとっては、なぜ見ていないのに払わなくてはいけないのか

という気持ちになると思います。 

◇ニュースや月曜日の深夜番組、大河ドラマなどは見ているのですが、受信料は親が払

っているのであまり意識したことがありません。 

（小林委員） 

 受信料は世帯で払っていただいていますから、家族単位で考えると１契約で一家みん

なで見ていただくことができます。それを前提として受信料の料金についてどう思いま

すか。 



【参加学生】 

◇一世帯分の受信料と考えるとそれほど高くはないと思います。 

◇受信料が具体的にどのように使われているのかが明確になっていないので、年間２万

５千円だとしても意識としては高いと母は言っていました。私もそう感じます。 

◇親が支払っているのであまり高いとは思わないのですが、自分で払うとなると、でき

れば払いたくないという気になってしまいます。 

◇自分はそんなに見る番組がないので、できればスクランブルをかけていただきたいの

ですが、それだと支払率が大幅に下がると思います。もう少し見たいと思えるような

番組を増やしていくしかないと思います。 

（小林委員） 

 受信料がいい番組を作るために使われているとか、無駄なく使われているならば納得

できるという意見がありました。それでは、支払っていない方が現実に３割いらっしゃ

ることについてはどう思われますか。 

【参加学生】 

◇支払わないのは、必要とする番組がないからではないかと思います。支払っていない

方も、支払ってでも見たいと思う番組があれば支払うと思います。 

◇私は、支払率が70％もあるのはすごく高いほうだと思います。ＮＨＫをそれほど見な

くて民放を見ている人が結構いると思いますが、そういう人も含めて70％の人が支払

っているというのはすごく高いと思います。 

◇僕は一人暮らしですが、ＮＨＫをまったく見ないわけではないので、先日初めて自分

で支払いました。 

（小林委員） 

 テレビを見ないから受信料を払わないという意見の方がいらっしゃる一方で、公共放

送ＮＨＫは皆さんの財産として見なくても受信料を負担すべきという考え方もありま

す。今、ＮＨＫでもいろいろな検討をしていますが、不公平感をなくすために払わない

人に対しては、裁判をして支払っていただくということも今徐々に行われています。非

常に大切なテーマなのでほかにも意見がありましたらお願いします。 

【参加学生】 

◇多分、支払わない人はＮＨＫを見ても支払わないと思います。見るとか見ないとかと

いう問題ではなく、テレビがないと嘘をついたりすることは、良心の問題だと思いま

す。災害時の保険という意味でも、月々1,300円ほどは支払うべきだと思います。 

◇今接触者率が80％弱ですから、20％強の人はＮＨＫに接触していないことになります。

そうしたほとんど見ていない人に無理に払わせるのは難しいと思います。 

（小林委員） 

 支払率を上げることについて、無理をして上げる必要はないのではないかという意見

の方はいらっしゃいますか。 

【参加学生】 

◇イギリスでは、教育の現場でＢＢＣの番組を多く活用しているので、そのお礼の意味

もあり支払いをしている国民が多いと聞いています。そこで、義務教育のなかで  



ＮＨＫの教育番組をもっと教材として使ってもらったらどうでしょうか。また、私は

実際のところ、あまりＮＨＫは見ていないのですが、『サラリーマンＮＥＯ』を見た

ときはおもしろいと思いました。みんなはおもしろい番組が放送されていることを知

らないから見ないだけであって、もっとＰＲをすることで接触者率も支払率も上がっ

ていくのではないかと思います。 

 （黒木理事） 

実は小さな子どもたちは、『おかあさんといっしょ』などをとてもよく見ていて、幼

少期のＮＨＫに対する接触者率はとても高くなっています。ところが小学校４、５年生

ぐらいからだんだんとＮＨＫ離れが進んでいきます。皆さんぐらいの年齢の方が一番距

離感があるので、ぜひ10代、20代をＮＨＫに取り戻したいと思っていますが、 も   

ＮＨＫの苦手としているところでもあります。 

【参加学生】 

◇確かに子どものころは、『天才てれびくん』や『忍たま乱太郎』『フルハウス』『おか

あさんといっしょ』などの教育テレビの番組ばかりを見ていました。母親もＮＨＫを

見せておけば子どもは黙るからと思ってずっと見ていたと思います。その後ＮＨＫは

見なくなり、ずいぶんと間があってから、『サラリーマンＮＥＯ』やおばあちゃんが

見ている『ためしてガッテン』などを見るようになりました。このように長いブラン

クがあることがＮＨＫ離れにつながっていると思います。 

◇保育園のころは、『忍たま乱太郎』などの単純なアニメを好んで見ていましたが、小

学校３、４年生のころからは、もっと複雑なアニメを見るようになりました。『ワン

ピース』や『ポケモン』のようなアニメがＮＨＫでも放送されていれば、僕たちの次

の世代も見たいと思って接触者率も下がらないのかもしれません。 

◇『ワンピース』や『ポケモン』『アンパンマン』に登場するキャラクターが好きな子

どもはいても、『どーもくん』や『ななみちゃん』が一番好きという子どもはいない

と思います。つまり、キャラクターの力というものが大切だと思います。 

（黒木理事） 

 民放は、そうしたキャラクターについては、グッズの販売も含めた総合的な戦略を立

てて展開しています。ただ、かなりの予算をかけているのも事実です。 

【参加学生】 

◇『天才てれびくん』は、僕らの世代が見てきた番組です。その当時出演していたウエ

ンツ瑛士も今では民放で大活躍しています。教育テレビで見ていた彼が民放で活躍し

ているのを見ると、どうしても民放のほうを見てしまいます。 

◇子どもには総合テレビの内容は理解しづらいと思います。また、教育テレビは、テレ

ビに勉強しろって言われているような印象があります。それならば民放を見ようと思

ってしまいます。 

 

 

 

 



第３のテーマ：どんなＮＨＫであってほしいか 

 

【参加学生】 

◇先日、市橋容疑者が逮捕されたとき、ＮＨＫが民放のようにヘリコプターで追いかけ

て中継していました。なんでＮＨＫがこんなことをしているのか驚き、がっかりしま

した。 

◇接触者率と支払率を上げるために番組をおもしろくするといった向上心を持たれて

いることはよいと思うのですが、民放のようにはなってほしくないと思っています。

ＮＨＫはＮＨＫらしさというものが絶対に必要です。私もＮＨＫを見ていておもしろ

い番組があることがわかったので、ＮＨＫはまずＮＨＫを見ていない人に対してＰＲ

する場を設けたほうがよいと思います。 

◇例えば、自分が好きな芸能人が出演すると番組を見ます。ところが、ＮＨＫはあまり

流行の人を出演させていないような気がします。ゲストに頼りすぎるのも悪いのです

が、逆にうまく起用することも考えたほうがよいと思います。 

◇民放のスポーツ中継はちょっとうるさすぎるので、スポーツの中継はＮＨＫを見るよ

うにしています。ＮＨＫの中継は落ち着いていて、場面と場面をつなぐのも一番うま

いと思います。 

◇ＮＨＫの改革は、よいものをさらによくしていくという方向でお願いしたいです。接

触者率を上げるために変えていくのではなくて、質の高いものを制作した結果、接触

者率が上がったということのほうがよいと思います。 

◇民放と違って、ＮＨＫはある意味ひとつのジャンルとして成り立っていると思います

ので、それを変えていく必要はないと思います。ＮＨＫというジャンルを見たくなっ

たときはＮＨＫを選ぶので、ＮＨＫらしさを保って今制作している番組に自信をもっ

てＰＲしていくべきだと思います。 

（黒木理事） 

 ひとつだけ 後に質問させてください。紅白歌合戦については、今後も続けていこう

と思っていますが、視聴率でいえば40％ぐらいです。皆さんは見ていますか。 

【参加学生】 

◇好きな歌手が出演するときと、結果発表だけ見ています。 

◇ 後の出演者だけは見ています。ただ個人的には、演歌はいらないんじゃないですか。 

◇歌手と歌手とのつなぎが大事だと思います。つまらないつなぎだったり、逆にふざけ

すぎたりしないほうがよいと思います。 

◇衣装が気になって見ています。 

 

 

【Ａグループの学生代表者による発表】 

 

 「日ごろどんな番組を見ているか」については、スポーツ番組、ドラマ（フジテレビ）、

朝のニュース番組、ドキュメンタリー番組、視聴者参加型のバラエティー番組、『世界



遺産への招待』（ＮＨＫ）などがありました。 

ＮＨＫの番組をあまり見ない理由については、「テレビ番組自体がおもしろくない」

「テレビが始まって 50 年以上たっており番組のバリエーションに新しいものがなく、

自分たちのやりたいことの時間を削ってまで見るほどでもない」などの意見がありまし

た。 

ＮＨＫ側から、「子どもの頃、親と一緒にテレビ番組を見ていましたか」という質問

があり、学生からは小学校高学年ぐらいからあまり見なくなってきて、成長するにつれ

てＮＨＫの番組を見なくなったという話がありました。 

「今後ＮＨＫに放送以外のどんなサービスをしてほしいか」という話題では、「テレ

ビよりインターネットのほうが、情報が速くて便利だ」とか、「携帯電話のツールは移

動中に結構使っている」などという意見がありました。また、「ＮＨＫオンデマンドな

どに興味はあるが、まだ試したことがない」という学生もいました。 

 続いて、受信料については、「高い」という意見が大半を占めていました。また、「家

族割引について知らなかった」「家族も高いと言っている」などの意見もありました。｢ど

うしたら受信料を公平に払ってもらえるようになるか｣という点については、あまり意

見が出ませんでした。 

「どのようなＮＨＫであってほしいか」というテーマについては、「エコについて、

放送だけでなく全社的に取り組むイメージがあると印象がよい」「大相撲のような昔か

ら放送している番組はずっと放送してほしい」「『スポーツ大陸』はずっと放送してほし

い」「視聴率を気にせず、独自路線でＮＨＫらしいバランスのとれた番組を続けてほし

い」という意見が出されました。 

 

【Ｂグループの学生代表者による発表】 

 

 Ｂグループでは、１週間に５分以上ＮＨＫの番組などに接触している人は16人中11

人で約７割でした。そこで「日ごろどんな番組を見ているか」「ＮＨＫのイメージ」な

どについて話し合いました。その中で私たちがＮＨＫの強みと感じたのは、希少性や信

頼性、客観性だと感じました。例えば、「民放の場合は、スポーツの中継で解説者の熱

狂的な解説が入ったり、ニュースでもコメンテーターのコメントが入ったりと、バイア

スがかかったように見える」という意見が出ました。一方で、ＮＨＫの悪いイメージと

して、「つまらない、硬い、友達と情報を共有できない」という意見があがりました。

ニュースのコメントについては「単なる淡白な情報ならば、インターネットなどでいく

らでも入手できる」「民放の場合は、集中して番組を見ていなくてもコメンテーターの

話していることで多面的な見方が得られる場合などもある」といった意見も出ました。

ＮＨＫからは、若者の意見を取り入れながら、例えば『東京カワイイ☆ＴＶ』などの若

者向けのコンテンツを作っているとの説明がありました。しかし私たちのグループでは、

その番組を見ている人は数名だけで番組を知っている人は多くはありませんでした。そ

の理由として、「番組の存在を知らない」「ＮＨＫをあまり見ない」という声があり、な



ぜＮＨＫをあまり見ないのかというと「硬いイメージがあるから」もしくは「親が見な

いから」という意見が出ました。いくらＮＨＫがコンテンツの制作に努力していてもそ

れを見るきっかけがなければ、伸び悩むのではないかと思いました。 

ＮＨＫオンデマンドについては、「利用料が高い」「Windows以外使えない」「見ること

ができる番組が限られている」などの弱点があげられました。 

 受信料については、安いと思っている人はいなくて、見ない人にとっては高いと感じ

るという意見が出されました。それではどのようにして受信料収入を高めて接触者率を

上げていくのか。私は、接触者率が上がれば受信料の回収率も上がるとは思いますが、

それだけでは無理だと思います。なぜなら、ＮＨＫに対してネガティブイメージを持っ

ている方は、 後までＮＨＫに接触さえしないと思うからです。例えば、ＮＨＫがコン

テンツを作っているだけではなく、放送を送信する環境整備をしたり、技術開発をして

いるなどのイメージを視聴者にアピールしていけば、「私たちはＮＨＫの番組を見てい

るからではなくて、放送の視聴環境を利用しているから受信料を払わなければいけない

のだ」というイメージができてくると思います。それにともなって、コンテンツの利用

度も増すのではないかと思います。 

そのほか、「ＮＨＫは今後も公共性や公平性は保ちながら、若い人にも受けるような

親しみやすい番組も作ってほしい」「コンテンツの充実だけではなく、ＮＨＫオンデマ

ンドの無料化や値下げを検討したり、民放など他局と合同で番組のアーカイブ化を検討

してもらいたい」などの意見も出されました。 

 

【Ｃグループの学生代表者による発表】 

 

テーマ１の『ＮＨＫへの接触者率を３年後に 80％にする』については、「ＮＨＫの番

組は硬い」「アルバイトなどで見られないことが多い」「番組紹介は他のメディアを通じ

て行ったほうがよい」「ニュースに強いということをＰＲすべきだ」「ＮＨＫらしい番組

作りをすれば接触者率を高めることができるのではないか」などの意見がありました。

また、ＮＨＫ側からもＰＲの大切さについてお答えがありました。 

テーマ２の『受信料の支払率を３年後に 75％にする』という提言については、「受信

料の学生割引はあるのか」「学生にとっては高い」などの意見がありました。私は、受

信料は高いというイメージがあるのですが、はじめに料金についてグループでアンケー

トをとると「適正」と答えた人が５人、「高い」と答えた人が 10 人でした。しかし、話

し合いを進めていくうちに「ちょうどよいのではないか」という意見が増えていきまし

た。番組の質をより一層高めＮＨＫの存在を示すことで支払率は上がっていくのではな

いかと思います。また、受信料の日割りの料金を示すことで受信料の高いというイメー

ジを改善できるではないかという意見も出されました。 

 後に「どのようなＮＨＫであってほしいか」というテーマについて話し合いました。

みんなが知っている古きよきＮＨＫのイメージだけではなくて、そのイメージにプラス

して「楽しいＮＨＫ」など、変わっていこうとしているイメージをＰＲすることも大切



だと思います。一方で古きよきしっかりとしているイメージも大切なので両方ともＰＲ

することが、よりＮＨＫの発展につながると思います。 

 

【Ｄグループの学生代表者による発表】 

 

テーマ１の『ＮＨＫの接触者率を３年後に 80％に』について、Ｄグループでは２つ

の意見がありました。１つは、「ＮＨＫは民放のように接触者率をそんなに気にする必

要はないのではないか」という意見が多く出ました。そもそも若者へのテレビの接触者

率が低い中で、若者が 59％ぐらい見ているというのはとても高いほうだというふうに

考えています。さらにＮＨＫを見てもらいたいというのであれば、子どものときからＮ

ＨＫがいかに重要なのか、例えば災害情報をＮＨＫで見るとか、「ＮＨＫが小さいころ

からみんなに親しまれる環境を作るべきだ」という意見が出されました。 

 テーマ２の『支払い率を３年後に 75％に（５年後には 78％に）』に対しては本当にさ

まざまな意見が出ました。１つ目は、「強制的に引き落としをするべきではないか」と

いう意見です。「ＮＨＫを見ていないとはいえ、やはりどこかでは必ずＮＨＫに接触し

ている部分があり、頼りになっている部分があるのだからみんな強制的に払うべきでは

ないか」という意見がありました。２つ目は、「見ていないのに無理やり払わせるのは

どうか」という意見も出ました。３つ目は、「子どものころからＮＨＫにお世話になっ

ているので恩返しの形で払うといった環境を作り上げるべきではないか」という意見で

す。そして４つ目は、「接触者率を上げることこそがこの問題の解決につながるのでは

ないか」という意見が出ました。 

 テーマ３の「どのようなＮＨＫであってほしいか」については２点意見が出されまし

た。１つ目は、「民放のようにはなってほしくない。先日、市橋容疑者が連行されると

ころをテレビカメラで追いかけるシーンがあって、それを見て少し幻滅してしまった。

なんか民放みたいになっていることがちょっと悲しい」とか、「ＮＨＫらしさをこのま

ま続けてほしい。よいものをさらによくするような形であってほしい」というような意

見でした。２つ目は、「せっかくＮＨＫにおもしろい番組があるのにそれを気づくきっ

かけがない。民放は自社のＣＭとかで宣伝をするコーナーがあるが、ＮＨＫの場合、Ｎ

ＨＫのチャンネルを合わせることでしかおもしろい番組に気づく方法がない。」「こんな

おもしろい番組あるんですよ、ためになる放送があるんですよ、といったＰＲが必要で

はないか」という意見が出ました。 

 

 

《経営委員・理事のまとめのあいさつ》 

（溝口理事） 

皆さんの意見を聞いていて特に痛感したことは、例えば「同一生計の場合は、家族割

引がある」とか、「ＮＨＫはこんな番組をやっていますよ」といったことがきちんと視



聴者に届いていないということです。広報力をもっと強化していかなければならないと

思います。それから少し安心したことは、「今は見ていないけれど、僕らも年を取った

らきっとＮＨＫを見るようになりますよ」と話してくれたことです。必ず皆さんが鮭と

同じようにもう一度『おかあさんといっしょ』の川に戻ってくるように、われわれも頑

張りたいと思います。 

（八幡理事） 

30 年前の私の学生時代と今の学生さんたちのＮＨＫに対するイメージがほとんど変

わっていないことに驚きました。これから若い人たちにＮＨＫの番組を見てもらうため

にどんなことをすればいいのか、いろいろ考えさせられました。これまでのＮＨＫのイ

メージを守る一方で、見てもらうためにどう変わっていけばいいのか、これからじっく

り考えたいと思います。 

（関根理事） 

もう少し時間があればさらに深まった議論ができたかなと思っております。ＮＨＫを

ＰＲするためにはＮＨＫの放送を見ていただかなくてはならないが、もともと放送を見

ていないので伝わらない、というジレンマを痛感しました。大変厳しい意見や参考にな

る意見がたくさんありました。今後は情報を共有し、一歩でも二歩でも前に進めること

を考えていきたいと思います。 

（黒木理事） 

ＮＨＫを知ってもらう方法としては、もちろん私たちの放送を見ていただくというこ

とが一番大事ですが、それ加えて、私たち自身が今日のように皆さんといろんな機会に

直接お話をすることが大事だと思います。本当はもうちょっと皆さんと同じぐらいの年

齢のディレクターやアナウンサーを連れて来られたらよかったのですが、今日はほんと

うにありがとうございました。 

（井原委員） 

公共放送ＮＨＫにかかわるようになり、このごろ「公共」とは何なのかということを

考えることが多くなりました。従来公共という概念は、公共の財とかサービスの対象、

言い換えれば、客体の属性といったものが公的なものであるという観点で捉えられてい

たように思います。それが今は提供する主体のあり方が重視されるようになっていると

感じています。ＮＨＫという放送サービスを提供する主体のあり方としては、視聴者と

ともに、学生の皆さんとともに、パートナーシップをベースとして放送サービスを提供

することが大切だと思います。 

今日はほんとうにたくさんの熱い真剣なご意見をいただきました。こうした学生の皆

さんをパートナーとしてＮＨＫは頑張っていかなければならないと思います。今日いた

だいたご意見は今後の活動に生かしていきたいと思います。今後ともＮＨＫとともにい

ろいろとお考えくださいますようお願いいたします。 



（桑野委員） 

私は、皆さんがこんなにもまっすぐな目でＮＨＫを見てくださっていること、その温

かさに感激し勇気づけられました。それと同時に皆さんにＮＨＫからの情報が届いてい

ないのではないかと思いました。先ほどから意見があがっていますように、ＮＨＫの行

っていることやサービスについてもっと皆さんに届けていく努力をしていく必要があ

ると思います。まずは皆さんにＮＨＫのファンになっていただくことが一番だと思いま

す。今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。 

（小林委員） 

今日は、いろいろな意見をいただきました。そのすべての意見は説得的であり、非常

に参考になるものばかりでした。またグループ代表の方のまとめかたがとても立派で、

その能力の高さに驚きました。発言内容のすばらしさなども合わせると「日本の学生は

立派なものだな。これで日本も大丈夫だな」というふうに安心したほど大変すばらしい

ものでした。私は、経営委員として、また監査委員として職務を行っていますが、今日

いただいた意見を参考にして務めていきたいと思います。 

（岩崎委員長代行） 

昨年から始めたこの会は、今まで私たちが壇上にいて視聴者の皆さんは客席から質疑

をするという形で行っていました。また、参加いただける方は、高年齢層の方が多かっ

たので、今回は、一番ＮＨＫへの接触者率が低い年代の皆さんの声を直接聞かせていた

だく会を企画しました。 

私たちのグループでは、子どものころはほとんど『おかあさんといっしょ』を見てい

たのに、小学校の高学年ごろから自分の求めているものとは違うＮＨＫからだんだん離

れてきたという意見がありました。それから、新聞からテレビ、テレビから携帯電話や

パソコンへという時代の流れにテレビが追いついていないのではないかという意見も

ありました。携帯電話やパソコンで双方向のやりとりはしているが、直接の声が聞けて

いないのではないかと思いました。今日は直接皆さんの声をお聞きして、若者が今何を

考えているのかを感じることができました。これを今後に生かして、皆さんにもっと 

ＮＨＫを見ていただけるようなＮＨＫに変わっていきたいと思います。 

 

＜ミーティング終了後の経営委員の感想＞ 

 

◇若者のテレビ離れが課題となるなか、学生たちの意見や要望をディスカッションも交

えて受け止めることができたことは、たいへん有意義だった。学生たちもよく考えて、

的確な発言をしていたことに感心した。 

◇若い人たちへのアプローチは、今までのやり方だけでは難しいと実感した。その一方

で、子どものころに見たＮＨＫの番組を大学生になっても基本としてとらえられてい

ることは、ＮＨＫの強みであると感じた。 

◇若者の接触者率が低いことから、「若者がＮＨＫに対して嫌悪感を持っているのでは



ないか」などと懸念していたが、それが払拭され、「ＮＨＫを視聴しない若者の多く

もＮＨＫの報道や番組については高い信頼感をもっている」と感じた。ＮＨＫが、良

質かつ適切な報道・番組を放送すれば、若者の接触者率も向上する、あるいはＮＨＫ

に対する信頼感をさらに高めることができると感じた。 

◇受信料など公共放送として基本的なことを知らない学生が多く、基本的なことを伝え

る仕組みづくりが必要であると感じた。 

◇ふだん、“若者の視聴率や接触者率が上がらない”と総論的に言われているが、放送

だけでなくインターネットや携帯も含めた 3-Screens の時代が当然の時代となって

いる中で、ＮＨＫは放送だけでなく通信分野にも全力を挙げて取り組まないと時代遅

れになると危ぐを抱いた。 

◇受信料について、家族割引があることを知っている学生は皆無だった。広報の強化が

必要なことを痛感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜当日会場アンケート集計結果＞ 

 

１．性 別   

男 性 女 性 不 明 

31 29 0 

 

２．年齢 

 18 歳 19 歳 20 歳 21 歳 22 歳 23 歳 24 歳 25 歳 

男 性 1 7 9 9 2 1 1 1 

女 性 3 7 9 6 2 1 1 0 

 

３．今回のイベントを何でお知りになりましたか 

放送 ホームページ 人から聞いて その他 

0 12 27 22 

※その他の回答･･･ゼミ・大学・大学の掲示・授業・教授 

 

４．今回のイベントに参加していかがでしたか 

①たいへん満足 ②満足 ③ふつう ④不満 ⑤たいへん不満 

12 32 14 2 0 

 

５．一番印象に残ったコーナーはどこでしたか（複数回答） 

①経営目標などの説明 ②グループディスカッション ③自由質疑コーナー ④サラリーマン NEO 

3 25 0 29 

 

６．経営委員会の仕事を知っていましたか 

①大変よく知っていた ②よく知っていた ③知らなかった ④その他 

1 7 50 2 

 

７．イベントに参加して、経営委員会の活動について理解が深まりましたか 

①理解が深まった ②特に変わらない ③わからない ④その他 

45 11 3 1 

 

 

 

 



＜当日会場アンケートに記された主なご意見（抜粋）＞ 

放送（番組）について 

 

◇若手職員のパワーをもっと前面に出して、民放ではできない視聴率を気にしない番組を

増やしてください。 

◇経営委員の方が学生の意見を真剣に聞いてくださり感激しました。皆既日食の中継では、

初めて見た日食に感動しました。これからも高い取材力で番組を制作してください。 

◇公平中立は何と何の間で変わるのか、範囲を決めるのはＮＨＫです。このことを自覚し

て、ＮＨＫの考える公平中立はどことどこの間なのかを視聴者に示すべきです。 

◇若い人の力を信じ、社会状況を考えながら努力していれば、成功すると思います。 

◇私は『東京カワイイ☆ＴＶ』をはじめ、ＮＨＫの情報番組をよく見ます。ＮＨＫを見る

ようになったきっかけは、親が見ているからですが、やはり大事なことは、ＮＨＫにも

おもしろい番組がたくさんあるということをしっかり広報することだと思います。 

◇国会中継は今後も続けてください。民放では、一場面しか見ることができないので、全

体を通して見ることができるＮＨＫはありがたいです。 

◇ぜひ、若者が友だちを誘い合って参加できるような視聴者参加型の番組を制作してくだ

さい。 

◇多種多様な視聴者がいるなかで、全てに照準を合わせるのは無理があると思います。あ

くまで“ＮＨＫらしさ”を守り、信頼できる番組を作ってほしいです。 

◇若者はテレビ自体を見る時間がないので、少ない視聴時間に選ぶ番組はおもしろくて気

楽な番組になりがちです。ＮＨＫを見るときは知的欲求を満たすために利用します。  

ＮＨＫの主軸はエンターテイメントではなくそちらにあると思います。 

◇若者向けの番組の存在をＰＲすることができれば、新しい視聴者は増えると思います。

ＮＨＫの放送以外の媒体を利用したＰＲの方法を考えたほうがよいと思います。 

◇ＮＨＫのイメージにとらわれず、おもしろいことをどんどんやってほしいと思います。

個人的には『東京カワイイ☆ＴＶ』のファンです。あのような番組作りに励んでほしい

と思います。 

◇ＮＨＫは完全に政府から独立したほうがよいと思います。 

◇若者向けの番組ばかりを考えるのではなく、現在の番組や息の長い番組のどこがよい点

なのか考えていくことも大切だと思います。 

◇私は、『天地人』『リトル・チャロ』が大好きで毎週欠かさず見ています。接触者率を上

げるためには、幅広い世代のさまざまなニーズに応えた番組を作り、「１週間のうちこれ

だけは欠かさず見る」と思えるような番組を個々人に持ってもらうことが大切だと思い

ます。 

◇紅白歌合戦はなくさないでください。紅白を見ないと年を越した気分になれません。 

◇私は、教育番組を強化すれば、幼いころからＮＨＫに愛着が沸き、受信料収入につなが

るのではないかと思っていました。しかし、小学校高学年になると多くの人が教育テレ



ビを見なくなるということがわかりました。私はフジテレビの『平成教育委員会』が好

きでよく見ています。そのようなクイズ番組をＮＨＫも放送されてはどうかと思います。

それからもっと視聴者参加型の番組が増えたらおもしろくなるのではないかと思います。 

◇本日の話し合いは、広報力を強化することが大切だという結果で終わっていましたが、

それを克服するために民放のようになってしまう解決のしかたはしてほしくないと思い

ます。 

 

受信料について 

 

◇受信料を払うことで視聴者が何を得られているのかを伝えることが大事だと思います。

また、受信料を払う人には何かメリットを感じさせることも大事なのではないでしょう

か。 

◇受信料一括払いの割引率を上げていただけるとうれしいです。 

◇受信料をどのように使っているのかをもっと公開して、現在未払いの人が受信料を払う

気持ちになるようにしていただけたらよいと思います。 

◇このようなミーティングを開き、若者の声を取り入れてほしいと思います。 

◇受信料を払った人には何かしらのサービスをすべきではないでしょうか。現在支払いを

していない３割の方のなかには支払う意味がわからないと思っている人も多くいると思

います。これまで支払っておらず急に払いはじめるには、それなりの利益を感じたいと

思います。 

 

広報について 

 

◇ＮＨＫの番組を授業などで見ると、おもしろいと思うことが多いです。ＮＨＫがおもし

ろい番組を放送していることを知らないまま、同じような番組を流す民放がおもしろい

と思われるのは、もったいないと感じています。 

◇広報力をどう生かせるかが見る側を引きつける鍵となると思います。 

◇ＰＲにはぜひメーリングリストの機能を使っていただきたいと思います。長期的に登録

者が増えれば、若者を呼びこむには効果大だと思います。 

◇知らない番組が多すぎるので、雑誌などでもＮＨＫの番組ＰＲをしてほしいです。若者

向け番組ならば、ファッション誌などに掲載してみてはどうでしょうか。 

 

ミーティングの運営について 

 

◇こうした機会を設けていただき、ありがとうございました。今後もよりよい形で視聴者

と触れあってください。 

◇今回のイベントに関しては、やはり時間が足りなかったと思います。もっと議論は盛り

上がったほうがよいと思うので、もう少し時間を増やすべきだと思います。 



◇一つのグループの人数が多すぎて円滑なディスカッションができないと感じました。 

◇ためになる話がたくさん聞けて、とてもおもしろかったです。また参加したいと思いま

す。ぜひ２回目もやってください。 

◇アトラクションの吉田さんの話はとてもためになり、納得しました。 

◇ＮＨＫ関係者の生の声を聞き、「変化したい」という思いが強くあることを感じられて、

とてもよかったです。 


