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＜会合の概要＞ 

  「経営委員会による受信者意見聴取」の平成２４年度第５回は、甲

府放送局で実施し「経営全般」「放送」の二つのテーマで、公募

による２７名の視聴者のみなさまからご意見を伺った。 

 

＜会合の名称＞ 

「視聴者のみなさまと語る会 ～ＮＨＫ経営委員とともに～」in甲府 

 

＜会合日時＞ 

  平成２４年９月２９日（土） 午後２時～４時 

 

＜出席者＞ 

  【視 聴 者】 公募による視聴者２７名 

  【経営委員】 浜田 健一郎（委員長） 

         作田 久男 （委員長職務代行者） 

  【執 行 部】 小野 直路 （副会長） 

         福井  敬  （理事） 

         堀田 一朗 （甲府放送局長） 

  【司  会】  柿沼 郭 アナウンサー 

 

＜会 場＞ 

  甲府放送局 １階 ハートプラザ 

 

＜開催項目＞ 

   以下の通り進行した。 

  １．開会あいさつ 

  ２．経営委員による説明 

      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 

     （１）ＮＨＫの経営全般について 

     （２）ＮＨＫの放送について 

  ４．閉会あいさつ 

     

    「視聴者のみなさまと語る会」終了後、「『ダーウィンが来た』制

作の舞台裏」と題して、菊池哲理ＥＰ（ＮＥＰ制作本部自然科学

番組）によるトークショーを開催した。 
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＜概要・反響・評価＞ 

  ・公募の結果、はがき、ホームページなどを通じて、計４４名から参加 

の申込があり、全員に案内を送付した。その際、参加者の意見把握と 

参加意志の確認のために事前アンケート調査を実施したところ、３７ 

名の方から回答、返送があり、３１名の方が参加すると答えていた。 

当日は、２７名のみなさまが来場された。 

  ・「経営全般」と「放送」の二つのテーマを設定し進めた。参加者から 

は「受信料の値下げ」「公平負担」「災害報道」「甲府放送局の移 

転」など多岐にわたる意見、提言があった。 

  ・終了後の意向集約のアンケート調査を行ったところ２７名の参加者の 

うち２６名から回答があった。 

  ・参加者の満足度については、｢大変満足｣１１名（４２．３％）、「満

足」１３名（５０％）、「普通」２名（７．７％）という回答をいた

だき、「不満」「大変不満」という回答はなかった。 

  ・また、回答者の６１．５％にあたる１６名の方が「経営委員会の仕事 

を知らなかった」としていたが、「語る会」の終了後には「よく知っ 

ていた」「知っていた」と答えていた方も合わせて８０．８％にあた 

る２１名が、「経営委員会の活動について理解が深まった」と回答し 

た。 

 

 

≪協会の基本方針・重要事項の説明≫ 

 

（浜田委員長） 

初めに、私ども経営委員会の役割についてご説明をしたいと思います。 

経営委員会の役割は、放送法に明文化されておりまして、ＮＨＫの経営の基

本方針などの議決や、会長以下ＮＨＫ執行部の役員の業務の監督など、ＮＨ

Ｋの経営に対し重い責任を負っております。こうした役割を持つ経営委員会

の委員は、衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣より任命されます。委員

の選任にあたっては、教育、文化、科学、産業、その他の各分野及び全国各

地方が公平に代表されることを考慮しなければならないと放送法で定められ

ております。経営委員の任期は３年であります。再任されることもあります。

委員の定数は１２名ですが、現在は１１名の体制となっております。 

また、経営委員の中から、常勤の委員でもあります井原委員と上村委員、

渡 委員の３名が現在監査委員に任命されており、経営委員会を含めた役員
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の職務の執行を監査する役目を担っております。 

私ども経営委員がその重責を果たすため、視聴者の皆様のご意見を直接お

伺いすることも定められております。本日は、その機会として、皆様からＮ

ＨＫに対する忌憚のないご意見をお聞かせいただきたいと思っていますが、

その前に、平成24年度から26年度３か年のＮＨＫ経営計画と、平成24年度の

収支予算の事業計画について簡単に触れさせていただきます。 

まず、24年から26年度のＮＨＫ経営計画についてであります。計画は、

「３か年の基本方針」のもとに「４つの重点目標」で構成をしております。

基本姿勢として、公共放送の原点に立ち返り、その役割の達成を目指すこと

を強く意識しております。 

重点目標の１つ目は「公共」であります。未曾有の被害をもたらしました

東日本大震災でのさまざまな体験や教訓を生かし、いかなるときにも皆様の

安全・安心を守るための情報をいち早く正確に提供したいという思いで、放

送機能を強化することを可能な限り盛り込みました。 

２つ目は「信頼」です。これは、世界に通用する質の高い番組、そして日

本、地域の発展につながる放送やサービスの充実に取り組むというものであ

ります。 

３つ目は「創造・未来」で、進展する放送と通信の融合時代にふさわしい

新しいサービスの充実を盛り込みました。 

４つ目は「改革・活力」ということで、経営改革で効率的な経営を行いま

す。加えて、経営計画に盛り込みました視聴者の皆様への還元につきまして

は、ＮＨＫにとっては事実上初めてとなる受信料の引き下げです。 

具体的な値下げ幅は、地上契約で２か月ごとのお支払いの場合、口座・ク

レジット支払いでは年間1,440円であります。継続振込支払いでは年間840円

の値下げとなります。来月10月から実施しますが、全体で現在の受信料収入

の７％の値下げとなります。３年間でＮＨＫにとっては1,162億円の減収が

見込まれております。そのため、一層効率的な経営に努めるとともに、受信

料の公平負担に向けた取り組みを進めているところであります。 

経営計画にあわせ、３か年の事業収支についてご説明をいたします。24年度

からの３か年の事業収支は、事業収入、事業支出とも、値下げ前の昨年度を

下回るものとなります。そのうち受信料収入につきましては、値下げにより、

24年度、25年度は前年度に比べて減ります。ただ、値下げの影響を吸収し終

えた26年度には、126億円の増とする計画であります。その結果、事業収支

は、今年度は収支均衡、来年度は47億円のマイナス、再来年度は10億円のプ

ラスとなりますが、３年トータルで37億円のマイナスという厳しい数字とな

ります。 



-4- 

以上、24年度から26年度のＮＨＫ経営計画について説明しましたが、今回

の経営計画の策定にあたって特に力を入れた点として皆様にお伝えしたいの

は、次の４点であります。１つ目は、国民の安全・安心を守るために、情報

を速く正確にお伝えできるよう機能を強化するための設備投資、２つ目は、

番組の質を高めていくこと、３つ目は、国際放送の拡充、４つ目は、営業経

費、すなわち受信料の徴収コストの検討を進めるために、経営委員会として

執行部に定期的に報告を求める意思決定をしたこと、これらの点であります。 

以上、ご説明してまいりました経営計画のもと、24年度の事業運営をしてい

るところです。 

続いて、ＮＨＫの平成24年度収支予算と事業計画の概要をご説明します。 

事業収入、事業支出とも6,489億円規模の予算となっています。10月から実

施する値下げの影響による事業収入減に対して、事業支出は重点目標の一つ

である公共放送の機能強化を実施するとともに、放送サービスの充実を図る

一方で、業務の棚卸しによる経費の削減を行うこととしています。収支予算

の表の下にある建設積立金は、現在、東京渋谷にあります放送センターの老

朽化が進んでいるため、建て替えを検討しており、その財源として400億円

を財政安定のための繰越金から組み変えたものです。 

続いて、３か年経営計画でご説明しました４つの重点目標それぞれの具体

的な内容についてご説明いたします。 

１つ目の「公共」につきましては、首都圏直下地震などにより、東京の放

送センターの機能が失われた場合に、放送センターに代わって全国ニュース

を送出できるよう、大阪放送局にバックアップ機能を整備いたします。また、

大規模災害時の緊急報道に備え、ニュース制作緊急展開チームを新設し、報

道制作体制の充実に取り組みます。 

２つ目の「信頼」としまして、24年度の主な番組や地域サービス、国際放

送の強化についてお示ししております。先月開催されたオリンピックのロン

ドン大会、パラリンピック大会の放送にも力を入れて取り組みました。 

３つ目の「創造・未来」につきましては、放送と通信の融合時代にふさわ

しい新たなサービスとして、ハイブリッドキャストという放送と通信の特徴

を生かした豊かな放送サービスの研究開発を進めるとともに、スーパーハイ

ビジョンの実用化に向けた研究開発を行います。また、ＮＨＫオンデマンド

の提供番組を充実するとともに、利便性を向上させて、利用者の拡大を図り

ます。 

さらに、４つ目の「改革・活力」では、効率的な経営の推進による公共放

送の価値の最大化に取り組みます。 

以上が平成24年度収支予算、事業計画の概要ですが、新しい経営計画の初年
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度として、計画を達成するために重要な時期でありますので、24年度予算計

画を着実に実行し、視聴者の皆様の期待と信頼にこたえていきたいと考えて

います。そして、そのためにも、視聴者の皆様からいただきますご意見やご

要望は貴重と考えております。本日、甲府放送局にお集まりの皆様からちょ

うだいするご意見、ご要望は、私ども経営委員全員はもちろん、執行部とも

共有し、今後のＮＨＫの経営に反映させてまいりたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

≪視聴者のみなさまからのご意見とＮＨＫ側の回答≫ 

第一のテーマ：ＮＨＫの経営全般について 

 

（会場参加者） 

きょうはこのような会を開催いただき、また出席することができたことをあ

りがたく思う。多分、ここに集まっている皆さんは、ＮＨＫの熱烈なサポー

ターだと思うし、私もその一人。普段、放送を見ていて疑問に感じているこ

とを、聞きたたいと思う。 

まず、先ほど説明もあったＮＨＫの事業収入について、聞きたい。基本的

には受信料が基本的な収入だと思うが「その他の事業収入」という項目、区

分というのは具体的にどのようなものが含まれるのか、伺いたい。 

 

（会場参加者） 

10月から受信料が値下げになるという話があった。幾つか聞いていることも

あるが、わかりにくいので、詳しく説明いただきたい。 

 

（会場参加者） 

来月から受信料が少し値下げになるそうだが、値下げするということは、収

入が減るということだと思うが、衛星放送の視聴者が増えたことでその収入

分を値下げするという話も聞いた。先日新聞には、沖縄の支払率が40％ぐら

いしかないということもあった。今後、収入が増えれば、また受信料の値下

げということもあり得るのか、聞きたい。 

 

（福井理事） 

お訊ねいただいた「その他の事業収入」には、５つほど科目があります。１

つ目は、交付金収入です。これは24年度予算では34億円です。内容は、国際

放送の政府からの交付金が、約33.9億、それから政見放送等の選挙交付金が
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２千万ほどありまして34億円となっています。 

２つ目は副次収入で、24年度予算では、91億円あります。これは、ＮＨＫが

制作した番組を、関連団体等を通じて二次利用したその使用料等です。３つ

目は財務収入です。前払い受信料や繰越金等の資金運用による収入です。資

金運用の内容は、有価証券、いわゆる国債や事業債など安全な運用です。こ

の利息収入や、関連団体から受け取る配当金など、これが約16億円あり、合

計で50億円ということになっています。４つ目は、雑収入です。前々年度以

前、２年前以前の受信料が入ってきた場合はこの雑収入という科目で受けま

す。その他雑多な収入と合わせて全体で24年度全体では、年間37億円ありま

す。最後に、特別収入というのがあります。これは、24年度で７億円の予算

ですが、これは例えば会館を建て替えた際の旧会館の土地など、不要な不動

産を売却した売却益などです。例えば24年度では、千葉の放送会館を建て替

えましたので、旧会館の土地・建物を売却した約３億円の収入などがあり、

そうした収入が内容となっています。 

 

（浜田委員長） 

先般、全国の都道府県別の支払い率を皆様に発表したのは公平負担を徹底し

たいという思いからで、できるだけ多くのの皆様に受信料をきちっとお支払

いいただきたい、そういう趣旨で発表いたしました。地域ごとにかなりのア

ンバランスがあるのは事実ですけれども、受信料の支払い率が低いところは

いわゆる大都市圏で、転居を伴う後の捕捉が難しく、人海戦術で対応せざる

を得ないところが厳しいという状況になっています。 

今、執行部は、全局体制でプロジェクトをつくり、受信料収入を高めるた

めにできることは、大きいことから小さいことまですべてやろう、やれるも

のはすべてやろうという取り組みを進めています。経営委員会としても、そ

の取り組みに期待をしています。 

また、さらなる値下げは可能かというお話もありましたが、今回の値下げ

で、先ほどご説明しましたとおり、３か年で1,000億円以上の減収になりま

す。営業改革による増収を、810億円という目標としていますが、３か年で

300億前後の不足がまだあります。これについては、業務の効率化、合理化

で捻出をしていただきたいというお願いを執行部にしている状況です。 

そういう状況下で、私はさらなる値下げというのはなかなか厳しいだろうと

いうふうに思っています。 

また、一方、先ほども少しご説明しましたが、渋谷にある放送センターは、

大変大きな建物でありますし、建て替えのための建設費、設備投資も莫大な

お金がかかります。この準備もしていく必要があります。そういう意味でも、
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先ほど申し上げたように、さらなる値下げは現在の状況の中では厳しいのか

なと思っています。受信料の仕組み、値下げに関しては、福井理事の方から

お願いします。 

 

（福井理事） 

10 月からの新しい受信料体系については、先ほど経営委員長が説明しまし

たように、口座・クレジットの場合は月額 120 円の値下げになっています。

継続振込等の場合は月額 70 円となっておりまして、支払い区分が口座・ク

レジットと継続振込等という２種類に分類されます。更に６か月前払いと 1

2 か月前払いをしていただく場合がありますが、前払いの割引率は、５％と

7.5％と、これまでの割引率から変わっていません。 

10 月からは地上契約、口座・クレジットの場合は月額 1,225 円。６か月前

払いの場合は 6,980 円、12 か月前払いの場合は１万 3,600 円という額にな

ります。それから、衛星契約についても同額値下げという形になっていて、

現行の月額 2,290 円が口座・クレジットの場合は 2,170 円ということになり

ます。沖縄県については別の料額があり、若干安い金額になっています。 

 

（小野副会長） 

先ほどもご質問がありましたが、受信料の値下げで、よくお問い合わせいた

だくのは、前払いいただいた受信料についてです。10 月から値下げをいた

しますが、既に１年分前払いでお支払いいただいている方など、１０月以降

の分を先にお支払いいただいている方についても値下げをいたします。値下

げ分は、基本的には、次にお支払いいただくときに精算させていただくとい

う形となっております。 

 

（会場参加者） 

山梨県は、非常に山が多く、全く放送が受信できない場所がある。地上デジ

タル化で、受信状態が改善されたところもかなりあると思うが、予算を見る

と下がっている。私の勝手な勘ぐりかもしれないが、受信対策というのは、

ＮＨＫの電波の受けの効率が悪いようなところを直すということだろうから、

山あいの電波の状況の悪いところの対策を、値下げをしなくてもいいから、

きちんと対応してほしいというのが本音だ。 

 

（会場参加者） 

私も長崎県に住んでいたが、長崎も離島や山間部などでは電波の状況が悪く、

ほぼ映らないに等しい様なところがある。資料の「受信料の公平なご負担を
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目指して」というところでは、ＮＨＫ側が私たちから受信料を徴収するとい

うことではいろいろ書いてあるが、そういう場所でも、受信料の徴収に来れ

ば払わなければならない。義務感があって払うが、やはりそれは公平ではな

い。震災の際に役に立たないのに受信料を払うのは、意味がないと思う。Ｎ

ＨＫ側では、映らなくでも視聴者が払っているということを認識しているの

か疑問に思い、発言した。 

 

（会場参加者） 

ずっと昔から払い続けているので、受信料が高いのか安いのか、その根拠を

調べたこともないが、安いなと思う事もある。払わない人は、高いとは言わ

ないが、無駄なことだという方が非常に多い。一体今の受信料は高いのか安

いのか、ＮＨＫではどういうふうに感じているのか聞きたい。 

 

（小野副会長） 

まず、最初にご質問いただいた受信対策費の大幅な下げに関してですが、23

年度は地上デジタルの対策として電波をお届けするための費用に、この 23

年度を含め数年前から多額の費用かけてきました。細かくはまだ対策すべき

ところが残っており、対策は継続していますが、23 年７月で一応全国に完

成した形になりますので、287 億から 74 億に結構大きく下がったというこ

とです。受信対策そのものは、今後も当然のことながら続いて対応しますが、

それほど多額の金額をかけなくてもよくなったという状況です。ちなみに、

長崎は、どちらですか。 

 

（会場参加者） 

対馬です。 

 

（小野副会長） 

対馬ですか。ＮＨＫには、あまねく日本全国に電波を届かせるという義務が

あり、そのために全国の方にごらんいただけるように電波を届ける対策を継

続しております。ただ、ご承知のように、日本は非常に地形が複雑な上、お

っしゃっていただいた離島もあちこちにあり、完全に 100％にするには大変

時間もかかります。戦後そのことにずっと努力をしてきていますが、それで

もまだ十分には届いていないところがあります。そういう地域には共聴とい

って、電波が受信できるところから、共同受信でケーブルを延ばして電波の

届かないお宅にお届けするという措置をとっています。今、お話のあった長

崎の離島、対馬、五島のあたりには、なかなか電波の届きにくいところがあ
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るというのは我々も認識しておりまして、その対策もしているはずなんです

けれども完全に映らないでしょうか？ 

 

（会場参加者） 

対馬のほうは完全に映らないのではなく、映りが悪い状況だが、平戸の方は、

映らないにも関わらず、受信料を払っていたので、気持ちが良くないという

か、不公平ではないかという思いを持っていた。 

 

（小野副会長） 

現在は衛星からセーフティーネットという形で日本全国に電波を届かせるよ

うにしていまして、どうしても映らない、例えば栃木の日光の奥のほうなど、

幾つかあるんですけども、そういうところでは、衛星からアンテナで受けて

いただくようなこともお願いしており、何とかしてすべての方にご覧いただ

けるよう努力をしているところです。 

 

（司会） 

受信料が高いのか安いのかという、その辺の認識の問題の話もありましたが、

いかがでしょうか。 

 

（浜田委員長） 

高いのか低いのか、その比較材料は、ある意味では国際比較だと思っていま

す。ＮＨＫより高い国もあれば安い国もあるという状況で、中位という認識

を持っています。 

また、今の受信料の設定は、原価を積み上げる中で設定された受信料であ

りますので、ある意味では、きちきちなのかなというふうにも思っています。

ただ、私ども経営委員会が今回執行部とさらなる努力をするという意味で受

信料の値下げを合意したわけです。業務の効率化の中で、ふだん継続的に続

けられるべきだろうというように思いますが、受信料の位置というものにつ

いては、先ほど申し上げたような感想を持っています。 

 

（小野副会長） 

山梨県内もいろいろ山がちのところがありまして、そういうところにお住ま

いの方は電波が入りにくいなどの状況があるかと思います。個別の問題で電

波が届かなくて、放送が見づらいという場合は、甲府放送局にご連絡をいた

だいて、ＮＨＫからチェックにお邪魔するという方法もありますね。堀田局

長。 
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（堀田局長） 

ＮＨＫでは受信相談という形で受信対策を継続して行っています。地上デジ

タル放送の対応は、去年で終わったということになっていますが、完全に終

わったわけではなく、新しいビルが建ったり高速道路ができたり、電波が届

く環境というのは随時変わっています。そのときどきに合った対策をしてい

かなければならないと考えていますので、ぜひご相談いただければと思いま

す。 

 

（会場参加者） 

山の中でもＣＡＴＶとか、共聴とか施設はいろいろとあるけれども、ＣＡＴ

Ｖに入ればＣＡＴＶの契約料を取られるので、ＮＨＫを見ることに関しては、

同じ公平な立場でダイレクトに見られるのがいいのではないか、という意味

で発言した。 

 

（会場参加者） 

経営委員の皆さんと一緒にお話しできるという機会をいただき、ありがとう

ございます。 

聞きたいのは、経営委員について先ほど法律に従って選考、内閣総理大臣か

らの任命など説明もあったが、どういう方が各地域から選ばれるのか、また、

選ばれる際には推薦など何かあるのか、あまり内容等知らなかったので、こ

ういう機会に是非、聞きたい。 

また、先ほど説明のあった経営計画の中の「公共」という項目に災害時の

放送というのがあった。これは、これから大きな災害も考えられ、非常に重

要なことと思う。一方、昨年の大震災の際にヘリコプター等で中継をしてい

たが、画面では地上から手を挙げて救助を求めるような状況もあった。ああ

いう場合、放送後、どう対応するのか、災害本部と連絡をとって、ここに救

助を求める方がいるといった連携をするのか。災害時の放送と救助というの

はどういう体制になっているのか聞きたい。 

また、福島の原子炉の水素爆発については、あのときＮＨＫでは、放送が

なく、民放のほうで放送があった。これだけ高度の技術を持ち、システムを

整えている中で、どうして放送ができなかったのか、とらえられなかったの

かというのが疑問に思った。今後の災害時に放送がどうあるべきかという面

でも非常に重要なことだと思うので聞きたい。 

それからもう一つ、重点事項の４番目に「改革」とか、「効率化」という

ことが出ていたが、具体的にどういった効率化をするのか、それによってど
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ういう効果があるのか、以前の改革とどこが変わってくるのか、というとこ

ろを具体的に聞きたい。 

 

（会場参加者） 

今年４月までＮＨＫは、飯田町から放送していて、今度、こちらへ移動した

が、これまでの跡地の利用や、建物の売買、その収支、新しい放送局につい

てどういう夢を持っているのか知りたい。 

 

（作田代行） 

私は今年３月１日から経営委員を務めております。総務省の方が来られて、

依頼があった際に、私からは、なぜ私がということ、何を中心にやったらい

いのかという質問をしました。まず、１２人の委員については、できるだけ

日本のいろんなエリアにまたがっていたほうが良いというエリアの問題が一

つ。それから、私は京都で会社の会長をしていますので、経営というバック

グラウンドを期待していること、そして当然、男性、女性。最近のはやりの

言葉で言えば、多様化の中から広く選ぶことが、結局国民の代表という形に

なるというのが総務省からの説明でした。 

先ほどご質問のあったＮＨＫとして効率を上げるという件については、今、

内部的には業務の棚卸しということを進めております。これは、無駄な仕事

をしているということではないのですが、似かよった仕事を何とか一本化し

ていくことで効率を上げていかないと、先ほどの受信料の値下げに対して対

応ができなくなってしまいます。私は自分自身の経営の経験からＮＨＫ経営

委員として、これからＮＨＫと一緒になって考えていくわけですけれども、

結局、標準化をして共用する、ともに一緒に使う、標準化して共用化すると

いうことがすごく大事だと考えています。しかし、ＮＨＫの職員に限らず、

どこの会社でも社員でもそうなんですが、自分のやりたいことについて夢が

ありますから、あまり標準化、共用化ということを言うと、やる気をなくし

てしまいます。しかし、みんながそれぞれ好き勝手なことをやったら経営効

率がもちませんので、そういう葛藤の中で、いかにみんなの納得性を得なが

ら、かつ創造性を確保しながら経営効率を上げるかということは非常に難し

いことだと思います。難しいことだと思いますが、非常に大事ことであると

考えています。 

 

（小野副会長） 

まず、先ほどのヘリコプターの画面に関するご質問ですが、手を挙げて救助

を求めておられるのを、なぜ撮影ばかりしていて、助けないのかというご趣
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旨でしょうか。 

 

（会場参加者） 

いや、そのときには多分、救助は難しいと思うので、その後、どう対応され

たかということを聞きたかった。 

 

（小野副会長） 

お話しいただいた具体的なケースについて承知しているわけではありません

が、原則的に、我々が取材のプロセスで、例えば消防であるとか救急である

とか、そういうところが明らかに知り得ないで、我々が最初に知った情報に

ついては、当然ながら関係方面に連絡をとって、しかるべき専門家による措

置が行われるように連絡をとるようになっています。その点はもともと緊密

な連携の中で進めています。 

それから、水素爆発の件ですが、これはご記憶かと思いますが、あの段階

では、既に30キロ圏内は、立入禁止になっていました。取材班がカメラを持

って撮影に行けるような状態ではなかったのです。ＮＨＫだけでなくて、ほ

かの報道機関もあそこには立ち入っておりません。福島の地元局、福島中央

テレビの無人カメラが唯一爆発を撮影したのです。ＮＨＫにも当然のことな

がら第一福島原発と第二福島原発の間に無人カメラがありましたが、当時あ

のエリアは全部停電しており、電源が確保出来ない状態でした。ＮＨＫのカ

メラはバッテリーで動くカメラで、３月11日はまだ動いていたのですが、バ

ッテリーの交換に行くことができず、バッテリーが切れたところでＮＨＫの

カメラは働かなくなってしまいました。福島中央テレビのカメラは発電機を

持っていたために震災から数日後の段階までカメラが辛うじて生きていて、

唯一爆発を撮影した映像になったということです。ＮＨＫもあの映像をお借

りして「ＮＨＫスペシャル」でも使っていますけれども、そういう意味では、

大変貴重な映像だと考えています。ＮＨＫでは、その反省をもとに、電源が

切れても、例えば太陽光や風力で動くようなカメラの開発を今、始めており

対策をしていきたいと思っています。ああいう形で立入禁止になって燃料の

補給にも、バッテリーの交換にも行けないということは、そうしばしば起こ

ることではないんですけれども、残念ながら今回はそういう事情だったとい

うことです。 

 

（福井理事） 

旧会館の跡地の件ですが、一般的には、新しい放送局が建ちますと、古いほ

うは建物を撤去して更地にするか、建物を残したままで、基本的には官報に



-13- 

掲載をし、一般競争入札で、売却をすることになっています。甲府について

は、場所が住宅地の真ん中にあり、非常に広い土地ということで、建物をそ

のままにしておくには、問題がありますので、現在の方針としては、できれ

ば更地にした上で、官報に掲載をして売却をしたいという考えを持っていま

す。 

 

（堀田局長） 

基本的な方針はそのように進めさせていただく計画ですが、甲府市などとも

連携の上で進めていきたいと考えています。 

 

 

第二のテーマ：放送について 

 

（司会） 

今、災害時の放送あるいは映像のお話も出てきましたので、この後は、テー

マを「放送」に移らせていただきます。 

放送について、もちろん地域放送、全国放送、いろいろあるかと思いますが、

ご意見などをお聞かせいただきたいと思います。 

 

（会場参加者） 

２点あります。一つは、震災について知る上で、これは仕方がないことだと

思うが、津波にのまれていった方々の叫びや、その後のご遺体の状況とかは、

想像するしかないけれども、放送をする際のご遺体に対する配慮について聞

きたい。 

もう一点、私は富士山が世界遺産になるのを非常に期待していて、もし実

現しなかったら大変がっかりするのではと思っている一人。今、中国や韓国

との間では様々な問題が起こっているが、さまざまな国のひとたちに日本人

のことを理解してもらう意味でも富士山の世界遺産登録は意義のあることだ

と思うが、ＮＨＫとしての考えを聞きたい。日本の持っている本来の文化を

理解してもらうことが、中国、韓国との島の問題もいい方向へ向かうという

ことがあるのではないかと思っているので。 

 

（会場参加者） 

私は単純にＮＨＫのテレビ、ラジオを見たり聞いたりしていると安心だとい

う思いを持っています。一方で、時々、甲州弁などの方言や、土地の名前な

どをアナウンサーがミスすることがある。そのまま聞き流し、見逃がしてし
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まうこともあるが、ローカル放送では、ついそういう部分に耳がいって気に

なることが多い。逆に東京からの放送だとミスも少なく全般的に安心して聞

けるので、教育というか研修というかどのようにしているか気になっている。 

 

（会場参加者） 

ＮＨＫの番組を昔から見ているが、非常にいい番組が多いと思っている。と

ころが、最近どうもＮＨＫは、視聴率のことを気にするのか、民放の放送に

非常に近づいている感がある。番組の名前は言わないが、極端な言い方をす

れば、わざわざＮＨＫがつくる必要がないのではないか、というような番組

がある。視聴率は確かに大切だろうが、番組をつくる上で、それをつくる人

たちの間で、放送にのせるのか、のせないのかとか、そのような基準はある

のか、伺いたい。 

 

（司会） 

それは放送の内容ですか、それとも演出の仕方とか出演者とか。 

 

（会場参加者） 

内容もある。番組が沢山あるのでいちいちは言えないが、例えば、「紅白歌

合戦」では、昔は、聞いている皆さんが喜ぶような音楽だったと思うが、今

は、若い人の聞く音楽と年配の人が聞く音楽とはかなり隔たりがあり、私の

ようにかなり年をとった人間が紅白歌合戦を全部見ていてもはっきり言って

おもしろくない。ＮＨＫは、皆さんに聞いてもらいたい、見てもらいたいと

いうことで華やかにやっていて、かなりお金も使っているのだろう。12月に

なると、紅白歌合戦の宣伝もする。それよりも、年寄り向けにするのか、若

者向けにするのか、もう少し番組そのものを絞るべき。全体的に対象とする

こと自体が、もう難しいことだと思う。 

 

（司会） 

なるほど、そうですか。分けてしまうと、大みそかの日に一家団らん、みん

なで見られなくなってしまい、若い子は２階に行って見て、年配の人たちは

下で見てというようになってしまいませんか。 

 

（会場参加者） 

現実、私なんか、全体的に見ていません。 

 

（司会） 
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でも、前半、私も知らない、初めて聴く歌手や曲が出て、だんだん中盤から

後半になると、演歌とかニューミュージックとか知っている歌手や歌が出て

きて、私もほっとするんですけども。 

それでは、ここで一区切りつけましょう。震災に関連したこと、それから、

日本人の本来の文化とかあり方みたいなのをどうやって発信していくのかと

いったお話しがありましたが。浜田委員長、お願いします。 

 

（浜田委員長） 

経営委員会でも国際放送の充実強化はよく議論をしています。国際放送を充

実強化することによって国際理解が進むとか、国際交流に資するという側面

がかなりありますので、結果として、それが国の成長戦略に資するというふ

うに思っています。そういう点でも、国際放送については充実強化をしてい

くべきだろうという議論をしていますので、今後の執行部との議論の中で、

今のお話を含めて生かしていきたいというふうに思います。 

それから、民放化というお話がありましたけれども、私は、都合７回、「視

聴者のみなさまと語る会」に出席していますが、どこの会でも、出てくるご

意見です。経営委員会は個別の番組の編集にはかかわらないという規定があ

りますが、「視聴者のみなさまと語る会」で意見が多く出されているわけで

すので、持ち帰って執行部にもお伝えしたいし、執行部のほうも事実はつか

んでいらっしゃると思いますので、ご判断をいただければというふうに思っ

ております。 

 また、これは先日対外発表したわけですけれども、「Ｎ響アワー」が昔の

「Ｎ響アワー」でなくなったというお話がたくさん出て、下期からクラシッ

ク番組が少し衣がえしますけれども、これはある意味では、視聴者のご意見

を踏まえて執行部のほうで素早い対応をされたということだと思っています。

執行部のほうからも補足がありましたら。 

 

（小野副会長） 

私ももう60代の人間ですので、今おっしゃっていただいたご意見に個人的に

は近いものを持っていますが、一方で、この場にも若い方がいらっしゃいま

すが、ＮＨＫには、非常に多様な視聴者がおられて、むしろ各世代の視聴者

の方にごらんいただくということは非常に大事なことだと考えています。そ

れで、お子さんから若者から、それからご年配の方まで、さまざまな方に喜

んでいただく放送をしたいというのが、私どもの、いわば切なる願いです。 

ＮＨＫをごらんいただく方は、どちらかというと年配の方が多くなっており、

そのことはそのことで大変ありがたいことなんですけれども、一方で、公共



-16- 

放送として、やはり若い方にも見ていただく番組をつくりたいと、つくらな

ければいけないということを常々考えています。 

そういうこともあって、ＮＨＫでは、さまざまな試みをしているのです。

それで、今おっしゃられたような「ＮＨＫらしくない」というご批判をいた

だくことが時としてあるということかと思います。一方で、若い方にも見て

いただけるＮＨＫでなければならないということも感じております。 

また、紅白のお話がありましたけれども、紅白に関しても、確かに昔のよ

うにすべての世代が知っている歌というものが少なくなっています。大体そ

ういう歌謡曲とか歌の音楽のジャンルが、世代ごとに好みがかなり分かれて

きているという状態がありまして、そういう時代の紅白というのは、なかな

か難しいものがあります。ただ、先ほど、柿沼アナウンサーからも申し上げ

ましたけれども、紅白歌合戦というのはそういう中で、視聴者の40％以上の

方が同じ番組を見るという、非常に稀有な機会でもあります。ですから、そ

の中で、こういう歌手が若い人たちには受け入れられているのかとか、ある

いはこんなオペラ歌手がすばらしい歌を歌うとか、紅白から歌がヒットして

世の中に知られていくというようなことがしばしばあります。紅白というの

はそういう番組で、あまりなじみのない歌も、あるいはなじみの歌も、各世

代を越えた歌が一つの番組の中にあるということが、紅白という番組の非常

に貴重なところなのだというふうに考えて放送しているところです。 

それから、ご遺体に関するお話がありましたけれども、ご発言の趣旨が必

ずしもきちんと把握できているかどうかわからないのですが、今回、２万人

近くの方が亡くなるという、ＮＨＫとしても初めて体験する悲惨な現場でし

た。その意味で、ご遺体を放送の中でどう扱うかというのは大変難しい問題

でしたけれども、なるべくというか、ほとんど、棺とかは別ですけれども、

ご遺体そのものを撮影する、あるいは仮に撮影したとしても放送するという

ことは慎んで…… 

 

（会場参加者） 

放送法で決まっていることはあるのか。 

 

（小野副会長） 

いえ、ご遺体に関するとり扱いについて放送法で決まっているということは

ありません。海外のメディアではかなり遺体が出て、遺体をかなり意識的に

映すような放送もあったというふうに聞いていますけれども、国内の放送は

ＮＨＫに限らず、民放も含めて、非常に慎重に扱ったというふうに認識して

おります。 
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（会場参加者） 

慎重に扱うというのは、やっぱり見た人の心理状態を…… 

 

（小野副会長） 

そうです。そういうことでございます。 

 

（司会） 

地域放送についてのお話しがありましたが、堀田局長、お願いします。 

 

（堀田局長） 

まず、富士山世界文化遺産に向けてですが、先ほど浜田委員長から、海外に

向けてというお話しもありましたが、当然、世界に向けて出せる番組という

のは、日本全国にも見ていただくということもありますので、まず我々とし

ては、広く来年６月の文化遺産登録に向けて、地域放送として何ができるか

ということを検討し、取り組んでいるところです。これは、局全体の取り組

みとして、「富士山プロジェクト」を発足させ、いい番組については、広く

日本全国に見てもらい、さらに、良い番組は世界にも発信したいというふう

に思っております。また、日常的には、富士山のきれいな姿を見ていただく

ためにお天気カメラをたくさん使用しています。これまでは河口湖からの映

像を中心にお届けしていましたが、西湖や精進湖など、富士五湖それぞれの

湖越しの映像など、今まで見たことのない富士山、違った富士山を提供して

いくことからも理解を得ていきたいと思っています。 

もう一点いただきましたキャスターの件ですが、この件では、番組モニタ

ーのみなさんからもご指摘を受けています。キャスターについては、個別に

みずから発声練習など、アナウンスの練習、訓練をしていますが、加えて各

種の研修を受けさせています。いろいろなご指摘もありますが、なるべく皆

さんにお伝えをしようとしている一生懸命な姿をまずはご理解いただいて、

長い目で育てていただければと思っております。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

 

（会場参加者） 

テレビはほとんどＮＨＫしか見ず、ＮＨＫではこういっているけど、ＵＴＹ

はどうだろう、山梨放送はどうだろうという感じで、あくまでＮＨＫを基準

にテレビを見ている。先ほど女性の方から放送での間違いについて話があっ

たが、今年１月ごろ、たしか吉田からの放送で、マジックで書いた文字が違



-18- 

っていたので、夕方６時過ぎにＮＨＫに電話をしたが、甲府局にはもう担当

が不在だったことがあった。仕方がなく東京に電話したが、ＮＨＫとして放

送している以上は、１人でも２人でもスタッフがいて対応したほうが良いの

ではないかと思った。 

また、手元の資料に昨年度の意見、問い合わせ総数が452万7,575件とある

が、これらの意見などは一体どういうふうに扱われているのか。私も意見を

言ったことが数回あるが、ただ聞き流しているのか、ガス抜きなんじゃない

のかなと、思えることがある。地上デジタルへの移行の際も、「アナログ放

送終了」の字幕が出ることに関して、東京や甲府局に電話して意見したが、

その意見に対する対応については、ほとんど探し出すことは出来なかった。

つまり、いろいろな意見がどういうふうに、その先処理されているのかとい

うことがもっと見えるようにしてもらいたいと思う。 

いろいろ言ったが、ＮＨＫの番組は、すばらしい。9月23日日曜日のＥＴ

Ｖ特集「チェルノブイリ原発事故 汚染地帯からの報告」や、9月26日水曜

日の「『クローズアップ現代』知らされなかった危険～胆管がん相次ぐ死亡

報告～」では、ＮＨＫの放送のおかげで、日本の政府の姿勢というのがよく

わかり、勉強させてもらった。最初に話した部分について聞かせてもらいた

い。 

 

（会場参加者） 

いろんな番組が随分バラエティー化し始めているというか、している。民放

だとニュースにもバラエティーにもお笑い芸人の人たちがいっぱい出ている

が、ＮＨＫも最近はもともと持っていた品格がだんだん失われているように

思う。今のお笑いとかつてのお笑いのレベルの差が随分あると思うが、今の

芸人さんがしゃべると、結局番組全体の秩序が失われるということがあるの

で、是非考えてもらいたい。 

それからもう一つ、甲府放送局は、飯田から駅の北口へ移ったが、目と鼻

の先に民放の放送局もある。放送局というのはいろんな意味でセキュリティ

ーの要であり分散するのが得策だと思うが、ここは本当に安全なのだろうか。

なぜ集中したのかについて、教えてほしい。 

 

（会場参加者） 

先ほど話題に出た「視聴率」というのは具体的にどのように計測されている

のか。もう一点、画面で、誰かが話している画面上に横の文字がでるが、私

の個人的な希望としては、縦書きでやってほしいと思っている。無理かもし

れないが、縦書きができるなら、今より早く消える文字でも読み取ることが
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できると思うので、可能ならば是非実現してほしい。 

また、毎週土曜日の８時のニュースの直後に「ラジオ文芸館」という番組

があり、良い番組だと思っている。自身も読んだことのない作品でも、発音

のプロが読むと、こんないい文章がこの作品にあったのかなど、いろんなこ

とを気付かせてくれるので、ずっと続けて欲しい。 

 

（堀田局長） 

駅前に移って４カ月経過しましたが、甲府の新会館、甲府放送局には、大変

理解が得られていると思っています。まず、飯田の地からこちらに移った経

緯ですけれどもラジオから数えると75年、飯田の地に、旧の甲府会館ができ

て47年、ずっといわゆるアナログテレビ放送時代を生き抜いてまいりました。

ただ、会館が非常に狭くなり、今後の新しい展開を考えて、平成14年、10年

前ですね。甲府市全体の再開発、シビック・コア計画があり、自治体と協議

の中で、どういった放送会館が山梨県あるいは甲府市にとって望ましいだろ

うか、という意見交換の中で、この地を選んでまいりました。先程来出てい

ます災害を想定して、この会館をつくるにあたっては、地質を調べたり、あ

るいは建物を建てるにあたっても、この会館全体が免震構造という震度７で

もほとんど揺れない構造の建築にしたりと、災害等には強い会館を目指して

つくってまいりました。今後に向けては、先ほど経営計画にもありましたけ

れども、いかなる災害時にも対応できる放送設備の体制と強化に向けて、さ

らに整備をしていきたいというふうに考えています。 

また視聴率のこと、ご指摘いただきました。視聴率というのは、ＮＨＫで

は放送文化研究所という機関があり、年に２回、全国的な調査を実施してい

ます。そのうち１回はブロック調査という、かなり個別な測定をしており、

それを参考にしています。また、全国的には、東京を中心にビデオリサーチ

という別な会社が調べているデータも参考にしています。 

 

（司会） 

さらに、数多くの意見や質問を受けているけれども、それはどのように生か

されているのかというような話もありました。このあたりは、どうでしょう

か。 

 

（小野副会長） 

ご意見をいただいて、その後、それがどう生かされているかというご質問で

すが、毎朝、出勤しますと、きのうの夜までにどういう意見が届いたかとい

うことが報告されますので、それを必ず見ています。先ほど委員長のほうか
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らご紹介がありましたけれども、「Ｎ響アワー」という番組を別の番組に変

えた時に大変多くの意見をいただきました。10月からは、それに対応して内

容を変更したという例にあるように、意見をいただくことで相当いろいろな

ものを変えていっています。もちろん四百数十万もいただきますので、全く

逆の意見が来ることもあります。電話をしても、必ずしもそのとおりにはな

らないケースもあります。我々もいただいた意見については、理事、役員も

拝見し共有していますので、次にどういう方向に事を進めるべきかというこ

との一つの指針にさせていただいていると申し上げていいかと思います。 

それから、今いただいたご意見の中に、若手のお笑い芸人のお話がありま

したけれども、先ほど紅白歌合戦のお話を発言された方と同じような種類の

意見かと思います。ＮＨＫの番組について、若干、芸能人を多く使い過ぎる

んじゃないかとか、あるいは、もう少し品格を持った放送をというご意見も

多々いただいております。これについては十分注意していくべきだというふ

うに思いますけれども、一方で先ほど申し上げたように、さまざまな世代の

方々、あるいはさまざまな好みの方々が放送に接触していただいていますの

で、なかなかこちら側も番組の性質もそれなりに多様でないといけないとい

うことも一方にありますので、さまざまな工夫をしているところであります。 

 

（会場参加者） 

地デジについては、その目玉の一つがサブチャンネルの利用ということだっ

たと思うし、事前にもかなりＰＲしていたが、今これは、どのような基準で

運用されているのか聞きたい。実際に運用されているのを見たこともあるが、

夏の甲子園中継では従来どおりだったので、それが本当に生かされているの

かどうか聞きたい。 

もう一つは、ラジオのデジタル化について。3.11でラジオのメリットが見

直され、緊急時に必要なメディアであるということが再認識されていたと思

うが、以前、在京ラジオ局の社長さんが、ラジオ局の送信機は今回のような

地震が起きて津波で送信できなくなる可能性が非常に高いということを話し

ていた。同じ日本のメディアにおける危機管理の問題として、ＮＨＫでは、

どう考えるのか聞きたい。 

最後は、話のあった国際放送の件について。海外出張して、ホテルに入っ

た時に一番先に確認するのはＮＨＫが見られるかどうか。「ＮＨＫワール

ド」や、「ワールドプレミアム」など、放送されている番組は、海外で働く

日本人、あるいは日本を知りたい外国人のために、ぜひ拡充いただきたい。

今、アジアの隣国との間で小競り合いが続いているが、このような番組を通

じて日本理解を深めてもらうことは非常に重要ではないかと考えている。 



-21- 

 

（会場参加者） 

私は番組について要望したい。以前、氷川きよしの「きよしとこの夜」とい

う番組があったが、番組の中で歌われる、きよしさん、ベッキーさんの歌は

大変素晴らしかった。演歌でも、ルンバでもタンゴでも何でもこなしてくれ

る楽しい番組だから、若い人から中年まで広い年代層に受け入れられると思

う。ああいう番組は、途中でやめずに継続して欲しかった。 

もう一つの要望は、落語や漫才などの番組を放送して欲しいというもの。

以前はお正月に昔の落語や漫才を扱った番組が衛星放送でもあったので、

「ダイマル・ラケット」や「てんや・わんや」など以前の漫才の前後に最近

のものを入れて放送してもらえると、年配の人たちにも喜んでもらえるので

はないか。 

 

（会場参加者） 

ＮＨＫは、世界に通用する質の高い番組を目指しているということだが、最

近、尖閣諸島や竹島の問題を中心に中国ともめたり、韓国ともめたりしてい

る。ニュースで反日デモが放送されるが、１３億の中国人の中には、反日感

情を持っていない人もいる。時間の問題もあるだろうが、デモをしていると

ころしか映さないとなると、私たちの感情としては、中国人は日本人が嫌い

という偏見が生まれてしまい、今のグローバル社会では良くないのではない

かと思う。そういう観点で見ると、世界に通用する質の高い番組ということ

に疑問を抱かざるを得ないことがある。そこはＮＨＫとしてどう思っている

のか。また、質の高い番組という質の基準は、ＮＨＫではなく、視聴者が判

断することだと思うが、その判断はどういう形で視聴者から意見を取り入れ、

解釈しているのか。 

 

（小野副会長） 

まず、サブチャンネルをどう利用しているかということですが、基本的には、

サブチャンネルの利用というのは、地デジのメリットの一つですので、その

ほうがふさわしいと思ったときには、そういう措置をします。例えば台風が

来て、相撲があるというようなときに、教育テレビでは人気のある子供番組

をやっているというように２チャンネルしかないけど、もう一チャンネル欲

しいような判断のときがあるわけです。そういうときに、教育テレビのサブ

チャンネルを使って相撲放送をしたこともあります。それから、例えば衛星

第１放送では、午後の早い時間に十両とか相撲放送を早目から中継するとい

うのはサブチャンネルで放送しています。そんな形で、私どもが考えて、こ
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れはサブチャンネルでやろうというものについて、今利用をし始めていると

いうふうに考えています。ただ、サブチャンネルはどうしてもまだ見る方法

がわからない方もおられますし、理想的にはやっぱりメインのチャンネルで、

例えば高校野球のように非常に多くの方に見ていただくようなものについて

は、総合がニュースになったときは教育テレビに迂回するというのは、前か

らやっている一つの方法です。そういうものについては、あえてサブチャン

ネルという新しい方法を使わずに、従来からの方法でやっているというふう

にお考えいただければいいかと思います。 

それから、ラジオ、これは技術のほうから答えたほうがいいかもしれませ

んけれども、当然のことながら、さまざまな震災あるいは災害時にちゃんと

電波が出ないというようなことのないように、十分な備えをしていくべきだ

と思っておりますし、我々としては十分対策あるいはバックアップも含めて

やっているつもりでおります。 

ラジオのデジタル化の話については、正直なところ、まだちゃんとした方

針は決まっていません。デジタル化ということについては、もちろんある種

の可能性としてはあると思いますけれども、受信機がどういう形で普及する

か全く予測がつかない中で、例えば災害放送などは、当面、そちらに移せる

というものではないというふうに思っています。 

それから今、海外のホテルの話がありましたが、我々もなるべくたくさん

のホテルで国際放送を見ていただきたいのはやまやまでありまして、努力は

しているんですけれども、例えばホテルなどでは、どのチャンネルを入れる

のかは、ホテルの判断にゆだねられておりますので、なかなか我々の思った

ほどには普及しないという部分もあります。 

 

（司会） 

あと、海外、中国や韓国の問題を報道する際に、デモの映像ばかりを映して

いると。そうでない人たちの意見の取り上げ方とか、質の高い番組というと

きの「質」をどうとらえて、どう出すのかというところですが、いかがでし

ょうか。 

 

（小野副会長） 

まず、デモの映像は確かにかなりセンセーショナルに伝わったということは

あるかもしれません、我々のほうでもかなり放送しましたけれども。一方で、

注意深く見ていただくと、ＮＨＫのほうでは冷静に判断している中国の方あ

るいは韓国の方々の意見というものも紹介しておりますし、もちろんそれが

すべての国の全体の雰囲気じゃないという事実についてもきちんと押さえて
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放送していますので、ぜひ注意深く見ていただければというふうに思います。 

それから、質の高さというのは、これは人によってさまざまな意見がある

と思いますけれども、全国に1,000人ぐらいのモニターの方をお願いしてい

ます。そういう方々から番組についてご意見をいただいたりとか、あるいは

番組審議会というものを各地方に、東京も含めて設置しまして、甲府の方に

も委員をお願いしていますけれども、そういう方々から毎月意見をいただく

とか、さまざまな形で皆さんから意見をいただくようにしております。 

それから、落語、漫才のお話がございましたけれども、教育テレビの金曜

夜９時半から「日本の話芸」という番組を放送しています。もう一つ、日曜

日の早朝ですけれども「演芸図鑑」という番組を総合テレビで放送しており、

かなり伝統的な落語、漫才の放送もしていますので、ぜひごらんいただけれ

ばと思います。 

 

（作田代行） 

さっきの中国の反日デモの件は、非常に微妙なところだと思います。私は、

オムロンという会社の会長をしていますが、中国には９つの工場があって、

約２万人の中国人の従業員がおります。もちろん日本人も何人かいます。今

回、私のところに「作田さん、決して13億全員がああいう考え方、行動をし

ているわけではないということだけは理解をしてくれ」というメールが何通

も来ました。私はずっと経営ということに携わってきている中で、自分自身

に言ってきているのは、現象と事実というのは一致している場合と、必ずし

も一致していない場合があるということ。現象は現象、事実はちょっと別の

ところにあるというケースもあります。それをどうやって見極めるのかとい

うのは非常に難しいけれども、ある程度時間をおいて長期的に見続けること

によって、あれは現象ではあったけれども、必ずしも事実じゃないなという

ことに行き当たるケースが私の経験上ではあります。したがって、質の高い

番組という中の一つに、今、起きている現象は、やっぱりメディアとして、

できるだけ的確に伝えることは必要なんですが、それが100％即事実という

ふうに誤解を招くリスクも一方で見なければいけない。したがって、本当に

重要なことは、今、放送したけれども、例えば１か月後、３か月後、半年後、

３年後、そんなスパンで追いかけて、あのときとはちょっと違いましたよね、

ということを必要に応じて視聴者に、一つの事実として伝えることが必要で

はないかと。口で言うのは簡単で、実際には相当のエネルギーを要すると思

いますが、私はそういうふうに思っております。 

 

（会場参加者） 
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今、この時代のこの世相で番組の品格にもかかわってくるかと思うが、日本

文化を新たに掘り下げていく必要性ということをＮＨＫとしてどこまで考え

ているか、はっきり考えの及ぶ限り聞きたい。 

 

（会場参加者） 

要望だが、重点目標として４点挙げられている中で「信頼」というのが最も

重要じゃないかなと思う。国民とＮＨＫの間の信頼が損なわれては、ほかの

３つも成り立たないのではと思う。 

もう一つ、組織と組織の間の信頼と言えば、ＮＨＫと民放の間との共存と

いうことについては、どのように考えられているのか。それから、質の高い

放送というのは先ほどから何度も出ているが、例えばサイエンスとか宇宙と

か歴史とか自然環境、エネルギー、こういったものは非常に高度な技術で、

高く評価している。ただ、政治等のニュースに関しては、やっぱり国民目線

でお願いしたい。例えばローカル放送ですと、県民の視点に立った形で、背

景も含めた放送もできたらお願いしたい。 

最後に、番組でつくる人の立場ではなくて、視聴者の立場に立ったような番

組が欲しい。例えば適当かどうかわからないが、オリンピックの閉会式の放

送等を見ていると、非常に特別な閉会式だったわけだが、ＮＨＫのアナウン

サー２人が、オリンピックの回顧みたいなことを言って、閉会式自体がちょ

っと薄れたかなというような感じもした。やはり視聴者が何を見たいのかと

いうような立場に立った放送、国民目線で、信頼の高い、早く正確でわかり

やすい番組をお願いしたい。 

 

（会場参加者） 

先ほどからも落語の話がよく出ているが、以前ＮＨＫでは、東京落語会など

放送していたが、今は、いわゆる寄席番組というのは余り見られない。それ

からもう一つ、朝の番組、例えば天気予報などで、聞くほうと聞かれるほう

が同じ質問を全く同じ言葉で時間帯をずらして２、３回繰り返してやってい

る。もう少し聞き方や言葉を変えられないか。その時間帯に聞く人間がかわ

るならばいいが、ずっと聞いている場合も多く、もう少し何とかならないか。 

 

（司会） 

例えば、「おはよう日本」の６時台の気象コーナーと７時台の気象コーナー

で同じ質問をして同じ答えをしているということですね。 

 

（会場参加者） 
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明らかに台本ができているというのがわかる。 

 

（司会） 

わかりました。 

 

（会場参加者） 

ＮＨＫは優秀なアナウンサーがいるのだから、柿沼アナウンサーもそうです

けども、もっとアナウンサーをうまく使うべき。一時期、民放でキャスター

をやっている人を連れてきて、使うということもあったが、ＮＨＫのアナウ

ンサーを使う工夫をしないと、もったいないように思う。 

 

（小野副会長） 

ＮＨＫは公共放送ですので、先程来、話題に出ている落語もそうですし、浪

曲や民謡など、そういう日本の文化を我々が伝えること、きちんと次世代に

伝えていくこと、そして継続していくということは、我々の大きな使命の一

つだと思っています。そういう意味では、たとえ視聴率が下がっても、きち

んと放送していくというのが我々の役割だとも思いますので、しっかり取り

組んでいきたいと考えています。 

 もう一点、オリンピックの閉会式に関しては、多くのご批判をいただいた

ことは事実です。イギリスの歌手の演奏中にナレーションをつけたことに、

多くの意見がありました。音楽に興味のある方は、コメントは聞きたくない、

音楽を聞きたいということで難しい判断だったと考えています。 

それから、アナウンサーの件ですが、ＮＨＫにも優秀なアナウンサーはた

くさんおります。一方、番組もたくさんあり、制作者の希望が集中すること

もあることから、なかなか希望のアナウンサーを登用できないということも

あります。アナウンサーは、画面に見えない部分でも、忙しくフルに働いて

おりますので、その中でさまざまな選択があるということだと思います。 

また、時間帯が変わっても同じ内容ではないかというご指摘ですが、これは

なかなか悩ましい問題です。朝の時間帯というのは、基本的に通勤の時間帯

ですので、全部通して見る方よりも、どちらかというと６時台を見て出勤さ

れる方とか７時台を見て出勤される方とか、そういう方がかなり大半ですの

で、そういう意味で、天気予報は６時台を見た人にも７時台を見た人にも、

必要な情報は必要な情報としてあると考えています。 

 

（会場参加者） 

質問、答え、これ以上の言葉はないという考えで、できている台本を読まれ
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るということですか。 

 

（司会） 

そこは、刻々と動く気象の状況、例えば台風の場合には、１時間違うとそれ

だけ進み、状況が変化しますので、気象予報士の答え方も微妙に違ってきま

す。今はどの辺でどうなっていますかとか、同じ聞き方かもしれませんが、

返ってくる情報は違うはずなんです。そういう微妙な違いというのはありま

す。ただ、小野副会長の説明のように、ずっと通しで見ている方というのは、

この時間帯の見られ方として、そういないということも踏まえて、同じ情報

でも必要な情報は、まずきちっと伝えないといけないと。きょうの予報はこ

うだと。平常時でしたら、予報は６時台と７時台で変わるわけがないわけで

すので、きょうは全国的にいいお天気ですよ。７時台になっても、きょうは

全国的にいいお天気ですよと言わざるを得ないわけですね。 

ただ、同じことを聞くにも、聞き方の工夫というのは確かにおっしゃるとお

り必要で、それは、アナウンサーの側で工夫をしなければいけないことだと

思います。私も「おはよう日本」を担当しているときに、気をつけるように

心がけていましたが、それを全員に浸透させるというのは、難しい面もあり

ますので、これからの課題にしたいと思います。 

さて、限りある時間で、本当に貴重なご意見、それからご質問もいただきま

した。ありがとうございました。全員の方にご質問、挙手をいただくことが

できませんでしたが、ここで締めさせていただきたいと思います。 

それでは、経営委員から、それぞれ感想を一言ずつお願いします。 

 

（浜田委員長） 

今日、幾つかおしかりもありました。励ましもありました。基本的にはＮＨ

Ｋのファンという立場で親身になったご意見をいただいたというふうに思っ

ております。いただいた意見を持ち帰り、今後の経営委員会に反映をさせた

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

（作田代行） 

まずもって「語る会」のご参加をありがとうございました。そして、非常に

多くの貴重なご意見、ありがとうございました。私は、今、68歳ですけども、

50年以上にわたって現実、ＮＨＫのファンなんです。したがって、きょうは

経営委員の立場で聞かなければいけないと冷静に思いながら、ついつい皆様

方のほうの立場に入ってしまい、視聴者として、そうだ、そうだ、私もそう

思うんだと。しかし、今日いただいた意見は全部書き取りましたし、帰りま
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してほかの経営委員と共有をし、さらなるＮＨＫの改善を目指して執行部門

の皆さんにも提言をしてまいりたいと思っています。今日はどうもありがと

うございました。 
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＜視聴者のみなさまと語る会in甲府＞参加者当日アンケート

→質問１：性別

男 女 未記入

12 11 3

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 未記入

2 1 0 1 1 9 11 1

放送（テレビ） 放送（ラジオ） ＨＰ 新聞 知人 その他

20 3 4 1 1 0

大変満足 満足 普通 不満 大変不満 未記入

11 13 2 0 0 0

経営重要事項 経営全般 放送 講演会 特になし

5 8 13 8 0

よく知っていた 知っていた 知らない その他 未記入

1 7 16 0 2

深まった 変わらない わからない その他 未記入

21 4 0 0 1

　　回収数　  26枚　　

　　参加者数 27名　　

→質問4：今回のイベントに参加していかがでしたか

→質問5：印象に残ったコーナーはどこでしたか（複数回答）

→質問6：ＮＨＫ経営委員会の仕事を知っていましたか

→質問7：今回のイベントに参加して、ＮＨＫ経営委員会の活動について理解が深まりましたか

→質問2：年齢

→質問3：今回のイベントを何でお知りになりましたか（複数回答）
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経営について  

◆ＮＨＫの職員と視聴者とが交流できる場があってもいいのではないでしょ

うか？ 

◆プロデューサーの話は大変面白かったが、経営はもっと目で見える改革を

望みます。 

◆視聴者の意見が反映されるようなシステムを発展させてほしい。 

◆「信頼」できる、損なわれないようにしてほしい。 

◆視聴者から出された生の声は、是非関係方面へ伝え、今後の放送に活かし

てください。 

 

 

放送について  

◆民放などと違ってＮＨＫの報道には興味があるし、信頼もしています。民

放では、報道しないこともＮＨＫではしっかり伝えているからです。今回

は老人の方からいろいろ意見があったけど、多様化している現在の世の中、

今行われている放送で良いと思います。執行部や経営委員の方々も一生懸

命答えられていたけど、柿沼さんが一番的を射た回答でした。さすがアナ

ウンサー。またこのような機会があったら参加したいと思います。 

◆受信料を支払っている方に、グッズなどのプレゼントをしてほしい。 

◆日本文化普遍性とＮＨＫの発信するものが、中国・韓国の人々に少しでも

多く理解してもらうことを切望します。 

◆朝の番組、北アルプスの映像、朝の「美の壺」、「日本の話芸」、夕方の

富士の自然など、見るものが沢山です。特に何回も登山した槍・穂高を見

ると、あそこにはもう一度登ってみたいと思います。富士五湖の自然もこ

れからも続けてほしいと思います。南アルプスの北岳、中岳、農島、八ヶ

岳も山梨の山々も希望します。 

◆韓国映画良いですね。 

◆ＮＨＫ視聴率を気にせず、民放とのすみ分けをすれば良いと考えていたの

ですが、今回大勢の人に喜んでいただくために、バラエティー番組等も制

作されていることが理解できました。 

◆よりよいものを目指して頑張ってください。心より応援しております。 

◆「ＮＨＫスペシャル」、「世界遺産スペシャル」、「ＢＳ日本のうた」他

いいものを続けてください。 

◆朝ドラ「梅ちゃん先生」は今日が最終回でしたが、中学生の学園祭の演劇

発表よりレベルは低いと言っては言いすぎでしょうか？毎回１回見れば
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「あっ、そう」という程度でした。「カーネーション」は２回３回と再放

送をつい見てしまいましたが・・・。 

◆放送中に流れる音楽（バック）について、民放より小さくて良いと思いま

すが、老年になると耳が大変なので、気をつけて下さればと思います。 

◆アナウンサーの正しい言葉に感謝しています。 

◆「きよしとこの夜」みたいな歌番組を、夜の 8 時台に。落語や漫才、今は

いない昔の芸人たちの番組を。 

◆ＮＨＫの大ファンです。今日は良いお話を聞かせていただきました。お笑

いタレントのお話も、私は同感です。 

◆アナウンサーの言葉については、方言を使っても良いのではないでしょう

か？ 

◆民放化してきたような気がします。 

◆放送されている現場の裏側を見てみたい。 

 

 

運営・その他  

◆有意義ではありますが、時間がもっと必要です。 

◆非常に有意義な時間でした。僕が知らなかったこともたくさんあったです

し、他の世代の視聴者の方がＮＨＫに対してどのような意見を持っている

のかが知れたのも良かった。ぜひ今後もこのような身近で親しみやすいＮ

ＨＫであってください。ありがとうございました。 

◆また何か番組の裏話を聞く機会があるといいなと思います。 

◆このような機会を持てたことはよかった。 

◆今回は予算・決算の内容が多かった。 

◆ＮＨＫ経営委員の方、甲府放送局の方、まじめに取り組んでいることが一

層よくわかりました。 

◆これからの日本など個人的意見が多かった。司会者は途中で切らないよう

に、工夫と努力を（出来る限り）。 

◆ＮＨＫが好きになりました。 

◆柿沼アナウンサーの大ファンです。 

◆参加して良かったが、若い人の参加が少なかった。若い人の意見が聞けな

かったのが残念でした。 

◆このような企画を多くの人に出席してもらい、公共放送の大切さを伝えて

もらいたい。 

◆トークショー『ダーウィンが来た！』は、大変面白いものでした。 

◆私は、ＮＨＫに満足しております。 
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◆大勢の方から意見が寄せられたかと思いますが、どんな意見があったのか

少し知りたかったですね。また、こういう語る会がある場合は、是非参加

したいと思っています。 

◆本企画に対して参加でき、非常に勉強になりました。ＮＨＫ本来の姿を乱

すことなく、今後共、全ての面で活気ある、また創造性豊かな人間の歩み

について、放送発信されるよう期待しております。本日はお世話になりあ

りがとうございました。 

◆柿沼アナウンサーに直接お会いでき嬉しかったです。 

◆柿沼さん、お元気でラジオであの良いお声を聞かせてください。 

◆甲府放送局で番組モニターに応募しましたが、インターネット、ワープロ

が使用できないために不採用となりました。ＴＥＬ・ＦＡＸはありますが、

今後応募条件が合えば、また番組モニターをしたいと考えています。 

 


