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＜会合の概要＞ 

 

「視聴者のみなさまと語る会」の 2021年度第 1回は、新型コロナウイルス感

染拡大防止の観点から、パソコン等を使ってご自宅等からオンラインで参加い

ただく形で開催した。 

群馬県にお住まいの方を対象に、公募により、「今のＮＨＫに足りないもの・

望むこと」、「地域放送局に求めるもの」をテーマに意見の聞き取りを行った。 

 

＜会合の名称＞  

視聴者のみなさまと語る会（前橋） 

  

＜会合日時＞ 

2021年4月17日（土）午後1時30分～3時30分 

  

＜出席者＞ 

〔参 加 者〕  視聴者の皆さま19組23人 

〔経営委員会〕井伊 雅子 委員 

高橋 正美 委員 

〔執 行 部〕  松坂 千尋 専務理事 

若泉 久朗 理事 

西村 理  前橋放送局長 

〔 司 会 〕  柴田 祐規子 アナウンサー 

 

＜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 

   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 意見の聞き取り 

「今のＮＨＫに足りないもの・望むこと」、「地域放送局に求めるもの」に

ついて 

4 閉会あいさつ  
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 ＜概要・反響・評価＞ 

○公募の結果、ホームページを通じて23組28人から参加の申し込みがあった。 
 
〇当日は19組23人が参加し、「今のＮＨＫに足りないもの・望むこと」、「地

域放送局に求めるもの」をテーマに、ＮＨＫの放送・サービス全般について

意見や提言を募った。 

 
○参加者からは、「ＮＨＫ経営計画」、「受信料制度」、「放送・インターネッ

ト活用」、「地域放送・サービスのあり方」などについて、多岐にわたる意見

や提言が寄せられた。 
 

○「視聴者のみなさまと語る会」の終了後に行ったアンケートには、17人から

回答があった。主なアンケートの結果は次のとおり。 

 

＜参加者の満足度＞ 

「大変満足」3人、「満足」10人、「普通」4人、「不満」0人、「大変不満」0

人 

 

＜経営委員会の仕事について＞ 

 「今回の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」との質問に対し、「理解が深まった」との回答が14人からあった。 
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◆協会の基本方針・重要事項の説明 

 

（井伊委員） 

「視聴者のみなさまと語る会」にご参加いただきありがとうございます。ＮＨ

Ｋ経営委員の井伊雅子です。はじめに、ＮＨＫの経営委員会がどのような存在な

のかについてご説明いたします。ＮＨＫの経営委員は、さまざまな分野や地域か

ら選ばれた 12人で構成され、国会の同意を得て、内閣総理大臣から任命されて

います。経営委員会では、中期経営計画や予算・事業計画など、経営の重要な事

項について議決するほか、執行部が、決められた方針にそってＮＨＫの運営がで

きているかどうかをチェックしています。私たち経営委員は、ＮＨＫの経営にあ

たって、視聴者の皆さまのご意見をふまえ適切な判断や検討を行うことが求め

られています。そこで今回のような「視聴者のみなさまと語る会」を毎年、数回

開催しています。 

ＮＨＫは、公共の福祉のために、全国にあまねく放送を普及させ、豊かで役立

つ番組を制作し放送サービスを行うことが、放送法に示されています。そのため、

“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝え

る”ことを、基本的な役割としています。「ためになる」、「役に立つ」、“ＮＨＫ

だからできる放送”に力を注ぎ、さまざまなジャンルの多様で質の高い番組や情

報をお届けすることで、皆さまからの信頼にお応えしていきたいと考えていま

す。 

ＮＨＫは、皆さまに公平にご負担いただく受信料によって運営されています。

特定の勢力、団体の意向に左右されない、公正で質の高い番組をつくり、視聴率

にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのは、受信料に

よって財政面での自主性が保障されているからです。 

続いて、「ＮＨＫ経営計画」について、ご説明します。経営計画は、視聴者の

皆さまに対する約束として、3か年の具体的な経営目標や重点方針を掲げるもの

で、ことしは新しい経営計画の初年度となります。去年、広くご意見を募集して、

経営委員会でも議論をして、議決したものです。 

ＮＨＫは、公共メディアとして、時代の変化に向き合い、視聴者・国民の皆さ

まの信頼に応え、合理的なコストでの運営に努めます。経営資源を多様で質の高

いコンテンツの取材・制作に集中させ、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お届けし続ける、「新しいＮＨＫらし

さの追求」を進めます。 

そのために、「安全・安心を支える」、「新時代へのチャレンジ」、「あまねく伝

える」、「社会への貢献」、「人事制度改革」という、5つの重点項目に取り組みま

す。例えば、1つ目の「安全・安心を支える」では、相次ぐ大規模災害や深刻化
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する環境問題、新型コロナウイルス感染症の世界的流行など、さまざまな脅威か

ら一人ひとりの「命と暮らしを守る」ため、信頼できるコンテンツを、放送とイ

ンターネットを連動させてきめ細かくお届けします。 

経費を 700億円規模で削減する一方、150億円程度を 5つの取り組みに重点投

資することで、550億円規模の支出削減を行い、スリムで強靭な「新しいＮＨＫ」

となることを目指します。衛星波のＢＳ1・ＢＳプレミアム・ＢＳ4Ｋの見直しを

行い、2023年度中にＢＳ1・ＢＳプレミアムのうち 1波を削減します。削減にあ

たっては、番組の一部を他の放送波に移すなど、編成上の工夫に努めます。また、

現在、音声波には、ラジオ第 1、ラジオ第 2、ＦＭの 3波がありますが、2025年

度にＡＭ、ＦＭの 2波へ整理・削減する方向で検討を進めます。放送波の整理・

削減にあたっては、現在提供しているコンテンツに対するニーズを踏まえ、視聴

者の皆さまの利便性を損なわないことに留意しながら進めます。 

受信料については、コストの圧縮を進め、新放送センターの建設計画の抜本的

な見直しなどにより、還元の原資として事業規模の 1 割にあたる 700 億円程度

を確保し、値下げを行う方針です。値下げの具体的な方法については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響や放送法の改正による契約・収納活動への効果、訪問に

よらない新たな営業施策への移行の状況などを見極めながら、検討を進めます。 

なお、ＮＨＫの経営については、基本方針 4点を掲げており、ホームページで

も紹介しています。 

本日、皆さまからいただく貴重なご意見は、今後の経営委員会の活動の参考に 

させていただきたいと思います。限られた時間ですが、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

≪視聴者の皆さまからのご意見とＮＨＫ側からの回答≫ 

  

（司会） 

まずは、「今のＮＨＫに足りないもの・望むこと」をテーマに、ＮＨＫ経営計

画や受信料制度、放送番組などについて、ご意見を伺っていきます。皆さまどう

しの意見交換が活発になるように進めていきたいと思います。 

 

【参加者】 

 経営計画に盛り込まれた 700 億円の削減や受信料への反映はありがたいので

すが、どう削減するかが見えてきません。くれぐれも放送の質が落ちないように

していただきたい。制作費を削ることで質が落ち、つまらない番組になるのは残

念です。世の中で言われているように、ＮＨＫだから費用もかけてよい番組がで
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きたということはぜひ続けていただきたい。 

 

【参加者】 

 今のご意見はもっともだと思います。経営計画で 5つの項目が掲げられ、2番

目が「新時代へのチャレンジ」となっています。その中でコストを下げていくと

いう話でしたが、特にバラエティーの番組を見ていますと、お笑いタレントが頻

出しています。「新しいＮＨＫらしさ」を標ぼうされていますが、民放のバラエ

ティー番組と全く同じようなスタイルで放送・制作されている番組が多数あり、

しっくりきません。ＮＨＫには、優秀なアナウンサーもいらっしゃるので、有効

に使っていただければと思います。電波の数を少なくする件で言えば、例えば土

曜の午前中の地上波の番組は大半が再放送で、時間帯を埋めるために再放送の

番組が頻出しているような気がしてなりません。電波を少なくすることは大い

に賛成ですので、一日も早くやってもらい、受信料が少しでも下がればよいと思

います。ただ番組の質は絶対落としてはならないと思います。 

 

(司会) 

こういうものならＮＨＫらしいというご提案はありますか。 

 

【参加者】 

ＮＨＫらしさという意味から言うと、概念的には民放がやらない番組で、これ

が一番だと思います。民放がやるような、お笑いタレントが出るような番組はあ

まりＮＨＫではやる必要がありません。ドキュメンタリーや報道、4Ｋで自然を

取り上げたものなどをＮＨＫが積極的に放送すべきだと理解しています。 

 

【参加者】 

 やはり報道とドキュメンタリーがＮＨＫらしいと思っています。ドキュメン

タリーはじっくり密着して取材していただける。もう一つは地方からの情報を

しっかり出していただきたい。民放は東京キー局が中心なので、東京の話題ばか

りです。ＮＨＫは全国にネットワークを持っていて、それぞれの局で素晴らしい

取材力を持っていると思いますので、しっかり地方の情報を取材して全国に発

信していただきたい。そこがＮＨＫらしいところだと思っています。 

 

【参加者】 

 先ほどの方と同じような意見になりますが、ＢＳ、4Ｋも含めて、とにかく再

放送が多い。経営上、料金引き下げや経費削減などいろいろあるのでしょうが、

費用を削って番組をつくれないというのは本末転倒です。しっかり費用をかけ
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てよい番組をつくるということをしていかないと、再放送のために 4Ｋのテレビ

を買うのはなかなか厳しいと思います。とにかくＮＨＫは、総合テレビも含めて、

再放送が多すぎます。四度、五度と繰り返しやっている部分がありますから、番

組制作者、放送者として、これでよいのか立ち止まって考えるべきです。 

 

（若泉理事） 

厳しいご意見をありがとうございます。おっしゃるように 1つのコンテンツ・

番組をつくって、例えば総合テレビの番組を今度ＢＳプレミアムでもう 1 回見

ていただいたり、あるいは逆にＢＳ1の海外ドキュメンタリーを「ＮＨＫスペシ

ャル」で放送したりといった、放送波をまたいだマルチユースを行っていること

はあります。それから今は新型コロナウイルスの感染拡大のため新作をつくる

ことが難しいので、例えば「鶴瓶の家族に乾杯」などは過去の映像をもう 1度使

いながらつくっていることもあります。 

いただいている受信料を最適に使ってよいコンテンツをつくることはとても

大事だと思います。よい番組というのは、アーカイブスもそうですが、何回も見

られることに堪えられるもので、そうしたものをつくっていくことが大事です。

また経営計画に掲げていますが、全体の放送波の数が多いのではないかという

ことを検討しているところですので、皆さまに一番ご満足いただけるような配

分で編成し、とにかく質のよい、ＮＨＫらしい、ＮＨＫにしかできない番組をお

届けできるようにこれからも努力してまいりたいと思います。 

 

【参加者】 

 先ほどお笑いタレントの話が出ましたが、ＮＨＫがそちら側に迎合していく

のではなく、引き上げるような役割を果たしてほしいと思います。これからもぜ

ひＮＨＫらしい番組をお願いします。 

 

【参加者】 

 「鶴瓶の家族に乾杯」を例に挙げられましたが、「鶴瓶の家族に乾杯」や「ブ

ラタモリ」などは再編集されています。これは結構興味があって、昔の番組を見

るという意味でよいのですが、全く同じものをただ流されると、ＮＨＫは何をし

ているのだろうとなります。また、ＢＳプレミアムで映画が流れる際、始まる前

にゲストとアナウンサーが対談されたりしているのはまだよいのですが、全く

同じフィルムを最初から最後まで流して、「何年何月に放送したものです」とい

うテロップをつけて終わりというのはやめてほしい。 

 

【参加者】 
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 私は旅館を経営していて、この会に参加するにあたって、私だけの意見ではな

くて、社員・スタッフの意見を聞いて届けようということで、134 人にアンケー

トを取りました。10 代と 20 代、30 代まで含めますと 62.6％が若い社員・スタ

ッフです。「あなたはテレビを見ますか」という問いに対し、「よく見る」、「たま

に見る」が 33％、「めったに見ない」、「見ない」が 66.6％でした。「見る」と答

えた人に「どのような番組を見ますか」と聞いたところ、ＮＨＫの報道番組、ド

ラマ、ドキュメンタリーというのが中心でした。「見ない」と答えた方に聞いた

ところ、「テレビを見ない」が 57.1％。「番組に興味がない」が 28.5％という結

果でした。いま非常にメディア環境が変化しています。テレビ離れやスマホ利用

が増える中で、次の世代を背負っていく若い人たちに、どうやってテレビ番組に

興味を持ってもらい、そして報道番組やドキュメンタリーなどの視聴率を伸ば

していくのか。ＮＨＫとして、これからの時代をどう考えているのでしょうか。 

 

【参加者】 

 私は、オンタイムというより録画やオンデマンドでテレビを見ています。見た

いものがあるときやインターネットで話題になったものがあるときに、オンタ

イムで見るぐらいです。また子どもがいるので、録画しておいて見たいものを後

から見るという暮らしをしています。Ｅテレは録画して子どもと一緒に見てい

ます。 

 

【参加者】 

 若者がテレビを見なくなっているというアンケート調査の結果が紹介されて

いましたが、テレビを見なくなっている理由はいろいろあると思います。例えば、

いろいろな情報を取得するという観点から考えると、私は 31歳ですが、扱う情

報量について 20 年前と 10 年前と今とを比較すると、今は圧倒的に増えていま

す。個人として一日に処理しなければならない情報が増えてきている状況の中

で、テレビという情報量が限られているものに、なかなか依存できなくなってい

ます。昔であればニュース番組を見ていれば世の中の状況はおおむね把握でき

ましたが、情報量が増えてきた中で、本も読み、インターネットのウェブニュー

スも見てと、可処分時間がものすごく減っている状況があって、どうしてもテレ

ビを見る時間がさけない。テレビはことばで伝えるものなので、もともと 2 倍

速や 3倍速のスピードで伝えるといった単位時間あたりの情報量を増やせない、

制約のあるメディアだと思います。情報量が増えている時代に、テレビを主な情

報源として使うという選択肢は難しくなってきているというのが個人的な見解

です。 
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（司会） 

 テレビ番組が求心力を持つためのご提案はありますか。 

 

【参加者】 

 最初のお二人からご意見がありましたが、民放にはないＮＨＫの特徴として、

しっかりとした資料に基づいて事実確認がされた情報をドキュメント形式で伝

える教養系の番組は、民放とＮＨＫでは全くクオリティが違う、明らかに情報量

が違うことは、ＮＨＫのドキュメンタリーなどを見れば分かると思います。私は

生物系の研究職をしており、生物系の専門分野に関する知識は仕事をしていく

中でおのずと増えていきますが、例えば経済や政治、法律に関するものはイメー

ジがわきにくい。そういうときに専門性の高い知識をきちんとした事実確認に

基づいて伝えてくれる番組があれば見たいと思います。本を読んで一回で理解

できる情報はなかなか限られ、やはり動画のほうが理解しやすいこともあるの

で、そういう番組があれば見てみたいという気もしています。 

 

【参加者】 

 私は 40代半ばで、どちらかというとテレビっ子で育ってきて、民放、ＮＨＫ

ともにずっと見てきた印象があります。テレビを見ることが普通で、自宅に帰っ

て仕事が終わればテレビを見る、ご飯を食べながらテレビを見るという行動自

体が普遍的なことでした。ただ、今一緒に働いている若者が、ほとんどテレビを

必要としない生活を送っている姿を見ていると、生活様式が変わってきている

と感じます。また私自身もオンタイムで見られなかった番組をオンデマンドで

見ています。オンタイムで放送される番組に必要なことは何かと考えていまし

たが、気象情報や定時のニュースといった非常に普遍的なことに加え、専門性の

ある番組があると、私自身もおもしろいと感じると思いながら、皆さんのご意見

を拝聴していました。 

 

（司会）チャットに「オンタイムでは地震情報など緊急を要するものはＮＨＫを

見るようにしています。正確性が高いと思えるからです。」という書き込みをい

ただきました。 

 

【参加者】 

 私は昔から報道番組に非常に興味を持っていて、かつては民放が多かったの

ですが、今、生活スタイルが変わる中、ＮＨＫのニュース番組、特に夜 9時から

の放送は欠かさず見るようにしています。見ながら感じることは、主張というか、

ＮＨＫは公共放送だから特定の考え方を出しにくいのかもしれませんが、いろ
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いろなニュースはインターネットで早く入手することはできるけれど、深く考

える力が弱くなっている気がします。そこを、どう解説していくのか。ＮＨＫに

信頼を置いているので、皆さんにどう価値を伝えることができるのかについて

考えを伺いたいと思います。 

 

（松坂専務理事） 

皆さまありがとうございます。きょうの会のために従業員の方にアンケート

をしていただき、貴重な数字も教えていただきました。テレビは 1953年に始ま

ったメディアで歴史が浅いのですが、ここのところのメディア環境の変化が非

常に激しい中で、どのように情報を届けるかを私たちも今考えています。1つは

伝送路という問題があります。インターネットで情報を得られる方が増えてい

ますので、「ＮＨＫプラス」のようにインターネットを使って番組を配信したり、

日々のニュースをできるだけ文書、テキストベースにして「ＮＨＫオンライン」

などに掲載したりすれば、テレビで流れるニュースよりも一瞬で見ていただく

ことができます。 

録画で見るほうが多いというお声もありました。録画やいわゆるオンデマン

ドサービスなどで、時間にとらわれずに情報を得る方が多いので、「ＮＨＫプラ

ス」も 1 週間の見逃し機能をつけていますが、「ＮＨＫオンデマンド」も含め、

いつでも見られることが大事ではないかと考えています。 

そして何より重要なのは番組やコンテンツで、「これなら見てよかった」、「こ

れなら見たい」というものをどう届けるか。皆さまからは、専門性が高いもの、

時間をかけたニュースやドキュメンタリーを、深く掘り下げてほしいという主

旨のご意見もありました。いろいろな情報が流れる中で、ＮＨＫを見れば分かる、

深く掘り下げた背景が分かるといったニュースや番組のつくり方が必要ではな

いかと痛感しました。またテレビには生の魅力があると思います。今起きている

ことを多くの方と一緒に見られる。私たちは「一斉同報」と言っていますが、テ

レビでしか果たせない役割について、生の大切さは大事にしていきたいと思っ

ています。今皆さまから出されたご意見は、実は私たちも最近一番大きい課題だ

と考えているところで、テレビ離れが現実に進む中で、どのようにしてコンテン

ツに触れていただくかを考え続けないといけません。きょうのようにご意見を

引き続き寄せてほしいと思っています。 

 

【参加者】 

 ＮＨＫの役割として、たくさんの人に納得いただける報道が大事だと思いま

すが、そこに世論をどう吸い上げていくのか。いろいろな日本の出来事に対し海

外がどのように反応しているかを放送で見ることがありますが、海外の人が日
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本をどう見ているのかといったときに、日本の主張が大事なような気がします。

そう考えたときに国民、多くの世論がどういった考えを持っているのかが重要

で、報道を通して皆さんが納得するような、共通理解が持てるようなことが大事

だという気がします。われわれは、もっと考えていかなければならないことがた

くさんあると思いますので、報道を通じて呼びかけていくことが大事だと思い

ます。 

 

【参加者】 

 最初の方がおっしゃったとおり、どうしても東京中心の報道が一般的には多

いので、ぜひローカルの情報、しかも旬な情報を、いろいろと出してもらいたい

と思います。私たちは観光関係なので、引き続きお願いしたいと思っています。 

 

【参加者】 

 私たちはローカルな地域の者ですが、都会にはない魅力、文化や自然などを都

会の方にお伝えしながら、このコロナ禍において山や川を見てリフレッシュし

ていただくような、また別の切り口でお伝えしてもらうとよいと思います。 

 

（司会） 

次に「地域放送局に求めるもの」についてご意見を伺っていきます。まず、前

橋放送局長から現在の地域放送・サービスについてコンパクトにご説明します。 

 

（西村前橋放送局長） 

 お忙しい中、「視聴者のみなさまと語る会」にご参加いただき、本当にありが

とうございます。前橋放送局としては、9年ぶり 2回目の開催ということで、ご

参加の皆さまの貴重なご意見を伺うとともに、私どもの取り組みを少しでもご

理解いただく機会となれば幸いと思っています。 

前橋放送局の取り組みについてご説明します。前橋放送局は県域テレビ放送

を開始してことしで 10 年目を迎えます。平日午後 6 時台のニュース情報番組

「ほっとぐんま 630」では、最新ニュースや生活情報、気象情報をいち早く、よ

り詳しく、また視聴者の関心が高いテーマをより深掘りします。キャスター陣も

積極的に取材に出かけます。気になる人へのインタビューや、季節感あふれる旬

な現場からの中継など、新コーナーも加えてパワーアップした番組をお届けし

ます。さらに、視聴者の皆さまに親しまれている「すきです ぐんま」に加えて、

「つなぐん？こどもナンデモ相談室」など、大人から子どもまで誰でも気軽に投

稿できるコーナーを定期的に放送します。番組内でご紹介するだけでなく、一部

のコーナーは前橋放送局ホームページにも公開しています。同じく総合テレビ
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金曜日午後 7時半からは、随時放送ですが、「ぐんまスペシャル」と題して、昨

年度は 8Ｋカメラで撮影した番組やコロナ禍での社会状況を取り上げた番組な

ど 7 本を放送しました。今後も地域に密着して取材し、日本社会のヒントとな

る群馬県内のさまざまな取り組みをお届けします。 

今年度は北関東エリアの水戸放送局と宇都宮放送局と連携して、新番組「キタ

カン＋」を制作・放送予定です。ぜひご覧ください。簡単ではございますが、以

上が前橋放送局の取り組みについてのご説明となります。今後も新しいＮＨＫ

らしさを追求しつつ、引き続き群馬愛を育み、地域への貢献を果たしていきたい

と考えます。 

 

【参加者】 

 テクノロジーが発達した社会においては、昔の知恵や自然を活用したような

ものが、今の子どもたちには刺激になると思います。地元の高齢者の皆さまの知

恵も含めて、子どもたちの教育などに役立つものをお伝えできればと思ってい

ます。 

 

【参加者】 

 道の駅を経営しています。ＮＨＫの夕方のニュース情報番組で取材していた

だきましたが、やはり民放と違って、ものすごく反響が大きかったです。地元の

アワバタダイズを使った豆腐を取材していただいたのですが、いつもの何倍も

のお客さんに来ていただきました。商売をしている身からしても、何か新しい事

業をしたときにはＮＨＫに取材で取り上げてもらえるように努力したいと思っ

ています。 

 

（高橋委員） 

 少し失礼な話になるかもしれませんが、私は生まれも育ちも東京で、東京に生

まれた人間が群馬をどのように見ているかというと、温泉とコンニャク、コンニ

ャク芋のイメージがものすごく強いです。そういうイメージで最近までいたの

ですが、1年位前に前橋放送局にお邪魔して、いろいろな話を伺ったところ、例

えばイチゴなどの地産地消を行っています。イチゴといえば栃木と言う人はい

ますが、群馬のイチゴを 1 回食べていただけると、どれだけおいしいかがわか

ります。そういうものが群馬にはたくさんあるのですが、あまりそういうイメー

ジがありません。自分が前に前に出てという県民性ではないと伺っていますが、

少しアピールが弱いということはないだろうか。いずれにしても、地域放送にお

いてはネタが非常に豊富にあります。今お話があった大豆もすごくよいもので、

よいものがつくられているということをもう少しうまく出せるのではないか。
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ほとんどの野菜もおいしいものがとれると聞いたので、非常にもったいない。し

かも東京から非常に近いわけです。今はコロナ禍で人が来られると困るかもし

れませんが、きっかけが 1 つあるだけで、人を呼ぶだけの力があると思ってい

ます。この辺について、皆さまのお考えを伺い、地域放送などに生かしていきた

いと思います。人間誰しも食べものや自然、花などへの興味はすごくあると思い

ますので、皆さまいかがお考えか、お聞かせください。 

 

【参加者】 

 1つ目のテーマに関係するかもしれませんが、何かの情報を欲しいと思ってテ

レビを見ているわけではないことが割とあります。「ほっとぐんま 630」なども

そうですが、見ていて思いがけない情報が手に入ることを期待して見る部分が

あります。例えば「今週末にこんな催しがあるのなら行ってみようか」とか、「こ

んなものがあるのなら食べに行ってみようか」とか、楽しみにつながるような情

報が提供されることは、ローカルな放送の中では大切ですし、自分も入手できる

とうれしいと思う放送です。自分の町にも、大河ドラマ「いだてん～東京オリム

ピック噺」の最終回で使われた白バイが飾ってある展示館があり、一昨年に「ほ

っとぐんま 630」などで放送していただいたら、「あれはどこにあるのですか」、

「ぜひ見に行きたい」という反響を多くいただきました。私もそういうものを見

たら行きたいなと思います。コロナ禍で県をまたいだ移動がはばかられる時代

でもありますので、そういう意味で、ローカル放送は、地元をもう 1回見つめ直

し感じ直すよい機会になると思っています。ただ、「ほっとぐんま 630」は時間

が早く、少し見づらい時間であるのは残念です。小さな情報でよいので、ローカ

ル情報をたくさん伝える放送をしてもらえるとよいなと感じています。 

 

（井伊委員） 

 ＮＨＫは、今の日本の各地の文化の担い手であると思います。いろいろな文化

を継承していく力にもなっていると思います。受信料で経営しているわけです

が、この受信料は皆さまからお支払いしていただいているものです。きょうのこ

の会もそうですが、視聴者の皆さまがつくっていくものであるということで、皆

さまに口を出していただけるものと思っています。東京だとなかなか難しいの

ですが、前橋放送局は皆さまに身近な存在だと思っていますので、どんどん口を

出していただき、皆さまと一緒に番組をつくっていくのだということをぜひ忘

れずにいきたいと思います。 

 

【参加者】 

「ほっとぐんま 630」で、地域のいろいろな身近な情報を取り上げていただき、
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われわれもそれを知って、「こんなことがあるのだ」と驚いていることもありま

す。そこで話題になったことを全国の皆さんにぜひ知ってほしいと思います。前

橋放送局が取り扱った情報を、人気があれば全国向けに放送されるような制度

があるとおもしろいと思うのですが、そういうものは今あるのですか。 

 

（若泉理事） 

 例えば、去年の秋から始めた「列島ニュース」では、各地のお昼のニュースを

全国で見られるようにしています。また午前中に、各地の金曜 730 などの番組

のうち、特に全国で見ていただけるようなものを並べるようにしています。それ

から「ＮＨＫプラス」で各ローカル番組を見逃しで見られるようなサービスなど、

おっしゃるようにせっかくの各地の情報を、東京一極集中ではなく、インターネ

ットあるいはテレビを通して、皆さまになるべく見ていただけるように努力し

ている最中です。 

 

【参加者】 

 インターネットで見られるのは分かるのですが、インターネットは自分で見

にいかないと見られません。テレビのよいところに、たまたまチャンネルをつけ

たら「こういうことをやっているんだ」という驚きがあると思うので、前橋放送

局長に頑張ってもらい、群馬の放送をぜひ全国に発信していただきたいと思い

ます。 

 

（西村前橋放送局長） 

 皆さま、貴重なご意見をありがとうございます。全国につなげていくというこ

とでは、例えばローカル放送で取り上げさせていただいた内容を、「目撃！にっ

ぽん」という全国放送の番組で展開して発信していくことも、今、地域放送局と

して頑張っているところです。実際に地域の皆さまにお届けした番組を全国放

送に展開していくことによって、お礼のお手紙や感動されたというおことばな

ど、県外のお客さまからも思わぬ反響をいただいています。県内に伝えていくと

同時に、全国に知っていただきたいという番組については力を入れて進めてい

きたいと思います。先ほど井伊委員がおっしゃったように、みんなでつくり上げ

ていくことを意識しながら、地域放送を盛り上げていきたいと思っています。そ

れから地域とのつながりという点では、子どもたちの学ぶ場として、地域放送の

枠でも、先ほどご紹介した「つなぐん？こどもナンデモ相談室」を設けたりしな

がら、素朴な疑問に専門家の先生がお答えする、視聴者投稿型の番組も充実させ

ていきますので、そういったところを通じても地域放送の中身、クオリティを上

げていきたいと考えています。 
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【参加者】 

 「ほっとぐんま 630」は、残業しているのであまり見られないのですが、地域

情報は必要だと思います。私は群馬県出身で在住ですが、県内のことをよく知っ

ているかと言われると、例えば西毛や吾妻、利根のことは全く何も知らないので、

「ほっとぐんま 630」を通して改めて知ることも多いです。私自身は東毛の出身

で、全くほかの地域を知らないので、ＮＨＫを通して知ることが結構あります。

引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 

【参加者】 

 ＮＨＫの一番の強みは、視聴率とスポンサーを気にしなくてよいことだと思

っています。どうすれば強みを一番生かせるか。例えば尾瀬というのはミズバシ

ョウ一本で推してきたわけですが、片品村では、冬の尾瀬を何とか売ろう、今ま

でにない視点で売っていかなければ、皆さまに見ていただかなければならない

と思っています。そういう意味でＮＨＫにお願いしたいのは、全国の方が見たこ

とのない地域のもの、群馬県でもまだ紹介されていないものがたくさんあると

思うので、そういうものを取り上げていただければと思っています。それからＮ

ＨＫのＢＳ番組のために、自転車レースを撮りに 20人ぐらいのスタッフが来て

いるのですが、放送された際には、ものすごくカットされてしまいます。再編集

という話が出ましたが、ものすごい量のロスしている映像があると思います。行

政や一生懸命に関わった者からすると、なぜこんなにカットされているのだと

いうことで非常に残念に思うことがたくさんあります。ぜひその辺はお願いし

たいと思います。またインターネットを見るからテレビは見ないと言いますが、

視聴率 1％とインターネットを見る人の数では、視聴率の方が圧倒的に見ている

方は多いと思います。テレビには、まだまだ影響力がたくさんあると思っていて、

もっと自信を持ってやっていただいたほうがよいのではないかと思います。さ

らにお願いしたいことは、年代ごとにたくさんのＮＨＫ職員がいると思います

ので、先ほど従業員の方にアンケートを取ったという方もいましたが、何が楽し

いか、もっと職員の方の意見を聞いて制作すればよいのではないかと思います。 

 

【参加者】 

 先ほど東京から見るとイチゴなどは知られていなくて、コンニャクは十分に

知られているという話がありましたが、テレビを見ているとツイッターなどで

視聴者の方が参加することがあると思います。先ほどの方が言われたように、ロ

ケに来られても、われわれが伝えたいところが時間の関係などでどうしてもカ

ットせざるを得ないところがあると思います。しかし群馬県民からすると全国
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の方にお伝えしたいので、視聴者もツイッターなどで参加できる仕組みがもう

少しできると、地元の人たちがこういうところをもう少し売っていきたい、発信

していきたいという参加型のコンテンツができるのではないかと思います。県

内を見わたすと、食べものにしても文化にしてもたくさんよいものがあるので、

そのような仕組みができるとよいと思います。 

 

【参加者】 

 ＮＨＫ前橋局の放送は、何年か前までは午後 6時 40分から午後 7時までの放

送だったのですが、これが 10分間延びたことは地元としては大変喜ばしく、あ

りがたいと思っています。ただ先ほどのお話にあったように、仕事の都合上、午

後 6 時 30 分から番組を見られない群馬県民も多数いらっしゃると思いますの

で、例えば夜の 10時から放送するとか、あるいはテレビの番組情報欄でボタン

を押すと、本来の番組ではなくその時間帯だけプロ野球が流れていたりするの

で、そうした形で再放送のようなものがその日のうちにできないのかというの

が、まず 1点目の質問・要望です。もう 1点は、私の住まいは非常な山間へき地

で、山のほうは地上波の電波が届きません。日本は山国なので、どこに行っても

そうした地域を抱えていますが、そうした地域では共同受信アンテナ組合とい

うものを立ち上げて、地上波を見ている状況です。その中で、衛星があるので、

今後、共同受信の組合を立ち上げなくても、宇宙からの電波で見られるようにな

るのかどうかが質問・要望です。最後は、先ほどからいろいろな方々の意見を聞

いて改めて思ったことがあります。私は年齢が 50代ですが、子どもが 3人いて、

娘は結構テレビっ子ですが、下の 2 人の息子は、テレビは全然要らないという

状況です。テレビを見るのは暇なとき、やることがないときで、情報はインター

ネットで取れるからよいというのが、うちの子に限らず、若者世代なのだと思い

ます。中高年の私たち世代は両方使っていて、おじいちゃん、おばあちゃんにな

ったときは、目もよく見えなくなり、細かい読みものなどが厳しくなるので、そ

うした時に改めてラジオ、テレビということになるのか。また、幼児のときは、

お父さん、お母さんが子どもに絵本を読んだり、テレビで幼児番組を見たりとい

うことで、幼児はテレビ、若者はインターネット、中年は両方、高齢になるとラ

ジオ・テレビということが、多様性という意味で 1 つのヒントになるのかなと

思います。 

 

（松坂専務理事） 

まず難視聴の問題についてです。日本全国で、どうしても電波が届きにくいと

ころにどのようにして放送を届けるかで、共同受信施設やミニサテライトなど

を使って対応しています。こうしたところを今後どうしていくのかは、いくつか
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考え方があります。国なども考えていると思いますが、一つはインターネットや

ブロードバンドみたいなもので、そういうところを整備する。ただ、ブロードバ

ンドなども、へき地のほうへいくと、なかなか十分設備が整っていないこともあ

ります。ご意見のあった衛星は、もともと難視聴解消で始まり、だんだんとそう

した面が少なくなっていましたが、最近ここにきて地上の電波が届きにくい最

後のところで、衛星をもう一回見直したらどうかという意見も有識者や国など

から出ています。あとケーブルテレビなどもそうです。今までの放送とインター

ネット、衛星放送やケーブルテレビをどういうふうに組み合わせて、ラストワン

マイルとも言いますが、最後のところに届けるのかは、新しい技術も含めて大き

な課題であり、取り組まなければならないことだと考えています。また「ほっと

ぐんま 630」の再放送については、録画やインターネットの見逃しだけでなく、

マルチ放送なども使ってできないのかというご提案ではないかと思います。マ

ルチ放送はどうしても画質が落ちたりするので対応はしていないのですが、ど

のようなことがあるのか考えてみたいと思いました。 

 

【参加者】 

草津温泉は、ＮＨＫからいろいろな形で取材に来ていただいています。特にコ

ロナ禍で緊急事態宣言が出たときに、草津の町はどうなのか、訪れるお客はどう

なのか。またＧｏＴｏキャンペーンが停止になったときはどうなのか。ある面で

温泉地の代表として取り上げていただいたことは非常にうれしくありがたいと

思います。また 2年前、浅間山の噴火があって厳しい状況のときに、「ゆく年く

る年」に取り上げていただきました。そうした草津町にとって大きな宣伝をして

いただいたことは心からうれしく思っています。先日も、「ブラタモリ」で草津

温泉を取り上げていただきました。草津温泉は、実は岩盤の下の層が防水シート

の役割をしていて、そこで温泉が漏れないために湯量が豊富だというような番

組でした。地元に住む私たちもほとんど知らなかった情報を、ＮＨＫがいろいろ

な形で調査して全国に発信してくれたことを大変うれしく思います。また有馬

温泉や由布院などの温泉情報も「ブラタモリ」を通じて私たちは学ぶことができ

ました。地元ならでは、また他の温泉地のこともお知らせいただけるのは非常に

うれしくありがたく、「ブラタモリ」の大ファンです。 

 

（司会） 

チャットをご紹介します。「『ブラタモリ』のお話が出ましたが、『ＮＨＫスペ

シャル』や『ドキュメント 72時間』、『ブラタモリ』の群馬版のような地域情報

を深掘りしたような番組があったらと思います」と書いていただきました。また

「群馬の魅力は、群馬県民愛を育む『上毛かるた』があり、県民が誇りを持って
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いることだと思います。その中にたくさんのコンテンツがあるのではないでし

ょうか。ただ、このかるたは昔につくられたものなので、今の流行や取り組んで

いることは各自治体や団体を取材いただくことで全国に広まるきっかけになる

と思います」といただきました。 

 

【参加者】 

 高橋委員から、群馬は温泉とコンニャクは有名だが、それ以外は知られていな

いというお話がありました。私も観光業に携わっていますが、観光業でもそれは

従前からの課題で、知られておらずスルーされてしまうようなところがありま

す。観光キャンペーンなども大きく打つのだけれど、なかなか知ってもらえてい

ないことがあったりします。例えばイチゴの話もそうです。群馬のイチゴがおい

しいことは、私は生まれも育ちも群馬ですから知っていますが、群馬の人からす

るとすごく当たり前になっていて、草津温泉も伊香保温泉も四万温泉も水上温

泉も近くにあってすごく当たり前になっています。実はトマトもおいしい、お肉

もおいしいというのが群馬の人にはすごく当たり前になっている感覚があるよ

うに思いました。ですから群馬のよさ、いろいろなものがあるという話をさせて

いただける場面はものすごく貴重で、いろいろな群馬のよいところを伝えられ

る場があり、それを発信していただける放送局であっていただきたいと改めて

感じました。片品村の方がおっしゃっていた新しい魅力、例えば温泉だけでなく、

温泉にまつわる新しいコンテンツなどをそれぞれに開発・企画していると思う

ので、そうしたことをＮＨＫに伝えて発信していただくルートやすべを持ち合

わせたいと改めて感じました。 

 

（司会） 

チャットで受信料に関する書き込みがありましたので、ご紹介します。「受信

料に関して、下げることは多くの人に支持されることでもあり、おおむね好まし

いこととされていますが、逆に上げるための努力も検討してもよいのではない

でしょうか」とあります。 

 

【参加者】 

 経済系の情報番組などを見ていると、コストを下げることで人件費を下げよ

うという意見が割と多いです。多くの会社でもそうだと思いますが、コストの削

減と人件費の抑制がダイレクトに結びつくことが多いような気がしています。

人口が減っていくので受信料が一定のままだとＮＨＫの収入も増えないことは

明らかです。例えばコンテンツの魅力を上げることによって受信料を 100 円上

げますと言ったら、かなり反発があり、納得してもらうことはなかなか難しいか
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と思いますが、それでもデータに基づいて、「こういう努力をしているので受信

料を 100 円引き上げます」、「申し訳ないけど納得してください」というような

説明、努力があってもよいのではないでしょうか。受信料を下げるのはものすご

く安易なことであり、安易な手段に頼るのではなく、逆に上げるための努力を何

らかの形でできないものか。努力をする前に選択肢として消してしまうのでは

なく、それも一つの選択肢として、逆に上げることも少し検討してもよいのでは

ないか。下げることは楽で、上げることは難しいのですが、そういう努力があっ

てもよいのではないかという参考意見です。 

 

（司会） 

 チャットで「視聴率を気にせずお金をかけてよい番組が制作・放送できるのも

受信料制度のおかげだと思います。受信料制度は頑張って維持してください。た

だし、地上波と衛星波が別なのはいかがなものか。衛星放送導入時なら納得しま

すが、見ているほうは地上波も衛星も区別がありません。ＮＨＫは一つなのにと

思います」というご意見をいただきました。 

 

【参加者】 

 私は群馬出身ではなく、仕事で群馬に配属されて十数年がたちますが、群馬県

民の県民性として、こんなによいところだというのをあまり表立って表現でき

ていないとすごく感じています。県外の者から見ると、群馬は文化的にも歴史的

にも、あと自然と街が近いところなどもとても魅力的だと思うのですが、当たり

前のように感じてしまっています。たぶん、ほかの様子を見たことがないと同時

に、群馬のことが皆さん大好きなのだと思います。私は以前、博物館や美術館に

関係する仕事をしていましたが、群馬県立歴史博物館や群馬県立自然史博物館

など地元の公共の施設でも、群馬の魅力がもっと理解できるような、勉強できる

ような場所があります。「ほっとぐんま 630」でも企画展が始まると紹介したり

すると思いますが、そういうところから広がって、「こういうことがおもしろい、

群馬らしい」ということを発信してもらえるとよいと思いました。 

 

【参加者】 

 私は、今のＮＨＫが、受動的な放送から、できれば能動的な放送に切り替わっ

てほしいと感じています。私の祖母は、一日の中で夕方の起きている限られた時

間しかＮＨＫを見られないのですが、その時間帯に受け身で見られる放送はニ

ュースなどの限られた情報なので、かわいそうだと感じています。「ＮＨＫプラ

ス」などの能動的な手法もあると思いますが、80 歳を超えた祖母では、そうし

たところから情報をキャッチすることがないので、どんどん世の中から切り離
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されていってしまいます。「Ｎｅｔｆｌｉｘ」のように、プラットフォームにア

クセスすれば見ることができるとよいと思います。若い方はその人の好みにあ

ったものが見られればよいし、地域密着型のコンテンツチャンネルがあればそ

れを見ればよいし、私は逆に東京の情報が欲しいので、東京や全国向けのチャン

ネルがあればうれしいと思います。今後、そうしたプラットフォームが整ってい

けばよいなと感じています。 

 

【参加者】 

 地域放送に関しては、パンフレット等に載っていない県内の情報を教えても

らえればありがたいと思います。また 2023年度に受信料の値下げを検討してい

るとのことでしたが、合理化の中でＮＨＫの訪問営業の縮小と書いてありまし

たが、訪問営業とはどういうことをしているのでしょうか。 

 

（松坂専務理事） 

 テレビをお持ちでも契約していただけない方や、テレビを実際にお持ちかど

うかがなかなか分からないような実態もあり、特に都市部などで非常に対応が

難しいので、一軒一軒お訪ねして、「テレビをお持ちですか」とか「契約いただ

いていますか」と確認するというようなことをずっとやってきていました。ただ、

職員はもちろん、外部の方に委託したり、法人に委託したりしていますが、訪問

に関する経費が年間に 300 億円ぐらいかかっています。最近は、深夜の訪問な

どに非常に抵抗感がある方もいらっしゃいますし、コストをかけるだけの効果

があるのか、特に、去年からはコロナ禍で訪問は好まれないということもあり、

ここの経費をもう少し縮小して、訪問によらずに、例えば郵便等でのＰＲや、引

っ越し時についでに手続きをしていただくなど、訪問によらない営業に移して

いく必要があるのではないかということです。今まで訪問にかかっていた全国

で年間 300 億円という経費をできるだけ削減して、訪問によらずに契約に結び

付けていきたいと考えています。 

 

【参加者】 

 これまで聞いていて、ＮＨＫに期待されるものがいろいろあると感じました。

私はＮＨＫといえば報道か技術と思っています。報道については、地域の情報と、

全国の情報では災害が起きたときにまずテレビをつけるという行為から始まる

ので、このあたりを徹底的に早くしていくことを極めていくとよいのではない

かと思います。ただ、インターネットニュースやＳＮＳも早い時代なので、どう

住み分けをするかも今後の課題だと思っています。もう一方の技術は、やはり 8

Ｋは音楽を聴いても絵画を見ても非常にきれいなので、このあたりを売りにす
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べきと思っています。視聴者の価値観はだいぶ変わっているので、オンタイムで

必要なもの、あるいはオンタイムではなくても技術を駆使してよい番組をつく

る、報道の内容を極めるなどすると、ＮＨＫの価値が非常に高まると思います。 

 

【参加者】 

 私は普段専門学校で仕事をしていて、若い 18歳、19歳、20歳の学生に囲まれ

ています。私もこの会に参加するにあたり、少し学生に話を聞いてみたのですが、

テレビをほとんど見ていません。ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅ系を見ているという

ことでした。ただ、つい先日、学生を「ほっとぐんま 630」に取り上げていただ

いたときは、学校をあげて、みんなで番組を見ました。自分の身の回りの方が出

ると必ず見ると思います。毎回自分の身の回りの方とはいかないと思いますが、

自分の興味のある身近な情報があれば、見るきっかけがつくられるのではない

かと思います。いろいろとロケに出向かれたり、たくさん情報を提供していただ

いたりしていると思いますが、もう少し幅広い情報なども取り入れていただけ

ると、学生、若い者にも興味を持ってもらえる機会が増えるのではないかと感じ

ました。 

 

（司会） 

 本当にたくさんのご意見を伺うことができました。ありがとうございました。 

 

（井伊委員） 

 きょうは大変貴重なご意見をたくさん、どうもありがとうございました。私は

ＮＨＫで働き始めて初めて知ったのですが、ＮＨＫは視聴者のことばや意見を

とても大切に受け止めています。先ほど前橋放送局は皆さまにとても身近な存

在だと思うということを申し上げましたが、ＮＨＫのホームページや電話、手紙

でも、いろいろな形で意見を今後もお寄せいただけたらと思います。私たちもさ

らに努力してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（高橋委員） 

 本日はどうもありがとうございました。かなりに心にグサッと刺さるような、

またこれまで何年かＮＨＫの内部でずっと議論しながら、なかなか結論が出な

いようなポイントをひとつひとつご指摘いただき、われわれとしては早く行動

に移さなければならないと再認識した次第です。ＮＨＫの報道について、今何が

最も大事かというと、激甚化する災害の中で命を亡くされる方が非常に増えて

いますが、それに対して、行動に結びつく報道をどうしたらよいのだろうという

ことです。以前、アンケートで調べたところ、ＮＨＫのニュースを見て実際に家
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から避難所に移ったという方のパーセンテージが意外と低いという結果が出ま

した。やはり報道に携わる者としては、情報を出すだけではなく、その情報を聞

いて行動に移して命を守ってもらいたいということで、今、力を入れています。

公共メディアとして非常に大事な使命と感じています。皆さまのひと言ひと言

を、ＮＨＫの行動にどのように生かしていくのかがわれわれの責務です。きょう

のご助言を肝に銘じて、しっかり経営に携わっていきたいと思います。本日は大

変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

（西村前橋放送局長） 

 本日はどうもありがとうございました。本当に貴重なご意見をたくさん頂戴

しました。私もメモにずっと書き記していましたが、感想としては、まだまだや

れること、やらなければならないことがたくさんあると痛感しました。現時点で

はいろいろな形で地域を回らせていただき、それぞれの地域に特有のさまざま

な情報があるということを、この 1か月間で知ることができました。その中で、

どのような情報をどのようにお届けしていくかというヒントは、現地に行って

初めて知ることもたくさんあります。私としては、視聴者の皆さまとの接点をど

のように維持して番組に反映していくのか繰り返し問い続けていきながら、地

域放送の中身、クオリティを高め、皆さまにより親しんでいただけるような番組

を目指して、スタッフ一同頑張ってまいりたいと思います。本当にきょうは貴重

なお時間をいただきまして、どうもありがとうございました。これからもよろし

くお願い申し上げます。 

（以上） 
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＜このほか開催中にチャットで寄せられた主なご意見＞ 

 

○ 先日、自分の所属する団体を取り上げて放送していただいた。きっかけは

ＹｏｕＴｕｂｅの動画をディレクターが見たことだったが、そのころの当

該動画の再生回数はわずか数千回。東京の民放なら数十万～数百万回の再

生でないと話題に上らないと思う。小さな情報からすてきな番組をつくり

上げた記者・ディレクターに敬服する。ＮＨＫという組織が、今後も若い

職員の感性や取り組みを支援いただくようお願いしたい。 

○ 浅間山北麓ジオパークのガイドをやっているが、地元の人にも伝えたい、

知ってもらいたいことがたくさんある。地域の情報を地域の人に伝えるこ

とは民放のシステムではとても難しく、これができるのはＮＨＫならでは

と思う。もう少しローカル放送の枠がふえたらよいと思う。 

○ お笑いタレントが出ることについては問題とは思わない。カネオくんやチ

コちゃんなどで興味を引き、おもしろさの中から知識や情報が得られる番

組をこれからもつくっていただけるとありがたい。  
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＜視聴者のみなさまと語る会 （前橋）＞ 参加者事後アンケート 

 

※単位は人数 

質問１：性別 

 

男性 女性 その他 無回答 

１３ ４ ０ ０ 

 

質問２：年齢 

 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代

～ 

０ ０ ２ ３ ６ ３ ３ ０ 

 

 

質問３：今回のイベントに参加していかがでしたか 

 

大変満足 満足 普通 不満 大変不満 

３ １０ ４ ０ ０ 

 

 

質問４：ＮＨＫ経営委員会の仕事を知っていましたか 

 

よく知っていた 知っていた 知らなかった その他 

１ ５ １１ ０ 

 

 

質問５：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 

 

深まった 変わらない わからない その他 

１４ １ ２ ０ 
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＜実施後のアンケートで寄せられたご意見＞ 

 

経営、放送・サービス全般について 

〇これからも質のよいコンテンツ制作に期待している。 

〇もっと小さなコミュニティでもよいので、交流の場があるとおもしろい。 

〇ラジオを聴いていても、制作費削減、人件費削減なのか、まるで民放のような

騒がしさや日本語の乱れなど耐えられない。ＮＨＫのアナウンサーによる番組

進行を強く望む。 

〇これからは、防災に関してＮＨＫの役割が増すと考えている。自治体として期

待している。 

〇特に上の世代からは絶大な信頼と支持のあるＮＨＫだが、新しい世代に向け

てこれから変わっていこうとしている方針も感じられ、とても充実した貴重

な時間となった。国民の声をよく聞く企業であることもわかったので、これか

らも前橋放送局ならではの放送・取り組みに期待したいと思う。 

〇今回参加されていた方々のように、ＮＨＫに対して真摯に意見を伝えている

視聴者を、今後も大切にしていただきたい。 

 

オンライン開催、運営について 

〇コロナ禍の時代で、オンラインでの開催はよいと思う。発言者の微妙なニュア

ンスや空気感は判らないという面もあるが、司会者の方の進行もよく、特に問

題は感じなかった。 

〇参加・発言しやすかった。今後もこの方法がよいと思う。 

〇司会者の円滑な運営のおかげもあり、意見が言いやすかった。 

〇オンラインでの開催となった直接的な要因は新型コロナウイルス感染症だと

考えているが、対面式に依存していた従前の方法から脱却した新しい取り組

みとして興味深いと感じながら参加した。開催時間も1時間30分程度で適当な

時間だったと思う。また、普段あまり目にする機会が少ないＮＨＫの経営計画

を知ることができたこともありがたかった。一点提案だが、事前にアンケート

調査を行うことで、より深い議論ができる気がする。ご検討いただきたい。 

〇皆さんの意見はなるほどと思う点が多くあった。論点が大きなテーマだった

ので発言するタイミングが難しく感じた。 

〇特別、違和感もなかったが、相互意思疎通という点では面談方式のほうがより

意見が多様化すると思う。 

〇年配の方、また行政や団体からの参加者が多いように思えた。本来であれば、

広い年齢層の一般視聴者からのご意見を伺う場かと思うので、この活動をも

っと広く知ってもらうことが必要と感じる。 
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〇今回の「視聴者のみなさまと語る会」が90回目との事だったが、過去の開催形

式は会場参加型だったのか。遠方からでも参加できるオンラインは、改めて有

効と感じた。 また、今回参加の方の中には、県内では著名の方がいらっしゃ

ったと思うが、より多くの意見を聴くには、世代別での開催などもよいかと思

う。 

〇貴重な経験だった。オンラインでの手法は問題ないと思う。ただし、回線品質

により一部声が途切れることがあったので、事前に回線確保が重要だと感じ

た。公共コンテンツとして現在の重点事項を知らせていただければ、深い意見

が出しやすかったと思う。 

〇オンラインに慣れている世代が中心かと予想していたが、思っていたより幅

広い世代の方々が参加されていて、ＴＶに対する考え方やＮＨＫに対する思

いに世代ごとの特色がありとても興味深い議論だった。県外出身者の私から

見ても、新しいもの好き・奥ゆかしいけど人情がある・地元大好き等の群馬の

県民性が際立った会合だと感じた。 

〇幅広い層からの意見を聞くことができ、普段あまり拝聴していないユーザー

からすると、いろいろと参考になることが多く勉強になった。 


