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「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）」に対するご意⾒募集 ご意⾒⼀覧 

※ご意⾒は、いただいた原⽂のとおりに全⽂を記載しています。 
ただし、特定の個⼈や企業、製品・サービスに関して、誹謗中傷や過去の発⾔等に関する情報が拡散することを避けるため、 
および個⼈情報の保護等のため、⼀部については掲載を控えさせていただいています。 

団体／個⼈ ご意⾒ 
株式会社テレビユー⼭形 ◇キーコンセプト︓新しい「NHK らしさの追求」今回⽰された「経営計画（2021-2023 年度）（案）」（以下

「計画案」とする）において、貴協会は、情報や娯楽などを「多様な伝送路を通じて広く提供するという、NHK が公共
メディアとして果たす役割が再認識」されたとしたうえで、メディア環境・視聴者⾏動の変化が進むことを想定し、「公共
メディア・NHK」の基本⽬標やキーフレームを⽰されています。また、受信料価値の最⼤化を図るために「充実したコン
テンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続ける」としています。その⼀⽅で、別項では、衛星波や⾳
声波の削減に触れています。将来的に、貴協会が保有しているメディア数を減少させる考えは読み取れますが、「充
実したコンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続ける」様々な具体施策を⽰すうえでは、貴協
会が保有しているメディア（国内においては、地上テレビジョン放送２波、衛星放送 4 波、⾳声放送 3 波、インター
ネット活⽤業務と考えられる）それぞれの位置づけや性格を「計画案」において⽰すべきであると考えます。◇５つのキ
ーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策１では「放送による⼀⻫同報とデジタル技術を効果的に連動」、２では
「コンテンツを、放送・デジタルそれぞれの特性に最適化しながら提供」、３では「インターネット配信を含むポートフォリオ
管理の最適化」と、放送に加えて、デジタル技術やインターネットを使⽤して視聴者へのサービスの提供を⾏うとしてい
るが、放送とそれらの関係性が不明確であると考えます。放送がメインでその他は従なのか、それとも各メディアや技術
が並列的に機能するのか、前項でも述べたように、貴協会が保有するメディアの位置づけ、性格を⽰すべきであると考
えます。さらに、これまでの総務省の有識者会議で⽰されてきたインターネット活⽤業務は「放送の補完」という考え⽅
との関係も⽰すべきであると考えます。１の「よりパーソナルな形で提供する報道・サービス」の強化という考えは、個⼈
の場合の受信料徴収単位である世帯単位の受信料との整合性について貴協会の考えを⽰すべきであると考えます。
２では「コンテンツを、放送・デジタルそれぞれの特性に最適化しながら提供」としていますが、「デジタル」という語句は、
この項⽬でのみ使⽤されているもので、他の項⽬で記載のある「NHK プラス」や「アプリ」、インターネット配信とどのよう
な関係性があるのか⽰していただきたいと考えます。３．の「ジャンル別管理の徹底による編成やインターネット配信を
含むポートフォリオの最適化」が視聴者にとってどのようなメリットがあるのか、また、貴協会が様々な放送波で放送して
いる番組の数や種類、質が現状とどのように変化するのか、さらに、電波とネットの組合せによるコンテンツのデリバリーが
視聴者の利便性を本当に⾼めるのかといった点について貴協会の考えを⽰すべきであると考えます。４．「⽇本の各
地域の発展に様々な形で貢献」とあるが、各地域のローカル局とどのような関係を築き、地域の発展に貢献するのかに
ついて、貴協会の考え⽅を⽰していただきたいと考えます。◇保有するメディアの在り⽅について衛星波の削減を⾏うの
であれば、現状の視聴者にとってはサービス低下となるわけであるから、衛星契約や受信料の在り⽅について考えを⽰
すべきと考えます。貴協会として、衛星波の整理・削減を⾏うにもかかわらず、視聴者・契約者にとって、サービスが低
下しないとするのであれば、各衛星波の性格付けをきちんと⽰し、受信料が、現状の料額で維持されても、視聴者・
契約者が衛星波の削減により、サービスが低下しないかどうかを判断できる材料を⽰すべきと考えます。◇インターネッ
ト活⽤業務について総務省の有識者会議では、インターネット活⽤業務は、「放送の補完」という考え⽅を⽰していま
すが、貴協会として、放送との関係で、インターネット活⽤業務をどう位置づけるのか、きちんと⽰すべきと考えます。ま
た、電波によるあまねく義務との関係や地⽅での⺠放局と共同で⾏っている中継局整備への影響の有無などについて
の、貴協会の考えを⽰していただきたいと考えます。◇「受信料の価値を最⼤化するためのマネジメント施策◎NHK
グループ全体で「NHK らしさ」を⼀体として追及できるようガバナンスを強化「計画案」では、「NHK 関連団体の機能
を純化」としているが、⼗分かつ具体的な改⾰案が⽰されていないと考えます。また、別添の「NHK 経営計画における
受信料及び収⽀の⾒通しの算定根拠等（案）」において、事業収⼊の項で、受信料以外の収⼊として、「関連団
体からの配当⾦などによる財務収⼊などについては、従前の規模を⾒込んでいる」としていることから、現状を⼤きく変
⾰しようとする意志があるのかどうか疑問に感じます。経営計画案に関する会⻑の記者会⾒でグループ経営について
「持ち株会社制度」に触れていたが、特殊法⼈である貴協会が株式会社である⼦会社などの関連団体とどのように向
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き合いグループ全体としてどのようにコストを削減していくかを具体的に⽰すべきであると考えます。◇計画期間中の収
⽀と受信料の考え⽅「計画案」において、貴協会は、「１．安全・安⼼を⽀える」の中で、「よりパーソナルな形で提供
する報道・サービス」の強化という考えを⽰し、また、「２．新時代へのチャンレンジ」では、コンテンツを「放送・デジタル
それぞれの特性に最適化しながら提供」という考えを⽰しています。また、「保有するメディアの在り⽅について」では、
BS 右旋の１波化や⾳声波の整理・削減の検討を表明しています。その⼀⽅で「計画期間中の収⽀と受信料の考
え⽅」においては、収⽀に関して基本的な考え⽅を⽰したうえで、受信料は「現⾏の料額を維持する」と述べるにとどま
っています。「計画案」で⽰された新たなサービスやメディアの現状についての考え⽅は、放送でのサービス提供を中⼼と
している現在の受信料の在り⽅（徴収の単位やサービスの質やインターネット活⽤業務との関係、受信料額の⽔準
など）をどのように変化させるのかに直結するものであり、そうした点に触れず、ただ、「現⾏の料額を維持」との考えを
⽰すだけでは説明不⾜であると考えます。「放送と通信の融合時代に適合した受信料制度」についての考えを⽰した
うえで、「計画案」の具体策を提案すべきであると考えます。以上 

株式会社テレビ愛媛 ＜「ＮＨＫ経営計画（案）」に関する意⾒＞  １）国⺠の受信料により運営されているＮＨＫとして、構造改⾰
による⼤幅な費⽤抑制⽅針を出している点は評価できるところである。  ２）以前より話題となっている「波の削減」に
ついても明⾔している点は評価できるが、その時期等の具体的な⼿順が 2021 年本計画の際の発表として、全く書
かれていないことは残念。  ３）「番組のジャンル別管理」、「ポートフォリオ管理の最適化」、「作り⽅改⾰」などあらた
な取り組み⽅針が掲げられていることは評価できるものの、番組編成も含めてどのような施策を検討しているのか具体
的内容を⽰してもらいたいところ。  ４）インターネットの活⽤業務について、地⽅番組の配信などを含め、⽅向性が
⼀定程度⽰されているが、受信料収⼊縮⼩予想の中で、国⺠からも注視されている“2.5％以内”という決まりごとと
の整合性について掘り下げた記述が少ないと感じる。ＮＨＫプラスで配信を先⾏スタートさせたＮＨＫが、その分野で
肥⼤化し⺠間放送事業者との共存性に確執ができることを懸念する。  ５）衛星波の整理・削減を段階的に実施
するということだが、結果的に過剰で⾮効率な事業であったということではではなかったか。また、チャンネル数削減に伴
う視聴者へのサービス低下に対する対応が記されていない。今後、インターネット活⽤業務など新たな事業を実施する
にあたって⼗分にその経験を活かせて頂きたい。  ６）⺠間放送事業者は、競争を前提にしている以上、否応なしに
設備・体制・運営などのコスト削減を求められる。⼀⽅、受信料で運営されている NHK では、本来⺠間よりさらに強
く求められる⽴場であるはずで、⾃ら常に意識して取り組まなければコスト削減は進まない。「あったらいいなが多すぎる
のでは」という会⾒での会⻑のご発⾔は、これまでの体質に対する反省と理解し、今後に期待するところ。  以上 

北海道⽂化放送株式会社 ＜インターネット活⽤業務について＞ 【意⾒】NHK による番組の同時配信については放送の補完として認められてい
るものです。費⽤の抑制的な管理を徹底して⾏うことを要望します。 ＜収⽀と受信料の考え⽅について＞ 【意⾒】コ
ロナ影響で今後の社会・経済状況を⾒通すことが難しいのは、NHK に限ったことではありません。「スリムで強靭な
NHK」をめざし衛星波の整理削減や⾳声波の整理削減を進めるのであれば、現在想定している「22 年度 23 年度
の受信料の料額維持」をやめ、値下げ等を⾏い、国⺠・視聴者への貢献を実感できる形で⽰すべきと考えます。 ＜
事業⽀出ー重点投資について＞ 【意⾒】投資規模 130 億円は決して少ない⾦額ではありません。具体的にどのよ
うなことを検討しているのか、より詳しく明⽰してほしいと考えます。 ＜受信料について＞ 【意⾒】営業経費のさらなる
抑制を図るため、「居住情報の利活⽤」を進めるとありますが、どのような利活⽤なのかが不明です。個⼈情報にかか
るものであり、より広く様々な⾒地からの意⾒を聞くなど慎重にあたる必要があると考えます。 ＜インターネット活⽤業
務に係る事項について＞ 【意⾒】地⽅向け放送番組の提供については、ローカル⺠間放送局の業務に影響を与える
恐れもあり、より早い情報の開⽰と、理解を得るための競合者に対する説明が必要であると考えます。21 年度本契
約の議決時と⾔わず、早いタイミングでの開⽰を要望します。 
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株式会社テレビ朝⽇ホールディ
ングス 

【経営計画（案）全般について】l NHK は 2018-2020 年度の経営計画で「公共メディア」への進化という⽅針を
掲げましたが、「放送を太い幹としつつ、インターネットも活⽤し」と、放送とインターネット活⽤業務の位置付けが明確
でした。ところが今回の経営計画（案）には、「放送が幹、インターネットは補完」という根幹的な考え⽅の記述が⾒
当たらず、⼀⽅で「インターネット配信を含むポートフォリオ管理の最適化」など、放送とインターネットを並列に扱うかの
ような記述が随所に⾒受けられます。l 放送法第 64 条 1 項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設
置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しており、受信料はあくまで放送のた
めのものと位置付けています。インターネット活⽤業務を放送同様、NHK の番組を国⺠・視聴者に届けるための「幹」
と位置付けるためには、受信料制度の在り⽅についての抜本的な変更が不可⽋ですが、今回の経営計画（案）は
受信料制度についての具体的な⾔及に乏しく、受信料制度に関する国⺠的な議論を避け、なし崩し的にインターネッ
ト活⽤業務の拡⼤を図ろうとしているよう⾒受けられます。l 「公共メディア・NHK」が今⾏うべきことは「新しい NHK ら
しさの追求」だとして、①安全・安⼼を⽀える②新時代へのチャレンジ③あまねく伝える④社会への貢献⑤⼈事制度
改⾰―の５つのキーフレーム（重点投資先）を掲げていますが、依然として「公共メディア」の定義があいまいな上、
キーフレームの中⾝はいずれも公共放送として当然のことの確認であり、「多様で質の⾼いコンテンツをより最適な媒体
を通じ合理的なコストで提供し続けることによって『受信料の価値の最⼤化』を図る」という記述などから窺えるのは、イ
ンターネット活⽤業務の最⼤化こそが「NHK らしさの追求」ということであり、その姿勢に対しては強い違和感がありま
す。l NHK と⺠間放送の⼆元体制の中で、⺠間放送が放送、配信対応しようとする番組・コンテンツを NHK が重
複、あるいは競合して実施することは、受信料財源の効率的な運⽤に反する⾏為であり、⺠間放送の動向を踏ま
え、⺠間放送とは⼀線を画すコンテンツに経営資源を集中することこそが「NHK らしさの追求」につながると考えます。l 
「全国ネットワークを最⼤限にいかし、⽇本の各地域の発展にさまざまな形で貢献」「⽇本各地に残る伝統的な⽂化
や芸術、歴史遺産を記録して未来に伝えるなど、NHK の持つ知⾒・技術を広く提供」など社会に貢献する取り組み
については理解をいたしますが、地域におけるイベント等のビジネス分野で NHK 本体や関係会社が、⺠間のローカル
放送事業者と競合する案件も多く、⺠間競争を阻害しないよう節度をもって取り組むことが前提になると考えます。
【保有するメディアの在り⽅について】l BS 保有波の整理・削減は BS4K・８K 放送開始以来の懸案であり、詳細な
削減計画を早急に公表することを要望いたします。。l 「将来的には、４K の普及など変化するメディア環境を⾒極
め、１波への整理・削減に向けてさらなる検討を、在り⽅の検討にあたっての前提に則って進める」と、BS 右旋の１波
への整理・削減について⾔及していますが、４K 放送の普及状況を⾒極めた上で適切な時期の整理・削減が不可
⽋と考えます。またその際、４K 衛星放送の普及に向けた NHK の先導的役割に⼗分配慮していただくことを要望い
たします。【インターネット活⽤業務について】l インターネット活⽤業務は NHK の任意業務であり、「放送の補完」の
位置付けとして抑制的な運⽤で市場の競争を阻害しないことを条件に認可された経緯から、無秩序な予算投⼊を
防ぐために上限値の設定は不可⽋と考えます。【「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策】l これまでも
NHK の関係会社の整理・統合が図られてきましたが、会社数が減っているのみで、合理的な効果の検証がなされて
いません。l ⺠間企業に可能な業務は⺠間委託し、真に必要な業務を再整理し、今後は関係会社の統合ではなく
⼤幅削減に踏み切るべきだと考えます。l NHK の関係会社は、専ら国⺠の受信料財源で制作された放送番組の⼆
次利⽤を⼿がけており、そこで得られた収⼊はグループの利益とするのではなく、受信料引き下げなど本来、国⺠・視
聴者に還元されるべきものと考えます。【計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅】l 「事業⽀出を６，０００億円台
に抑える」ということですが、今後の⼈⼝減少社会を踏まえて⼀層の事業規模縮⼩も想定し、今回触れられていませ
んが、⼈員削減も含めた⼤胆な合理化を進めることが、経営計画（案）に⽰された「スリムで強靭な NHK」へと変わ
るためには必要と考えます。l NHK 会⻑の諮問機関「NHK 受信料制度等検討委員会」で検討されている「放送と
通信の融合時代に適合した受信料制度の在り⽅に関する研究」については、その内容を逐次公開していただき、放
送事業者等幅広い関係者からの意⾒聴取を実施することを強く要望いたします。l 「衛星放送、⾳声放送など放送
サービスの整理・削減を検討するが、受信料の値下げは検討しない」という⽅針では、国⺠・視聴者の納得感が得難
く思われ、経営計画には受信料値下げを検討する⽅針を明記すべきと考えます。以上 
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朝⽇放送テレビ株式会社 本計画案は、放送メディアを整理・削減してインターネットの活⽤を拡⼤する姿勢をわかりやすく打ち出す⼀⽅で、同
時に語られるべき多くの課題について具体的な考え⽅や取り組みが⼗分に⽰されていません。⾃らの将来像を国⺠・
視聴者に丁寧に説明するとともに、課題を直視し、抜本的な改⾰を着実に進めることを期待します。 以下、個別の
事項について意⾒を申し述べます。  ＜インターネット活⽤業務のあり⽅について＞   第⼀に懸念されるのがインター
ネット活⽤業務のあり⽅です。 ＮＨＫは 2018－2020 年度経営計画で「公共メディア」への進化という⽅針を掲げ
ましたが、「放送を太い幹としつつ、インターネットも活⽤し」と、放送とインターネット活⽤業務の位置づけが明確でし
た。しかしながら、本計画案は、「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）
で提供する」としており、放送とインターネット活⽤を横並びに位置付けています。こうした記述は、なし崩し的に放送波
からインターネットにその重⼼を移⾏していく姿勢を⽰すものと考えます。  当社をはじめ、インターネットによる事業を成
⽴させている社は数多くあります。ＮＨＫは特殊法⼈である以上、⺠間事業者がすでに⾏っているインターネット配信
において、⺠業圧迫とならないよう最⼤限の配慮が必要であると考えます。特に、スポーツの⽣中継番組等、すでに⺠
間で実施されているインターネット配信業務については、商業性を配慮の上、⺠業圧迫を起こすことがあってはなりませ
ん。⺠間で既存事業が存在するにもかかわらず参⼊するようなことは絶対に避けるべきと考えます。  ＮＨＫは独占
的な受信料収⼊で成り⽴っており、インターネット活⽤業務の実施費⽤の規模は極めて抑制的であるべきです。現状
と同様、費⽤には⼀定の上限を設けることが必須と考えます。費⽤を抑制的に管理する⽅法についても具体的に記
載し、速やかに実⾏に移すことが求められます。また、⺠放との⼆元体制を維持するため、インターネット領域でも権利
処理や配信に関する技術などの幅広い分野で課題の解決や知⾒・ノウハウが共有されるよう要望します。   ＜受信
料⽔準について＞  受信料⽔準の⾒直しの⽅向性が⽰されなかった点も問題と考えます。 さまざまな動画配信サー
ビスが普及する環境下において、衛星契約を含めた現⾏の受信料⽔準は、特に収⼊の少ない若年層にとっては過重
な負担ではないかという指摘があります。現⾏の受信料⽔準を負担に感じる結果、「テレビは要らない、スマホで⼗分」
となり、結果として⺠放テレビの視聴機会を奪う可能性があることには懸念を抱かざるを得ません。   本計画案は、受
信料⽔準について「現⾏の料額を維持する」と明記し、今後３年間にわたり⾒直す考えがないことを表明しています。
こうした姿勢は、当社の懸念に応えるものではありません。少なくとも「今回の計画期間中に受信料⽔準の⾒直しを⾏
う」ことを明記し、⼀層の構造改⾰の推進や営業経費の削減をはじめ、その具体化を進めるべきです。   ＜ＮＨＫら
しさの追求について＞  「ＮＨＫらしさ」を具現化する柱として設定された５つのキーフレームのうち「４．社会への貢
献」の「全国ネットワークを最⼤限にいかし、⽇本の各地域の発展にさまざまな形で貢献します」とのくだりには、懸念が
あります。ＮＨＫが地域の情報発信強化に取り組むことは当然ですが、例えば、⼦会社等が地⽅⾃治体や地元企
業と連携してイベント等を⼿がけることは抑制的であるべきです。「地⽅創⽣」「地域活性化」もまた、⺠間事業者が
収⽀を勘案しながら市場競争を⾏っている分野であることは、前述のインターネット活⽤業務と同様です。ＮＨＫおよ
び⼦会社等が⺠間の競争領域に踏み込まないよう、ＮＨＫ全体として適切なガバナンスを求めます。  ＜インターネッ
ト活⽤業務における地⽅向け放送番組の提供等について＞  放送法で課せられている「地⽅向け放送番組の提
供」および「他の放送事業者との協⼒」に関する努⼒義務に関して、本計画案は具体的記述が乏しく、今後のＮＨ
Ｋの取り組みが明確ではありません。速やかな具体的取り組みの検討と公表を要望します。  ＜その他＞   今般の
意⾒募集の取りまとめと公表にあたっては、提出された意⾒の全⽂を掲出し、ＮＨＫとしての考え⽅を⽰していただく
よう要望します。                                                  以上 
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関⻄テレビ放送株式会社 ○総論  今回の中期経営計画案の中では BS 波やラジオ波の削減で業務のスリム化を図る⼀⽅、多くの項⽬にお
いて「インターネット活⽤業務の拡充を⽬指す」旨の記載がみられます。NHK は放送を⽬的とする特殊法⼈であり、イ
ンターネットによる配信はあくまで「放送の補完」と位置づけられています。そのインターネット活⽤業務の過度な拡⼤は
⺠間事業者圧迫のおそれもあり、事業費⽤枠も決まっていることから、現状のニーズに⾒合う、節度を持った予算の配
分と運⽤をあらためて求めます。    そして受信料の体系や⽔準等の⾒直しに関する取り組みに関して具体的な記
載がありません。加えて今回の経営計画では繰越⾦や積⽴資産に関する記載がないなど、むしろ経営の透明性は後
退した印象さえ抱かせます。莫⼤な受信料収⼊に基づく経営計画がこのように肝⼼なところが曖昧では、国⺠・視聴
者の理解を得ることは困難です。    まずは公共放送である NHK の”三位⼀体改⾰”を具体化したうえで、透明性
と実効性を持ちあわせた中期経営計画を⽰していただくよう要望します。  ○P.2 「2. 新時代へのチャレンジ」 につい
て  「3D や AR・VR、インターネットを活⽤したコンテンツ配信技術などを活⽤して、よりリアルな視聴体験をもたらす
未来のメディア技術の研究・開発」については、NHK 内部で囲い込むのではなく、積極的に外部への情報発信を進
め、場合によっては⺠間事業者とのオープンイノベーションを進めていただくよう要望します。  ○P.2「3.あまねく伝える」 
について  「AI 技術を活⽤した⾳声認識字幕システムや、リアルタイムで⽣成する⼿話 CG などの最新技術を駆使し
て、最先端のユニバーサル・サービスなどの研究・開発を推進します。」とありますが、ユニバーサル・サービスである以上、
⺠間放送事業者でも今後必須となる技術です。そのために API などの仕様について⺠間放送事業者と検証を進め
るとともに、共同研究・開発も検討していただくよう要望します。  ○P.3「◆保有するメディアの在り⽅について」 「◆イ
ンターネット活⽤業務について」  今年度から開始された常時同時配信をはじめとするインターネット業務に関しては、
経営計画では、「⾳声波の整理や国際放送の代わりとしてさらなる活⽤を進める」とありますが、インターネットによる配
信等はあくまで「放送の補完」であり、丁寧な説明がまずは必要ではないでしょうか。また、インターネット業務は事業費
⽤枠も決まっているので、やみくもに業務拡⼤をするのではなく、まずは⾼齢者なども含め、視聴者ニーズをしっかり調
査・分析することが必要です。そのうえで、国⺠や⺠間事業者に丁寧な説明を⾏い、理解を得られて初めて計画的に
サービスを拡充していくべきであると考えます。今後の衛星波の整理も含め、「保有メディアの整理の代わりにインターネ
ットへ原資を」、という理屈で本業務がどんどん肥⼤することとなれば、⼀部の視聴者を切り捨てることにもなりかねず、
加えて⾃由な市場であるべき⺠業への圧迫を引き起こす恐れが⼗分にあると考えます。    ○P.4  「収⽀の⾒通しに
ついて」 について  過去の経営計画には具体的数字が記載されていた「財政安定のための繰越⾦」が、今回の経
営計画では記載がなく、単に「適正な⽔準での維持に努める」のみの表記ですが、「収⽀の⾒通しの算定根拠」の中
で、他の項⽬同様、「適正な⽔準」とはどのような規模なのかをはっきり⽰されるべきだと考えます。  ○P.4  「受信料
について」 について  本経営計画では、まずは受信料⽔準の料額維持がありながら、３か年で事業⽀出を 630 億
円程度の削減をされ、⼀⽅では繰越⾦規模の維持やインターネット業務の活⽤促進などが謳われています。総額６
７００億円もの受信料に関しては、まずは制度の在り⽅そのものについて検討をし、国⺠や視聴者にわかりやすく説
明を⾏い、使途については本当に視聴者が望むものなのか⼗分に意⾒を聞くべきです。安定的に確保されている受信
料収⼊を背景に、ニーズにそぐわない過度な原資の振り分けや、業務肥⼤による⺠業圧迫を起こさないことを強く求め
ます。    以上 
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⽇本テレビ放送網株式会社 【全体を通して】 本計画案では、放送メディアを整理・削減すると共に約 630 億円のコスト削減を打ち出している⼀
⽅で、同時に語られるべき受信料⽔準・体系、公共放送が担うべき業務範囲、それに相応しい事業規模、公平で効
率的な受信料徴収、⼦会社等の在り⽅を含めたグループ経営改⾰などの課題については具体的な考え⽅やスケジュ
ールが⽰されておらず、不⼗分と⾔わざるを得ません。NHK には⺠間放送では提供し難い放送番組に経営資源を重
点的に投⼊し、放送⽂化の⼀層の向上のために、先進的な技術の開発と供与、ネット活⽤業務で得た知⾒やデー
タの共有など、多様な分野において⺠放サイドとも協⼒関係が深まることを強く期待します。次の 3 年間で様々な技
術⾰新も⾒込まれる中、新技術・新メディア対応については将来の実効性を考慮した適正規模での対応を希望する
と共に、新技術の研究開発の成果について広く⺠間とも共有されることを要望します。そして、技術⾰新が進む中でも
国⺠・視聴者が放送を確実に享受し続けることが出来るよう、放送設備などの⾯でも⺠放との協⼒が進むことを要望
します。  【受信料⽔準・体系について】 本計画案で、受信料⽔準・体系の⾒直しの姿勢が⽰されなかったことは極
めて遺憾です。本計画案では、受信料⽔準について今後 3 年間に渡り、「現⾏の料額を維持する」として、⾒直す意
思がないことを表明したと受け⽌めます。少なくとも「今回の計画期間中に受信料⽔準・体系の⾒直しを実⾏する」こ
とを明記し、視聴者の受信料への負担感の軽減や営業経費の削減など、具体化を進めるべきです。  【保有するメデ
ィアの在り⽅について】 衛星波及び⾳声波の削減を検討する⽅針を⽰す⼀⽅で、整理・削減の具体案は今後の検
討とされ、明⽰されていません。NHK が保有するメディアの在り⽅は、⺠放の放送サービスと経営に⼤きく影響を及ぼ
します。国⺠・視聴者のニーズを⼗分に把握した上で、公共放送の使命を踏まえた各メディアの将来像、それぞれが
果たす役割について具体像を速やかに⽰し、国⺠・視聴者及び関係者の理解を得るべく丁寧な説明を尽くすべきで
す。衛星波の整理・削減の検討に当っては、衛星放送全体の普及・発展に関する公共放送の責務を引き続き果た
すと共に、特に 4K への取り組みは、先導的な⽴場からの放送業界全体への影響にも鑑み、早急に検討し⽅向性が
⽰されることを要望します。⾳声波に関しては、整理・削減の検討を進めるだけでなく、ラジオ放送の媒体価値向上に
引き続き取り組み、「量から質へ」の観点から、その発展に⼀層寄与することも期待します。  【インターネット活⽤業務
の在り⽅について】 本計画案では、「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネッ
ト）で提供する」とし、いわば放送とインターネット活⽤を横並びに位置付けています。これは、なし崩し的にインターネ
ットにその重⼼を移⾏していく姿勢を⽰しており看過出来ません。多様な⺠間事業者が存在するインターネットの分野
では、特殊法⼈としての NHK は常に⺠業を圧迫するリスクを孕んでいます。インターネットの分野でどのような役割を
果たそうとするのか、NHK は速やかに⾃らの考え⽅を明らかにすべきです。国⺠・視聴者の受信料負担に対する不公
平感の増⼤にもつながりかねません。インターネット活⽤業務の実施費⽤を NHK ⾃らが定めた「受信料収⼊の
2.5%以内」として堅持するなど、抑制的に管理する⽅法について具体的に記載し、実⾏すべきと考えます。  【⼦会
社等の在り⽅について】 本計画案は、NHK グループのガバナンスに関して、「NHK 本体の改⾰と共に、NHK 関連団
体の機能を純化し、『量から質へ』をめざしてより合理的なコストを意識し、⽣産性を向上させます」と記しています。⽅
向性そのものに異論はありませんが、⼦会社を含めた NHK グループ全体の役割分担のゼロベースでの⾒直しや、随
意契約の是正など、グループ改⾰の全体像及びそれを実現するための具体的な取り組みが明⽰されているとは⾔えま
せん。NHK が地域の情報発信強化に取り組むことは是としても、例えば⼦会社等が地⽅⾃治体や地元企業と連携
してイベント等を⼿掛けることは市場競争を妨げることがないよう抑制的に⾏うべきです。また、NHK グループとして、
NHK 本体で出来ないことを⼦会社が⼿掛け、⼦会社等の実績や利益を優先するような事業運営は厳に慎むべきで
す。ここ数年、⼦会社の数は統合等で縮減されてきたものの、形だけのグループ改⾰だけでは、実際には肥⼤化や市
場競争の阻害といった本質的な問題が解決されません。NHK は特殊法⼈としての⽴場に鑑み、⼦会社等が⺠放・
⺠間事業者で形成されている公正な市場競争には進出すべきではないと考えます。 
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株式会社テレビ東京ホールディ
ングス 

本計画案において、制作経費の⾒直しや営業活動の効率化等によって３年間で約 504 億円の事業⽀出を減らす
⽅針を表明し、「スリムで強靭なＮＨＫ」への転換を打ち出したことは妥当と考えます。  しかし、そのための具体的な
取り組みは⽰されず、総務省が先般取りまとめた「三位⼀体改⾰推進のためＮＨＫにおいて取組が期待される事
項」に照らしても⼗分応えているとは⾔い難いと考えます。地上波・衛星波・インターネット等のメディアごとの事業規
模、衛星波の削減時期や各チャンネルの位置づけ、受信料⽔準・体系の⾒直し、⼦会社等を含むグループ経営改
⾰等々、具体的な記載はありませんでした。  このように不明瞭なままで、視聴者・国⺠、⺠間事業者の意⾒を汲み
取ることなく、中期経営計画が策定・議決されることがないよう要望します。  ●５つのキーフレーム（重点投資先）
ごとの具体施策  災害・緊急時や昨今の新型コロナウイルス感染症等の情報提供は、視聴者・国⺠の⽣命や安全
を守るため、公共放送ＮＨＫとして果たすべき重要な役割と認識しています。そのための施策として、本計画案では
「『ＮＨＫプラス』『ＮＨＫニュース・防災アプリ』など、放送による⼀⻫同報とデジタル技術を効果的に連動させ、より
パーソナルな形で提供する報道・サービスを強化します」と述べています。しかし、この施策は任意業務であるインターネ
ット活⽤業務の強化であり、独⾃コンテンツの量産や、理解増進情報の拡⼤運⽤につながるのではないかと危惧しま
す。  特に「ニュース・防災アプリ」は受信契約の有無に関わらず無料提供されており、本アプリの強化は受信料制度
の趣旨や基本的枠組みを損ないかねません。⺠間事業者の配信事業への影響も鑑みれば、既存のインターネット活
⽤業務との集約や効率化を進める⽅向で検討されるべきと考えます。  ●保有するメディアの在り⽅について  本計
画案では、ＢＳ右旋の２波への整理・削減に関する実施時期等が明記されていません。ＮＨＫの肥⼤化を抑制す
る観点から衛星波の削減は妥当と考えますが、他⽅でＢＳ１・ＢＳＰはこれまでＢＳ放送の普及のために先導的
役割を果たしてきた側⾯があり、削減によって視聴者のＢＳ放送への接触機会の低下を招けばＢＳ放送全体に影
響を与えることも懸念されます。そのためにも削減時期、再編後の各チャンネルの編成内容に加えて、ＢＳ放送への
接触率向上のための計画、さらに衛星契約料の在り⽅についての考えを速やかに公表するよう要望します。  将来の
ＢＳ右旋の１波化については、ＢＳ４Ｋ放送普及の定義・指標が不明瞭なことから様々な分析・検証が必要であ
り、何よりもＢＳ４Ｋ放送普及のためのより効果的な⽅策が求められます。ＮＨＫと同様にＢＳ２Ｋ・４Ｋ放送を
実施する⺠放事業者と情報共有や意⾒交換を⾏い、慎重に検討することを望みます。  ●インターネット活⽤業務
について  インターネット活⽤業務の費⽤について、前⽥晃伸会⻑は８⽉４⽇の記者会⾒で受信料収⼊の 2.5％
上限は今年度限りとの認識を⽰しました。しかし、⽇本⺠間放送連盟は 18 年 10 ⽉に公表した「ＮＨＫ常時同時
配信の実施に関する考え⽅」において、実施条件の１つとして「インターネット活⽤業務の受信料収⼊ 2.5％上限の
維持」を挙げています。ＮＨＫのインターネット活⽤業務は放送を補完する任意業務であり、必須業務ではありませ
ん。21 年度以降についても 2.5％上限を堅持し、抑制的な運⽤に努めるよう要望します。  また、前⽥会⻑は会
⾒において「ＮＨＫプラス」の時間的制約は今年度限りとし、24 時間化の可能性を否定しませんでした。インターネッ
トを通じた地⽅向け放送番組の提供についても、実施時期やサービス内容等を本計画案では具体的に⽰していませ
ん。「ＮＨＫプラス」「ＮＨＫニュース・防災アプリ」「ＮＨＫオンデマンド」の個々の事業計画や事業規模等を明らかに
するよう望みます。  ●計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅  本計画案では、事業⽀出の削減を前⾯に出す⼀
⽅、世帯数の減少・テレビ保有率の低下、さらに新型コロナウイルス禍により今後の社会・経済状況を⾒通せないこと
を理由に、受信料⽔準については 21 年度から３年間、「現⾏の料額を維持する」と宣⾔しました。しかし、本計画
案の通り、受信料⽀払率 80％超を維持し、衛星契約割合をさらに向上させるならば、引き続き圧倒的な事業収⼊
と事業収⽀差⾦を確保できます。  ＮＨＫは利益を追求する必要のない特殊法⼈であり、「公共放送の在り⽅に
関する検討分科会」においても受信料⽔準・体系の⾒直しが提議されています。ＮＨＫの肥⼤化が加速すれば⺠
放事業者とのメディアバランスを損ない、⼆元体制を崩しかねません。本計画期間内にも受信料⽔準・体系について
検討を開始することは不可⽋と考えます。 
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東海テレビ放送株式会社 本経営計画（案）において“「ＮＨＫらしいコンテンツ」を、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・イ
ンターネット）で提供する”という記載があります。この表現においては「電波による放送」と「インターネットによるコンテン
ツ配信」を同列としており、今後、合理的であれば受信料収⼊を投⼊して「インターネット活⽤業務」を拡⼤させていく
とも考えられます。 ＮＨＫの地上波・衛星波による放送については、その受信設備を設置した者からの受信料収⼊
を財源として実施されています。⼀⽅、インターネットでコンテンツを提供する事業者は乱⽴し、市場競争の真っ只中に
います。このような状況において、ＮＨＫが受信料収⼊を財源として、常時同時配信、⾒逃し配信を含む「インターネ
ット活⽤業務」を拡⼤することは⺠業を圧迫する懸念につながり、また、放送のために受信料を負担している視聴者の
理解が得られないと考えます。 ＮＨＫにおける「インターネット活⽤業務」の実施においては、いたずらに受信料収⼊
を投⼊することがないような仕組みを整備する必要があると考えます。  当社のような⺠間放送事業者は、放送対象
地域に向けた放送をするための免許を受けており、当然、その基盤は当該地域にあります。ＮＨＫが「地域の情報発
信強化」に取り組むことに異論はありませんが、地域に⽴脚する⺠間放送事業者などに、⼗分配慮する必要があると
考えます。本経営計画（案）の「各地域の発展にさまざまな形で貢献します」という記載でもって、地域の⺠間事業
者が市場競争を⾏っている「地⽅創⽣」「地域活性化」といった事業分野に過度に進出することは、⼦会社も含め、
慎むべきと考えます。 

札幌テレビ放送 株式会社 【全体を通して】 本計画案では、放送メディアの整理・削減と共に約 630 億円のコスト削減を打ち出している⼀⽅
で、同時に語られるべき受信料⽔準・体系、公共放送が担うべき業務範囲、それに相応しい事業規模、公平で効率
的な受信料徴収、⼦会社等の在り⽅を含めたグループ経営改⾰などの課題については具体的な考え⽅やスケジュー
ルが⽰されておらず、不⼗分と⾔わざるを得ません。 「新しい NHK」が何を指⽰しているのか、具体的なイメージが浮
かびません。NHK が最も取り組むべきことは、公共放送にしかできない報道、国会中継、⻑時間取材のドキュメンタリ
ーなど公共性の⾼いコンテンツです。NHK には⺠間放送では提供しがたい放送番組に経営資源を重点的に投⼊
し、放送⽂化の⼀層の向上の為に先進的な技術の開発と供与、ネット活⽤業務で得た知⾒やデータ共有など、多
様な分野において⺠放サイドとも協⼒関係が深まる事を強く期待します。次の 3 年間で様々な技術⾰新も⾒込まれ
る中、新技術・新メディア対応については将来の実効性を考慮した適正規模での対応を希望すると共に、国⺠・視聴
者が放送を享受し続けることが出来るよう、放送設備などの⾯でも⺠放との協⼒が進むことを要望します。 ⽼朽化し
た各地の放送会館の建て替えが進⾏中ですが、このほど建設された新札幌放送局は旧放送局と⽐較して⼤規模、
かつ、威圧感が感じられます。今後建て替える各地放送局においては、よりコスト意識を徹底したミニマムな局舎建設
を⾏うべきと考えます。 【あまねく伝えるについて】 放送の⼆元体制を⽇本全国の地域レベルでも永続的に担保すると
共に、NHK にしか出来ない形で地域社会に貢献する努⼒に期待します。こうした中、プロスポーツ中継においては、
多額の放送権料を NHK が⽀出して地上波や BS 波で放送することにより、⺠放ローカル局の編成と BS 中継が重
複したり、⺠放ローカル局が編成できる中継カードに⼤きな制約が⽣じるなど、⺠放の経営に具体的に影響を与えて
いる例もあり、⼆元体制に綻びを⽣じさせないような配慮を強く望みます。 【受信料⽔準・体系について】 本計画案
で、受信料⽔準・体系の⾒直しの姿勢が⽰されなかった事は極めて遺憾です。本計画案では、受信料⽔準について
今後 3 年間に渡り、「現⾏の料額を維持する」として、⾒直す意思がないことを表明したと受け⽌めます。少なくとも
「今回の計画期間中に受信料⽔準・体系の⾒直しを実⾏する」ことを明記し、視聴者の受信料への負担感の軽減
や営業経費の削減など、具体化を進めるべきです。 【保有するメディアの在り⽅について】 衛星波・⾳声波の削減を
検討する⽅針を⽰す⼀⽅で、整理・削減の具体案は今後の検討とされ、明⽰されていません。NHK が保有するメデ
ィアの在り⽅は、⺠放の放送サービスと経営に⼤きく影響を及ぼします。国⺠・視聴者のニーズを充分に把握した上
で、公共放送の使命を踏まえた各メディアの将来像、それぞれが果たす役割について具体像を速やかに⽰し、国⺠・
視聴者および関係者の理解を得るべく丁寧な説明を尽くすべきです。 【インターネット活⽤業務の在り⽅について】 本
計画案では、「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」とし、
いわば放送とインターネット活⽤を横並びに位置付けています。これは、なし崩し的にインターネットにその重⼼を移⾏し
ていく姿勢を⽰しており、看過できません。多様な⺠間事業者が存在するインターネットの分野では、特殊法⼈として
の NHK は常に⺠業を圧迫するリスクを孕んでいます。インターネット分野でどのような役割を果たそうとするのか、NHK
は速やかに⾃らの考え⽅を明らかにすべきです。インターネット活⽤業務の実施費⽤を NHK ⾃らが定めた「受信料収
⼊の 2.5%以内」として堅持するなど、抑制的に管理する⽅法について具体的に記載し、実⾏すべきと考えます。 
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【⼦会社等の在り⽅について】 本計画案は、グループのガバナンスに関して、「関連団体の機能を純化し、『量から質
へ』をめざしてより合理的なコストを意識し、⽣産性を向上させます」と記しています。⽅向性そのものに異論はありませ
んが、グループ全体の役割分担のゼロベースでの⾒直しや、随意契約の是正など、グループ改⾰の全体像およびそれ
を実現するための具体的取組が明⽰されているとは⾔えません。NHK が地域の情報発信強化に取り組むことは是と
しても、市場競争を妨げる事がないよう抑制的に⾏うべきです。⼦会社数は統合等で縮減されてきたものの、形だけ
のグループ改⾰では、肥⼤化や市場競争の阻害といった本質的な問題が解決されません。NHK は特殊法⼈としての
⽴場に鑑み、⼦会社等が⺠放・⺠間事業者で形成されている公正な競争市場には進出すべきではないと考えます。 

株式会社フジテレビジョン ＜全体＞  ■本経営計画案において、⽀出規模の圧縮を盛り込むなど⼀定の改⾰案を⽰したことは適切であり、こ
れを端緒として今後さらに積極的な取り組みが進むことを期待します。⼀⽅で、本案で⽰された多くの施策は、ＮＨ
Ｋに求められている“三位⼀体改⾰”のうち、主に収⽀⾒通しなど「業務」の部分に焦点が当てられ、同時に課題とな
っている「受信料」「ガバナンス」改⾰については不⼗分です。今後の最終的な議決に向けて、改めて３点全体を包含
した計画案を⽰すよう求めます。 ■なかでも、受信料制度の⾒直しにあたっては、地上波、衛星、ラジオはもちろんの
こと、インターネット活⽤業務をどう位置付けていくのかを含め、国⺠・視聴者が納得する議論が求められますが、それ
に先⽴ち、ＮＨＫはまず⾃⾝の⽅針を本案においてしっかりと⽰す必要があると考えます。 ＜“新しい「ＮＨＫらしさ
の追求」”について＞  ■“新しい「ＮＨＫらしさの追求」”という概念を打ち出したことは、⺠間放送とは異なるＮＨＫ
固有の役割を果たしていく決意と受け⽌めますが、その具体像が不明瞭です。受信料を負担する国⺠・視聴者が理
解を深め、適正な受信料⽔準の検討に資するためにも、「ＮＨＫらしさ」について、より具体的な事例を挙げるなどし
て⽬指す姿を明確に⽰すことを要望します。 ■「波」別の個別番組管理から「ジャンル」別の総合管理への転換を打
ち出したことは、新たな取り組みであり、その姿勢を評価します。経営や事業のさらなる合理化・透明性確保に向け、
その実効性を期待すると同時に、その進捗状況や成果を適時開⽰するよう求めます。 ■「放送・メディア業界の発展
に貢献します」と表明したことを歓迎しますが、放送法で求められるＮＨＫの先導的役割、インターネット活⽤業務で
得た知⾒やデータの共有など、多様な分野において⺠間放送事業者との協⼒関係を深めていくよう強く期待します。 
＜インターネット活⽤業務について＞ ■ＮＨＫは「公共メディア」を標榜する以上、インターネット活⽤業務の位置付
けやその役割を具体的に提⽰する必要があると考えますが、本案においてそれが⽰されていないのは残念です。インタ
ーネット活⽤業務の将来については、これまでのような弥縫策ではなく、ＮＨK の在り⽅や受信料制度も含めた包括
的な議論に資する抜本的な対処⽅針を⽰すべきと考えます。その際には⾔うまでもなく、放送を基盤とするＮＨＫの
本質が損なわれないよう留意することが肝要です。 ■また、放送と通信の融合が進む中においても、放送が情報基
盤として果たしていく役割は不変です。いわゆる「⼆元体制」のもと、⺠間放送事業者とＮＨＫが果たしてきた国⺠の
知る権利への奉仕や国⺠の安⼼・安全等を守るための役割は、インターネット空間においても有⽤であり、今後も両
者の⼀層の協⼒が必要になると考えます。 ＜「受信料の価値の最⼤化」するためのマネジメント施策＞  ■本案で
⽰された⼦会社等の業務や役割、ガバナンスの⾒直しについて、その⽅向性は概ね⽀持します。今後さらに具体策を
⽰した上で実効性ある改⾰につなげるよう求めます。 ■また、前⽥会⻑は本年８⽉４⽇の会⾒で「持ち株会社制
度の導⼊を検討したい」と、本案には記載されていないグループ構想について⾔及していますが、このような新たな取り
組みこそ、経営計画に盛り込んで議論していくべきと考えます。 ＜計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅＞ ■本案
で⽰されたトータルで約 500 億円の事業⽀出削減案は、あくまで「スリムで強靭な組織」に向けた第⼀段階と受け⽌
めています。さらなる事業の合理化・効率化を⽬指す以上、本案で現⾏の受信料額を維持するとしたのは早計であ
り、再考を求めます。 ■今後のＮＨＫの適正規模についての検討にあたっては、国⺠負担の在り⽅や公正な市場
競争を確保する観点が極めて重要です。併せて、コスト削減の意思が働きにくい総括原価⽅式を⾒直し、経営の合
理化・効率化につながる新たな⽅式の検討に⼊るべきです。 
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ＲＫＢ毎⽇放送株式会社 意⾒  放送法にある通り、⽇本放送協会（ＮＨＫ）の⽬的は、「放送」を⾏うことであり、受信料を主たる財源とす
る特殊法⼈です。  今回の経営計画において、衛星波や⾳声波の整理をはじめ、コスト構造の改⾰の推進について
は賛同いたします。 その上で、公共放送として実施すべき放送番組コンテンツの精査やＮＨＫグループ全体での業
務範囲の⾒直しなどを含め、業務や組織の肥⼤化をより⼀層抑制するよう強く要望します。  特に、ＮＨＫのインター
ネット活⽤業務は、あくまでも「放送の補完」として認められているものであり、その業務の範囲や係る⽀出については
抑制的であるべきで、関連⽀出を受信料収⼊の２．５％以内に収めるルールは今後も有効だと考えます。 また、イ
ンターネット活⽤業務を含む様々な取り組みによって得られた知⾒や研究開発成果については速やかに⺠放にも公
開し、業界全体での活⽤に資することを強く要望します。  ＮＨＫグループの特に地⽅での放送関連事業やイベント
事業に関するものにおいては、⺠間の市場競争の阻害とならないよう、抑制的に⾏うべきと考えます。 

株式会社ＢＳ⽇本 【保有するメディアの在り⽅について】  本計画案は、衛星波及び⾳声波の削減を検討する⽅針を⽰す⼀⽅で、整
理・削減の具体案は今後の検討とされ、明⽰されていません。ＮＨＫが保有するメディアの在り⽅は、⺠放の放送サ
ービスと経営に⼤きく影響を及ぼします。国⺠・視聴者のニーズを⼗分に把握したうえで、公共放送の使命を踏まえた
各メディアの将来像、それぞれが果たす役割について具体像を速やかに⽰し、国⺠・視聴者および関係者の理解を得
るべく丁寧な説明を尽くすべきです。  衛星波の整理・削減の検討にあたっては、衛星放送全体の普及・発展に関す
る公共放送の責務を引き続き果たすとともに、特に４Ｋ衛星放送では、普及に向けたＮＨＫの先導的役割に⼗分
配慮した上で、放送業界全体への影響にも鑑み、早急に検討し⽅向性が⽰されることを要望します。 

中部⽇本放送株式会社 ●キーコンセプト︓新しい「ＮＨＫらしさの追求」について ・現⾏の経営計画では、「放送を太い幹としつつ、インターネ
ットも活⽤し、正確で迅速なニュースや質の⾼い多彩な番組をできるだけ多くの⼈にお届けすることで、『公共的価値』
の実現を追求」としていた姿勢が、本計画案では「多様で質の⾼い『ＮＨＫらしい』充実したコンテンツを、より最適な
媒体を通じ、合理的なコストで提供し続けることによって、『受信料の価値の最⼤化』を図る」とされ、「放送の補完」で
あるインターネットにその重⼼を移⾏していく姿勢と読み取れます。国⺠の放送受信料で⽀えられているＮＨＫとして
の放送の位置付けを明確化すべきと考えます。 ・「ＮＨＫらしさの追求」の前提として、まず進めるべき「公共放送の
経営」「受信料を財源とした適切な業務」「受信料制度の適切な運⽤」の三位⼀体改⾰に関しては、放送波の削減
案も含め、具体的な計画及びスケジュールを明⽰し、抜本的な改⾰を着実に進めることを期待します。 ●５つのキー
フレーム（重点投資先）ごとの具体施策について ・「新時代へのチャレンジ」として、「ＮＨＫならではの⾼品質なコン
テンツ制作⼒・技術⼒の向上に努めます」としてあるものの、具体施策としては「放送・デジタルの特性に最適化しなが
ら提供します」と、コンテンツ制作⼒の向上策というよりは、伝送路に関する記述となっているように⾒受けられます。ま
た、放送とデジタルが並列に記載されている点も懸念されます。放送を⽀えるための受信料財源はまず、⺠間放送で
は提供しがたいものも含めた⾼品質な放送⽤コンテンツの制作に重点的に投⼊され、放送の価値向上につながるも
のであるべきと考えます。 ・「あまねく伝える」として、「ジャンル別管理の徹底による編成」を掲げており、チャンネルごとか
らジャンルごとに予算管理を変更し、合理的なコストで、質の⾼いコンテンツやサービスの提供を⽬指すことは妥当であ
ると考えますが、逆にそのことにより、費⽤に関して、設備投資や著作権等権利処理も含め、インターネット活⽤業務
に関する事項が放送業務の中で曖昧に処理されることのないよう、適正な配賦がなされ、適正な範囲内で⾏われて
いくべきと考えます。 ・「社会への貢献」として、「⽇本の放送・メディア業界の発展に貢献します」と掲げている点は妥
当と考えます。放送法にある協会の⽬的である「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務」として、ＮＨＫが開
発した先進的な技術の供与、インターネット活⽤業務等で得た知⾒やデータの共有など、多様な分野において⺠放
事業者との協⼒関係を深めていくことを期待します。 ・同じく「社会への貢献」として、「全国ネットワークを最⼤限にい
かし、⽇本の各地域の発展にさまざまな形で貢献します」とありますが、⼦会社等を通して地⽅⾃治体や地元企業と
連携してイベントを開催するなどの、いわゆる「⺠放化」は、結果として受信料以外の収⼊拡⼤につながり、⺠業を圧
迫する懸念もあります。ＮＨＫ及び⼦会社等が様々な業務を通じて広告収⼊やそれに類した収⼊の拡⼤につなげて
いくことは、今後もあってはならないものと考えます。 ●インターネット活⽤業務について ・ＮＨＫは放送事業が主たる
⽬的であり、インターネット活⽤業務は、⺠業圧迫の懸念もある中で、「放送の補完」として抑制的であるべきです。そ
のため、同業務の受信料収⼊２．５％上限に関しては、基本的な考え⽅として、今後も維持されるべきものと考え
ます。また、公共性の観点から積極的な実施が求められる業務に関しては別枠管理がされていますが、その別枠業務
も含め、当該業務が国⺠の視点から⾒て真に必要なのか、⺠間の市場競争を阻害していないか等に関しては、実施



11 

 

計画及び内容と、その実施額を常に精査し、開⽰していくべきと考えます。 ・とりわけ、今年度に開始した「ＮＨＫプラ
ス」における「放送同時配信」の利⽤状況に関しては、登録者数のみならず、利⽤⼈数及び利⽤分数等に関して詳
細に明⽰し、費⽤との整合性を常に明らかにしていくことを要望します。審査・評価委員会による審査においては、ネッ
ト活⽤業務関連費⽤と受信料財源との整合において、同時配信を「常時」実施する必要性が⾒られないという評価
もあって然るべきで、放送と通信の在り⽅を含め、適正な評価及び情報公開がなされていくことを要望します。 ・また、
別添資料にある「地⽅向け放送番組の提供」について、「同時配信」は「放送の補完」として、放送と内容が同⼀で
提供されるべきものであるため、地⽅向け放送番組のみを個別に提供すればいいというものではなく、地域単位である
放送と同様、同配信全体が「放送対象地域単位」で完全実施される必要があります。完全実施までの期間や費⽤
などの全体計画に関して、速やかに明⽰されることを要望します。 

讀賣テレビ放送株式会社 【全体について】  特殊法⼈であるＮＨＫに対しては業務・受信料・ガバナンスを⼀体的に改⾰していくべきだとする、
いわゆる三位⼀体改⾰の必要性が総務省の有識者会議などで繰り返し指摘されています。これまで当社では、ＮＨ
Ｋ⾃⾝が三位⼀体改⾰の具体案を早急に⽰し、抜本的な改⾰を推進することを要望してきました。これまで以上に
経営・業務に係る情報公開の推進など、積極的に進めていただきたいと考えております。  コロナ禍における今の厳し
い社会・経済情勢の中、⺠放といたずらに競合しない、⺠業圧迫にならない事業運営なども、放送の⼆元体制の発
展のために、ますます重要だと考えます。  しかし、今回⽰されたＮＨＫの経営計画案では、世界的にも⾼⽔準な
「受信料・体系」、肥⼤化懸念が⾼まる中での「公共放送が担うべき適正な事業規模・業務範囲」、なし崩し的な拡
⼤が懸念される「インターネット分野でのＮＨＫの在り⽅」などについて具体的な説明がなされていません。国⺠・視聴
者への丁寧な説明の上で、皆が納得できる改⾰が進められることを要望します。 【新しい「ＮＨＫらしさの追求」につ
いて】  「放送・メディア業界の発展に貢献します」と表明されたことを歓迎します。放送⽂化の⼀層の向上のために、
ＮＨＫが開発した先進的な技術や知⾒の共有、ＮＨＫがインターネット活⽤業務で得た知⾒やデータの共有など、
様々な分野において⺠放との協⼒関係を深めていただけることを強く期待しています。  ⽇本全国を⾒渡しますと、地
域によっては放送の根幹を⽀える技術者の採⽤難に直⾯している⺠放テレビ局があります。さらにコロナ禍で⽇本経
済が混とんとする中、⺠放からの要請があれば、送信・放送設備の共有・共同保守などを積極的に進め、地域⽂化
のより⼀層の発展のために、柔軟な協⼒関係を深めていただくことを期待します。  ⼀⽅、「全国ネットワークを最⼤限
にいかし、⽇本の各地域の発展にさまざまな形で貢献します」との部分では、⼦会社・関連会社を含めたＮＨＫの事
業活動の拡⼤に、懸念を抱かざるを得ません。ＮＨＫの⼦会社等が地⽅⾃治体や地元企業と連携してイベント等
を⼿がけることは抑制的であるべきで、⺠間の競争領域に踏み込まないよう適切なガバナンスを求めます。 【インターネ
ット活⽤業務について】  放送波に対する受信料を、通信分野であるインターネット活⽤業務に、なし崩し的に使わ
れるのではないかと懸念を持ちます。費⽤を抑制的に管理する⽅法について具体的に記載し、実⾏することを求めま
す。本計画案は「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」とし
ており、放送とインターネット活⽤を横並びに位置付けています。こうした記述は、なし崩し的にインターネットにその重
⼼を移⾏していく姿勢を⽰すものだと懸念を抱かざるを得ません。「インターネット分野でのＮＨＫの在り⽅」をどう考え
ているのか、速やかに考え⽅を説明していただきたく考えます。  また放送法で課せられている「他の放送事業者との
協⼒」に関する努⼒義務に関して、特にインターネット常時同時配信「ＮＨＫプラス」での知⾒やデータなどの速やか
な共有を要望します。 【受信料について】  受信料⽔準・体系の⾒直しの⽅向性が⽰されなかった点は、本計画案
の中でも⼀番の問題点だと指摘せざるを得ません。「若者のテレビ離れ」の原因の⼀つが、⾼い⽔準のＮＨＫの受信
料ではないかとの指摘もあります。受信料が負担になりすぎる結果、テレビ⾃体を持たなくなり、結果として⺠放テレビ
の視聴機会を奪う可能性があることについて、⺠放連が懸念を表明しています。さらに「⾼い⽔準にある受信料」につ
いては、総務省の有識者会議で、諸外国との⽐較において指摘されています。  本計画案は、受信料⽔準について
「現⾏の料額を維持する」と明記されていますが、「肥⼤化」についても指摘されて久しい中、少なくとも「今回の計画
期間中に受信料⽔準・体系の⾒直しを⾏う」ことを明記すべきだと考えます。 【「受信料の価値を最⼤化」するための
マネジメント施策について】  本計画案では、ＮＨＫグループのガバナンスに関して、「ＮＨＫ本体の改⾰とともに、Ｎ
ＨＫ関連団体の機能を純化」とあります。⽅向性そのものに⼤きな異論はありませんが、⼦会社等のＮＨＫグループ
全体の役割分担のゼロベースでの⾒直しや、⾼⽌まりしている随意契約の是正など、グループ改⾰の全体像およびそ
れを実現するための具体的な取り組みが明記されなかったのは不⼗分だと感じます。  なおＮＨＫグループとして、Ｎ
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ＨＫ本体でできないことを⼦会社等が⼿掛けることにより、⺠間の競争領域に踏み込む危険が⽣じます。また⼦会社
等の業績や利益を優先するような事業運営は厳に慎むべきだと考えます。以上 

中京テレビ放送株式会社 ●全体を通して ・当社はこれまで国⺠・視聴者の理解や納得を前提とした「三位⼀体改⾰（業務・受信料・ガバナ
ンス）」に賛同の意を⽰すとともに、ＮＨＫ⾃⾝が改⾰の具体像を⽰し、抜本的な改⾰を推進することを要望してき
ました。本計画案では、放送波の整理・削減による業務のスリム化、構造改⾰による⽀出削減などの改⾰の⽅向性
が⽰される⼀⽅で、受信料⽔準・体系、⼦会社等の在り⽅を含めたグループガバナンス、公共放送として担うべき業
務範囲や適正規模などについて、ＮＨＫの具体的な考え⽅や取り組みが⽰されておらず、不⼗分であると感じます。
ＮＨＫにおいては、⾃らの将来像を具体的に⽰し、国⺠・視聴者の理解や納得を得たうえで、本質的な改⾰を進め
ることを要望します。 ・本案が対象とする三年間は、ＮＨＫが指摘する通り、新型コロナによる社会・経済状況の激
変、メディアの多様化による視聴環境の変化、技術⾰新の加速など、放送事業者を取り巻く環境が激変することが
想定されます。こうした中、地⽅まで含めた⼆元体制が、⽇本の放送・メディア業界全体の発展につながるよう、ＮＨ
Ｋにおいては、ＮＨＫらしい番組編成や⺠放では取り組みがたい番組への重点投資、⺠間といたずらに競合しない
節度ある事業運営、新技術開発や新メディア対応、放送サービス維持などの分野における協⼒などを要望します。  
●ＮＨＫらしさの追求について ・未来のメディア技術の研究・開発やインターネット活⽤などの分野において、ＮＨＫ
の先導的な知⾒やデータを積極的に⺠間に共有し、地⽅まで含めた協⼒関係を深めて頂くことを期待します。また、
技術⾰新が進む中でも、国⺠が安定的に放送サービスを享受できるよう、放送インフラの保守・更新などの分野でも、
協⼒関係を深めて頂くことを期待します。  ●インターネット活⽤業務について ・ＮＨＫ⾃⾝が実施基準で定める通
り、インターネット活⽤業務は、独占的な受信料収⼊で成り⽴つ上での「放送の補完」であることから、業務の適正性
が担保され、費⽤は抑制的に管理されるべきであると当社は意⾒してきました。本案は「コンテンツを、合理的なコスト
により最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」として、放送とインターネット活⽤を横並びに位置
付けており、なし崩し的にインターネットに重⼼を移す姿勢の表れではないかと懸念します。「インターネット分野におけ
るＮＨＫらしさ」について、ＮＨＫ⾃⾝がどう考えるかを具体的に⽰して頂くことを要望します。また、放送波に対する
受信料を安易にインターネット活⽤業務に注ぎ込むことは、国⺠・視聴者の受信料負担に対する不公平感の増⼤に
もつながりかねません。費⽤の抑制的な管理について、具体的な仕組みの確⽴と速やかな実⾏を要望します。 ・地⽅
向け放送番組の提供において、ＮＨＫ⾃⾝が「２０２１年度以降の拠点放送局における設備整備の計画、サー
ビスの内容、実施時期等は、次期中期経営計画の中で具体化させる」としていたにも関わらず、本案では、それらが
具体化されていません。速やかにサービスの内容や実施時期など具体的な計画を明らかにして頂くことを要望します。  
●受信料⽔準・体系について ・「三位⼀体改⾰」の観点から、業務の⾒直しと同時に語られるべき受信料⽔準・体
系について、「現⾏の料額を維持する」として⾒直しの⽅向性が⽰されなかったことは、本計画案の問題点だと指摘せ
ざるを得ません。少なくとも「今計画期間中に受信料⽔準・体系の⾒直しを実⾏する」ことを明記し、⽔準・体系につ
いて国⺠・視聴者の理解や納得を得ることができるよう、⼀層の構造改⾰の推進や営業経費の削減などの具体化を
進めるべきであると考えます。  ●グループガバナンスについて ・ＮＨＫグループのガバナンスについて「ＮＨＫ本体の改
⾰とともに、ＮＨＫ関連団体の機能を純化し、『量から質へ』をめざしてより合理的なコストを意識し、⽣産性を向上
させます」とした⽅向性に異論はありません。⼀⽅で、⼦会社を含めたＮＨＫグループ全体の役割分担のゼロベースで
の⾒直しや、随意契約の是正など、改⾰に向けた取り組みが明⽰されていないため、グループ改⾰の全体像を具体
的に⽰すことを要望します。 ・特殊法⼈であるＮＨＫが、⺠間が収⽀を勘案しながら市場競争を⾏っている分野で
業務展開をすることは、常に⺠業圧迫のリスクをはらみます。⼦会社等が⺠放・⺠間事業者で形成された公正な競
争市場に進出すべきではないと考えます。例えば、ＮＨＫの⼦会社や関連会社が地⽅公共団体や地元企業が発
注するイベントや広報材などを⼿がけることは、地⽅における⺠間の市場競争を妨げることがないよう、厳に慎むべきで
す。ＮＨＫおよび⼦会社等が⺠間の競争領域に踏み込まないよう、ＮＨＫ全体として適切なガバナンスを求めま
す。 
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株式会社 TBS テレビ NHK の経営計画には、公共放送としての価値を国⺠・視聴者にどのように提供していくのか、という全体像を⽰すこと
が求められます。本計画案では“新しい「NHK らしさの追求」”を標榜していますが、「NHK らしい」放送・サービスを国
⺠・視聴者に提供するのは、あくまでその⽬的とする「公共性」の範囲内にとどめるべきと考えます。特にインターネットに
おいては、「放送の補完」という位置付け及び公共性に鑑みて、過剰なサービスを⾏うことは市場競争の阻害につなが
る恐れがあります。 「スリムで強靭な NHK」として衛星波・⾳声波の整理や事業⽀出の削減を打ち出したことは、
NHK の前向きな姿勢として評価します。しかし、⽀出と事業の規模を縮⼩していくことに伴う、収⼊の⾒直しに触れて
いないことは「三位⼀体改⾰」として⼗分ではないと考えます。   〈受信料⽔準・体系について〉  本計画案では受
信料⽔準について「現⾏の料額を維持する」と明記していますが、事業の再構築やコスト構造の改⾰を進めていくうえ
で、受信料⽔準・体系についても⾒直しを進めるべきです。「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今後の社会・
経済状況を⾒通すことが難しい」というのは、今後 3 年間に渡って受信料⽔準を維持する理由としては、不⼗分だと
考えます。衛星込みとなっている受信契約のあり⽅も含めて、国⺠・視聴者の疑問や不満を解消していく観点から、
本計画の期間中に受信料⽔準・体系の⾒直しを進めることを明確にすべきです。  〈インターネット活⽤業務のあり⽅
について〉  本計画案では「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体(地上波・衛星波・インターネット)で提供」
として、あたかも放送とインターネット活⽤を横並びに位置付けて、インターネット活⽤業務を拡⼤していく姿勢を⽰して
いることに疑問を感じます。現状の「放送の補完」という位置付けを変更する場合、国⺠・視聴者に丁寧に説明し理
解を得ることが前提です。「放送による⼀⻫同報とデジタル技術を効果的に連動させ、よりパーソナルな形で提供する
報道・サービスを強化」としている点は、インターネットにおける「パーソナル」なサービスの提供が公共性という範囲を逸
脱しないよう、抑制的に実施すべきだと考えます。特殊法⼈である NHK が、多様な⺠間事業者が参⼊しているイン
ターネット分野において業務を⾏う際は、市場競争を阻害することがないよう常に注意する必要があります。  「インタ
ーネット活⽤業務実施費⽤の抑制的な管理に資する体制を整備」としていますが、具体的な⽅法を明らかにすること
が求められます。受信料財源をインターネット活⽤業務に無原則に注ぎ込むことは、国⺠・視聴者の受信料負担とい
う観点からみて、不適切です。まずは、NHK が⾃ら定めた「受信料収⼊の 2.5％」という費⽤の上限について、常時
同時配信を開始した今年度の運⽤実績を検証したうえで、今後費⽤上限をどのように定めていくのか、国⺠・視聴者
に考え⽅を明確に⽰すべきです。4 ⽉に常時同時配信を開始してから数カ⽉が経過しており、これまでの費⽤の実績
及び計画との⽐較について、公表すべきだと考えます。  〈NHK らしさの追求について〉  「重点投資先」として「5 つの
キーフレーム」を⽰したことは、NHK が⺠間放送では提供しにくい放送番組に経営資源を集中的に投⼊する、という
意味で適切だと考えます。視聴率を過度に意識しない⻑期的な視点に⽴った番組、または災害などの緊急時やコロ
ナ禍で国⺠の⽣活に役⽴つ番組などを優先的に提供することによって、⺠間放送事業者との差別化を図ることを期
待します。  『「波」別の個別番組管理から「ジャンル」別の総合管理への転換』と表明していますが、「ジャンル」別とは
どのような分類を想定しているのか、具体的に明らかにすべきだと考えます。  「放送・メディア業界の発展に貢献」につ
いては、NHK が常時同時配信などのインターネット活⽤業務を通じて得たデータ等の知⾒を、⺠間放送事業者と速
やかに共有されるよう要望します。 ⼀⽅で、⺠間事業者との競合を避けながら事業を運営していく意識を、より明確
に⽰すべきです。 「地域発の情報発信の割合を⼤幅に増やす」とありますが、NHK の⼦会社等が地⽅⾃治体や企
業と連携してイベント等を⼿がけることは、地⽅の⺠間放送事業者の競争領域に踏み込むことになるので配慮すべき
と考えます。 

⻘森放送株式会社 【全体を通して】 本計画案では衛星やラジオの放送波削減と約 630 億円のコスト削減を打ち出す⼀⽅で、受信料
⽔準・体系、公共放送が担うべき業務範囲とそれに相応しい事業規模、⼦会社・関連会社の在り⽅を含めたグルー
プ経営改⾰など同時に語られるべき課題について具体的な考え⽅やスケジュールが⽰されておらず、不⼗分と⾔わざる
を得ません。NHK には⺠間放送が提供できないような放送番組に経営資源を重点的に投⼊し、放送⽂化の⼀層
の向上のために、先進的な技術の開発と供与、ネット活⽤業務で得た知⾒の提供など、多様な分野において⺠放事
業者と協⼒関係が深まることを強く期待します。次の３年間で様々な技術⾰新も⾒込まれる中、新技術・新メディア
対応については将来の実効性を考慮した適正規模での対応を希望するとともに、新技術の研究開発の成果を広く⺠
間と共有されることを要望します。 【受信料⽔準・体系について】 本計画案で受信料⽔準・体系の⾒直しの姿勢が
⽰されなかったことは極めて遺憾です。本計画案では受信料⽔準について今後３年間にわたり、『現⾏の料額を維持
する』としており、⾒直す意思がないことを表明したと受け⽌めます。少なくとも『今回の計画期間中に受信料⽔準・体
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系の⾒直しを実⾏する』ことを明記し、視聴者の負担感の軽減や営業経費の削減など、具体的に進めるべきと考えま
す。 【保有するメディアの在り⽅について】 衛星放送やＡＭラジオのチャンネル削減を検討する⽅針を⽰す⼀⽅で、具
体案については今後の検討とされ、明⽰されていません。ＮＨＫが保有するメディアの在り⽅は、⺠放の放送サービス
と経営に⼤きな影響を及ぼします。国⺠・視聴者のニーズを⼗分に把握したうえで、公共放送の指名を踏まえた役割
について具体像を速やかに⽰し、国⺠・視聴者および関係者の理解を得るべく丁寧な説明を尽くすべきです。ラジオに
関しては、ラジオ放送の媒体価値向上に引き続き取り組み、「量から質へ」の観点から、その発展に⼀層寄与すること
も期待します。 【インターネット活⽤業務の在り⽅について】 本計画案では、『コンテンツを、より最適な媒体（地上
波・衛星波・インターネット）を通じ、合理的なコストで提供する』とし、放送とインターネット活⽤を同列の位置づけに
しています。これは、なし崩し的にインターネットにその重⼼を移⾏していく姿勢を⽰しており看過できません。ＮＨＫは
インターネット分野でどのような役割を果たそうとするのか、速やかに⾃らの考え⽅を明らかにすべきです。放送を⽀える
ための受信料財源をインターネット活⽤業務に安易に注ぎ込むことは、国⺠・視聴者の受信料負担に対する不公平
感の増⼤にもつながりかねません。インターネット活⽤業務の実施費⽤は NHK が⾃ら定めた「受信料収⼊の２．
５％以内」を堅持し、抑制的に管理する⽅法を具体的に記載すべきと考えます。 【⼦会社等の在り⽅について】 本
計画案は、NHK グループのガバナンスに関して、「NHK 本体の改⾰とともに、NHK 関連団体の機能を純化し、『量
から質へ』をめざしてより合理的なコストを意識し、⽣産性を向上させます」と記しています。⽅向性そのものに異論はあ
りませんが、⼦会社を含めた NHK グループ全体の役割分担のゼロベースでの⾒直しや、随意契約の是正など、グル
ープ改⾰の全体像およびそれを実現するための具体的な取り組みが明⽰されているとは⾔えません。NHK が地域の
情報発信強化に取り組むことは是としても、例えば地⽅⾃治体や地元企業が発注するイベント等において、NHK の
⼦会社・関連会社が⺠放事業者といたずらに競合すれば、地域社会における放送の⼆元体制の維持、発展の妨げ
になりかねません。また、ＮＨＫグループとして、ＮＨＫ本体でできないことを⼦会社等が⼿掛け、⼦会社等の業績や
利益を優先するような事業運営は厳に慎むべきです。ここ数年、⼦会社の数は統合等で、縮減されてきたものの、形
だけのグループ改⾰だけでは、実際には肥⼤化や市場競争の阻害といった本質的な問題が解決されません。ＮＨＫ
は特殊法⼈としての⽴場に鑑み、⼦会社等が⺠放・⺠間事業者で形成されている公正な競争市場には、進出すべ
きではないと考えます。 

株式会社 福島中央テレビ 「NHK 経営計画（2021〜2023 年度）(案)」に対する株式会社福島中央テレビの意⾒  １．インターネット活
⽤の強化について  本計画案では、「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネッ
ト）で提供する」とし、いわば放送とインターネット活⽤を同列に位置付けています。  さらに「『ＮＨＫらしさ』を最適に
果たす媒体として、インターネットを適切に活⽤する」としており、明らかにコンテンツの提供の軸⾜をインターネットに向け
ているといえます。  インターネット活⽤については時代の趨勢で理解はできますが、実施費⽤については NHK ⾃らが
定めた「受信料収⼊の 2.5％以内」を堅持するなど、抑制的な管理をすべきと考えます。  また、放送を視聴する層
は幅広く存在しており、国⺠・視聴者が放送をこれからも享受し続けることができるよう、放送の意義も認識して「最適
な媒体」や「NHK らしさ」の検討をすることを強く要望します。  ２．社会への貢献について  本計画案の施策の中
で、「⽇本の放送・メディア産業や⼈材を維持・育成する取り組みを積極的に⽀援します」と述べています。NHK・⺠
放の健全な⼆元体制のもと、放送が放送コンテンツを通じてより国⺠・視聴者に貢献すべく、NHK には放送業界の
発展に向けてさらなる先導的なけん引役を担うことを要望します。さらに「取り組みの積極的な⽀援」のみならず、
NHK ⾃らも主導的な役割を担っていくことも求めます。  また、未来のメディア技術や最先端のユニバーサルサービス
技術の研究開発を進めるとのことですが、さまざまな分野において⺠放とも連携し、技術や知⾒の提供や共有がなさ
れ、放送⽂化がより⼀層の向上されることを強く期待します。  地域の発展の貢献については、我々ローカル⺠放局
も取り組んでいるところであり、可能な分野において連携が進むことを望みます。 例えば、当社福島中央テレビは
NHK 福島放送局様とコラボ企画を実施し、放送を通じて県⺠の皆様に元気を届け、復興の後押しをしています。 
今後、番組や業務の遂⾏、放送設備などにおいてもさらに協⼒関係が進むことを期待します。 
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⽇本海テレビジョン放送株式
会社 

NHK 経営計画（2021-2023）（案）についての⽇本海テレビの意⾒   【全体を通して】 総務省が求める「三位
⼀体の改⾰」や、⺠放からの肥⼤化による⺠業圧迫との批判をかわすための計画案と⾔わざるを得ない印象。「NHK
らしさの追求」というキーコンセプトを打ち出しているが、今後 3 年、国⺠・視聴者に対してどのようなサービスを提供し
ていくのか、NHK が⽬指す公共放送としての役割・全体像が⾒えません。またこれからの 3 年間で様々な技術⾰新
も⾒込まれる中、新技術・新メディア対応について、将来の実効性に基づく適正規模を守り、先進的な技術やインタ
ーネット活⽤業務で得た知⾒やデータさらに放送設備など多様な分野で⺠間・⺠放との共有・協⼒が進むことを強く
希望します。  【保有するメディアの在り⽅について】 本計画案では衛星放送とラジオ放送のチャンネルを整理・削減す
る⽅針が盛り込まれたが、チャンネル削減の実施時期は明記されておらず、計画の決定までの間に具体的な内容を
⽰されることを強く要望します。また最終的な計画を⽰されるに当たっては NHK の都合ではなく、国⺠・視聴者の要
望を⼗分に取り⼊れることを要望いたします。  【インターネット活⽤業務について】 インターネットはあくまでも放送の補
完であり、「あまねく伝える」というキーフレームが拡⼤解釈され、必要以上の分野になし崩し的に業務の拡⼤が進み、
⺠業の圧迫や健全な⼆元体制の妨げになることを⼤いに危惧しています。NHK はインターネット分野で⾃らの役割を
明確にして、⼦会社・関連会社を含め、⺠間の市場競争を阻害することのないよう節度をもって事業運営されることを
強く要望します。また実施費⽤を⾃ら定めた受信料収⼊の 2.5％以内を堅持し、その管理⽅法についても具体的に
明⽰、実⾏すべきと考えます。  【受信料について】 新たな受信料の値下げに⾔及なく、今後 3 年間は「現⾏の料額
を維持する」との表明をされたことは極めて遺憾です。NHK 改⾰の本丸といえる「受信料制度」を先送りすることなく、
今回の計画期間中に「受信料⽔準・体系の⾒直し」について具体案を⽰されることを強く要望します。必要な事業に
絞り込み、受信料値下げという形で視聴者還元すべきと考えます。  【⼦会社等の在り⽅について】 かねてからローカ
ル局として、NHK の⼦会社や関連会社が地⽅⾃治体や地元企業と連携してイベント等を⾏うことに強い警戒感を
抱いてきました。NHK 本体では出来ないことを⼦会社・関連会社等が⼿掛け、市場競争の阻害を⽣み⺠業を圧迫
することは厳に慎むべきです。NHK は特殊法⼈という⽴場をわきまえ、⺠間市場への参⼊は控えるべきと考えます。 

株式会社テレビ⼤分 〈全体を通して〉  「ＮＨＫらしさ」を前⾯に出しそれを追求する姿勢は伺えますが、そのＮＨＫらしさは従来の公共放
送を⾃負してきたＮＨＫの在り⽅を⼤きく逸脱してきた感が否めません。本来ＮＨＫは受信料で成り⽴つ公共放送
として⺠間の放送局が採算ベースで成⽴しない分野や公共性の強い分野での存在感を発揮し⺠放と違う⽴ち位置
で切磋琢磨しながら視聴者や地域社会へ貢献してきたと認識しています。それが今や公共放送の域を超え新規ビジ
ネスや新規事業といった巨⼤⺠間企業へ移⾏しているように思われます。ＮＨＫは公共の福祉のため放送の普及と
サービスを⾏うとあるようにその基本的な姿勢は守るよう要望します。また技術⾰新においても⺠放と情報共有を⾏い
ながら放送業界の発展に今後も寄与していくよう強く望みます。  〈インターネット活⽤業務について〉  同時配信の議
論が始まってから常に話題の中⼼となってきましたが、今回も何⼀つ具体策が⽰されていません。ここ最近ＮＨＫ⾃ら
公共放送という呼称をやめ公共メディアと表現し始めましたが、これは放送に留まらずインターネット業務への本格的な
進出と受け⽌めざるを得ません。当初は[放送の補完]という位置づけだったはずです。それ故⾃らが「受信料収⼊の
2.5％以内」としたのではないでしょうか。そうであればその約束を履⾏し、2.5％以内の業務展開を遂⾏するのが筋で
す。この分野においては⺠間業者が多数存在しますがＮＨＫの動向次第ではこういった業者の経営に影響を及ぼし
かねません。また、経営基盤の弱い地⽅の放送局には多⼤な負の影響を及ぼすことは避けられません。基盤をも揺る
がしかねません。特殊法⼈であるＮＨＫの性質上、⺠業圧迫は容認できません。やはり、公共放送の原点に⽴ち返
って抑制すべきは抑制するといった節度ある姿勢を求めます。そのためにも経営計画にはその辺を織り込んだより具体
的な⽅針を求めます。何より[放送の補完]であるということを念頭に置いてこの分野での事業展開を⽰していただけれ
ばと思います。  〈受信料の考え⽅について〉  「受信料⽔準は事業収⼊と事業⽀出の考え⽅に基づき現⾏の料額を
維持します」という⽂⾯を⾒る限り、受信料の⾒直しを⾏わないという強い意志を感じました。国営放送でない以上受
信料がＮＨＫを⽀えているというのはわかりますが、果たして今の受信料が適正価格なのでしょうか。公平負担の徹
底に関し、様々な取り組みを⾏っていることは承知していますが、受信料軽減の努⼒が全く⾒れません。「放送と通信
の融合時代に適合した受信料制度の在り⽅」というのであれば早急にその具体案を⽰すべきです。  〈その他 構造
改⾰・重点投資について〉 「ＮＨＫらしさ」を追求する姿勢は理解しますが、削減規模や重点投資があまりにも⼤雑
把すぎてどう評価していいか困惑しています。もう少し詳細な説明を求めます。また削減規模が 630 億円程度とあり
ますが短期間でこれだけの削減は⺠間企業ではなかなか考えられません。とすればこれまで削減努⼒を怠ってきていた
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のではないかと⾔わざるを得ません。そこに公共放送としての驕りや⽢えはなかったでしょうか。視聴者の親⾝になって考
えればこういった削減努⼒で受信料負担の軽減も出来たはずです。視聴者に寄り添ったこういった姿勢こそが真のＮ
ＨＫらしさではないでしょうか。 

四国放送株式会社 ＜ＮＨＫらしさの追求＞について 新しい「ＮＨＫらしさの追求」の”ＮＨＫらしさ”に関して、具体的な説明が不⼗分
と考えます。 また、公共放送としてＮＨＫは、⺠間放送では提供しがたい放送番組に経営資源を重点的に投⼊す
る事で国⺠に寄与し”ＮＨＫらしさを追求”するよう要望いたします。  ＜インターネット活⽤業務の在り⽅＞について 
「多様で質の⾼い「ＮＨＫらしい」充実したコンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続けることに
よって、「受信料の価値の最⼤化」を図る責務がある」と記載されていますが、”より最適な媒体を通じ”との表現は、今
後ＮＨＫがインターネット活⽤業務を本来業務のように位置付けていく姿勢を表しているかのように受け⽌められま
す。 インターネット活⽤業務は、あくまで放送の補完であり任意業務です。従いまして、インターネット活⽤業務を通じ
て本来業務である放送の価値の最⼤化を⽬指すことが筋であり、この事こそが「受信料の価値の最⼤化」につながる
と考えます。 また、「「波」別の個別番組管理からジャンル別の総合管理へ転換を⾏う」との事ですが、これは地上波、
衛星波、インターネットを同列に並べ、ジャンルや媒体別ニーズ等に合わせて、コンテンツを配置していく事を意味してい
るようにも⾒受けられます。これでは、ＮＨＫによるインターネット活⽤業務が「放送の補完」の範疇を超えてしまい、⺠
業を圧迫するのではないかと⾮常に危惧しております。ジャンル別の総合管理について、具体的なお考えを⽰していた
だきたいと考えます。 インターネット活⽤業務は、実施費⽤を抑制的に管理し、「受信料収⼊の２．５％以内」を堅
持した中で、放送の補完業務として、放送の価値を最⼤化するために活⽤していただき、国⺠・視聴者にその価値を
還元する事を強く要望いたします。  ＜保有するメディアの在り⽅＞について ＢＳ右旋３波から２波への整理・削
減、ＢＳ左遷のＢＳ８Ｋに関するその在り⽅の検討、⾳声波の２波への整理・削減は、国⺠・視聴者のニーズを把
握した上で適正規模で⾏われるべきであると考えます。 スケジュールを含めた削減の具体案に関して、今回の経営計
画においてさらに踏み込んで⽰していただく事を要望いたします。  ＜「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント
施策＞について 法令及びガイドラインを踏まえた業務の執⾏体制の整備状況などについて、具体的に明⽰いただく事
を要望いたします。特に、持ち株会社制度の導⼊についての現状の計画案などについて⽰していただく事を要望いたし
ます。 

株式会社毎⽇放送 【全体】 「公共放送・NHK」の存⽴基盤は放送法と受信料負担の義務を負う国⺠の総意にある。しかし本案は
「NHK らしさ」という曖昧な表現の下、これらの存⽴基盤から⼤きく乖離した印象が強い。 放送法上の必須業務たる
放送についてチャンネル縮⼩を謳う⼀⽅、放送の付随である筈の任意業務たるインターネット配信を⼤きく推進すると
あるが、これは⾃らが放送法で規定される特殊法⼈という⾃覚に⽋けている。 また、⾼い公益性が求められるＮＨＫ
が、営利を⽬的とし且つ⺠業を圧迫しかねない⼦会社・関連団体を多数保有することは放送法の趣旨を逸脱してお
り、到底国⺠の理解を得ているとは考えられない。そうした組織拡⼤や営利追求を専⾏する⼀⽅で、幾度となく議論
され国⺠の関⼼も⾼い受信料⽔準の引き下げに⾔及していない点には強い違和感を覚える。 現⾏受信料制度に
対する国⺠の疑問や不公平感は拭い難く、⽔準や徴収法更にその使途について、⺠意を反映する抜本的な⾒直し
の場の創設をＮＨＫ⾃らが提起すべきである。 また、受信料は広く国⺠から徴収する「公共財」としての性格を有し
ており、「NHK のみが使う」のではなく、通信におけるユニバーサル制度と同じく「放送業界全体の維持運営」に係る⽀
出も検討すべきではないか。それこそが資⾦⼒で勝る海外の動画配信業に対抗し、⽇本の映像⽂化の多様性を担
保するための「公共メディアの責務」と考える。  【５つの重点投資先ごとの具体施策】 （「1.安全・安⼼を⽀える」・
「4.メディア業界の発展に貢献」） ◆NHK が「巨⼤災害や疫病から国⺠を守り」、また「業界の発展に貢献する」た
めには⺠放事業者との連携が不可⽋である。改正放送法で⺠放事業者との協⼒義務が課せられ、規制改⾰実施
計画に「関係者からの具体的な要望を把握し、設備の共⽤化等必要な⽅策を検討すべき」と明記されたにもかかわ
らず具体化は進んでいない。まずは⺠放事業者のニーズをくみ上げて施策を形成すべきであり、以下５点について検
討を期待する。 １・NHK が全国に持つ情報カメラ映像を⺠放が活⽤できる仕組み ２・放送インフラを守るため、条
件不利地域で⺠放と共建している中継局（ミニサテ）の更新や維持 ３・災害取材時の必要情報を NHK・⺠放共
同で取得できる仕組み ４・AI 技術を活⽤した⾳声認識字幕やクラウドを活⽤した映像編集等、NHK が開発した
最先端技術を開放する仕組み ５・NHK アーカイブ映像の無料開放に関する基準作り  【インターネット活⽤業務】 
◆「地⽅向け放送番組」「費⽤の抑制的管理」は次期中期経営計画の中で具体化とあるが、既に「NHK プラス」は
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開始しており早急な策定と国⺠への提⽰が必要である。 ◆制度・会計・コンテンツ内容の全てが曖昧模糊としたま
ま、「NHK らしさの追求」という旗印の下に業務の規模のみが拡⼤していく印象が拭えず、少なくとも今後 3 年間にお
ける具体的なビジョンを迅速に⽰すべきである。  【ガバナンスの強化】 ◆収益事業が可能な⼦会社は、地⽅⾃治体
関連のイベントや通販等で⺠間事業者と競合する場⾯が多く⾒られる。800 億円を超える剰余⾦や NHK 本体に
還元される配当の使途・在り様の再検討も含め、⼦会社の業務範囲を限定し透明化を図りつつ再編や⼈員削減等
の改⾰を断⾏すべきである。 ◆また、グループ取引額のうち 9 割超が随意契約というのは明らかな⾼コスト体質であ
る。随意契約によらず広く⺠間の制作会社に委託する機会を増やすことこそ、放送⽂化の多様性に寄与すると考え
る。NHK 及び⼦会社が⺠間の競争領域に踏み込まぬようグループ全体として適切なガバナンスを求める。  【受信
料】 ◆その⽔準・体系の⾒直しを引き続き検討すべきである。また、営業経費抑制の施策として居住情報の利活⽤
が挙げられているが、個⼈情報の安全管理については業務を委託した会社による不祥事もあり国⺠の理解を得てい
るとは⾔えず、実現について透明性の⾼い議論が⾏われるべきである。  【別添・構造改⾰】 ◆番組をジャンル別管
理して総量を減らす事には賛同する。現状⼈気タレントを起⽤した⺠放と類似のバラエティ番組も多く⾒受けられる
が、まずは公共放送として相応しい番組像を明確にし、⺠放事業者と競合する娯楽番組は削減する等⼀定の基準
を提⽰すべきである。 その上で、番組委託費の⾒直しについては放送⽂化の担い⼿である制作会社にしわ寄せが⾏
かぬよう⼗分配慮すべきである。 ◆スポーツ放送権料の絞り込みについては、⺠間事業者のビジネスと競合せぬよう
⼗分配慮し、絞り込みの基準を明確にすべきである。 また、スポーツのみならず⺠間事業者が既に配信する権利を有
するライブイベントについて、新たに配信権を取得しようとする等、⺠間事業を毀損する⾏為は厳に慎むべきと考える。 

株式会社 BS-TBS 貴協会の経営計画(2021-2023 年度)案に対し、下記に意⾒を申し述べます。  【キーコンセプト︓新しい「NHK
らしさの追求」】 本計画案で、5 つのキーフレームを設定し重点的に取り組むことを⽰されました。その際には、視聴率
を過度に意識しない⻑期的な視点に⽴った番組または災害などの緊急時に国⺠の⽣活に役⽴つ番組などを優先的
に提供することにより、⺠間放送事業者との差別化を図ることを期待します。⺠間放送事業者との競合を避けながら
事業を運営していく意識を、より明確に⽰すべきと考えます。  【◆保有するメディアの在り⽅について】 本計画案で、
衛星波の整理・削減を段階的に実施し、将来的には右旋の１波化に向けて検討を進めることを表明されました。 当
社は貴協会の事業規模の適正化は必要と考えます。ただし、その検討においては、衛星放送のメディア価値への影
響および公共放送の使命を踏まえた衛星放送の将来像と果たすべき役割についての具体像を速やかに⽰し、国⺠・
視聴者および関係事業者の理解を得るべく丁寧な説明を尽くすべきと考えます。わが国の衛星放送の普及・発展に
関する公共放送の責務を引き続き果たすとともに 4K 衛星放送のさらなる普及促進における公共放送の先導的役
割への充分な配慮を望みます。 その際には、わが国の衛星放送における公共放送の責務の明確化や具体的な情
報公開により、影響について客観的な評価を⾏う必要があると考えます。  以上 
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株式会社テレビ信州 ◆5 つのキーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策 1.安全・安⼼を⽀える ●公共放送である NHK は、国⺠・
視聴者に対し正確で偏りのない報道を迅速に届けることが最⼤の責務である。特に国⺠の命を守るという点において
は、⺠放にできない NHK 独⾃の報道をしていくべきである。常時同時配信（NHK プラス）を報道・サービスの強化
と位置づけているが、PC・スマホ・タブレットの特性・機能にあったコンテンツを制作し、発信することが重要である。 2.新
時代へのチャレンジ ●地上波 4K 放送の取組について記載されていない。NHK として今後、地上波 4K 放送を推
進していくのか、⾼画質化（2K ⽤ HDR）の開発等についても⽅針を提⽰してもらいたい。 3.社会への貢献 ●過
疎地や遠隔地等への確実な情報の提供、地⽅議会の中継、商業ベースに乗りにくいスポーツ中継やイベント番組の
制作など、NHK にしかできない形で地域社会に貢献することを期待する。  ◆保有するメディアの在り⽅について ●
東⽇本⼤震災において、ラジオが⾮常に有効な緊急情報の伝達⼿段であることが再認識された。ラジオの放送波の
削減については、番組編成、発災時の対応も含め計画を提⽰していただきたい。  ◆インターネット活⽤業務について 
●ネット事業の拡⼤にあたってはそれが国⺠・視聴者に真に必要なものなのか、公共放送の⽬的・使命に照らして業
務の適正性を常に精査していくことを求める。また⺠間の市場競争を阻害することがないよう節度をもって抑制的に事
業を運営することを強く要望する。受信料財源を安易にインターネット業務に注ぎ込むことは国⺠や視聴者の受信料
負担に対する不公平感の増⼤につながりかねず「受信料収⼊の 2.5％以内」を堅持することなど具体的な数値を⽰
したうえで計画案を提⽰していただきたい。  ◆「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策 ●受信料の価
値を⾼めるためには、⽀出に対し責任ある体制を作ることが必要である。NHK の会⻑・理事については、⼀般企業と
同様に善管注意義務や忠実義務などの法的責任を課すべきである。  ◆計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅ ●
受信料制度は、戦後、公共放送の⾃主・⾃⽴を堅持するため、放送の受益者より負担⾦を徴収して運営していく制
度として誕⽣しており、対象世帯からの⼀律徴収よりも、放送の受益者に対しての公平を優先しなければならない。
放送法第 64 条第 1 項において、NHK の放送を受信することができる受信設備を設置したものは NHK と受信契
約を締結することが規定されているが、世帯、個⼈、機器等の単位で契約することが規定されているわけではない。各
世帯の固定受信設備の台数も様々なうえ、ＰＣ・スマホ・タブレット等の端末も普及してきている。今までの制度にと
らわれず、「放送の受益者より負担⾦を徴収する」という基本として、放送と通信の融合時代にふさわしい公平負担
徹底のあり⽅を検討することが重要である。 ●国⺠・視聴者のなかには、NHK の放送番組をほとんど視聴していない
にもかかわらず受信料を徴収されているという被害者意識が根強くある。20％の不払い者の意⾒を真摯に聞くことも
重要である。 ●本計画案で、受信料⽔準・体系の⾒直しの姿勢が⽰されなかったことは極めて遺憾である。本計画
案では、受信料⽔準について今後 3 年間に渡り、「現⾏の料額を維持する」としている。少なくとも「今回の計画期間
中に受信料⽔準・体系の⾒直しを実⾏する」ことを明記し、視聴者の受信料への負担感の軽減や営業経費の削減
など、具体化を進めるべきである。 

株式会社 熊本県⺠テレビ ＜受信料や費⽤について＞ ●衛星波、⾳声波の削減⽅針については、受信料の値下げにもつながる施策であると
考えますが、まだ具体的な実施時期が⽰されておりません。また当の受信料⾒直しに関しても⽰されていません。 さら
に、インターネット活⽤業務においても、「受信料の価値をさらに⾼める」と⽰されていますが、放送に対する受信料を
財源にしている以上、今後も費⽤の抑制的な管理に努めるのは当然であり、少なくとも「受信料収⼊ 2.5％上限の
維持」は明⾔するべきであると考えます。  ＜インターネット活⽤業務について＞ ●当社は、昨年「インターネット実施
基準案」に対して、「“放送の補完”の位置づけである限り、“常時同時配信”における提供対象地域は、地上波との
整合性を取らなければなりません。これらの実施基準についてもさらに明確にしておく必要があります。もし地域制御を
段階的に進めるつもりであればロードマップの提⽰も求めます。」との意⾒を申し上げてきました。 今回の経営計画
（案）では、インターネット活⽤業務に係る事項として、「3 か年計画期間中に地⽅向け放送番組の提供に必要と
なる整備を⾏い、具体的な計画等については、2021 年の本計画議決の際に⽰す」とだけありますが、昨今増えてい
る激甚災害に対しては、全国⼀律の放送のみならず、速報性、地域性を重視した NHK ローカル放送の重要性もあ
らためて⾒直されているかと思います。ローカル緊急編成の考え⽅は NHK 地域放送局も地上波⺠放各局も同じは
ずです。特に「常時同時配信」においては、あらためて「放送の補完」の位置づけに⽴ち返り、全国⼀律の内容ばかり
ではなく、ローカル速報スーパーも含め、当該地域での地上波と同じコンテンツを流すことを前提にした仕組みの重要
性を認識し、早期に具体的な「地域制御」に関する計画も⽰すべきであると考えます。 
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株式会社中国放送 【保有するメディアの在り⽅について】 今回の経営計画案では、AM ラジオ放送と衛星放送のチャンネル数を削減する
⽅針が盛り込まれています。既存のメディアを整理、縮⼩し、成⻑を続けるネットメディアに費⽤を投下させるという狙い
が汲み取れます。AM ラジオは、災害時などには貴重な情報源であり、ラジオ語学講座などの教育番組は⾮常に
NHK らしい番組と⾔えます。また衛星放送も、良質なドキュメンタリー番組や豊富な国際ニュースの編成が⾼く評価さ
れています。これら視聴者にとって有益なチャンネルの削減は、そのままサービスの低下につながります。受信料で成り⽴
つ公共放送である以上、視聴者の理解を得られる計画にしなければならないはずです。  【受信料⽔準について】 構
造改⾰などにより 3 年間で６３０億円の⽀出を削減する⽅針が⽰されているにも関わらず、総務省が求めている受
信料のさらなる値下げは⾒送られています。著作権料、各種放送権料など同時配信実施に伴って発⽣する経費が、
受信料値下げを⾒送る⼤きな要因であることは明らかです。値下げしたとはいえ海外の公共放送と⽐較しても⾼い⽔
準であり、また、多くの有料動画配信サービスよりもはるかに⾼い受信料を現状維持するのであれば、コンテンツの質、
量を保ち、チャンネルを維持すべきであると考えます。構造改⾰として挙げられている６項⽬は、⺠間事業者ではすで
に取り組んでいるコスト削減施策ばかりです。計画通りに遂⾏していただき、⽀出削減を実現し、受信料値下げという
わかりやすい形で視聴者に還元すべきです。  【構造改⾰について】 構造改⾰の１項⽬である&#9334;「固定経
費への斬り込み」において、「スポーツ放送権料などの絞り込み」が盛り込まれています。プロ野球、Ｊリーグなどプロスポ
ーツは娯楽に特化したスポーツコンテンツであり、⺠間放送局でもラジオ・テレビ中継を実施しています。「NHK らしさ」
を追及するのであれば、競技⼈⼝が多くない競技やアマチュアスポーツの普及促進に注⼒すべきではないでしょうか。  
【受信料の価値を最⼤化するためのマネジメント施策について】 キーフレームの具体施策の中で、「⽼朽化した各地の
放送会館の建て替えなどを計画的に⾏う」ことが⽰されていますが、現実に則した適切なスペックの設備となる局舎に
することを求めます。また、3D・AR・VR など未来のメディア技術や、最先端のユニバーサルサービスの研究開発を推し
進めることが明記されています。研究により得られた成果については、放送事業の発展となり、公共の利益となるよう、
⺠間事業者にも共有していただくことを期待いたします。そして、最先端技術の共有化もさることながら、コスト負担の
⼤きい既存の送信所などインフラ設備の更新、保守において、⺠間放送局との協業など⽀援を優先していただきたい
と思います。 受信料の価値を最⼤化するためのマネジメント施策では、NHK グループ全体の改⾰を⽰しています。
NHK グループ会社は⺠間事業者と競合する会社が多いことから、受信料収⼊による潤沢な財源を背景に改⾰を推
し進めることは、⺠業圧迫につながることが懸念されます。NHK のグループ会社が⼿掛けるイベント、出版、そしてそれ
に伴う膨⼤な広告展開が果たして適正なのか、公共放送が本来果たすべき役割を⼤きく超えて巨⼤化する NHK グ
ループの在り⽅を真摯に捉え、⺠業を圧迫することなく公共性を前提とした展開を軸に改⾰を進めることを強く要望し
ます。  【そのほか】 ⺠間放送局の経営環境が厳しさを増す中、NHK のネット事業など事業拡⼤によって、特に地⽅
局に対して⼤きな影響を及ぼすことが懸念されます。我々は地⽅の⺠間放送局として、いかにして地域ジャーナリズム
を守っていくのかを⽇々考えています。地⽅局は、ローカル情報発信の担い⼿として、いずれの地域においても不可⽋
な存在です。ローカル放送が衰退すれば、地域の⽂化は廃れ、情報の⼤都市⼀局集中がさらに進む恐れがありま
す。何より、地域の安全・安⼼についての情報や⽣活情報が減り、地域の視聴者にとって不利益となります。⽇本の
放送界は、公共放送と⺠間放送の⼆元体制が維持されることで、発展してきました。報道の⾃由は、多様なメディア
が共存することで保たれます。今後も、⺠間放送局とのバランスを⼗分に配慮していただきたいと考えます。 
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⼀般社団法⼈ 病院テレビシ
ステム運営協会 

該当箇所  経営計画（案）４ページ⽬ 受信料⽔準 （別添）資料 ５ページ⽬ 受信料について 協会意⾒ 
経営計画（案）では、受信料収⼊は減収局⾯に⼊り、「受信料⽔準については、現⾏の料額を維持する」と記述さ
れていますが、インターネット同時配信が開始されている現状においては、受信料負担の公平性の観点から、病院の
病室内のテレビに関する受信料を即時免除すべきと考えます。  理由）現在、⼊院患者様が病室内でＮＨＫの放
送を視聴する場合は、多くのケースで、ベッドサイドに常設されたテレビでテレビカードを購⼊して視聴しています。常設
テレビの受信料はテレビの設置事業者（テレビレンタル事業者）が⽀払っており、その受信料は事業者の企業努⼒
では削減できないコストとしてテレビカードの価格に反映されています。そのため、⾃宅で受信契約締結済の⼊院患者
様にとっては、テレビカードの購⼊により、わずかであっても実質的に受信料を⼆重に負担していることになります。（但
し、従来ＮＨＫは病室の常設テレビは直接患者様と受信契約を締結していないことを理由に⼆重払いは発⽣してい
ないと主張しています） 同時配信開始後は、ＮＨＫと受信契約済であれば、追加料⾦なしに同時配信・⾒逃し配
信を利⽤できていることから、常時スマホやタブレットを使⽤している⼊院患者様は追加費⽤負担なしにＮＨＫの放
送を視聴できますが、⾼齢者を中⼼としたスマホ等を使⽤していない⼊院患者様は、ＮＨＫ受信料がコストに含まれ
たテレビカードを購⼊しなければＮＨＫの放送を視聴できないことになります。 病室内での放送視聴において、⾼齢
者を中⼼とした情報弱者のみが、わずかであっても実質的に受信料を⼆重に負担している状況が⽣まれています。 公
共性・公益性を有する病院において、受信料負担の公平性が保たれず、傷病を負って⼊院している弱者の中でも、
特に⾼齢者を中⼼とした情報弱者のみが不利益を被る状況は看過できない問題です。同時配信が開始された現状
において、病室内のテレビに関する受信料は、即刻免除されるべきと考えます。 また、そもそも病室は、傷病を負った
患者様がやむを得ず⼊院する場所であり、社会性・公共性の観点から⼀般の事業所とは異なる扱いをするべきで、
患者様の精神的安定に寄与するためのテレビ視聴については受信料が免除されるべきと考えます。 現在、テレビ離れ
に加えてインターネット同時配信により、テレビレンタル事業者のテレビカード売上げが減少傾向にある中、さらに追い打
ちをかけるように新型コロナウイルスの影響で、病院のお⾒舞いや⼊院患者様が減少し、カード売上が激減している状
況です。 今後も売上げの回復は⾒込めないため、受信料はテレビレンタル事業にとって⼤きな負担になっています。病
院での⼊院⽣活に⽋かせないテレビレンタル事業の事業継続のためにも、早急に受信料の免除の実施を求めます。 

⼀般社団法⼈⽇本新聞協会
メディア開発委員会 

＜基本的な考え⽅＞ ＮＨＫは次期経営計画案で、事業⽀出を 630 億円削減する⼀⽅、重点分野に 130 億
円を新規投資し、3 年間で差し引き 500 億円の費⽤削減をする考え⽅を⽰した。費⽤削減⾃体は評価できるが、
抜本的改⾰に踏み込んでいるとは⾔えず、従来求められてきた「業務・受信料・ガバナンス」の三位⼀体改⾰を体現
する内容にはなっていない。その原因はＮＨＫが、計画案でキーコンセプトとした「ＮＨＫらしさ」について、視聴者・国
⺠の視点や改⾰の本⾳よりも、従前のグループ規模を維持することに重きを置き定義したことにある。 ＮＨＫは計画
案で、毎年 6700 億円の収⼊を⾒込むとした。ＢＳ・⾳声波の整理など⼀部を除き、業務⾃体の改廃でなく個別
業務のスリム化で経費削減を実現するとしたこと、⼦会社改⾰についてほとんど⾔及されていないことを考え合わせる
と、計画案は、現在の受信料収⼊規模とグループ全体の業務範囲を維持することを前提に、限定的なコストカットを
企図したものであると考えられる。ＮＨＫをめぐっては、かねて国会などから「総括原価⽅式を取っているためコスト意
識が希薄になる」（川端達夫総務省）との指摘がなされてきたが、計画案はあらためてこの懸念を浮き彫りにするも
のだ。 ＮＨＫは「ＮＨＫらしさ」の基本を「視聴者・国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発展（発達）
に貢献」「視聴者⼀⼈ひとりの⽣活の安全、豊かさ、⽂化創造に貢献」などの公共的価値としている。視聴者・国⺠
の視点に⽴ち、かつ三位⼀体改⾰を踏まえて「ＮＨＫらしさ」を考えるとき、ＮＨＫが最優先になすべきことは、公共
放送として担う業務範囲を、⼦会社を含めて⾃ら抑制的に規定することである。公共的価値、とりわけ「報道」や「教
育」「教養」に軸⾜を置くことで、業務⾃体の改廃が検討可能になり、その結果として必要最⼩限な事業⽀出、つまり
は視聴者・国⺠に転嫁する受信料の⽔準を算出することが可能になるからだ。以上の基本的な考え⽅に基づき、計
画案の具体的な論点について述べる。＜番組のジャンル別管理＞ ＮＨＫの国内放送費は、放送波数に増減のな
い 2008-18 年度の間に 702 億円増加した。この間受信料収⼊は 735 億円増加しており、先に指摘した総括原
価⽅式の弊害が出たとみることができる。このことから、計画案にある放送波数の整理・削減だけでは、費⽤削減に直
結するとは考えにくい。その意味で、ＮＨＫが計画案で番組を「ニュース・スポーツ」「教育・福祉」「ライフ・教養・趣味・
実⽤」「ドラマ・エンタメ・⾳楽・アニメ・映画」の 4 ジャンルに分けて制作費をコントロールする新しい考え⽅を表明したこ
とは評価できる。この際、ジャンル別総合管理に加え、視聴者・国⺠のニーズも踏まえながら「ＮＨＫらしさ」をさらに追
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及するため、新たな仕組みを検討してはどうか。 ⽇本の放送は、ＮＨＫと⺠放の⼆元体制によって発展してきた。い
ずれも強い公共性が求められる事業体であるが、極めて税⾦に近い性格を持つ受信料で成り⽴つＮＨＫと、営利企
業である⺠放とでは、⾃ずと役割が異なる。ＮＨＫが昨年 11 ⽉に実施した世論調査で「総合テレビでよく⾒られて
いる番組」の上位 10 本中 7 本がニュースだった。ＮＨＫには、国⺠の知る権利の⾏使や安⼼・安全により深く寄与
する、報道や教育・教養といった分野に経営資源を集中することが求められている。 「ＮＨＫらしい」番組を編成し
⺠放との差別化をはかる観点から、現在、免許条件上はＮＨＫ総合と⺠放で同⼀である番組⽐率（教育 10%
以上、教養 20%以上）につき、ＮＨＫが⾃ら「報道」「国会中継」などの新たな項⽬を設けて相応の役割を設定す
るとともに、教育・教養の⽐率をより上昇させてはどうか。バラエティーやドラマの⽐率が抑制され差別化も進み、結果と
して制作費の抑制につながる可能性もある。 放送法は番組制作と編成の⾃主⾃律を保障しているが、現状でも放
送法５条２や 106 条の番組調和原則を根拠として免許条件で前記番組⽐率が明記されている。そのことを考える
と、ＮＨＫ⾃⾝が制作費の抑制に向けた取り組みを進めなければ、総務省が 23 年に予定される次回再免許の条
件として、ＮＨＫに新たな番組⽐率を設定するようなことも考えられる。そのような事態を招く前に、ＮＨＫが⾃主的
に「ＮＨＫらしい」番組⽐率を設け、制作費抑制に向けて取り組むことが求められる。＜インターネット活⽤業務＞ 
当委員会はこれまで、メディアの多様性や多元性が担保され、国⺠の情報選択に資する限りにおいてはＮＨＫのイン
ターネット利⽤を容認してきた。ＮＨＫのネット活⽤業務が任意業務（放送法 20 条２項）である以上、放送の補
完にとどまること、受信料制度との整合性をはかること、市場での競争が⺠間事業者を圧迫することのない公正なもの
となることは当然である。20 年 4 ⽉の常時同時配信（ＮＨＫプラス）解禁にあたり、国会が改正放送法に「適切
な規模の下、節度をもって事業を運営する」との決議を付し、総務省が費⽤を基本的に現⾏の枠内（受信料収⼊
の 2.5%以内）に収めるよう求めたことは、当委員会の考え⽅と軌を⼀にするものである。 しかしＮＨＫの前⽥晃
伸会⻑は 2.5%を含む解禁に当たっての制約について「20 年度限り」と⾔明しており、21 年度以降はインターネット
活⽤業務の費⽤が野放図に拡⼤することを危惧する。経営計画案でＮＨＫは、インターネット活⽤業務の費⽤管
理について「投資の適正性を検討するチームを⽴ち上げ、外部専⾨家の知⾒も活⽤し（中略）、業務の⼀部につい
て費⽤の抑制的管理を試⾏的に進めていく」とした。その具体的な中⾝を明らかにするとともに、従前通り「放送の補
完」である任意業務にふさわしい、抑制的な業務運営がなされるべきである。 さらに、ＮＨＫプラスは 3 ⽉ 1 ⽇のス
タートからわずか 4 か⽉で利⽤登録申請数が 78 万件（6 ⽉末）となり、新聞社のインターネットサービスには真似
できないスピードで浸透している。全国 68 の放送拠点を持つＮＨＫが地域報道に本腰を⼊れれば全国紙のみなら
ず地⽅紙にも影響が及ぶ可能性がある。⺠放との⼆元体制だけでなく、新聞社のネットサービスとの共存を念頭に⼊
れて、抑制的に運⽤するよう求める。＜⼦会社・関連団体＞ ＮＨＫは計画案で、⼦会社・関連団体について「配
当⾦は従前の規模を⾒込む」と現状を維持する姿勢を明確にしている。ＮＨＫは⼦会社の再編によって改⾰を進め
てきたとも主張するが、⼦会社・関連会社の業務範囲と従業員数を維持し、1000 億円もの内部留保を持つに⾄っ
た経緯を重視し、業務範囲の⾒直しなど抜本改⾰に着⼿するべきだ。 ＮＨＫは⼦会社・関連団体の役割について
「公共放送の業務を補完・⽀援すること」（関連会社運営基準）と定義する⼀⽅、「副次収⼊によるＮＨＫへの財
政的寄与」（同）も挙げている。受信料収納率の改善によって⾚字体質から脱却して久しいことを考えれば、後者
の役割はＮＨＫの現状に合致しないのではないか。⾮営利の特殊法⼈であるＮＨＫの⼦会社・関連団体は、受信
料を原資として制作されたＮＨＫのコンテンツを使って事業を⾏っていることに鑑みれば、その体制はＮＨＫのコストセ
ンターであるべきで、かつその業務範囲は計画案で定めるＮＨＫ本体業務の枠から逸脱しない範囲にとどまるべきで
ある。 具体的には、サイネージやアプリへのニュース配信、⾃治体イベントの企画・運営など、⺠間事業者が公正に
競争している市場にＮＨＫ⼦会社等が進出することは、ＮＨＫが担う業務範囲を明らかに逸脱している。ＮＨＫに
は、第三者のチェックを受けて⼦会社・関連団体の定款等を精査、グループとしてふさわしくない項⽬を削除し、削除
項⽬に基づく業務の改廃を求める。 このほか、委託費⽤が⾼⽌まりしている原因と指摘される随意契約⽐率の⾼さ
を低減する具体案も明確にしてほしい。＜受信料＞ＮＨＫは計画案で、受信料⽔準は「事業収⼊と事業⽀出の
考え⽅に基づき、現⾏の料額を維持する」とした。すでに指摘した通り、コストに⾒合った収⼊を確保する意識の表れ
で、多⽅⾯からの受信料値下げ要請に応えていない。次期計画の期間中においても、低廉な受信料を実現すべく努
めるべきではないか。 受信料は、17 年 12 ⽉に最⾼裁が受信料制度を合憲と判断したことを受け、18 年度末の
契約率が 82.8%に達した。さらに収納率が上昇していることを考えると、「特殊な負担⾦」とされた受信料の性格は
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より「税⾦」に近づいている。⽇本の受信料制度は受信機の設置にひもづいて契約義務が⽣じるが、⽀払い義務が
明⽂化されていない影響もあり、受信料を⽀払わずに視聴する「フリーライダー」の存在や、集合住宅などで契約の意
図がないのに衛星放送を受信してしまう「受動受信」などの問題点が指摘されている。 こうした状況を踏まえつつ、受
信料改⾰＝受信料⽔準の⾒直しは、短期と中期に分けて進める必要があると考える。短期的な改⾰は不公平感の
是正、例えば総括原価⽅式にもかかわらず地上契約とほぼ同額を徴収している衛星契約の⾒直しである。前述した
業務範囲の抜本⾒直しと併せれば、受信料⽔準がより低廉になる可能性がある。 中期的な改⾰は、より公平で低
廉な受信料制度への移⾏である。総務省の有識者会議では、受信機の保有やアプリのダウンロードに依拠する「英
国型」や、全ての世帯・事業所から徴収する「ドイツ型」などが討議されているが、視聴者・国⺠⽬線で新制度を作り
上げるには、国会をはじめ、より広い議論に付す必要がある。 

⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送
連盟 

ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）に対する意⾒当連盟はこれまで、特殊法⼈であるＮＨＫは業務・
受信料・ガバナンスを⼀体的に改⾰していくべきだとする、いわゆる“三位⼀体改⾰”に賛意を⽰してきました。あわせて
ＮＨＫに対しては、国⺠・視聴者の⽬線に⽴ったコスト意識の徹底、公共放送の使命に照らした業務の精査、⺠間
といたずらに競合しない節度をもった事業運営などを求めてきました。ＮＨＫが策定する中期経営計画には、激変す
るメディア環境を踏まえて、⾃らの価値をどのように維持・発展させて、国⺠・視聴者に奉仕していくのかという全体像を
⽰すことが求められています。本計画案は、放送メディアを整理・削減してインターネットの活⽤を拡⼤する姿勢をわか
りやすく打ち出す⼀⽅で、同時に語られるべき多くの課題について具体的な考え⽅や取り組みが⼗分に⽰されていま
せん。受信料⽔準・体系、公共放送が担うべき業務範囲、それに相応しい事業規模、公平で効率的な受信料徴
収、⼦会社等の在り⽅を含めたグループ経営改⾰など課題は⼭積です。⾃らの将来像を国⺠・視聴者に丁寧に説
明するとともに、課題を直視し、抜本的な改⾰を着実に進めることを期待します。以下、個別の事項について意⾒を
申し述べます。＜受信料⽔準・体系について＞本計画案の最⼤の問題は、受信料⽔準・体系の⾒直しの⽅向性が
⽰されなかった点です。当連盟は本年 5 ⽉ 22 ⽇開催の総務省「公共放送の在り⽅に関する検討分科会」におい
て、現⾏の受信料⽔準・体系に２つの課題があることを指摘しました。１点⽬は、地上・ＢＳ・ＣＳの３波共⽤機と
アンテナの普及により、「テレビを買うと衛星波を含めた受信料を⽀払う義務が⽣じる」という、いわゆる“受動受信問
題”です。衛星放送が開始された当初、視聴者は衛星放送をプレミアムサービスと考え、衛星付加受信料をその対価
として受容していたと考えられます。しかし、現在は衛星込みの受信契約が事実上の標準です。実際、ＮＨＫ受信
契約に占める衛星契約の割合は⼀昨年度に５０%を超え、その後も増加を続けています。受信料収⼊が 6000
億円台から 7000 億円台に拡⼤した背景には、⽀払率の向上とともに、衛星受信契約率の向上もあります。２点
⽬は、さまざまな動画配信サービスが普及する環境下において、衛星契約を含めた現⾏の受信料⽔準は、特に収⼊
の少ない若年層にとっては過重な負荷ではないかということです。当連盟は、現⾏の受信料⽔準を負担に感じる結
果、「テレビは要らない、スマホで⼗分」となり、結果として⺠放テレビの視聴機会を奪う可能性があることに懸念を表
明しました。本計画案は、受信料⽔準について「現⾏の料額を維持する」と明記し、今後３年間にわたり⾒直す考え
がないことを表明しています。こうした姿勢は、私どもの懸念に応えるものではなく、また、国⺠・視聴者の受信料⽔準・
体系に対する不満や不信を解消するものではありません。少なくとも「今回の計画期間中に受信料⽔準・体系の⾒
直しを⾏う」ことを明記し、⼀層の構造改⾰の推進や営業経費の削減をはじめ、その具体化を進めるべきです。＜イン
ターネット活⽤業務のあり⽅について＞もう⼀つ懸念されるのがインターネット活⽤業務のあり⽅です。ＮＨＫは
2018-2020 年度経営計画で「公共メディア」への進化という⽅針を掲げましたが、「放送を太い幹としつつ、インター
ネットも活⽤し」と、放送とインターネット活⽤業務の位置づけが明確でした。しかしながら、本計画案は、「コンテンツ
を、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」としており、放送とインターネット
活⽤を横並びに位置付けています。こうした記述は、放送波というプラットフォームの将来像を⽰すことなく、なし崩し的
にインターネットにその重⼼を移⾏していく姿勢を⽰すものと考えます。ＮＨＫ受信料をめぐる 2017 年 12 ⽉ 6 ⽇の
最⾼裁判決は、放送法の⽬的を充⾜するため「公共放送事業者と⺠間放送事業者とが、各々その⻑所を発揮する
とともに、互いに他を啓もうし、各々その⽋点を補い、放送により国⺠が⼗分福祉を享受することができるように図るべ
く、⼆本⽴ての体制を採ることにした」と判⽰しています。この判決は、公共放送ＮＨＫと⺠間放送が放送波という同
じプラットフォームを⽤いることにより、国⺠全体の福祉に奉仕している姿を描いていると、私どもは考えています。インタ
ーネット空間には、多様な⺠間事業者が既にプレイヤーとして存在します。ＮＨＫは特殊法⼈である以上、⺠間事
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業者が収⽀を勘案しながら市場競争を⾏っている分野で業務を展開する際は、常に⺠業を圧迫するリスクをはらむこ
とを意識する必要があります。その最たる例であるインターネット分野でどのような役割を果たそうとするのか、ＮＨＫは
速やかに⾃らの考え⽅を明らかにすべきです。そのうえで、国⺠・視聴者の公平負担のあり⽅、⾔論・情報流通の多
様性への影響をはじめ、多⾓的な観点から国⺠的議論が⾏われるべきと考えます。放送を⽀えるための受信料財源
をインターネット活⽤業務に安易に注ぎ込むことは、国⺠・視聴者の受信料負担に対する不公平感の増⼤にもつなが
りかねません。インターネット活⽤業務実施費⽤を抑制的に管理する⽅法について具体的に記載し、速やかに実⾏に
移すべきと考えます。＜保有するメディアの在り⽅について＞本計画案で、衛星波および⾳声波の整理・削減を検討
する⽅針を⽰す⼀⽅、その具体案は今後の検討とされ、明⽰されていません。事業規模の適正化は必要と考えます
が、ＮＨＫが保有するメディアの在り⽅は、国⺠・視聴者へのサービス⽔準や関係事業者の経営に⼤きく影響を及ぼ
します。国⺠・視聴者のニーズを⼗分に把握したうえで、公共放送の使命を踏まえた各メディアの将来像とそれぞれが
果たす役割について具体像を速やかに⽰し、国⺠・視聴者および関係事業者の理解を得るべく丁寧な説明を尽くす
べきです。衛星波の整理・削減の検討にあたっては、衛星放送全体の普及・発展に関する公共放送の責務を引き続
き果たすとともに、４Ｋ衛星放送の普及に向けたＮＨＫの先導的役割に⼗分配慮していただくことを要望します。⾳
声波に関しては、整理・削減の検討を進めるだけでなく、「ＮＨＫ・⺠放連共同ラジオキャンペーン」をはじめ、ラジオ放
送の媒体価値向上に引き続き取り組み、その発展に⼀層寄与することを期待します。＜ＮＨＫらしさの追求について
＞先述の最⾼裁判決を引くまでもなく、ＮＨＫには⺠間でできることは⺠間に任せるという姿勢が必要であると考えま
す。その意味で、「ＮＨＫらしさの追求」のなかで５つのキーフレームを⽰したことは妥当です。ＮＨＫには⺠間放送で
は提供しがたい放送番組に経営資源を重点的に投⼊することを期待します。「放送・メディア業界の発展に貢献しま
す」と表明したことも歓迎します。放送⽂化の⼀層の向上のために、障害者向けのユニバーサルサービス充実に向けた
取り組み、放送⽂化を担う⼈材の育成、ＮＨＫが開発した先進的な技術の供与、ＮＨＫがインターネット活⽤業
務で得た知⾒やデータの共有など、多様な分野において私どもとの協⼒関係を深めていただけることを強く期待してい
ます。⼀⽅、「全国ネットワークを最⼤限にいかし、⽇本の各地域の発展にさまざまな形で貢献します」とのくだりには、
懸念があります。ＮＨＫが地域の情報発信強化に取り組むことは当然ですが、例えば、⼦会社等が地⽅⾃治体や
地元企業と連携してイベント等を⼿がけることは抑制的であるべきです。「地⽅創⽣」「地域活性化」もまた、⺠間事
業者が収⽀を勘案しながら市場競争を⾏っている分野であることは、前述のインターネット活⽤業務と同様です。Ｎ
ＨＫおよび⼦会社等が⺠間の競争領域に踏み込まないよう、ＮＨＫ全体として適切なガバナンスを求めます。＜「受
信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策について＞本計画案は、ＮＨＫグループのガバナンスに関して、
「ＮＨＫ本体の改⾰とともに、ＮＨＫ関連団体の機能を純化し、『量から質へ』をめざしてより合理的なコストを意識
し、⽣産性を向上させます」と述べています。⽅向性そのものに⼤きな異論はありませんが、⼦会社等のＮＨＫグルー
プ全体の役割分担のゼロベースでの⾒直しや、⾼⽌まりしている随意契約の是正など、グループ改⾰の全体像および
それを実現するための具体的な取り組みが明⽰されなかったのは不⼗分です。なお、ＮＨＫグループとして、ＮＨＫ
本体でできないことを⼦会社等が⼿掛けたり、⼦会社等の業績や利益を優先するような事業運営は厳に慎むべきで
す。＜インターネット活⽤業務における地⽅向け放送番組の提供等について＞放送法で課せられている「地⽅向け
放送番組の提供」および「他の放送事業者との協⼒」に関する努⼒義務に関して、本計画案は具体的記述が乏し
く、今後のＮＨＫの取り組みが明確ではありません。速やかな具体的取り組みの検討と公表を要望します。＜その他
＞今般の意⾒募集の取りまとめと公表にあたっては、提出された意⾒の全⽂を提出し、ＮＨＫとしての考え⽅を⽰し
ていただくよう要望します。 

全国視聴者団体 全国視聴者の強い要望多い順です。1 位 祝⽇も⺠放と同じく曜⽇で番組を是⾮してほしい⺠放は祝⽇でも曜⽇で
番組放送ですが、NHK だけがビデオばかり流している︕（怒）メディアに携わる業者として情報報道番組だけは⺠放
のように曜⽇で番組放送してほしい。祝⽇でもおは⽇は 6 時〜、あさイチも放送してほしい︕受信料受取っているの
ですから。2 位 ニュースウォッチ９は⼥⼦アナ 1 ⼈出演にさせないでほしい︕●●●●ʼ18.10/29〜⽶へ⻑出張、ʼ
19.8/19（⽉）〜30（⾦）夏休、ʼ19.11/8（⾦）〜12（⽕）EU へ その間、⼥⼦アナ 1 ⼈だけ。別男性に
取材させるか、代りの男性を出演させ、常に男⼥ペア司会してほしい。どの他社でもいつも男⼥ペア司会です。⼥⼦ア
ナ 1 ⼈にさせて、1H 番組はおかしい。3 位 ⼥性の背広・上⾐は上から⽬線感で視聴者皆が不快です「背広⼥」は
箱型で囲い、⼤変肥えて⾒え、上から⽬線で威張って視聴者を⾒下し、⾒下ろして、視聴者は皆、⼤変不快で
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す︕・特に●●●●は年中、背広・上⾐ばかりで、誰も受信料払いたくありません︕・⼥⼦アナは皆「背広・上⾐はや
め、皆、ベルトをするよう指導してほしい︕」4 位 ⻑期過ぎるしわだらけの同じ⼈の⼥⼦アナは⼈事移動してほしい︕
特に●●●●はガッテン 25 年、同じ⼈で額に 3 本⼤しわ、しわだらけ。●●はガッテンʼ20.1/29 ⽩シャツ外出し、
その下に尻まで⽩い下着を外へ出した・⽼兵は去るべし︕・いつまでも同じ⼈では若美⼥の出番が全然無い︕全国
視聴者団体 

株式会社こぐま 中途採⽤の情報が欲しい 
株式会社 DHC テレビジョン ▼中国のプロパガンダを流さないようにしてください ▼受信料は純資産が０円になるまで無料にすべきと思います ▼

極左の活動家をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しない ▼海外のニュース報道は両論併記 
放送の⾃由は⼤事やないか研
究会 

１、「NHK らしさ」、何やそれ︖  読んだで、NHK はんの経営計画案。「キーコンセプト」ちゅうとこに、「新しい『NHK
らしさの追求』」て書いてはる。「新しい『NHK らしさ』の追求」やないとこから、思わせぶりで、分かりにくいわー。そこいら
じゅうに「NHK らしさ」が出てくるけど、そもそも「NHK らしさ」って何なん︖もやもやするわー。1 ⾴に「受信料で成り⽴つ
『公共メディア・NHK』」てある。これまでの経営計画では、「放送を太い幹としつつインターネットも活⽤し」とか何とか、
説明付いとったのに、今回はなしや。確か 2014 年に初めて「公共メディア」⽬指す、⾔い出したやろ。いつの間に「公
共放送」やなくなったんや︕︖「公共メディア」は「公共放送」とどこが違うねん︖だいたい、肝⼼要の放送法には、「公
共メディア」になってええ、なんて書いてないで。NHK はんも、ネットを「任意業務」から「必須業務」にさせてもらいます
わとも、最近は⾔うてなかったやん。もやもやしっぱなしやー。「NHK らしさ」が何なんか分からへんから、もちろん「NHK
らしさの追求」も分からへんし、「公共メディア」もおんなじや。だれが読んでも分かるように、説明してもらわなあかん。ち
ゃーんと書き直さへんと、許さへんでえ。 ２、ネットどうしたいねん︖  「NHK らしさ」があいまいなのに⽐べると、計画案
のカネ勘定ははっきりしとる。ことし 10 ⽉に受信料を値下げするから、3 年間で約 500 億円分、経費を削らなあかん
し、計画期間中にまた値下げするのは勘弁してえな、ちゅうことやな。「持ちすぎや」⾔われとったﾁｬﾝﾈﾙは、BS4 つを 2
つに減らし、ラジオも 3 つを 2 にする⾔うとる。でも、そんなに減らしてええんかいな。⺠放でやらんドキュメンタリーとか、
語学番組とか、なくなったら困る⼈が、ぎょうさんおるで。みんなの声、聴いてえな。3 年間の経費削減と BS、AM 削
減。今やっとることを削る話ばっかりやな。でも、ほんまは増やしたいとこもあるんやないか。そのうち、「テレビとラジオ減ら
しましたさかい、ネット盛らしていただきます、てへ」とか、⾔い出すんやろ。若者はテレビあんま⾒いひんから、ネットで「コ
ンテンツ」届けなあかん。「⾔論報道機関」として、視聴者の「知る権利」に奉仕するには、ネット活⽤が不可⽋やー。そ
う考えとるんなら、これからネットで何をやっていきたいんか、そのとき受信料はどうするんのか、「全体像」を⽰してえな。
⼤雑把でも、ええから。それがやぞ、3 ⾴に書いてあるんは「『NHK らしさ』を最適に果たす媒体として、インターネットを
適切に活⽤します」だけ。⼒、抜けるわ。意味不明や。NHK のネット業務いうと、「常時同時配信」ばっか騒がれとるけ
ど、他にもやるべきことがあるはずや。例えば、NHK のサイトに、だれでも安⼼して意⾒を⾔える場を設けるいうんは、ど
や。「コロナ感染拡⼤の防⽌と経済成⻑・社会安定」とか、⾒解が分かれるテーマでやるとええ。誹謗中傷のたぐいは、
上⼿に削除してな。受信料もらっとる「公共メディア」なら、このくらいすぐやれるやろ。うちらの研究会（放送関係者で
つくる秘密結社）が考える「NHK らしさ」の肝は、⺠間ではやれんことや。儲からんでも、みんなのためになるようなサー
ビスこそ、NHK はんにやってほしい。その意味で、⼀つ提案したる。NHK は視聴率にこだわる必要ないんやから、ビデオ
リサーチの視聴率調査から脱退したらどや。すぐにそこまで⾏かれへんなら、視聴率が良すぎる番組は打ち切って、⺠放
に譲るとか。「先導的役割」「⺠放との協調」いうやつやな。 ３、権⼒にこびすぎやん  かんぽ不正の報道をめぐる
NHK と⽇本郵政グループとのやりとり、ひどいなー。経営委員会、でたらめやん。権⼒にこびて、嘘ついて、議事録隠し
て。前会⻑は不当な圧⼒に抵抗しようとしたみたいやけど、結局ひよったし、ほかの役職員は何やっとったん︖そんな体
たらくで、「NHK らしさ」⾔われても、信⽤できひんわ。NHK 改⾰の議論は、NHK と総務省でやっとるようやが、視聴
者は置き去りになりがちや。今回のパブコメだけやなく、時機を⾒て、視聴者に「選択肢」を⽰してほしいわ。例えば、
NHK の業務の範囲や番組のジャンルを狭く捉えて、受信料を低く抑える「⼩さな NHK」を望むんか。それとも、これま
での業務範囲や番組ジャンルのままで、受信料の⽔準を維持する「⼤きな NHK」で⾏くんか。あるいは、その中間がえ
えんか・・ちゅう具合や。そないな根本的な議論を避けとったら、「受信料取る NHK なんかいらん、ただのネットがあれば
ええ」⾔われてまうで。せっかくの経営計画なんやから、将来に向けた議論の取っ掛かりくらいにはしてほしいわ。期待しと
るで、NHK はん︕頑張ってな︕あ、経営委員⻑は、はよ辞めてなー。 
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星野雄滋公認会計⼠事務所 年を重ねるごとにＮＨＫを観る頻度が増えている今⽇この頃です。  以下、経営計画案についての意⾒をコメントいた
します。  ●キーフレーム２.「新時代へのチャレンジ」について ５つのキーフレームの中で、「新時代へのチャレンジ」は、
新しい「ＮＨＫらしさの追求」を具現化する象徴的な柱だと考えます。その具体施策の３つ⽬にある「３D やＡＲ・
ＶＲ等の活⽤による、よりリアルな視聴体験をもたらす未来のメディア技術の研究・開発」が、現状では、重点投資
（別添②）にあがっていないようなので、新時代を創る未来投資（Ｒ＆Ｄ投資）として明確に設定すべきと思いま
す。合わせて、事業収⼊（or 受信料収⼊）に対する⽐率（Ｒ＆Ｄ⽐率）の⽬安も設定されてはいかがでしょう
か。  ●地域貢献と視聴者満⾜の融合について  のど⾃慢は、視聴者参加番組の象徴的な例と思いますが、地域
の視聴者が主体的に参加したり、企画提案することができる番組製作を幅広く（ジャンル別に）増やしていただきた
いと思います。ジャンル別に幅広く展開することが、視聴者満⾜を⾼め、⼈⼝減少が進む地域を⽀えることになると思
います。  ●「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策について  既契約者への接点強化や満⾜度を⾼
める取り組み（放送と連動した取組み含む）について、その具体的な内容がわかるように、主要なものを⽰していただ
きたいと思います。未契約者に対する公平負担徹底の取組みは理解できますが、契約している者としては、視聴して
いないと主張する未契約者に労⼒やコストをかけるよりもＮＨＫ＋に代表されるような現契約者の満⾜を⾼めるサー
ビスを充実強化していただきたいです。その⽅が結果として、未契約者を契約に向かわせることにもつながるのではない
かと思います。  ●受信料以外の事業収⼊について（別添）  計画期間では従前の規模を⾒込んでいますが、番
組や技術に関するノウハウの多⾓的活⽤による副次収⼊も横ばいになるのでしょうか。ノウハウや強みを活⽤して、多
⾓化を⽬指すのであれば、現状の延⻑線上にない収益を⽬指すべきと思います。また、合わせて、キーフレーム５．で
掲げる⼈事制度改⾰（※）と連動すべきと思います。 （※）「ダイバーシティを推進し幅広い層の⼈材を活かしつ
つ、個々⼈の持つ多様な⼒を、狭い範囲の専⾨性にとどめることなく、「ＮＨＫ」という統合的な⼒に転換することを⽬
指します。」（計画案本⽂の記載） なお、「副次収⼊」という⾔葉は、付随的・後ろ向きなイメージがあり、放送法等
の縛りがなければ、新しい・前向きなイメージの⽤語にした⽅がよいかと思います。強みを活かしたイノベーティブなサービ
ス開発を実現し、⼀定の収益源を⽬指してはいかがでしょうか。  ●構造改⾰の削減規模について（別添①）  
（１）から（６）までの削減規模の⾦額感がイメージできるような⽐率の情報があった⽅がよいと思います。 例え
ば、(4)営業経費の構造改⾰について削減規模が８０億円程度とのことですが、それが、営業経費全体に対して、
何％に相当するのかという情報を⽰すことが(例︓３カ年で１０％超)、構造改⾰を謳う内容としての説得⼒を⾼め
ることになると思います。 合わせて、営業経費の受信料収⼊に対する⽐率を何％以下にもっていくのかという⽬標値も
必要かと思います。  ●営業経費改⾰と視聴者満⾜度向上の全体像について  営業経費を削減する⼀⽅で、視
聴者との接点強化(訪問以外)、視聴者満⾜度を⾼める取り組みにどの位の投資(重点投資(1)~(4)以外の投資)
を⾏うのかが今ひとつ明らかになっていないように思います。この取組み投資の明確化に加えて視聴者満⾜度等のＫ
ＰＩの⽬標値設定など、⼀体的管理の全体像がわかるようにすることが、営業経費の最適化と成果の最⼤化につな
がると思います。 

Bibelot 気候変動についての報道をお願いします。 今後の経済などの前に住んでいられない場所になると災害などはたくさん起
きてしまいます。 ⾃然災害はシステム、政治、⼀⼈ひとりの意識が変われば変わっていくと思います。 買い物は投票だ
ということや、エシカルなものを選ぼうという具体的な⽅法を報道してください。 よろしくお願いします︕ 

株式会社メゾンスズ 現代の異常気象、地球温暖化などについてもっと国⺠が危機感をおぼえる報道をお願いします。 
NHK 監視委員会 前会⻑の上⽥良⼀は⾃分の局の放送を⾒ていない無責任な⼈間だったけど今度の会⻑の前⽥晃信は⼤丈夫か︖ 

国⺠の⾦を頂いている放送局がどんな番組を流しているかしっかり⾒ているのか︖ 上⽥前会⻑みたいに無責任な態
度で⾦だけもらっているんじゃないだろうな・その不信感は前⽥の●●●銀⾏での不甲斐ない仕事の仕⽅で全国⺠の
知るところにある。前⽥は●●●銀⾏のシステム障害を起こした張本⼈で 10 年以上もその障害を改善することが出
来ない無能であることは「●●●の前⽥」で有名である。まず⾃分の勤めている NHK がどれだけ下らない無駄な番組
を垂れ流しているか査定する。そして精査するところから始めろ。 



26 

 

トランジションタウン府中 気候危機はこの３年が正念場であり、市⺠を啓蒙し暮らしを導く⽴場にある公共放送として、引き続き科学に裏打ち
された良質な番組作りをされていくこと、また、危機感をもって紹介する頻度を上げていくことを期待しています。特に、
昨今はコロナのことが優先されすぎて、窓全開で空調をかけるなど、ばかばかしいエネルギーの使い⽅・⼆酸化炭素排
出の亢進が広がっています。本当にそれでいいのか、バランスを検討して、よりよい暮らし⽅を提案いただけるように⼀層
の努⼒をお願いいたします。  また、先の都知事選では討論がほとんどなされないままの選挙戦となってしまったことが遺
憾です。たとえ最有⼒の候補が出席しないことになっても、そのために討論会を開かないというのでは悪平等です。場を
⽤意することが公共放送の責務であり、それを活⽤するか否かは⽴候補者側の責任です。はき違えてはいけません。
政⾒放送はワンイシューで済ませてしまうこともできるので、討論の場で論点の違いを明らかにすることはとても⼤切で
す。そのような意⾒表明の機会を確保することが公共放送のつとめです。今後はこのようなことがないよう、しっかりとした
選挙報道を組み⽴てていただけますようお願いします。  この 5 年 10 年、⼦ども向けに考える⼒をはぐくむ良質な番
組が沢⼭つくられたことはとても良いことでした。論理的に科学に⽴脚して考えることができる⼈がひとりでも増えるよう、
さらに質・量ともに倍加いただけますよう、引き続きよろしくお願いします。 

市丸⽔産 NHK の経営には●●が⼊り込んでいると報道されている。それでスポーツの世界⼤会などの⾼額な中継権料が⾼騰
して国⺠の受信料から払われていると報道されている。●●が絡まなかったら中抜きが⾏われていないので⾼額にはな
らなかったと報道されている。冗談じゃないど。受信料は打ち出の⼩槌じゃないぞ。お前らを贅沢させるための⾦じゃない
ぞ。次のスポーツイベントからは●●を排除して中抜きの無い放映権料を⽀払うようにしろ。●●による詐欺⾏為は常
に監視されている。 

Masaya Music ２０２０年５⽉２５⽇の「ジョージ・フロイド⽒の死」に関する放送に対し、ジョセフ・ヤング駐⽇⼤使は、ＮＨＫ制
作のアニメ動画について「侮辱的で無神経」との⾒解を表明し、ＮＨＫは謝罪。  ＮＨＫによる⿊⼈差別のほかの
例。ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」、「私のこだわり⼈物伝」で取り扱ってい
るジャズ界の⼤御所、⿊⼈のマイルス・デイビスの誕⽣⽇が番組内で間違っている。⼈物伝を作成するのだから、取り
上げるマイルス・デイビスの誕⽣⽇くらい、制作段階で調べないのだろうか︖Wikipedia でも初めから「５⽉２６⽇
（履歴表⽰の最古のページ）」として記されているし、「５⽉２５⽇」は有名な間違い。ＮＨＫに苦情しても⼀切、
回答なし。  この番組を担当した、ディレクター●●●●と制作統括の●●●●●は、反省も訂正もする気がなく、
ＮＨＫという⼤屋敷に巣⾷うネズミのよう。もっと驚いたのは、ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成
孔のジャズ講座」が、放送批評懇談会で第４５回ギャラクシー賞奨励賞を受賞していること。放送法で受信料を徴
収しているのだから、放送法の訂正放送の義務くらい理解して欲しい。学歴詐称も⾒抜けず、⼈物伝で取り上げる⼈
物が⿊⼈だから詳しく調べないというのも⼼が腐った局員。ＮＨＫ制作のアニメ動画より劣悪で卑劣。  １９８３年
出版の「マイルス・デイビス 誰も知らなかった帝王の素顔（講談社）」では、●●●●に「世間じゃ私の誕⽣⽇を今
だに５⽉２５⽇と書いているようだが、５⽉２６⽇が正しいのさ。もう４０回も訂正してるのに」と⾃⾝の誕⽣⽇を間
違えることは⼈種差別と述べている。４０回訂正しても理解しないのがＮＨＫである。私も２０回以上、ＮＨＫに
苦情しているが⾳沙汰なしで、返信らしきものが来たのは●●⽒からの意味不明の罵詈雑⾔ブログ。
http://web.archive.org/web/20160626020251/http://www.kikuchinaruyoshi.net/n-k-blog/ 
明らかにＮＨＫ局員の●●と●●が関与した嫌がらせ（苦情の⼿紙をそのまま転送したはず）。●●と●●が関与
した嫌がらせは、以下の謝罪で表明すべき。  ＮＨＫは、ギャラクシー賞奨励賞の⾃主的な取り下げをし、会⾒を開
き、●●●●（「ネーミングバラエティー ⽇本⼈のおなまえっ!」も担当）と親しい学歴詐称講師の経歴を調べ「●●
●では●●⼤学中退と放送しましたが、ＮＨＫが調べたところ、⼀浪して●●⼤学中退でした。●●●●⼤学から
も⽋陥講義の指摘で教壇追放されていました。⼈物伝で誕⽣⽇を間違えるという⼤きな誤りを訂正し、ギャラクシー
賞奨励賞の取り下げを申し出て、謹んでお詫びします。」と放送とホームページで清く謝罪すべき。局員が実直に詫
び、恥をかかなければ改善もない。●●⽒の意味不明の罵詈雑⾔ブログの削除につながるので、当然の対処。マイル
スの誕⽣⽇を調べなかったのだから、●●⼤学中退とウソついていた●●の⼀浪して⼊った「中退した⼤学名」くらい調
べて欲しい（⽴正⼤が有⼒）。本⼈は「学歴詐称してません」と弁明しているのだから、正しい⼤学名をオンエアする
のは当然（やめてくれと泣きついたとしても、学歴詐称だろ）。  ＮＨＫ前⽥晃伸会⻑と役員にも、●●●●と●●
●●●の杜撰極まる仕事振りを知ってもらい、懲戒処分が必要。私を局員として採⽤したいのであれば、履歴書は
元・⼈事部⻑の●●●●⽒に送付済み。私のマイルス・デイビスの著書はアメリカ・ジャズ・ジャーナリスト協会 (Jazz 
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Journalists Association) 2020 年「Book of the Year About Jazz」ノミネート済み。 マイルス・デイビスの誕
⽣⽇を５⽉２５⽇とＮＨＫのように間違えることは「侮辱的で無神経」な⼈種差別。マイルス・デイビスが⽣まれたの
は５⽉２６⽇。ジョージ・フロイド⽒の死は５⽉２５⽇。ＮＨＫ会⻑と役員は、課題「ＮＨＫ経営計画＝⿊⼈差
別を⽌める」に取り組むべき。  ●●⽒の学歴詐称は＞https://www.youtube.com/watch?v=w24Siy-
VHdg  ●●●●●●と●●●は追放済み。 ＮＨＫの「５⽉２５⽇」の間違い部分の動画＞
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-
reviews/RFIXF5FUNM70J?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp  2020 年「Book of the Year About Jazz」
ノミネート作品の書評︓http://www.masayayamaguchi.com/jazzwise_bookreview.html 

株式会社ニューメディア ⽉刊
ニューメディア編集部 

１．会⾒で前⽥会⻑が話した【計画策定にあたって】のコメントについて ・「NHK の次の世代を担う若い職員にも⽀
持される」こと、「若い⼈たちがこれからの時代に求められる NHK の在り⽅をしっかりと考え」という考えは素晴らしいと
思う。 ・若⼿からの意⾒を練り上げ、具体化するための⽅策を⽰してもらいたい。会⾒でのリップサービスに終わらせる
ようにならないことを期待する。 ２．5 つのキーフレームにある「3．あまねく伝える」について ・最先端のユニバーサル・
サービスなどの研究・開発の推進⽅針について。 ①局内の技術開発だけでなく、外部（国内、国外を問わず）の優
れた技術アイデアを対象にしてコラボすることを積極的に考えてもらいたい。 ②開発の早い段階から当事者、特に障害
者団体の代表だけでなく、テレビに親しんでいる⼦どもや⻘年、主婦たちといった視聴者⽬線からの意⾒を聞く発想で
臨んでもらいたい。結果として、より使える利⽤者本位の開発を進め、SDGs につなげてもらいたい。 ③放送電波だけ
でなく、通信の技術も連動させた表⽰技術などに取り組んでもらいたい。 ３．会⾒で話された事業規模削減につい
て。 ・会⻑の話しは、「ヘリコプターを１機減らすことに着⼿した」ことの説明を、「あったらいいなの設備」と考えているよ
うに聞こえる。これについて疑義あり。 ・コスト意識の問題と、対象にしている設備の認識が、公共メディア NHK のトッ
プとして疑問に思う。再考を願いたい。以下がその理由である。 ①ヘリは災害時など絶対的に必要で、現場の情報を
いち早く伝える⼿段として貴重であり、重要だ。災害多発時代を迎えた⽇本で、官邸や⾃治体の災対本部でも
NHK や⺠放の映像を情報⼊⼿の重要な⼀つにしている現状がある。 ②災害はいつ発⽣するか⾒えない中、「あった
らいいな設備」との判断は適切ではない。必要な設備であり、その管理運⽤について NHK だけでなく、⺠放、また⾏
政の所有するヘリ全体の管理として考えることはできないのだろうか。 ③⽇本は四⽅を海に囲まれているわけで、複数
台のヘリを発着させるヘリポート機能を持った船という考えもある。さらに病院機能を持った船にすることで、ヘリポートが
取材機だけでなく、ドクターヘリの発着にもできるというような多⾯的な提案を NHK から出てもよいのではないか。そうし
た必要をコスト負担に終わらせない発想を望みたい。 ④前⽥会⻑のコストへの厳しい⽬は、歴代の会⻑にはない。コ
ロナ禍の公共メディアを考える上で、重要な視点であると思う。願わくば、公共メディアという社会的に重要な役割を担
う放送事業において、どうコストを仕分けていくのか。このあたりの公共性とコストのバランスについて、深く考察した査定
の仕⽅を確⽴してもらいたい。新しい NHK らしさのコスト基準を⽣み出してもらいたい。 ４．インターネットの活⽤につ
いて ・NHK プラスの位置づけをもっと重視してもらいたい。 その理由は以下のとおり。 ①放送が電波で届けるだけでな
く、通信を⽣かす時代であり、技術の進化も通信のネット技術が⾮常に進んでいること。これは世界で進んでしまってい
ることでもある。 ②「放送技術」という独⾃性は少なくなり、電波特有のメリットも通信の５Ｇなどが進んでいることで、
放送電波について効率的な使い⽅も必要である。 ③そうしたことからネット上で、放送番組が⼿軽にみられるサービス
は、「新しい」NHK のサービスとして積極的に位置づける必要がある。数年後を経ずに、放送電波だけでははレガシー
メディアとして葬られる危険性がある。放送電波と通信の両⽅を⽣かした経営こそ、「新しい NHK らしさ」を具体化で
きるはずだと考える。 ④そのために「抑制的に取り組む」のではなく、予算の内容、視聴者の動向など、オープンにすべ
きデータを開⽰し、無駄のない引き締まったサービスを構築できるのではないか。 
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株式会社 S・H 企画 （⾃由に書きました。）安倍内閣総理⼤⾂を励すための郵便を数週間前に送りました。その控を同封します。ＮＨ
Ｋに期待を●ませ⼈⽣最後の通信とします。多くの⼦供に幸あれ。２０２０．８．３０ＮＨＫ御中「ＮＨＫ経
営計画に願う。」ＮＨＫは、こんなに素晴らしい企画書が出せる「団体」なのだと考え⽅を替えて⾃分流に記す事にし
た。先に⾔っておきたい。⾃分は ⽗がトラック島にて餓死したとしか聞かされていない。軍属として４０才超えで出兵。
⺟には、多分、⽣きて帰えれないだろう。と⾔った。気憶に お⽗ちゃんが死んだ お⽗ちゃんが死んだ と泣き続けてい
たのを臆えている。１３才の⻑姉、次姉、三姉、兄、弟、と⼆才毎に６⼈の⼦供を⺟は成振り拘ず育てた。⾃分は
近所のゴミ箱の残飯を喰って育った。これは、⺟親の責任でも何でも無い。「税が揚がらん」を繰り返えし、５９才で他
界。⼦殺し、捨て⼦「育児」はマッチしないな。今も、弟は７８才、６⼈は⽣存している。⺟には感謝し切れない。⾃
分は１７才から３０才まで ３つの仕事を持ち、借⾦を重ね、三⼈の姉達に嫁出させた。⺟への恩返しだった。勿
論、⾃分の⻘春なんて無かった。寄って来る⼥性には 俺は悪い男やから近寄るな︕と１３年かけて４００余万円
の借⾦を返えし切った。何回も折れそうに成った。義務教育らしきもの覚えが無い。⼩学校４年⽣から、朝４時起き
し、６年間朝⼣新聞少年を実跡し、家計を預る⻑姉を少しだけ助けた。元皇族九条家御令嬢（⼈類相愛事業創
設者）から⼤きな範を受けた。こんな賞を受けたために、「悪党」に成れんかった。元マラソンランナー有森では無いが、
今でも⾃分は良く働いた。３５才で貨物⾃動⾞運送事業を久御⼭町に、右京区の家を売って、事業所兼、⾃宅と
した。こんな粗悪な住居でも⼆⼈の愚息は育った。今は私の所得まで分取って何んとか持続中だ。京都は市場が狭
く、開業当時は、縄張りを荒すな︕︕⽣きてられん様にしたろか 殺されたいのかと電話番の妻は毎⽇々恐しくて居ら
れへんと第三⼦を流産。知らぬ地で知り合った数少ない中に⾼利貸しから３千万円を⾃分に相談無く 佐⼭の建売
り住宅を買い、引越した。悪党同業者は ⾃分を呼び出し、監禁した。京都から出て⾏け 殺されたいのかと。危険を
感じ机を⾶び越え⼾⼝へ 振り返えったら１３⼈ほどの悪党が居た。調べたら奴らはコンプライアンスが全く出来てなか
った。多忙な中、必要な資格を取った。仕上げは倉庫業許可も収得した。放⽕したろか、殺したろかの悪業者は廃業
するものが居た。 ●●署副署⻑はテープを聞き 明⽇以後、全員逮捕すると⾔ったが、私が為に京都の運送業界に
悪影響を恐れた。●●●●●●職員の●●（７年前定年退職）に相談。⾒事、恐（強）迫は⽌まった。以上、
ざっと荒く体験記を披露した。この間⼤阪市（中央区）東区⼤⼿前の合同庁舎に●●●●●●●●● 課⻑●
⽒にも助けを求めた。⼜、●●●●●●●●● 会⻑●●までが架担し、●●●●（当時●●課⻑）に⾯前で
「こいつに⾦を貸すな︕︕と●●●●間で叫び続けた。この妨害で第三倉庫建築費５０億円は融資不履⾏と、囲
地⼿付⾦７億円を失い、⼤損害を被った。２０１７年４⽉１８⽇には、本店に放⽕された。１億５千万円の被
害が発⽣。●●●●と●●●●●●●●●の癒着から捜査が進んでいない。●●●●●は２億３千万円の借
⼊⾦を速に全額を損⾦にしてくれた。●●●●は４．５億円の残⾦約２億円は滞ったままだ（昨年確認）●●
●●株式会社は倒産した。友⼈達が応援し、今は●●●●●●●●（株）、⻑男●●が代取と継続中だ。社
員７⼈の極⼩物流会社が、こんな惨な状況を晒し乍ら⽣き続けている。なぜなのか。荷主や関係に絶対嘘を⾔わな
い。②間違いに気付いた時即報告し指図を受け、成し通す。③発創の提供等。結果荷主が寄ってくれる。（た。）
●●●●はなぜ⾃殺したのか。（男が⼤きな仕事を⾃から請負いながら幼児がごとく重責を投げ出す⾺⿅者の様
⼦）ボンボン育ちの●●は責任感が全く無い。持病は本⼈が⼀番に知っている事。●●の廻りの⼈間も皆んな悪
い。仮に、今、⾒える⾯々は向う１０年の内に、２０⼈ぐらい元⾸は替わるだろう皆んな⼒不⾜だ。●●の類を⾒な
い ⼆度も転務放棄した。●●●●●●●●さんは腹を抱えて笑ってるだろう。ただ恥しい。裏切者だ。●●は多く
の失敗を犯した。⾦銭がらみの事件が殊んどだ。私が、私がと出しゃばったのに命を架けない同情など、悪評しか無い。
報導機関にも⼤きな責任が有る。●●の辞め⽅に誰もが批判しない。なぜだ。⽇本⼈は何時から⾺⿅に成ったのか
危異な⽬で⾒て種々の悪評を出すに違いない。経済が深刻に成ったまま、回復しないだろう。会計検査院は何のた
めに有るのか。元⾸の妻はどれだけのみかじめ料を企業から集めたのか●●が⾼に満⾜したのか。「持続化」が出た
時、●●●●は頑張り切れないと⾃分は読んだ。書くより地裁のホットラインを東夜え継げと⾶び込んだ。しかし、地裁
職員は動かなかった。余りに緩んだ空気感に、君らはもっと勉強しなければならん。韓国が⽇本を舐めるのは君らの精
神に有る。と厳しく迫った。さらに⾃衛隊に銃（銃や戦⾞）借りて「軍事教練」を受け、精神⾝体を鍛えろと⾔った。そ
したら それは強迫かと顔を近付けて強迫だと強調し叫んでいた。⽇本の終りを感じた。この●後の●●の無責任、裏
切りと成ってしまった。ただ残念だ。壁が有るなら崩せ。強く。ＮＨＫ債を発⾏しているのか、否（なぜ発⾏不可か）こ
の度のＮＨＫは、コンテンツ投資が印象的だ。安倍に宛てた郵便に⽰す、避災集合⼤型住宅は今後の⽇本には必
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要と成る。ばかりで無く、財政再建⾚字国債他国⺠の負担が、異常事態が迫っている。３０⽇の⽇曜討論では世
耕は何も⾔わなかった。司会者も変だ。Ｓ・Ｈ棟は国⺠の安全・安⼼、と財産を守るもの。いかに安●な住居を若者
に提供（少⼦化を解決）に向わせる。若者を上⼿に育てる事。これが不可の時若者は、不公平を叫ぶのは⾒え過
ぎる。⾼令者の増加（社会保障費）は最⼤の問題。避難は死語である。災害はどれ⼀つ同じ姿で無い。避難⾏動
で無く スケッチ①の様に⾼令者を収容すれば 社会保障費の３０％は削減し看護⼠介護⼠の員数も⽬に⾒える、
無理の無い合理化が計れよう。メリットはもっと、もっと出て来る。ＮＨＫの最⼤の⽬的、視聴料の完全徴収。ＮＨ
Ｋは、このＳ・Ｈ棟を具現化することはできないのか。種々の壁は有ろうが、ＮＨＫの「企画」に添った考え⽅に⼊るの
ではないか。視聴率の低下 これは⼼配無い。４Ｋ、８Ｋ同様 テレビのＢＯＸを無くす。つまり、仮にＳ・Ｈ棟に１
６５㎡と安価で広い。ホームシアター化へ向ければ広い部屋でゆったりと、「名画」を楽しめる。常に新しい開発する事
で事業は安全に進む。考える、開発は安い。Ｓ・Ｈ棟を進める事で財政再建と⾚字国債は必ず解決できる。具現化
不可時は厳しい⽇本と成る。かつて、⽇本は世界銀⾏等から融資を受け発展した。何⼗年毎に温暖化等で住居⽅
の⾒直は必須だ。ＮＨＫがＳ・Ｈを進めると視聴料は完全徴収が実現できる。ＮＨＫハウジング（仮称）は今の
ＮＨＫネットワークが更に⽣き⽣きと貢献する。疲れた。書き労れた。午前３時から７時５０分。こんな⻑い⽂章は
今までに書いた事が無かった。多くの国⺠へ遺⾔かな。●●●●●ほどでは無いが、ＮＨＫの組織⼒を括⽤して下さ
い。難しい事は１億円も給料を取る会⻑に仕事してもらうこと。緑内症のため、視⼒低下が激しい。⽇本がリーダーシ
ップを頑張れ⽇本︕︕ＮＨＫには優秀な⼈材の宝庫だ。必ずできる。祈っている。台⾵９号は今までに無かった被
害が発⽣するだろう。１０号が発⽣した。年内１０ヶぐらい来るのではないか。あまねく︓政府要⼈の報道規制は受
け⼊れない事。メモ福島原発の「トリチウム⽔」のその後は、どの様に処理がきまったのか福島県庁の担当課へ何度も
電話した。関東地⽅の、多くの⼯事現場⽤⽣コン⽤⽔と使⽤⽅を進めた。海や空中は、ダメです。 

個⼈ 「◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。」 中波のラジオ第⼆放送はもう不要
なので廃⽌し、 ⼤出⼒局の施設だけ残して、 夜間限定の国際情勢の急転に備えた NHKWorld の近隣向け外国
語放送中継か 別団体によるアイヌ語や視覚障碍者等のマイノリティ向け放送に転⽤した⽅がいいと思います。 

個⼈ 「スリム化について 」いつも⼤変お世話になっております。 私はテレビの視聴は NHK が ほとんどです。 あまり⺠放は 
⾯⽩くないので⾒ません。 世界情勢や nhk スペシャルドキュメンタリー など ⾮常に興味深く 絶対⾒逃さないように 
録画も撮って 拝⾒しています 。NHK の放送がなかったら 知ることのできない 世界のいろいろな出来事 絶対⼈間と
して 知っておかなければいけない 世界中の不条理現実 本当に驚くべき ことばかりで こういう番組を作成されるのには
⼤変なご苦労を されているのだろう 、危険なこともいっぱいあるのだろう、NHK の番組を制作して おられる⽅々はな
んて 素晴らしい ⽅たちなのだと感動と感謝の気持ちでいっぱいです 。どうか NHK の BS 1 BS 2 4 系放送を 減ら
すようなことは しないでください。 今⽇ニュースで聞いて⼤変なショックを受けました 今も BS 1 でやっていただいている 
BS 1 スペシャル「レバノンからの SOS コロナ禍詰められるシリア難⺠ 〜」を拝⾒しています 。こんなことが他の国で起
こっているなんて、 どうしてこんなことになっているんだろう 、こんな現実は世界中の⼈が知って なんとか助け合わなけれ
ばならないと強く感じました。 でもこういう現実を知ることができるのは本当に NHK さんのおかげです。私はいつも⼼で
そう思ってとても感謝しているのです。 どうか番組を減らすようなことだけは おやめください。⽣きがいがなくなってしまいま
す 。4K 放送が⾒たくて⼤きな有機 EL テレビも購⼊しました。  ⼤⾃然の美しい映像や海の⽣き物たち、 たくましく
⽣きる地球上の動物たち、 感動しかありません 。私は コロナやいろんなことでとても⽣きづらい世の中ですが 、NHK 
放送だけが 本当に ⽣きている実感を感じられる。 ⽣きるということは こういう現実 まず知ることから 以前のような井 
の中の蛙の⽇本⼈には戻りたくない。 どうか BS 1 BS 2 4 系放送は 絶対絶対減らさないでください。 受信料は 少
し値上がり してもしっかり払い続けたい 。それ以上の何倍もの価値があります。 もし NHK が放送が減ってしまったら 
元の無知な⼈間に戻ってしまいそうで怖いです。 どうか素晴らしい NHK 今まで通りお続けください 。よろしくお願いしま
す くれぐれも番組を減らすなんてやめて下さい。⽇本の国⺠のために よろしくお願いします。 

個⼈ BS3 波を 2 波に AM2 波を 1 波に、する事が NHK らしさを追及する事なのか︖合理化は⼀⾒素晴らしいように⾒
えるが、BS や AM での NHK らしい、⺠放にはない番組が少なくなる事を意味する。BS4K しかなくなれば、従来型
の BS しか、受信出来ない視聴者を⾒捨てる事になる。放送波を減らす事には反対する。 
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個⼈ 放送法 15 条に照らして考えると、地上波テレビラジオで""あまねく⽇本全国において受信できるよう""という⽬的は
達成されていると思われるので、衛星放送は全廃でいいのではないか。 ラジオ波の統合に関しては、AM ラジオ第⼀の
県域放送を⽌めて、ラジオ第⼆のように全国放送として、FM で県域放送を充実させればいいのではないか。 国内向
け外国語放送は radio-i や radioneo の事例で分かるように、⺠間では商売にならないと思われるので引き続きラジ
オ第⼆で⾏うべきではないか。 

個⼈ 中期計画案の⾻⼦であるラジオ・ BS の削減につぃて、⽬指す事の主旨は理解できますが、対象の着眼が間違ってい
ると考えます。メインの放送に対して聴取者からの削減要望があるならともかく、新たなバンドを(4K，8K)サービス提
供名⽬で勝⼿に増やしておいて、従来有償で提供されてきたバンドを効率化名⽬で削減するなど⾔語道断と考えま
す。 放送事業者が進むべき道は効率化では無く、いかに優れた番組を提供するか︖⺠放との差別化を図るか︖では
ないでしょうか。 経営者は、⾃分たちの⽴ち位置を再度検証する事を望みます。顧客不在ですよ。 

個⼈ BS1 と BS プレミアムの統合について 賛成です。私は NHK はドラマしか⾒ないのですが最近 4K テレビを買って、これ
から BS プレミアムを⾒る機会もますます減っていきそうなので。願わくば NHK で放送される全ドラマが全て BS4K でも
放送されることを希望します。  AM ラジオの統合について 賛成です。私はラジオは全く聞かないので他のことに注⼒し
てほしい。 

個⼈ NHK はつぶすべきだと思います。なくなって困る国⺠はほとんどいないと思います。不動産などの資産をすべて売却し得
たお⾦を国⺠に帰すべきです。それができないなら、まずは⺠業圧迫にならないよう受信料を半額にし、３５００億で
できる事業だけすべき。国⺠から強制的にお⾦を搾取して国営放送がドラマや歌番組、バラエティなど作る必要はな
い。報道と教育だけに特化すれば可能でしょう。また BS は不要なので全廃すべきです。NHK は毎年セクハラパワハラ
横領ばかりしており、●●●●●●という料⾦収納代⾏業者はヤクザまがいの恐喝や嫌がらせで無理やり契約させて
おり、NHK から得た個⼈情報で訪問した家で受信料と関係なく詐欺を⾏ってお⾦をだましとる事件もありましたが、反
社会企業です。このような会社といまだに契約しているのですから、NHK も反社会企業であり、つぶすべきだと思いま
す。 

個⼈ NHK らしさについて ニュース、災害情報などに特化した受信料を設定、その他、ドラマ、バラエティなどは別料⾦⼤系
にするべきです。 ⼤河ドラマ、紅⽩歌合戦など⼤型番組すら⾒ないものには現⾏受信料は無駄です。 ⺠法化がすぎ
る、地上波での地上波番宣及び、BS 放送の番宣はいかがなものか。 屁理屈で⾔い訳せず即刻スクランブル放送に
すべきです。 できないのであれば、⺠営化、国営化を⽬指すべき。 

個⼈ ⼈事制度改⾰の投資額について ⼀般企業において 10 億もの投資は⾏いません。経常的な予算を削減して実施
すべきです。(間接費⽤の削減になってないではないか)  良質で多様なコンテンツについて 多様なコンテンツがあること
にはとてもよいですが、芸能⼈等の利⽤などは収益が下がるにもかかわらず、多様に使うということは反対です。実態に
合わせて⾒直ししてください。 またコロナの情勢による減収の補填はドラマ等は再放送により削減すべきです。 

個⼈ ＮＨＫ番組について、  当⽅、ラジオ、テレビ共にＮＨＫの軽快なアナウンスのファンでありますが、⾼齢者の⼈⼝が
増々増える中、若者向けへの番組が増えて⾏くのは納得が⾏けずに、テレビ、ラジオから遠のいて⾏きます。97 歳の
⺟が、ラジオもテレビも消してくれと⾔われるのも納得です。特に⽬が不⾃由になってきており、⾝体も衰えて何すること
もない⽣活に年配者が聞き⼊るような番組編成をお願いします。  私は、9 時に床に⼊る⽣活ですが、ＮＨＫの深
夜放送を楽しみにラジオを聴きながら、就寝するのですが、⼟⽇の 11 時までの若者向きの番組は酷すぎます。話の
辻褄がめちゃくちゃで、若者で有っても、しっかりと中⾝のある会話をして欲しいものです。  番組編成の再考に⾼齢者
社会への思いやりをお願いします。●●●●●●● ●●●● 

個⼈ 「プロフェッショナル 仕事の流儀」、「逆転⼈⽣」といった番組は、世界、特に途上国の⼈達の励みにもなると思いま
す。⽂脈が分かるよう簡単な解説付きで英語・諸外国語化し広く配信していただきたく思います。また、「ブラタモリ」の
多くは、外国⼈（特に⽬が肥えてきている欧州・東アジア諸国の⼈々）の⽇本観光への興味を盛り上げるでしょう。
こちらの対外配信もぜひご検討いただきたく。 

個⼈ ラジオ放送削減案について 私的にはラジオ第⼆放送は語学番組や教養番組等のニーズが多いので廃⽌には⼤反
対ですね。 むしろラジオ第⼀放送と FM 放送を統合して新しいラジオ第⼀放送として再編した⽅が良いですね。(最
初はＡＭと FM のサイマルで放送した後に⼀部中継局は FM 波に転換する) さらにいえばらじるらじると radiko とラ
ジオクラウドを統合して新しい radiko として再出発すべきですね。 
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個⼈ ラジオのＡＭ放送⼀本化について  ラジオは現在ＡＭ（第１＆第２）、ＦＭの３波がありますが、それぞれに重要
な役割を担っていると思います。 特に⾃然災害時は、情報を伝える重要な役⽬を果たします。  テレビはともかくとし
て、ラジオを縮⼩することについては賛成できかねます。  緊急性の薄い第２放送を縮⼩するということでしょうか︖ イン
ターネットの活⽤ということに触れられてますが、第２放送をすべてらじるらじるのみの放送とするのでは︖と受け⽌めま
した。  それはそれで⼀つの案だとは思いますが、インターネットを使えない⾼齢者がおられるので、課題は残ると思いま
す。 少なくともラジオ第１とＦＭに関しては現状通りであることを望みます。 

個⼈ Ⅰ.◆保有するメディアの在り⽅について １.BS やラジオの削減には反対です。『NHK の肥⼤化批判』『⺠業圧迫は
的外』です。 808 億円製作費の 1/3 使うから、⺠法にはできない斬新かつダイナミックな番組を国⺠は⾒られます。 
①BS1 スパーツ、ドキュメンタリー BS2 はドラマ、⾳楽番組と住み分け素晴らしい。 ②4K8K の画像はよいが、番組
は増えないから国⺠には将来的にもなじまないであろう。 ③ラジオ第⼀はニュース、第⼆は語学ですね。少数派だが、
底堅い聞き⼿はいます。 ④部⾨採算がマイナスでも、少数の聞き⼿にも提供できるのが公共放送の NHK。 ⑤ドキュ
メンタリーのカメラマンは NHK しかにない。また、NHK の放送局は、郵便局並みに全国にある。キャスター、アナウンサ
ーが TV、BS，ラジオと掛け持ちで活躍されていて、そのレベルははるかに⾼い。 ⑥現在、有料 BS 放送は、どんどん
番組は特化専⾨化しています。しかるに、BS1BS2 を 1 つにしては、特徴ある番組は半減します。また、ラジオの第
⼀第⼆ FM を統合しては、現在の 3 媒体の番組が 1/3 に減る、薄まる。結果、視聴者には多⼤な不利益です。 
⑦『NHK をぶっ壊す』『NHK から国⺠を守る』とか『受信料不払い』の諸君はごくわずかの意⾒です。平たく⾔えば、普
段から NHK の TV ラジオ放送に縁のない諸君か、または悪意をもって『只で TV を⾒てる』諸君であります。 ⑧現⾏
の⾃由な番組編成を再認識し、「クローズアップ現代」かんぽ保険特集のような、権⼒におもねるようなことはしないでく
ださい。『クロ現』の⽀持者は多いです。 以上、TV ラジオを削減することは、多くの善良な、無名の利⽤者国⺠の⽀
持を減らすことになり、従って受信料の⽀払い消極的になってしまうでしょう。 補⾜意⾒【⺠放の良くないところ】 ①採
算第⼀主義の番組制作 ②ニュースや災害放送は、キャスターは 10 年 20 年⼀緒で三流。キャスターを育てていな
い、アナウンサーは芸能⼈並みです。 ③結果、番組はオマケです。放送時間の 1〜3 割がコマーシャル⾒せてる。事
件事故災害番組でも、⼤事なところで「コマーシャル︕」こんな放送は偏っている。ちなみに、広告を消去する機会まで
ありますね。 ④さらに、最近のコマーシャルは幼児化していて、外国⼈は⽇本⼈の未熟さを指摘してます。 ⑤受ける
番組狙いで、やらせ、トラブル、思い込み、セクハラパワハラ、お笑いばかり。結果、放送倫理員会に掛かる案件や、掛
からなくても⽂芸春秋らに指摘される事件は多い。 【まとめ】  交通に例えれば、NHK は受信料をいただいてるから、
全国津々浦々までネットワーク張る必要があります。ですから、TV やラジオでも複数あって幅広いのは当たり前でしょ
う。 全国⼀律の郵便局や郵便配達と同じ使命があります。都会だけで儲ける営利企業の⺠放とは炭世界が違う。ま
た、系列局をネット化して継ぎはぎ放送をする⺠放とは、番組の統⼀性において、きわめて優秀でしょう。 ⺠放には、
実態は、報道の義務や使命はない。事件事故災害時選挙でわかるように、「報道の使命・義務」を厳格に負っている
のは、将来も NHK だけです。  ◆経営計画中の収⽀と受信料の考え⽅ ①TV とラジオを削減し、事業⽀出を削減
して、収⽀を改善して、NHK 視聴者に得でしょうか︖ ②TV ラジオの削減他⽀出削減で事業収⽀改善とは、あの
「郵政・国鉄・電電」の⺠営化と同じ結果を招くでしょう 1.JR 会社は⺠営化し合理化し、国鉄路線を⼤幅に無くし、
職員を削り、労働強化して今何が起きてるか︖地⽅の交通の⾜は悪くなり、事件事故は多発し、運輸の安全第⼀
は守られない。 2.電電⺠営化は、際限のないネットワーク社会を作り、個⼈情報も営利の⽬的と化している。 3.郵
政も、⼩包を⺠間と単価競争し、現場郵便配達員は 2 倍 3 倍の労働強化となり、次には、翌⽇⼟曜配達を⽌め、
はたまた、過疎地の簡易郵便局を、収⽀悪化で廃⽌したい気持ちでいっぱいである。 いづれも、利⽤者の不利益負
担増加のもとに、会社のみが利益をどんどん増やしている。かつての三公社は、社会的公共的使命があったが、⺠営
化でそれはない。  ③NHK は公共放送だからこそ、視聴者の利便性第⼀を考えてほしい。少数者や弱者に寄り添っ
ていてほしい。 1.⺠放は、E テレのような、障害者、健康、学習らの番組は作らない 2.⺠放は、語学や FM クラッシッ
クの番組は作らない。 ④受信料の⽀払いについては、⽀払わなくても NHK がみられるという「不公平」はくすぶってま
す。だから、NHK もできるだけ任意に徴収を進めてますが、⼀部不払い活動家にいじめられていますね。 受信料強制
も難しいし、税⾦使ったら「国営放送」になって、これまた国⺠には危険です。「衛星放送のチェック外す仕組み」も⼀
⽅ですね。 
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個⼈ ・NHK らしさについて 公共放送として採算が取れないが⼤切なコンテンツは活かすものであってほしい。 採算が取れな
いから廃⽌では公共放送＝NHK らしさとはいえない。  ・受信料の徴収について 委託先の⼈員は素⾏不良が多いと
聞く、公共放送としてそのような徴収を黙認することはあってはならない。  ・NHK 放送⽂化研究所の地位向上を 調
査研究の部⾨でいいレポートもあるのに、まったく経営に反映されていない（研究所は左遷先扱いとも） 公共放送
の定義やアイデンティティを深めるには研究が不可⽋であり、新しい事例を経営に活かそうとせず他⼈事のように書いて
いてただ研究レポートを書きましただけでは意味がない。 だいたいこの経営計画に研究所がブレーンとして反映されて
いるのか︖  ・BS について 現状、チャンネルを占拠しているだけでやる気のない⺠放 BS の跋扈するなかのオアシスで
ある。BS を⾒ている⼈の⼤半が NHKBS を楽しみにみているはず。 地上波よりも⾼品質ではあるが公共放送として
は必須かどうかは悩ましい。 既存の枠内でチャンネルを減らすしか選択肢がないのは残念であって WOWOW のよう
な形態での分社化が望ましい。 ８K に関しては実⽤というより研究的側⾯が強いように思う。⺠放ではできないのは
確か。  ・AM について ⺠放が FM 補完放送に乗り換えてから AM を廃⽌⽅向にあるなかで、NHKAM の縮⼩は流
れではある。第⼆放送は教育・教養部⾨で公共放送としての要であるので NHK らしさが⾊濃く反映されている。性
質があまりに違う第⼀と第⼆の統合というのは無理があるように思う。実質第⼀に吸収合併されるようなもの。FM の
編成にも影響しそうである。   らじる★らじるを最⼤限活かす ＝電波を出すこと⾃体に設備や電気代などにお⾦が莫
⼤にかかるのだから根本的転換を図るべき ラジオ第⼆のコンテンツはより教養⾊を深めてインターネットラジオの教養専
⾨局とするべき。 （すでに放送⼤学では地上波ラジオを廃⽌している） またインターネットラジオ化できるのなら専⾨
局をつくってジャンルの差別化するべき。 （とくに NHKFM は⾳楽放送ではない番組も増えているし、クラシックや古典
演芸伝統芸能は専⾨化したほうがいいはず） （またドキュメント７２時間と⾳の⾵景をかけ合わせたような斬新な
発想の実験的ラジオ番組も作れるのでは）  語学部⾨はゴガクルがすでにあるのでそこで展開を図るべき 教養部⾨
はアーカイブ化していつでも聞けるようにするべき ポッドキャストを展開するのもいい   ・国会中継や委員会のインターネ
ットテレビ専⾨局での全中継を望む あまねく国の議会のことを伝えるのは⺠主主義にとって要である なのに国会中継
は限定的であって、同時に⾏われている他の委員会は中継されない これは国⺠の知る権利の制限につながる NHK
はあらゆる国で話し合われることを国⺠に公開する義務があるし、国⺠の政治参画へを促すべきだ。 （これは衆参両
院のネット中継とは別に独⾃にやることが⼤事）  現状の総合テレビの割り込みはとても不評であるし、委員会は同時
進⾏でたくさんあるので 放送波ではなじまず、これはインターネットテレビ専⾨局を早急に設⽴すべき 公開されることで
政治家の”監視”ができるのだから国⺠にとって最⼤のメリットがある   ・本当のスリム化への提⾔ 資料には⾔及がなか
ったが、すべては放送法の問題。 分割⺠営化はスリム化の最適解であると思う。 番組の分野によって公営のと⺠営
を分ける。  公営は NHK ニュース総合と NHK ⽂化教育 ⺠営はバラエティ・情報番組・スポーツなど 分ければ受信
料負担も減る。  ⺠営の部分を広告かスクランブルかも選択肢はある イギリス・チャンネル４のような事例の公共放送
の研究もするべき （⺠営だから公共放送できないという発想は捨てるべき）  ・まとめ 突き詰めると NHK 改⾰は放
送法の改正などに踏み込まないといけないため 今回の改⾰は中途半端。 受信料の値下げをやらず経費削減はどこ
の組織でもやること。 関連会社などの整理も視野に⼊れるべきではないか。 

個⼈ ラジオの AM・FM３波の１本化について、１本化そのものは否定しませんが、気になるのは第２放送の語学です。英
語以外の語学の放送は、公共放送である NHK でしかできないものだと考えています。是⾮、展開している⾔語の種
類を含めて、現在の質・量を維持していただきたいと思います。 

個⼈ ラジオ第⼀と第⼆の⼀本化に反対します。 ラジオ第⼀と FM の⼀本化ならまだ理解できますが、まったく聴取者の違う
AM 波の統⼀は双⽅の損益になりこそすれ利益にはほど遠いです。 ラジオ第⼀のためにテレビを⾒ないでも受信料を
払っている⽅もいらっしゃる現在において、AM の存在を否定しかねないこの決定は驚き以外の何者でもありません。 
まずは、⾃⼰改⾰し停波は最後の⼿段するのが放送局の使命をまっとうすることだと肝に命じていただきたい。 

個⼈ A. コンテンツが貧弱過ぎる。 マンネリ・質の低下番組も激増（例、プロフェッショナルは、時代⽣命を終えたと思う。１
０年くらい休⽌。）  安直番組の激増（例、わー、絶景、美味しいの三語あれば⾜りる旅⾏番組や、せっかくの海外
ロケでの旅⾏番組でも、ナレーションが低レベル＝２０１２年収録、近時再放送の「バルセロナ」）  外注⽐率がアッ
プしたせいか、⺠放と差がみられない。  窓⼝を絞り、カネ、⼿間をかけ、作り込んだコンテンツを放送してもらいたい。 
無理なら、BBC など海外の優秀な番組をたくさん買って放送したらどうか︖  B. ＜公平・中⽴︖＞政権との関係で
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の公平性、中⽴性にはもはや期待していません。  C. 上記 A+B を要するに「カネを払ってもらえる」コンテンツは５％
未満。NHK ならではのものはなし。 

個⼈ ラジオ放送の 3 波体制から 2 波体制の削減についてですが、削るなら第⼆放送になると思いますが、現在の第⼆放
送では語学放送や外国語ニュース、⾼校講座、株式、気象通報などの内容が放送されています。全て削るのは良く
ないのではないと思います。 ラジオ放送削減には反対ですが、FM へ⼀部移⾏するならありなのではないかと思いま
す。外国語ニュース、⾼校講座は FM に移⾏。語学放送は削減の上 FM 移⾏して欲しいです。株式と気象通報は
第⼀へ移⾏。更に全国に 6 か所ある第⼆放送⼤出⼒送信所と那覇(福岡︓50kw、⼤阪︓300kw、東京札幌
秋⽥熊本︓500kw、那覇 10kw)の扱いですが、災害時に利⽤できるように臨時放送局とするのはどうでしょうか。
第⼀放送で全国、FM できめ細かく地域ごとに伝え更に外国語でも発信となると少々きついのではないかと思います。
念のために残すのもありと思います。全国を効率的にカバーできるラジオ放送局は少ないですので。 その他に思ってい
る意⾒としては、第⼆放送の中継局と放送時間の削減(再放送を少なくするなど・具体的には平⽇朝 6〜9 時・15
〜24 時や休⽇ 6 時〜23 時とするなど)、出来るだけ中・⼤出⼒局(10Kw 以上全てと 1kw〜5kw の⼀部 
10Kw 以下局は出⼒を下げるなども⼿。他の提案としては⼤出⼒局を増やしそれ以外廃⽌も⼿。)だけで賄ってでも
出来るだけ存続して欲しいです。(上記に書いた臨時局での存続・FM 移⾏のことは最悪の場合で)また、第⼆放送の
番組をインターネットラジオ限定で配信するのも良いと思います。(この場合、放送派としては廃⽌⼜は臨時局として存
続) 確かに今現在、NHK の放送で学ぶ⼈は減っているかもしれませんが第⼆放送で放送されている語学放送は重
要なのではないかと思います。どうか潰さないで欲しいです。  衛星放送波の削減についてですが、2K1 波にまとめても
良いと思います。場合によって 2 波残し、1 波では 24 時間ニュース(災害時対応)⼜はスポーツ。もう 1 波で娯楽系
を放送も良いと思います。  災害時のサービス維持ですが、ここは定時番組での地域ごとのローカルニュース放送の時
間を増やしたりして各放送局の体制維持をするべきと思います。先ほども書きましたが、BS でニュース専⾨チャンネルが
あれば 24 時間備えられてよいと思います。その他は万が⼀渋⾕から放送出来なくなった場合⼤阪・福岡・埼⽟がバッ
クアップとして機能しますが、札幌局にもバックアップが必要なのではないかと思います。南海トラフ地震が起きた場合、
⼤阪も福岡も埼⽟も被害を受ける可能性があります。 災害時でも⾒れるように「NHK プラス」の 24 時間放送化。
災害時には E テレのワンセグ放送を差し替えて NHK 第⼀放送を流す(⺠放の南海放送ワンセグの常時 2 分割もあ
り)のも良いと思った次第です。 

個⼈ いつも NHK を観てます。8 ⽉ 4 ⽇に発表された経営計画について要望があります。 保有するメディアに関して 8K
放送も終了してほしいです。理由として 8K 放送は観る⼈が少ないです。そして、8K 放送を観るには 8K チューナー
内蔵のテレビが必要で最低でも 70 万円も必要です。そのようなテレビは誰が買いますか︖そんなに⾼いテレビを買って
まで 8K 放送を観たいとは思いません。正直、8K 放送をするために、設備投資するのにお⾦をかけすぎだと僕は思い
ます。需要と供給がつり合わない放送は辞めてほしいです。ですので 8K 放送を終了してほしいです。 

個⼈ 経費削減については、全く⾜りないし、⼈件費になぜ⼿を付けないのか全く理解できない。給与が異常に⾼すぎる。地
⽅公務員に揃えてください。 受信料は下げないというのも理解不能です。公共放送で内部留保 8000 億以上ある
なら、返還すべきです。⽉額 500 円かスクランブルかどちらかしかありません。8000 億あれば簡単にスクランブル放送
にできるのは皆わかっています。bs 単体契約できないのも問題です。毎⽉払っている額に全く納得できません。 チャン
ネル数削減は当然ですが、地デジ 1 チャンネルと bs1 チャンネルとラジオ１波以上必要ない。 グループ会社多すぎま
す、⾦が余ってしょうがないし天下り場所ほしいから作っているとしか思えません。すべて廃⽌してください。 ⾔い出したら
きりがありませんが、まずはスクランブルして、500 円に下げる。そして真実の客観報道と中国メディアと縁を切ってくださ
い。社内に中国メディアがいるのはあり得ない。外国のスパイ活動・●●●●や尖閣侵⼊など、ちゃんと報道して下さ
い。今の状態ではただ⾒たくない放送局だけです。社員やグループの犯罪もちゃんと報道してください。 

個⼈ ◆保有するメディアの在り⽅について の部分 将来的にＢＳ１・ＢＳＰ・ＢＳ４Ｋを２波に削減ということですが、
スポーツ・ドラマ・映画・トーク番組など現在 BS ならではの楽しみ⽅をさせてもらってるのに、減らされるのは⾮常に残念
ですし反対します。 コロナで⽣活が苦しくなり、4K8K 対応のテレビやチューナーを当分購⼊できそうにありません。 公
共放送として国⺠のためになる判断をお願いします。 
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個⼈ どこが無駄なのか分からない。BS は 1 とプレミアムは必要。⽂句⾔う⽅々は対抗案を出せばいいのに。 出たら、こう
⾔うふうに考えていますと⾔うことを公開すれば良い。  インターネット配信、光回線が全国⺠が⾒られるようになってか
らの⽅が良い。 

個⼈ 【ＮＨＫらしさの追究の範囲】 ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）を拝読させていただきました。 演劇
関係に関わっているものです。新しい「ＮＨＫらしさの追究」は素晴らしいポイントで賛同します。実現をお願いします。  
⼀⽅で、読み⽅が浅いのかもしれませんが、⽂化⾯については物⾜りなさを感じています。  （ＮＨＫに公共の役割
を期待しています） 失業を減らすために、仕事を提供することも「ＮＨＫらしさ」だと思います。 加えて、⽇本の⽂化
継承のため⼈的資源を失わないことも重要です。 下記のご検討、何卒よろしくお願いいたします。   「世界⼤戦後の
不況下で、⽶国がニューディール政策（公共事業）で⼈々の暮らしを⽀えたように、公共の役割を担っておられるＮ
ＨＫの⼒で、コロナ禍で苦しんでいる⼈々を救ってください。  放映枠は限られていると承知しておりますが、作品の本
数を増やすことで、 制作、役者、スタッフの働く場所を⼤幅に増やしていただけないでしょうか。  例えば、失職している
もののために、今まで実現できなかったテーマの映像化を進め、後世に残すプロジェクトを⽴ち上げいただくことはできな
いでしょうか。 現予算ではまかないきれない部分は国に⽀援を求めることも必要だと思います。総計 1 万⼈を養うプロ
ジェクトで 1 兆円の費⽤がかかっても、専⾨家の⽅には僭越ですが、エンターテイメントの場合、作品によっては販売・
放映権などでコストの何割かは回収できるのではないでしょうか。」                                 
以上 

個⼈ ・テレビ、ラジオそれぞれのチャンネル削減について  ⼈々の嗜好が多様化した多チャンネル時代に削減なんてもっての
ほかである。  経営のスリム化は、別の観点を重視すべきで、メディアのトップ団体としては、  むしろチャンネルを増や
したいと⾔っていただきたい。  現⾏の番組のどれが無くなるかを考えるとぞっとする。  ぜひ考えを改めていただきた
い。  ・⼀部報道にある、紅⽩歌合戦時間短縮について  これも⼤反対である。  時間短縮、イコール歌⼿数削
減。時代の趨勢で万⼈に愛される歌⼿がいなくなった  現代、出場歌⼿を減らしたら⾃分にマッチする歌⼿が更に減
り、  どんどん楽しめなくなる。それよりも無駄な演出を再考すべきだ。  全盛期の番組モットーは、スピード・スポーツ・
セックスの３S ときいているが、  この時代故最後のＳはともかく、合戦で勝敗を決めるのに２番⽬のＳの要素も  薄
くなっているし、スピード感は全く無くなった。  国⺠的番組と⾔われたころの映像や⾳源を顧みてほしい。  曲の終わ
りに司会者が、〇〇さん有難うございましたなどという余裕はない。  昨年の放送で⾔えば、演出に凝ることは悪くない
が、映像を多⽤し過ぎだし、  ラグビーに拘り過ぎ。ウサイン・ボルトのインタビューやキスマイのアスリート  訪問など紅
⽩でやることではない︕かつては、歌以外はお笑いタレントの応援で  充分楽しめた。 

個⼈ ※国内保有メディアの削減について 今回 NHK が経営計画の中で⽰された国内保有メディアの削減は、本来ならテ
レビ完全デジタル化の際にやっておくべきだったものが延びてきたものであり、遅きに失したのは否めません。 ただ今回の
国内保有メディア削減案には、国際放送の強化との兼ね合い、そしてこれは今回⼀番やるべきことだったはすの教育
放送事業の放送⼤学学園への統合移譲という形での NHK からの切り離し、そしてこれも国際放送強化策の⼀環で
はありますが、テレビ国際放送の配信先の国からの提携先の⽇本向けテレビ国際放送を強化するための交換中継放
送の送信体制の整備との関連、そして、今回本当に NHK による運営から切り離さなければいけないメディアに⼿をつ
けていないのではないかということを⼤変問題視しており、私はここで、これらについていくつか提⾔をしようと思います。 
まず今回、NHK が経営計画の中で AM ラジオの削減の⽅針を明らかにしたようですが、それをやるなら、地上波テレ
ビも同時に削減し、教育放送部⾨を現 NHK による運営から完全に切り離し、放送⼤学学園に統合移譲させること
が絶対に必要です。公共教育放送を総合編成の公共放送とは切り離し、別個の法⼈から⼀元的に⾏わせているケ
ースは韓国や中国にもあり、⽇本も同様のやり⽅を採るべき時期に来ているのです。 その上で、現在ラジオ第 1 と FM
の両⽅から⾏われているラジオローカル放送を全て FM からの実施に集約し、ラジオ第 1 と FM の全国向け番組を国
際放送ジェネラル・サービスの⽇本語番組と統合させる必要もあります。これで⽇本語ラジオ総合放送を国際放送か
らの実施に⼀元化し、AM は 1 波削るどころか、全⾯的に撤退することが必要です。それで最終的に残った FM も、
全国向け放送は、イタリアのドイツ語公共放送 RAS やベルギーのドイツ語公共放送 BRF を⼿本に、⽇本での⽣活
者そして⽇本を観光で訪れる⼈の共に増加している⼈種の外国⼈に向けた外国語放送に充て、総合テレビとセット
で、現 NHK による運営から完全に切り離す必要があります。 ⼀⽅のテレビでは、国内 BS は国際放送と完全に⼀
体化し、⺠放と同様に 2K・4K 共通の内容にして 8K 放送からは撤退し、2 チャンネルのうち 1 チャンネルは国際放
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送同様に且つこれとサイマルの英語放送とし、⾟うじて 2 チャンネル体制を維持し、現 NHK による運営を継続すべき
です。そして今回本当にやらなければいけないのは、教育放送部⾨の放送⼤学学園への統合移譲と並⾏して、総合
テレビも現 FM とセットにして、現 NHK による運営から完全に切り離すことです。これにより、現在地上波と衛星の両
⽅から⾏われている⽇本語による総合放送は、国際放送と⼀体化しての衛星での実施に⼀元化し、現総合テレビの
全国向け番組は、テレビ国際放送配信の⾒返りとして配信先の国からの提携放送局(それもできれば⺠間の局)の
国際放送の⽇本向け放送の送信に充てることをお勧めします。国内の地上波を全部が全部⽇本語による放送にす
る必要は、これからは全くなく、いくつかのチャンネルを外国からのテレビ国際放送の送信に充てる、その先駆けを今回の
経営計画に盛り込むべきなのです。 NHK の経営陣そして経営委員の皆さん、これだけのことは今回何としてでもやっ
て下さい。宜しくお願いいたします。 

個⼈ NHK が公共放送で、その責務を果たされていることは理解できますが、離島その他電波の配信ができない場所以外
は地上波だけで⼗分達成できているのではないのでしょうか｡ 従って、現状の衛星放送にはスクランブルをかけ有料
（離島その他電波の配信ができないところを除く）にすべきだと思います｡かかる上で、地上波の放送料を低価格に
抑えるという⽅法をとって頂きたいと思います｡ なぜなら、CS 放送やインターネットを経由したテレビで興味のあるものも
ありますが、公共放送であるはずの NHK 受信料が意外に⾼く、年⾦⽣活の⾝には予算上その契約を阻んでいるので
す｡是⾮お願いします｡ 

個⼈ このコロナ禍の最中、このような重⼤な決定をドサクサ紛れに発表したことには憤りを禁じえません。放送波数の削減は
BS４K と BS８K を廃⽌すれば充分です。ラジオ第⼀と第⼆放送はその性格を全く異にしており、統合など論外で
す。多くの語学講座聴取者を切り捨てるつもりですか。また AM 放送は⾮常災害時の最後の情報伝達⼿段としても
必要不可⽋なものですし、FM 放送はクラシック⾳楽に触れる機会を提供してくれるものとして有⽤です。また BS１と
BS プレミアムも性格を異としており、統合廃⽌には絶対反対です。このような案は⺠放（そのバックの五⼤紙）が発
信源のようですが それなら⺠放再編成を進めて（例えば⽇本テレビとフジテレビの合併のように）⺠放⾃⾝が体⼒を
強化すべきではないですか。また前⽥晃伸会⻑は、NHK を持ち株会社化 せよとおっしゃられましたが、持ち株会社化
＝株式会社化＝NHK ⺠営化ということになり、国⺠（視聴者）から受信料を徴収する正当性はなくなりますが、そ
う解釈してもいいのですね。（⺠放の持ち株会社は傘下に不動産会社も抱えています。我々視聴者は不動産屋か
ら税を強制徴収される筋合いはありません。）今のままでは説明不⼗分です。まず、前⽥会⻑及び森下俊三経営委
員⻑出演の特別番組（２〜３時間程度の⽣放送）を午後７〜８時開始で放送することを強く要求します。 番
組⾯では紅⽩歌合戦及び朝の連続テレビ⼩説の放送打ち切り並びに⺠放でも出来る様なバラエティ番組を⽌めれ
ば充分です。 何度も申しますが、コロナ禍の最中にこのような重⼤な決定をドサクサ紛れにやるとは卑劣極まりない話
です。強く抗議するとともに、改めて前記特別番組の放送を要求します。 

個⼈ 「右旋の３波は、２波への整理・削減を実施」とのことですが、現⾏ 4 波の衛星受信料を 10 ⽉からの⽉額 2，
170 円とすると、1 波あたり 542.5 円ですから、2 波にするのであれば、⽉額 1，085 円にするべきですが、経営計
画によると「現⾏の料額を維持する」とされています。 もし受信料のさらなる値下げがなされないとすると 1 波あたりの
受信料は実に 200%の値上げに等しく、公共放送としての公益性に反し、さらに他社の有料媒体と⽐較しても不公
平感は否めません。 「取れるところから取る」という考えは改めて戴くよう、強く進⾔します。 

個⼈ ラジオ波削減についてラジオ R1 の⽬的は、情報提供、R2 は教育、FM は⾳楽、教養との棲み分けがなされていると
思います。また、ラジオは災害時の情報提供の重要⼿段です。現状でも深夜帯は設備の補修等で、2 波となっていま
す。災害時等停電等が発⽣すればインターネット、携帯での情報提供、⼊⼿は困難になります。ラジオは削減に関し
再考される事を強く熱望致します。 

個⼈ BS とラジオのチャンネル削減に反対します。 
個⼈ 幼少時から NHK のテレビ番組に親しんできた 20 代の会社員です。現⾏の BS1・BS プレミアムの体制になった時か

ら、BS 放送をほぼ毎⽇⾒ています。 今回 BS のチャンネル数を削減する⽅向ということで、経営効率化の観点で致
し⽅ないと思うのですが、現在の⾼い番組の質を下げず、この機会に総合テレビへの移管も含めて、より多くの⼈が BS
の番組に触れられるような改⾰をしていただければと考えています。  特に、BS1 の国際ニュースでは総合テレビの「ニュ
ース 7」や「ニュースウォッチ 9」で本来⼤々的に取り上げるべきニュースをいち早く伝えているので、この質の低下がない
ようしていただきたいと考えています。そして、総合テレビのニュースを、もっと広く世界に視野を向けた報道を⼼掛け、視
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聴者が世界に視野を向けるきっかけを NHK のニュースによって作っていってほしいと感じています。NHK ワールドとの制
作の⼀本化も考えてらっしゃるようなので、国際ニュースをこの機会に重視していただきたいです。  私は BS プレミアム
の番組の多くを愛してやまない者です。「世界ふれあい街歩き」や「新⽇本⾵⼟記」「英雄たちの選択」「プレミアムシネ
マ」など、NHK しかできない番組だと常々感じて楽しみに⾒ております。 今回の BS 放送削減においても、BS プレミア
ムの番組こそ NHK らしい番組であると感じておりますので、そうした番組の質を落とすことなく、今後も我々視聴者に
届けていただければと考えています。 

個⼈ 「受信料について」 BS1 とプレミアムの受信料を無料にして、4K8K を⽉額 2280 円にしてほしい。 なので BS1 とプ
レミアムで 1 チャンネル、4K8K で 1 チャンネルの計 2 チャンネル にして統合しなければいいと思います。  またタブレッ
トやスマホ、パソコンから放送を⾒るには、ログインしないと⾒れない システムにして、確実に受信料を取れるようにすれ
ばいいと思います。 

個⼈ 現⾏の計画案に関して、⼤⽅賛成の⽴場ではあるが、チャンネルの削減や総合受信料導⼊の具体的な時期を⽰す
べきです。 また、会⻑がコストカットを徹底するという趣旨の発⾔をされていたが、ある程度余分なリソースがないと災害
報道や有事が起こった際の報道に対応できない恐れがあるので、安易に経費削減をし過ぎないように注意すべきで
す。 

個⼈ 組織化肥⼤化しすぎている。 災害、気象、国会、国内及び国際主要ニュース以外のエンタテインメントは不要。現
在、公共放送の役割を逸脱したアニメ放送などを⾏っており、受信料強制契約の趣旨に合致していない。最低限の
サイズに近郊縮⼩、エンタテインメント部⾨は⺠間へ移⾏してほしい。 

個⼈ ⾳声波の 2 波への整理・削減について    現在の第 2 放送を整理・削減する計画案のようですが、第２放送を愛
聴するものとしては⼤反対です｡最近、午前中はもっぱら第２放送を聞いています｡第 1 放送の番組に魅⼒があまり
なくなってきたということですが｡ ・ラジオ語学講座の需要は⼗分あると思います｡特に視覚障害を持つ⽅が外国語を学
ぶ語学講座としてはラジオの語学講座は重要と思います｡また、語学講座の講師の先⽣⽅が業績を積む場としても重
要だと思います｡ ・現在放送中のカルチャーラジオはとても良い番組だと思います｡貴重なアーカイブになります｡ ・朗読
も素晴らしい番組で、⻑い⽬で⾒て、優れたアーカイブになると思います｡ ・不定期なスポーツ放送、たとえば、プロ野
球（特にオールスターや⽇本シリーズなど）、⾼校野球、オリンピックパラリンピックなどは第２放送の枠を使う｡⾼校野
球と⼤相撲の放送が重なることがありますが、始めから別の波を使えば重なることはなくなると思います｡第 1 放送で扱
うスポーツは⼤相撲のみにするという案を提唱します｡ ・つまり第２放送は教育と⼤相撲以外のスポーツの波にすると
いう案を提唱します｡ 

個⼈ 率直に「受信料だからできること」これを考えてほしい。ラジオ第 2 の語学や芸能などの番組は 潤沢な予算だからこそ
できるサービスです。 特に AM 波は 維持管理がかかると聞きます。現に ⺠間放送では「廃⽌」論も出ていますので、
中⻑期的に考えて NHK しか流さなくなるかもしれないとは思いますが、中波放送 JOAB(500kw)は関東地⽅向け
の久喜菖蒲から全国の 4 割をカバーできる強固なネットワークです。緊急報道いわゆる全中のときに⼤きな情報源に
なりうる極めて重⼤な放送波であることを慎重に検討し、もっと向き合った放送・番組づくりをみていただきたいと思いま
す。  また、衛星放送(BS)は 9 年前 2011 年に整理され、現在の「1」「プレミアム」になり、2018 年より 「4K」が
編成されています。「1」と「プレミアム」は放送編成のニーズがすみ分けられ 相⼊れる放送波ではないと考えます。早朝
のスポーツ中継の途中で朝ドラの先⾏放送を編成できるとは思いませんし、海外ニュースとドラマが交互に編成される
のは連続性に乏しく、総合テレビのような具合になりかねず、ニッチなことに予算を充てられる公共放送の特性を⼗分
理解できる者が再考すべきと思います。 

個⼈ 筆者の略歴を記します。1978 年 NHK ⼊局、2012 年退職。札幌報番を振り出しに番制局⽣情、衛星局、編成
局、関連団体等に在籍。経営職として BS2 編集⻑、札幌局副局⻑、⽂研研究主幹を歴任。趣味は TV 番組の
録画。VHS 時代から４K まで NHK、⺠放の約 2 万タイトル程度を所有。DAZN、WOWOW、AbemaTV も随
時カバー。2017 年以降は関東と北海道を往復しながら⽣活。全録レコーダーを活⽤し放送をチェック。ネットでは⽇
経電⼦版やヤフーニュース等で情報を得ている。・今回の案の致命的な⽋陥は改⾰の根拠となる具体的なデータが
⼀切⽰されていないこと。現状のどこに問題があり、なぜ、改⾰が必要なのか、詳細で説得⼒のある調査データをもと
に説明するのがあらゆる提案の基本ではないでしょうか。今回のような抽象的な説明でまかり通ると経営トップや経営
委員が真⾯⽬に考えているとしたら失格です。今の NHK は課題⼭積です。しかし、その改⾰には正確な現状分析が
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不可⽋です。英国や⽶国など海外の放送やネット状況との⽐較、国内では NHK と⺠放の経営状況と放送内容の
分析、ネット利⽤とテレビ視聴の関係、⼈⼝減少に伴う世帯数予測と受信料収⼊予測、BS 放送に関連した視聴
分析と世論調査など、なぜ、NHK の課題が浮き彫りになるようなデータを提⽰なしで済ませたのですか。組織の在り⽅
にまでメスを⼊れるような⼤きな改⾰を進めようとするにはあまりにも拙速というべきでしょう。⼤改⾰は来年に間に合わ
せなければならない、というものではありません。もっと時間をかけて取り組んでいただきたい。今回のような抽象的な改
⾰案で突き進んだら間違いなく、後顧の憂いを残すことになります。NHK 最⼤の問題は、不祥事以外では経営責任
を問われることがない組織体質にあります。今回の改⾰が数年後、失敗だと評価されても、恐らく誰も責任を問われ
ず、責任を取らないと思います。改⾰は逆⾵の NHK のためではなく、視聴者のためのものであることを肝に銘じていた
だきたい。・案の中で「NHK らしさ」という⾔葉が頻繁に使われています。「NHK らしさ」とは何ですか︖具体的な説明
が必要です。・改⾰案は経営企画局で作成したものと推察しますが、NHK の放送を熱⼼に視聴している⼈物がまと
めたものとは思えません。⾏間から NHK の放送への愛着が伝わってこないからです。部局から選抜されたエリートであ
るということと、NHK に対する深い愛情があるかどうかは別です。⽂⾯からは様々な忖度の匂いが漂ってきます。とても
残念です。・会⻑のみならず、放送総局⻑や編成局⻑、各波編集⻑ですら、NHK で毎⽇どんな内容の番組が放送
されているかを個別に把握していないし、視聴者ひとりひとりが考える NHK はみんな違っています。それでも、毎⽇、ほ
とんど事故がなく放送が続いている。その曖昧模糊とした多様性が NHK のよさ、「NHK らしさ」であると私は理解して
います。ニュースは知りませんが、番組作りの現場は優れた職⼈芸と職⼈集団が⽀えてきました。守るべきは、リスクは
承知の上で職⼈たちがのびのびと仕事ができる精神的な⾃由が重んじられる、ゆとりのある組織⾵⼟です。その積極
的な PR が必要です。・テレビ番組には時間つぶしの番組と情報を得るための番組の 2 種類があります。⺠放は前者
を主戦場とし、NHK は後者に軸を置いています。競合はしていません。・番組をネットで流して平時のニーズがあるので
しょうか︖時間つぶしの多様化は⽌められません。ネットではできない世界を追求すべきです。・現役時代、BS を主戦
場にしてきた私には波の整理は胸が痛みます。それにしても現在の BSP、４K の編成と番組は酷い。ゼニが取れる内
容ではありません。地上波ではできない果敢な番組作り、編成に挑戦する気概が失われています。往年の衛星局は
独⽴した組織ではなく⼈事権がありませんでした。⼈事権がない集団は組織改⾰のいけにえになり、結果として放送
番組の魅⼒が失われました。未来の NHK への教訓にしていただきたい。・組織にメスを⼊れるとしたら報道局とニュー
スです。毎⽇、⺠放と⾒⽐べていますが後塵を拝しています。番組は⼀流、ニュースは三流という現実を素直に受け⽌
め、組織改⾰をすべきでしょうが無理でしょうね。しぶ 5 時の⽴ち上げでニュースの現場を垣間⾒ましたが、古⾊蒼然と
した体制でした。⾃浄能⼒がない伏魔殿に組織内外から誰も声を上げることができないのが、NHK 最⼤の課題に違
いありません。現会⻑にぜひ挑戦していただきたい。 

個⼈ 量から質への転換という表現に具体性が乏しくて腑に落ちませんでした｡例えば､ラジオ第⼆の再放送などは､量と質が
イコールに近い関係だと思います｡こうした場合の質はどうやって担保するのか｡仮にインターネット接続や録画･録⾳機
器の保有を前提に､放送波の削減を考えておられるんなら､前提の要件を満たさない世帯にはどう対処するのか､詳し
く説明して頂けると有り難いです｡ 

個⼈ 受信料の値下げ案について、ＢＳ波の統合縮⼩を検討されているようですが、８・４Ｋを除く２波を１波に統合する
のであれば値下げ幅は少なすぎるように思えます。 単純に⽐較は出来ないですが、他の有料ＢＳ放送の受信料と⽐
較すると最低でも￥300-（⽉額）の値下げが適当ではないでしょうか。４Ｋの受信を必要としていない聴取者には
割⾼の受信料と思います。 

個⼈ 「チャンネル数の削減について」 肥⼤化指摘を受けて削減がテーマになっていますが、NHK の意図は判りませんが、多
チャンネル化したのは、私なりに⾒れば 360 度の⽅向で情報を発信したいということと、他局（⺠放各社）の番組制
作⼒の貧弱さ、幼稚さによる結果と思われます。電波周波数は限りがあることと、許可を受けて使⽤しているという⾃
覚のもと番組が制作されるものでなければなりません。そのような背景の元、NHK はあれもこれもとチャンネル数が増え
てしまった。視聴者から⾒れば多彩の中から好きな、⾒たい、知りたいなど⾃由に選択できることは、⼤変嬉しかったの
ですが。 その観点から、チャンネル数削減は NHK だけの問題だけではなく、放送局全体の番組編成ばかりか、新
聞、雑誌、インターネットなど情報産業全体で取り組まなければならない⼤問題だと、改めて考えさせることとなりまし
た。 聴取者が少ないから、ということで不安を感じる番組があります。 ラジオ第 2 で⼣⽅放送される「気象通報」で
す、最近は⼭へ⾏く機会が少なくなって実⽤とはなっていませんが、これを聴いて天気図を作るのを楽しみにしていま
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す。つまりこのような番組が、チャンネル削減によって数多く出るのではと危惧しています。 削減は、くれぐれも慎重に⾏
っていただきたいと思っています。 

個⼈ 「◆保有するメディアの在り⽅について」の中で右旋の３波（ＢＳ１・ＢＳＰ・ＢＳ４Ｋ）をメディア環境を⾒極め、
１波への整理・削減に向けてさらなる検討」と書かれていますが、反対します。  ＢＳ１のワールドニュースは世界で
起きていることを知るために⾮常に重要な番組です。これを⾒たいために BS 放送の契約をしているといっても過⾔では
ありません。そしてスポーツ番組が優先され、ワールドニュースが流されないことに怒りを覚えることがあります。  4K、8K
を使った娯楽放送を増やし、この影響を受けてニュース番組の枠が減じられ、世界の動向に関して無関⼼な⼈が増え
たら⽇本の将来はどのようになりますか︖  世界からのニュースに⽬、⽿を閉ざしたらどうなりますか︖  NHK が戦時
中、⽇本放送協会として当時の政府のプロパガンダに協⼒した悲しい過去があることを決して忘れないでください。報
道メディアとしての使命を全うできるように、放送波を維持してください。 

個⼈ 番組に付いて ●●●●の制作費の分類が、正しいのかどうかは不明ですが、それに基づいて、私の意⾒を述べます。 
制作費が膨⼤なのは、⺠放のそれと⽐べる資料がないので、何とも⾔えないが、余りにも、多すぎるとは感じる。 先
ず、国⺠から、受信料を徴収している公共放送の役割は何だと定義しているのですか︖ 2012 年と⽐べ、19 年は、
報道は減少している。公共放送の役割は何か︖これこそ、その肝ではないかと思う。おかしい︕ それに引き換え、エン
ターテインメント等は、増加している。⺠放と同じことをする必要はない。 視聴率を気にしているのだろうが、番宣が余り
に多い。ドキュメンタリーとか、報道についてのものならまだしも、お笑い等は問題あり。 ドラマについても、出演者が豪華
すぎるのではないか︖そのため、制作費も増⼤しているのでは︖ それから、タレントを使う必要がなく、アナウンサーで対
応できるものも、タレントを使っている。費⽤を節約すべきである。 使うタレントも、以前⼈気者だったタレントで、結婚し
て、現在有名タレントと結婚いる⼈を使うくらいなら、無名の、お⾦を稼がなければならないような、タレントを使ってあげ
るべきである。 それが、公共放送ではないか。少しくらい、下⼿くそでも良いではないか。 ニュースも、⼟曜、⽇曜は、午
後 7 時以降は、全くないのは、公共放送として、如何なものか︖ 是⾮、この際、公共放送の役割を再認識してほし
い。  海外放送に付いて NHK の海外放送を受信できない G7 の国が有る。カナダがそうである。 おかしいではない
か。 ⼜、報道、これはテレビ、ラジオを通じて、カナダ・およびカナダ関連のニュース、⾮常に少ない。G7 の国である。お
かしい。 偉い⼈は気が付かないでいるのではないか︖再度精査をして欲しい。 

個⼈ 衛星波の整理・削減について。現在午前 6 時から午前 0 時を基本としている BS4K の放送を 24 時間放送化する
のであれば削減は容認できると思いますが、現在の BS2K 放送の需要もあると思いますのでコンテンツの状況に応じて
慎重な判断が必要になると思います。 BS8K の放送は 4K と違って受信機（チューナー）だけでも⾼価で⼊⼿しにく
いのですが、現在⾏っている⼤相撲中継のように実況⾳声なしで会場内の雰囲気を楽しめる番組がたくさんあるとのこ
とで、それを BS4K でも同じように⾏われればと思います。仮に BS8K の放送が廃⽌となれば、コンテンツの普及状況
に応じて BS4K の放送を 2 波・2K 放送を 1 波にしてもよいと考えます。 ⾳声波の整理について。FM 放送は今後
も継続することが決まりましたが、AM 放送の削減はラジオ第 2 放送をインターネット配信（現在の「らじるらじる」）の
1 本化や BS デジタル放送を利⽤した放送に移⾏して継続するのであれば削減は容認できます。その空いた AM 周
波数をラジオ第 1 放送で夜間における国内の他中継局及び外国局などの混信を受けている地域への割り当てとして
使うのが望ましいと考えられます。すなわち、期間がかかる国際的な周波数調整を少しでも抑えることにより、ラジオ第
2 放送で割り当てられていた地域の周波数をそのままラジオ第 1 放送の周波数として割り当てることです。 

個⼈ BS，ラジオ放送の縮⼩等による費⽤の削減について概ね賛成します。ただ、削減を進めすぎる余り、  ・FM ラジオに
て不定期に⾏っている""今⽇は⼀⽇、○○三昧""等といった NHK ならではの番組の終了 ・費⽤削減に伴う番組の
(テーマに対する裏付け調査不⼗分等といった)クオリティ低下  という様な、⺠放では成し得ない NHK らしさが損なわ
れる可能性を危惧しております。    また、新時代への挑戦について、(GRAN TURISMO SPORTS 等、)e スポー
ツ等の今後広く普及する事がほぼ確実なコンテンツの先取りをした番組の制作も考慮に⼊れる事を計画に追加して
組み⼊れる事を提案したく思います。   最後に、あまねく伝えるについて、全世界において COVID-19 の感染が収束
し、外国⼈観光客が⽇本に増えた際、夜間の宿泊時間帯を狙ったクールジャパンの推進として、ゴールデンタイム〜深
夜に(⽐較的有名な)アニメの放送の増加や、(NHK の過去の膨⼤な映像データを利⽤して)メジャー＆マイナーな深
い⽇本⽂化に関する番組を完全 2 か国語(＆英語字幕)で放送をする事により、⽇本⼈、外国⼈共に学べる番組
に⼒を⼊れるのもありなのではないかと思います。 
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個⼈ 新しい「NHK らしさの追求」。それは適当な⽬標だとは思います。その全体属などは⼀視聴者に理解はできませんの
で、偏ったことを申し上げると思いますが、「これまでの NHK」に対する不信を感じたこと、不満に思ってきたことについて
申し上げます。新たにそのような視点を今後の三ヶ年計画に反映して頂けたなら幸せです。 まず、2013 年 7 ⽉下
旬に、参院報道直後に亡くなられた佐⼾未和記者のことに触れます。遺族の申し⽴てにより、死後過労死認定され、
その訃報については 2017 年 10 ⽉まで公表が伏せられ、その要因としては遺族の希望に沿って公表が伏せられたと
伝えられています。しかし、遺族はその様なことは意思表⽰していないと主張していると伝えられています。「安全・安⼼
を⽀える」公共のメディアとして必要なものであると考えますが、組織と個⼈の軋轢のようなものが⽣じたのではないかと
想像してきました。過去に職員として従事した者が過労死した事実があるならば、それを繰り返さないためにその事実と
向き合う姿勢も組織として必要なのではないでしょうか。せめて、佐⼾美和記者が亡くなったとされる⽇を、組織の教訓
として残す趣旨から、研修を⾏って故⼈の仕事ぶりや、どの様な労働状況の最中に過労死することになったのか、研修
を⾏う等の取り組みが必要だと思います。可能ならば、そのような場に遺族の協⼒を得て、かつて娘が職員として働い
た組織の構成員に対して、過労死で家族を喪失した悲しみを共有する場を設け、⼆度と同様の悲劇を繰り返さない
労働環境の整備を重ねる組織体制を図る必要があると考えます。その様な取り組みがさっぱりと伝わってこないことに
不信を持っています。その様な組織の 3 ヶ年計画に「安全・安⼼を⽀える」と唱えられても、果たして本当なのだろか…
と、疑念を覚えざるを得ません。かつての組織内部で起こってしまった過労死という悲劇を⼤きく取り上げることは、公共
のメディアとしては相応しくないとの意⾒もあるかもしれませんが、同種の悲劇は⽇本社会全体の課題として共有されて
いる問題でもあり、寧ろその過去の失敗と⼤きな損失に対する理解が組織として未だ共有されてはおらず、認識も浅
いのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。 次に、2014 年 1 ⽉末から 7 ⽉末に放送された NHK スペシャ
ル「調査報告 stap 細胞不正の真相」辺りまでの、当時の stap 細胞を巡る報道の検証を今後の三ヶ年計画の中に
盛り込んでいただくことを希望します。可能性には過ぎないとしても、当時は科学分野における「理系⼥⼦」の活躍とし
て注⽬を集め、その報道は新聞・⺠放・週刊誌と横並びに過剰反応報道もなされたと思います。先の NHK スペシャ
ル(テレビ番組)はこれまでに第三者機関からの⼈権についての勧告もなされ、しかしながら具体的な指摘はされなかっ
たとも⽿にしています。過去のこととはいえ、受信料収⼊によって作成されたテレビ番組が、結果として意図しない取材
対象に対する⼼理的な圧⼒となり、番組放送後 10 ⽇余りのちの疑惑の渦中にあった研究者の⾃殺に⼀定の影響
⼒を持ったとしたなら、その事実は⾒過ごされるべきものではありません。広く視聴者に事実や正確な情報を伝えるべき
公共性のあるメディアが本来の役割を⼗分に果たせなかった可能性もあると考えます。第三者による検証を予算と担
当者を決めて⾏い、その結果を広く視聴者に公表するか責任が「NHK らしさの追求」には切実に求められいると思い
ます。  最後に、数年前に NHK を退職した記者の話で知ったことを元に記します。2015 年 9 ⽉国会周辺で集団
的⾃衛権の⾏使を認める法整備に反対する⼤規模なデモが⾏われていました。当時、国会では政権与党を中⼼に
して法案が成⽴した訳ですが、当⽇デモについてニュースでは⼀切触れられなかった様です。「あまねく伝える」ことが、
公共性のあるメディアで⾏われなかったのはどうしてだったのか。この事実についても、報道に関する優先順位がいかなる
⼿続きで定められ、多様な視点で現代の⽇本社会で起きていることを伝えようとしているのか、編集権の独⽴と不偏
不党の中⽴性は尊重いたしますが、それに対する疑念を払拭するための努⼒を⾏なっていただきたい。⼀体なぜ受信
料は徴収の正当性が認められ、その存在理由や⽬的は何なのか。そのことは絶えず検証され、必要な失敗の分析は
多⾓的な視点から⾏われる必要があると考えます。その点がこの 8 年ほどの NHK では脆弱であり、政権与党寄りの
公共性となっていたのではないか、あるいは⼤本営発表を彷彿とさせるものを視聴者に与えてきたのではないか…と危
惧します。⾟辣なことを申し上げたとは思いますが、今後の三ヶ年計画に何らかの寄与する意⾒を伝えることができたな
らば本望です。本気で変わろうとする公共メディアを歓迎します。 

個⼈ ⺠放の営業と競合している部分は廃⽌でお願い致します。 
個⼈ 「⾳声波・ラジオについて」 ⺠間 AM 局が FM に移⾏していくに伴い、 ハード⾯においても FM 専⽤機が増えていくと

考えています。 （AM 放送が淘汰されていく） 令和５年度を⽬途にするなど、早い検討を 下記のような統合案をご
検討お願いいたします。  １．統合後の NHK－FM＜メイン局︓地域放送＞ ・ニュース︓第１放送のニュースを移
管 ・地域放送︓第１放送の番組を移管 ・⾳楽番組︓従来のクラシックなど FM 放送のまま ・深夜便︓番組途中
からではなく、頭から放送する  ２．統合後の NHK-AM＜災害⽤局︓全国放送＞ ★使⽤する周波数帯︓第２
放送の周波数を基本とする ・気象通報、外国語ニュース︓従来通り放送 ・⽇本語ニュース︓【統合後の FM 放送】
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で放送する全国ニュースをサイマル ・深夜便︓【統合後の FM 放送】での放送をサイマル（番組途中からでも
OK） ・その他の空き枠︓⾳楽番組、教育放送、ラジオ体操など、全リスナーに不満が残らないよう満遍なく配置する 

個⼈ 衛⽣波及び⾳声波の整理・削減について  NHK の使命として、教育、教養番組については整理・削減を⾏わず、む
しろ充実増加させていってほしい。整理・削減すべきは娯楽番組である。 バラエティ、スポーツ、ドラマ、お笑い等の娯
楽番組は⺠放に任せて、⼤幅な整理・削減をすべきだ。それによって受信料を現在の 5 分の 1 以下にすることも可
能ではないか。 NHK は教育、教養、報道、災害、選挙番組だけでよい。 強制的に徴収した受信料で莫⼤な制作
費や放映権を⽀払って娯楽番組を放送することにどんな正当性があるのか。それを継続したいのなら、別途有料放送
にすべきである。 放送は深夜 0 時に君が代を流して終了で⼗分である。 

個⼈ 昨⽇の会⻑の会⾒、原稿を棒読みするだけの会⾒、あれではダメでしょう。 
個⼈ 様々なツールの増加で情報が過度になっている状況の中、放送従事者として技術や構造⼜は興味あるコンテンツの

開発というお題⽬は当然であるが、情報伝達の中⾝という基本を⼤事にしてもらいたい。先ずはフェイクニュースが多く
なっている中、そして左右の⾊に染められた意⾒が⾶び交う中、裏付けのある、そしてその背景が理解できるニュースを
再度強化してほしい。国内なら感情に訴えないで、左右の発⾔者を明確にして対⽐させ、それに対して現実はこうだと
いうように、単に伝えるだけでなく分かりやすい解説付きの記事を増やしてほしい。特に中国、韓国情勢がおかしくなっ
ている昨今、⽇本の⽴場を守るためにはどうしたらよいのか︖批判だけでなく話し合い、⺠間交流等を含め、⽇本⼈が
⽇本を再度どうするかを考えていけるような、放送を望みます。抽象的な意⾒ですが気持ちを汲みとって頂ければ幸い
です。 

個⼈ BS の波数削減に関してゆくゆくは 1 波にするとのことですが、まさか通常 HD を残して 4k・8k を切るとは思えないの
でこのままでは 4k チューナーが使える環境でない限り BS が⾒られなくなるのでは︖ 最低でも 2 波は残していただか
ないと困ります うちは共同住宅のためパラボラ設置は不可能 BS は CATV で⾒ています ４ｋ契約にすると料⾦が
⾼くなります 特に⾼齢者は 4k と⾔っても何のことかわかりません BS を⾼齢者から取り上げる愚策、撤回していただき
たいです  ラジオの減波も AM/FM 各 1 波とのことですが FM 補完放送は考えないのですか︖ NHK を聞くためだけ
に AM ラジオが必要になり⺠放(のほとんど)は FM、NHK だけ AM という形では煩雑です(プリセット式でないアナログ
選局の受信機ではいちいちバンドを切り替えてダイアル操作が必要) AM を停波して FM2 波にするならわかります も
っとも AM ラジオしか持ってない⼈を切り捨てる可能性もありますが 最近は⼤出⼒の NHK といえども屋内で AM 受
信をするのはきつくなってます 法制上の問題ならそれを解決しつつ補完放送は実施、⾳楽専⽤局の FM は残すかデ
ジタル(ネットも含む)に⾏こう、というのが提案です 

個⼈ NHK さんが考える NHK らしさとは何を指すのでしょうか︖⼈⼝が減っているとは⾔えども⺠放に⽐べると潤沢な受信
料⾦があり、豊富な⼈材に⼗分な時間と全てが恵まれた環境の中で主とした番組制作が⾏えていると思います。そん
な NHK が数年前から⺠放と対抗するかのようなバラエティ化された番組制作や、時報前の数分間を執拗に繰り返す
番宣、そして奇をてらったドラマ制作など、公共放送という意味合い、役割を⾒誤った⽅向へ進んでいるのを⾒るにつけ
嫌悪感しか感じません。受信料に⾒合う番組制作、公共放送の役割を今⼀度⾒つめなおしてほしいとの思いで意⾒
を述べさせて頂きました。 選挙の投票率を上げるにはどうすればよいのか、若者が政治に関⼼を持つためには、韓国と
⽇本の歴史観の差異を無くすには、⼦供への虐待が繰り返される世の中、認知症患者の増加・・・実に様々な課題
が⼭積です。公共放送として出来ること、国⺠の⺠度を更に⾼め、皆と⼀緒に考える、議論する、国を動かす、少しで
もより良い国へ、国際社会の中での⽇本の⽴ち位置や⽇本にしかできない施策など、NHK さんが問題提起できる事
柄はごまんとある筈です。常に時代に沿って国⺠と共に歩む姿勢を表明して頂きたいです。若者を惹きつける為の試
⾏錯誤も⼗分理解できますが、迎合する出演者や内容ではなく、若い⽅たちにもちょっと NHK で勉強してみたい、
NHK で放送されている番組を⾒るのって⼤⼈の仲間⼊りをしたみたい・・・など、これからの⽇本を背負っていく⽅々の
知⾒を広めるためにも鋭意努⼒をして頂きたいです。書かせていただいた事柄は、NHK しかできないと考えますし
NHK は率先してしなければならない役⽬です。どうぞご⼀考願います。 

個⼈ NHK は⼀度解体して、ニュース、天気予報、教育テレビのみの真の公共放送局に⽣まれ変わるべきです。 そうであれ
ば受信料を払う意味があると思うが、わけのわからないお笑い番組、韓国ドラマなど、およそ公共放送とは思えないコン
テンツが多すぎる。BS 放送も利⽤していないのに、⼀本化して受信料を取るとか‥実質値上げですよね。これではま
すます反発を招き、テレビ離れが進みますよ。実際、今の⼦供たちはスマホや動画配信サービスのみでテレビを全く⾒
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ないので滅びゆく産業ではあるとは思いますが。公共放送が⽣き残る術は唯⼀つ。⺠放テレビとの違いをはっきりさせる
ことだと思うのです。⺠放がやっているような余計なコンテンツをなくし、ニュースもいらないコメントを⾔う（特に夜９時の
ニュース番組の男性のように）⼈員をなくして実直シンプルに情報のみを届ける。 受信料は国⺠の税⾦ではないので
す。 

個⼈ ＮＨＫは⾃らの職員だけでなく、番組制作に携わる関係会社や発注先のスタッフも、公共放送の使命に忠実な⼈材
を選ぶべきです。「たけし誕⽣」を制作した（株）●●●●の●●●●は、学⽣時代に「僕は社会からドロップアウト
します」とか「やりたいことをやって好きなように⽣きていく」とうそぶき、私を含む就職活動に勤しむ周りの⼈物をバカにし
続けていました。私は⾃分が働いて稼いだお⾦から安からぬＮＨＫ受信料を払うたびに、それが●●●●の番組制
作のために使われるのかと思うと、悔しさで胸が張り裂けそうになります。⺠放であれば嫌なら⾒なくて済みますが、●●
●●の番組が⾒たくないからＮＨＫ受信料を払いたくないという主張は認められません。ならば、ＮＨＫはスタッフが
公共放送の使命を果たすのに適切な⼈物かどうかを、⾃らの職員だけでなく発注先のスタッフについても吟味すべきで
す。それができないのならば、視聴者の要望をくみ取る仕組みをもっと整備するか、どうしても受信料を払いたくない⼈に
は免除することを検討してください。 

個⼈ 私は⼩学⽣時代より⻑年に渡り、ラジオ第 2 放送の語学講座をいろいろと楽しませていただいております。それに加え
て近年はカルチャーラジオやこころをよむ、朗読等の番組もいろいろ聞かせていただいており、⻘⼭の NHK ⽂化センタ
ーでのカルチャーラジオ講座収録にも何度かお世話になり、⾮常に濃密な講義も楽しませていただきました。  この度、
AM ラジオの経営統合の構想がある旨のお話を拝⾒し、⾮常に憂えている次第です。近年は私⾃⾝も定時に聞くこと
が難しくなり、配信にお世話になることが多くなった為、⼤⼝は叩けないのかもですが、コロナ渦の中でも可能な限り通
常の編成が組まれていた第 2 放送や FM 放送から提供されたコンテンツの数々は報道疲れやネット(特に SNS)疲れ
をおこしていた私にとっては新たな学びや発⾒がある以外にも⼼の⽀えでもあります。  語学講座に関しては⺠放では
皆無に近く(私の知る限りではバブル崩壊後までには廃⽌されたかと思います)、また、放送⼤学でも外国語科⽬に関
しては近年は廃枠になった⾔語があったり、開設していても、中上級講座が軒並み縮⼩されたり詰め込まれたりの有
様で、また BS 放送に完全移⾏したため、NHK さんのように多くの⼈々の⽬に触れる機会があるとは⾔えません。  ラ
ジオ第 1 あるいは FM に現在の番組を振り分けることで、新たな視聴者獲得も出来るかもという⾒⽅もあるのかも知
れませんが、そうなると、テレビのように著名⼈の⽣徒役起⽤が避けられなくなることも考えられ、従来の講座の内容や
質の維持も今後難しくなるのではと危惧しております。また、災害や緊急事態の際の放送休⽌や内容変更などのあお
りを今後更に受けやすくなることも考えられるため、学習への影響も多いのではとも思います。  個⼈的には統合した場
合、どのようなタイムテーブルを想定しているのか、また、語学講座やカルチャー関連講座の内容や質をどう維持し続け
るのか等の NHK さんなりのビジョンも⽰していただきたいところです。  ラジオをめぐる環境が厳しくなっている状況からお
考えなことなのかもですが、第 2 放送のコンテンツは NHK さんの強みでもあり宝です。配信メインに今後なっていくとし
ても、語学は現在放送されている⾔語以外にも新規参⼊があってもよいですし、⾼校講座は昨今、学び直しが叫ば
れている状況も踏まえても、上級科⽬までびっしり開講出来ると思います。今後も第 2 放送の語学、カルチャーコンテ
ンツのさらなるパワーアップに期待しています。 

個⼈ 具体的に何がしたいのか曖昧な事が多くて何がしたいのかよく分からなかった。 何がＮＨＫらしさなのかイマイチよく分
からない。  気になるのは、受信料の価値の最⼤化という項⽬だがこれはどういう意味かよく分からないのが正直な所。
これだけ搾取して私腹を肥やしているのに、それを正当化し受信料を下げず維持するという事なんだろうか︖「コンテン
ツを⾒直し受信料の価値を最⼤化する」のではなく、「コンテンツの価値に⾒合った受信料にする」⽅がよいのではない
かってのと、設備整備云々ではなく「低すぎる番組内容のクオリティの向上」と明記されてないのは気になる。低い番組
クオリティながらそれに⾒合わぬ⾼い受信料が問題なのであって、事の本質を捉えていないと思われる。また、この内容
だと、「質を⾼める為にはそれなりの設備投資が必要だから、受信料をさらに上げて視聴者から更に搾り取る、その⼀
⽅で⾃分達はロクな番組も作れないのに今と同じ様に年収 3500 万とか 5000 万とか貰ってどんどんと私腹を肥や
す」という事になりかねず、こうなってしまったら国営企業としてどうなのか︖という点も気になる。⾮正規が増え 1 ⼈当た
りの貯蓄も少なくなっていく中で、搾取を強⾏し、視聴者のカネで酒を飲んで私腹を肥やしていくんだろうか︖法に守ら
れている限り、何を⾔われても今のまま視聴者から搾取し続けられるし、私腹を肥やして社会を⽜⽿り続けられるから
それで問題ないという事なんだろうか︖よく分からない。 「⼈件費を確保する為に⾼い受信料は必要」ともとれるが、⾼



42 

 

すぎる社員の給料を減らせばいいだけの事。今の時代、もし仮に妻⼦がいたとしても、年収 3500 万のＮＨＫ職員の
年収が 2000 万円に減ったところで困る事はないだろう。何の役職もない現場の⼈間が年収 2000 万なんて、今時
⼤⼿の⺠間企業でも中々ないと思う。その様な時代の中で、最下層でも年収 3000 万とか 3500 万なんて明らかに
時代に合ってないと思う。しかもその殆どが国⺠の受信料で賄われてるんだから尚更だ。1 ⼈あたりの年収を 3500 万
から 2000 万に下げたとして 1 ⼈当たり 1500 万円の削減、社員が 1000 ⼈いたとして、社全体で⼈件費 150 億
の削減になる。これならもう少しは受信料を下げる事も可能なのではないか︖と思えてならない。もしこれで受信料は
⾼くないと考えてるんなら、まずは世間の認識とのズレをしっかりと修正すべきだじゃないか。無論、役員報酬もしかりで、
ある雑誌記事によれば役員報酬は年間 2500 万円らしいが、半分に減らせば１⼈当たり 1250 万となり、10 ⼈い
れば 1 億 2500 万の削減に繋がる。  正直な話、これからも何も変わらないと思う。結局、「法を盾に国⺠から搾取
した⾼すぎる受信料と⼈件費を維持したまま利権にまみれて保⾝に⾛る」と⾔う体質は何も変わらないだろうし、ここが
変わらない限り、視聴者との強固な信頼関係を気付く事は難しいのではなかろうか。また、強固な関係を気付きたい
視聴者から搾取を続けて私腹を肥やし社会を⽜⽿っているのに、視聴者 1 ⼈ひとりの⽣活の安全と豊かさ、⽂化創
造への貢献とはこれ如何に。豊かさと⽣活の安全への貢献を掲げるＮＨＫが、法を盾に国⺠から搾取しているという
時点で最も国⺠の安全と豊かさを脅かしている事に他ならない現実をどう捉えているんだろうか︖何を⾔っても建前だ
けの偽善に過ぎないと思う。⼤⼿企業でも⼀部のエリート社員以外、ここまで年収は⾼くない。過労死等で問題になっ
た●●でも、こんなに年収は⾼くないだろう。  あと近年、公平性を謳いながら偏向報道が⽬⽴っている様な気がす
る。しかし「報道の⾃由」を盾に責任逃れを繰り返すだけだ。これはＮＨＫだけの問題ではないのだが、政治的思想に
影響を及ぼしそうな事は真実であっても⾔えないのでは公平性に⽋ける。時には⽌むを得ない事もあるだろうが、それ
なら公平性などと謳うべきではないし、公平性や⼈事改⾰という割には学歴主義を助⻑するような採⽤をしており、そ
れが無理してでも⾼い給料を維持しなければならない原因となり無理⽮理にでも搾取するしかなくなってしまうのではな
いか︖天下りしてる有名⼤学にコネを作り、国や政府に影響⼒を残したいのは分かるが、それでは公平性も糞もなくな
ってしまうと思う。公平性を謳う国営企業が⼤学のランクで⼈を選ぶなんて利権丸出し。  ＮＨＫはその経営計画に
於いて、⼤胆な改⾰を掲げているが、まず変えるべきはコンテンツや設備じゃなく、腐ったぬるま湯体質と利権構造では
ないか︖今回は⼤規模改⾰を謳いながら、先にも少し上げた利権構造と責任逃れの保⾝体質についての改⾰につ
いては全く触れられてない。その根本が変わらないと今と同じスパイラルが続き、搾取する側(ＮＨＫ)とされる側(視聴
者)の格差が益々開いていくだけではないか︖ 

個⼈ ①テレビ、ラジオのチャンネル数集約について 掲題の件、報道で知りました。ＮＨＫは地上波、ＢＳ、ラジオ含め⾒ご
たえのある内容の濃い番組を昼夜数多く放送してくれています。ＮＨＫの独り勝ち的なのが理由のように受け⽌めまし
たが、⺠放各社の内容はひな壇芸⼈を使った似たようなものばかりで正直⾒る気すらしません。予算の問題もあるので
しょうが、⺠放への遠慮が理由ならばチャンネルの削減は必要ありません。むしろ、ＮＨＫならではのスポンサーを意識
しない⾒ごたえある番組作りを今後とも推進し、多チャンネルを活かして視聴者に届けてほしいと思います。過⼤な剰
余⾦（繰越⾦）は視聴者に受信料値下げなどで負担軽減すべきだし、チャンネル削減によるサービスの低下が⾏わ
れるのであれば、同じく視聴料の値下げもお願いします。現在の視聴料も決して安い⾦額ではありません。 ②ニュース
報道について シブ５時のファンですが、それ以外の報道はＴＢＳの報道特集の⽅が⾆鋒鋭く考えさせられることが多
いと感じます。最近のＮＨＫの報道は公正中⽴というよりは、政権、体制側に寄ったようなただの広報的な印象受け
ています。⾸相会⾒などでも、視聴者が聞きたい緊急性のある質問をしていただきたいし、中継も中途半端に終わり
解説者も意味の薄い記者会⾒についてそれが当たり前のような解説をしており、ただの垂れ流し報道となっています。
視聴者の⽴場に⽴って、何が今重要で、多くの⼈が何を知りたいかを考えて記者会⾒に臨んで欲しいし、解説も⾏っ
てほしいと思います。 この辺りはかつてのＮＨＫと⽐べると質の低下を感じています。 
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個⼈ ■『保有するメディアの在り⽅について』について ・チャンネル数の削減には反対します。 ・ＮＨＫの放送は番組の質が
⾼く、特にＢＳ放送は、広告放送の⺠放では放送できないような、良質なドキュメントや、⽂化・⾳楽番組、あるい
は、海外の放送局が作成した番組が多く、放送波の削減により、これらの⾼品質な番組の数が減少し、ひいてはメデ
ィア全体の放送の質が低下することが懸念されます。 ・また、⺠放では視聴率獲得を優先した番組編成がなされてお
り、メディア全体のバランスを考慮すると、視聴率の獲得のみを⽬的とした番組編成を⾏わないＮＨＫが⼀定の放送
波を持ち続けることは、⼤変重要であると考えます。 ・ＢＳ放送は、以前もＢＳ１・ＢＳ２・ＢＳ－Ｈｉの３波体
制が、現在の２波に削減された経緯があり、少なくとも、ＢＳ４Ｋの視聴環境が広く普及するまでの間は、ほとんどの
テレビで視聴可能であり、多くの⼈が視聴することができるＢＳ１・ＢＳＰの２波は維持されるべきと考えます。 ・さら
に、放送波の削減により利益を得る⼈はほとんどおらず、多くの⼀般視聴者にとっては不利益となる変更であることも考
慮されるべきであり、現実にほとんどの⼈は放送波の削減を望んでいないものと思われることから、賛否の世論調査も
実施したうえで判断されるべきものと考えます。 ・なお、ＢＳ８Ｋについては、いまだ技術開発⽬的の試験放送の⾊
合いが強く、そのための放送波や、費⽤負担の在り⽅については、別途慎重に検討されるべきと考えます。 ■『インタ
ーネット活⽤業務について』について ・ＮＨＫプラスについては、家庭やモバイルにおける通信環境の⼤幅な向上といっ
た、現在のコンテンツの視聴環境の変化・多様化を踏まえ、充実・拡⼤を図るべきものと考えます。 ・そもそも、ＮＨＫ
の役割は、国⺠に広くあまねく良質なコンテンツを届けることにあり、その伝達⼿段が放送波だけにとどまる必要はなく、
現在の国内における充実した通信環境を最⼤限活⽤することが求められるものと考えられます。 ・また、ＮＨＫプラス
は、視聴者がテレビの前にいなければならないという位置的制約や、放送時間に縛られるという時間的制約を取り払う
ことができるサービスであり、柔軟な視聴環境の確保に寄与するものと考えられます。 ・少なくとも、早期に、提供時間
の２４時間化や、⾒逃し番組配信の２週間以上への期間延⻑などが実施されるべきです。 

個⼈ 今回の経営計画について値下げなどで収⼊が落ち込む事は理解出来ました。しかしその中では放送の仕⽅にも経費
の使い⽅があるのではないかと思います。例えば２４時間放送している総合テレビまたは衛星放送などがありますが総
合テレビは毎⽇２４時間放送でなくても良いと思います。平⽇は２４時間放送を⾏って休⽇は放送を休⽌する時
間帯を設けるなどがあっても良いと思います。衛星放送に関しては放送している事は良いですが実際にどんな番組を放
送しているのかどのように衛星放送の情報を知ったらいいのかが悩みます。また毎⽇２４時間放送していますが正直な
所すべての番組を拝⾒はしていませんなので地上波で放送した番組を放送するのでは２波ある意味が無いと思いま
す。なので深夜放送を休⽌しても良いと思います。ＢＳ４Ｋについては対応テレビを持っていないので⾒る事が出来ま
せんが放送削減計画についてＢＳは⺠放のように２Ｋでも４Ｋでもほぼ同じないようを放送することも良いのではな
いかと思います。しかし４Ｋは独⾃の番組もしっかり放送して⾼画質の魅⼒を発信して欲しいです。ＢＳは２Ｋ４Ｋ
の２波で良いと思います。８Ｋに関しては正直な所需要があるのか疑問に思います。テレビメーカーも８Ｋ対応テレビ
は製造しないと⾔っている所が多くまたＢＳアンテナも交換しなくてはいけないまた画⾯が⼤きすぎて価格がものすごく
⾼いので普及にはものすごく疑問があります。⾼額なお⾦を出して８Ｋを⾒ようとは思わないです。ラジオに関してはＡ
Ｍ放送が削減と拝⾒してラジオは⼤好きなので難しく感じます。また⺠放が実施しているワイドＦＭのようにラジオの総
合とＦＭを⽣かした現在の⾳楽分野などに再編などは出来ないかとも思ってしまいました。しかしながらＡＭは電波の
状況がよくＦＭより電波の拾いが良いので削減はあまりして欲しくないと思ってしまいました。これからも災害に強い放
送や視聴者の声を反映した番組を拝⾒したいです。 

個⼈ 放送法が既に⽇本の現状に合っていないと思います。 法律を変えるのは国会の仕事ですが、放送事業者としても議
員に働きかけをすることをお勧めします。NHK を⾒る必要が無い⼈も多いので、必要な⼈だけが受信契約をできるよう
にするべきだと思います。 

個⼈ スクランブル化について、 視聴者が⾒たい時に料⾦を⽀払うスクランブル化にすべき︕それまで料⾦払いません︕ 
個⼈ ｢受信料の価値を最⼤にする｣取り組みについて  ・そもそも、今の受信料制度は不平等であり、お⾦を払わずに⾒れ

る・テレビがないのに無理⽮理契約させようとするガバガバな制度である。 ・WOWOW やスカパーのように、お⾦を払
わない⼈には電波をストップするスクランブル放送を NHK テレビ全波に実施して、NHK を⾒ない⼈の⾃由も尊重すべ
きである。(災害時にはスクランブルを外す)  ・スクランブルを実施すれば、集⾦⼈を雇わずに済むため、⼈件費カットが
できる。  ・NHK から国⺠を守る党が国政政党になったということは、NHK に不満を⽰す⼈が⼤勢いるということであ
る。 
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個⼈ チャネル数を削減するならば、受信料を下げるべきである。現在でも過⼤な受信料となっており、この機会に年額
15，000 程度ですべての放送を受信できるようにすべき。 

個⼈ まず、BS1 と BSP の統合について、放送を継続する番組や放送を休⽌する番組、または、BS4K に移⾏する番組
や同時放送する番組についての予定はありますか︖ チャンネルを少なくしたら放送出来る番組数が今までよりも少なく
なると思います。  次に、BS8K のオリンピック中継で特に放送したい競技などは決めていますか︖ 現時点 8K 放送は
NHK のみなので、放送内容を絞る必要があると思うのでこの質問をいたします。 

個⼈ 東京裁判史観・⾃虐史観を基盤とした番組は放送しないでいただきたい。  最近は⽶国からヴェノバ⽂書やフーバー
⼤統領回顧録（裏切られた⾃由主義）など、多くの機密⽂書が NSA によって公開されている。既に、知的好奇⼼
のある⽇本⼈は⼤東亜戦争について⽇本が⾮道な⽬的で開戦したという⾃虐史観が全く嘘であったと知っている。全
て GHQ War Guilt Information Program を始めとする⽇本復活阻⽌を⽬的として、近隣諸国にも反⽇政策
を進めた戦後の連合軍の策略が、現代⽇本に障害を及ぼし、貴重な⽇本⽂化・⽇本⼈を失って来た。GHQ は新
聞、放送界及び教育界を使って⽇本⼈を洗脳して来た。此れが致命的に⽇本の誇りを失わせ⾃国⺠を貶めてきた。  
先ず、国⺠から受信料を徴収している NHK がこれを正さねば、今後の⽇本⼈復活は有り得ず、国際貢献も誇りをも
ってできないのである。根拠のない⾃虐史観をこれ以上⽇本⼈に植え付けてはならない、近隣諸国への配慮と称して
更に⽇本⼈を貶めてはならない。 

個⼈ 私の要望・意⾒は以下の２点です。  ①⾳声波２波への整理・削減に向けた検討について  現在第２放送を利⽤
して英語とアラビア語を学習しています。番組・テキスト共に内容が充実しており重宝しています。いつもありがとうござい
ます。 さて、表題の件についてですが、２波になると語学講座の番組が減らされてしまうのではと危惧しています。仮に
番組が減らなくとも、再放送の回数が減るのではないかと想像しています。再放送は本放送を聴けなかった時に⾮常
に重宝するものなので、減らさないでほしいと思っています。 そこで、再放送の回数を減らすのであれば、例えば「らじる
らじる」アプリの「聴き逃し」で聴くことのできる番組の範囲を拡⼤してもらうというのはいかがでしょうか︖現在、「聴き逃
し」で聴くことのできる語学講座は前週の番組となっています。これを前週から今週までの２週間分に拡⼤してもらう
と、再放送代わりに利⽤することができるため、第２放送での再放送を減らしても利便性はほとんど変わらないと考えま
す。 第２放送の愛聴者の⼀⼈として、利便性が低くならないように検討してもらいたいと思います。 よろしくご検討くだ
さい。  ②衛星波の２波への整理・削減について  ＢＳ１のドキュメンタリーならびにスポーツ中継をよく視聴していま
す。 ドキュメンタリー枠は、NHK さん独⾃の渾⾝取材による番組だけでなく、海外の番組も放送されているので、とて
も貴重だと思っています。⺠放には真似できないことだと思います。 また、スポーツ中継は、当然のことながら CM が⼊
らず且つ試合終了まで放送されるので、これまた⺠放には真似のできないクオリティだと思っています。そして、実況者や
解説者が⽚⽅のチームに偏ったコメントをしないことと、アナウンサーの実況⼒の⾼さに好感を持っています。⺠放のアナ
ウンサーとは明らかにクオリティが違います。また、⼤リーグの中継も豊富なので重宝しています。 これらの貴重な番組を
減らさないでほしいです。  ①、②のいずれにも⾔えることですが、NHK さんにしか放送できない類いの番組を提供し続
けることは、「広くあまねく」という公共性の⾯で NHK さんに求められていることの⼀つだと考えます。 前述したジャンルだ
けでなく、報道やドラマ等でも NHK さんのクオリティの⾼さに唸ったり感⼼したりの毎⽇です。 NHK さんファンの末端の
視聴者ではありますが、私の意⾒を汲み取ってもらえれば幸いです。 

個⼈ 『ＡＭラジオ第⼀放送と AM ラジオ第⼆放送を統合』に反対します。 ＡＭラジオ第⼀放送は、ニュース、緊急事態に
おける必須連絡放送、⼀⽅、ＡＭラジオ第⼆放送は、語学などを学習を深化させる番組が多数あり、役割分担がし
っかりできていると考えます。統合することによって発⽣する懸念事項として、１．ＡＭラジオ第⼆放送は、安価なテキ
ストで、多数の⾔語を学ぶことができ、⽇本の語学教育に果たしてきた役割はとても⼤きいと思います。⽇本国⺠の語
学の劣化が進む。２．ある地域で緊急事態が発⽣した場合、全国⼀律そのニュース⼀辺倒となり、現在ラジオ第⼆
放送で放送されている語学番組などが、当該緊急事態とは直接関係ない地域でも聞くことが出来なくなる。⼀⽅、テ
レビのＢＳ放送の集約には反対しません、賛成です。 

個⼈ チャンネル削減について  今般の計画は顧客（視聴者）を無視したものと⾔わざるを得ない。 ⼀体マーケティングを
⾏ったのか否か︖ 即ち、チャンネルを削減すれば、当然番組数が減らざるを得ない筈。 番組数、チャンネル数があら
ばこそ、多様な番組を放送出来る事になる。 教育、映画、スポーツ、ドキュメンタリーどれも要らないと云うのか︖ その
様な内容無しに単に政府の顔⾊を窺う様な計画は数字だけのもので 内容が全く伴って居ないものと思慮する次第。 



45 

 

個⼈ 私は視覚障碍者でいつもラジオ放送を興味深く聞いています。FM でドラマ、第１で情報、第２で福祉情報を得てい
ますが、今回の計画では⾳声放送の統合が打ち出されています。ラジオの学校放送は確かに需要が少なくなっている
と思いますが、気象通報もありますし、本を読めない私にとってはもっともっとお⾦がかかりますが、ラジオドラマも増やして
ほしいのです。ネットもいいですが、誹謗中傷が⼤きな問題になったり、⼦供への悪影響も叫ばれて久しいです。最近
は巣ごもりのためかラジオのリスナーも増えて、特に若い⽅からのお⼿紙があちこちで読まれています。このような状態に
なって、防災と共にラジオの良さが出てきていると感じます。北欧では AM 放送が FM に移ったり、デジタルラジオの普
及も進んでいるそうです。この時期だ k らこそ、世界に⽬を向けて、ラジオの在り⽅をじっくりと考えていただきたいと思い
ます。。 

個⼈ ニュースで聞きましたが、BS と AM ラジオ削減って何を考えているんですか︖ 削減されたら私たちの楽しい時間が無く
なってしまいます。 今までいろんな番組で学んだこと、楽しませてもらったものは数えきれないほどたくさんあります。 それ
が今度削減なんぞされると、私たちの⼤好きな時間がなくなるので削減はやめていただきたい︕ もし削減するなら
BS8K１本にしてもらいたい︕ 

個⼈ 「全体について」 NHK はもともと、放送法に基づいて、質の良い番組や、放送サービス、放送技術を制作したりなどを
していますが、今、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の防⽌に係る⼀連の報道やプロジェクト、戦後 75 年の調
査報道などをしている最中に、このような計画案を NHK 経営委員会が策定することについては、⼀体どのようにして
「NHK らしさ」を重視した経営を⾏うのかがまったく納得がいかず、国⺠への説明がされておりません。 戦前、ラジオ放
送から始まった NHK は、なぜ原爆被害者、視聴者の国⺠、そして、新型コロナウイルス感染症の最前線で闘ってい
るすべての医療従事者にやさしい放送を提供していないのでしょうか。 核兵器廃絶に向けた取り組みや、新型コロナウ
イルス感染症のプロジェクトをもし、⾏うのであれば、新型コロナウイルス感染症や、核兵器禁⽌条約・核拡散防⽌条
約(NPT)の批准などについて、しっかりと調査・報道を⾏ったうえで、実施するべきだと考えます。 そして、世界の安
⼼・安全、恒久平和に貢献するべきではないでしょうか。 NHK におかれましては、今後このような改⾰を実⾏してくだ
さいますよう、強く求めます。 公共放送として、しっかりと対応・放送していただきますようお願い申し上げます。 

個⼈ ①経営委員会について 経営委員会は NHK の最⾼意思決定機関であり、公正で公平な意思決定ができるように、
公選制にすべきである。現在のように政府によって経営委員が任命される制度では公共放送としての、権⼒との適正
な距離を保つことができなくなる。現に、かんぽ⽣保の不正販売についての番組に経営委員会が不当に関与し、公共
放送としての信頼性を著しく損なったこともある。 ②番組編成について NHK は公共放送であり、⺠間放送局には放
送できないような公共性の⾼いコンテンツに絞るべきである。かなり前（数⼗年前）は娯楽が少なく、⺠間放送局も
⾃前でドラマなどを制作できなかった時代には、NHK が⾃前でドラマ制作して放送することも合理性があったが、今は
そんな必要はない。「⺠間ができることは⺠間に」が公共放送の原則であるべきだ。NHK3 ⼈娘（●●●●・●●●
●●・●●●●●）を NHK 職員として育成しなければならなかった時代ではない。 どうしてもエンターテイメント・コン
テンツを外せないというなら NHK を半官半⺠にして、娯楽番組は⺠間放送局と同様 CM で制作費を賄うか、あるい
は課⾦制のコンテンツにすべき。 ③受信料制度について かつてはテレビは⼀家に 1 台だった時代があり、いまの受信
料制度はその時代に適正だった制度をいまだに続けている。いまは NHK の放送を受信できる設備も多様化してお
り、またテレビ⾃体も⼀家に 1 台から⼀⼈ 1 台の時代に移っている。放送法 64 条は NHK の放送を受信できる「受
信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」となっており、この規定によれ
ば「世帯単位の契約」は無効である。現代では⼀⼈数台の受信設備を持っている⼈もいる時代であり、世帯単位の
受信契約でなく個⼈単位の視聴契約にすべきである。また現在の受信料制度は憲法 14 条の定めによる「法の下で
の平等」に抵触する可能性も⾼い。「法の下での平等」が「世帯単位」で⾏使されているのは事実上 NHK の受信料
制度だけであり、受信料未払で裁判になった場合、「⼀⼈暮らしの単⾝世帯と 5 ⼈家族でテレビも 5 台ある世帯の
受信料が同⼀なのは憲法違反である」と、憲法 14 条の解釈が争点になったら、おそらく NHK は敗訴する。 そこで放
送法 64 条の⼀部を「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した世帯に属し、協会の放送を視聴でき
るものは、協会とその放送の視聴についての契約をしなければならない。ただし、満 1 歳未満の幼児および著しく聴覚
障害がある者で協会が定めた基準に該当する者は、その限りではない。また未成年者については世帯主が代理で契
約することを妨げるものではない。協会と視聴契約をしたものは協会に視聴料を⽀払わなければならない。ただし、未
成年者については世帯主が代わって⽀払うことができる」と改定することを求める。なお、この改訂によって事業所向け
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の受信料制度は廃⽌する。視聴の⼆重契約になるからである。 また、⽣活保護世帯に属するものや障碍者に対す
る受信料（新しくは視聴料）免除制度は廃⽌することも求める。この制度は本来社会福祉に属する性質のもので、
国なり各⾃治体が⾏うべきことである。彼らが負担すべき視聴料を⼀般の視聴者に⾃動的に負担させることは違憲の
可能性がある。 ①経営委員会について 経営委員会は NHK の最⾼意思決定機関であり、公正で公平な意思決
定ができるように、公選制にすべきである。現在のように政府によって経営委員が任命される制度では公共放送として
の、権⼒との適正な距離を保つことができなくなる。現に、かんぽ⽣保の不正販売についての番組に経営委員会が不
当に関与し、公共放送としての信頼性を著しく損なったこともある。 ②番組編成について NHK は公共放送であり、
⺠間放送局には放送できないような公共性の⾼いコンテンツに絞るべきである。かなり前（数⼗年前）は娯楽が少な
く、⺠間放送局も⾃前でドラマなどを制作できなかった時代には、NHK が⾃前でドラマ制作して放送することも合理性
があったが、今はそんな必要はない。「⺠間ができることは⺠間に」が公共放送の原則であるべきだ。NHK3 ⼈娘（●
●●●・●●●●●・●●●●●）を NHK 職員として育成しなければならなかった時代ではない。 どうしてもエンタ
ーテイメント・コンテンツを外せないというなら NHK を半官半⺠にして、娯楽番組は⺠間放送局と同様 CM で制作費
を賄うか、あるいは課⾦制のコンテンツにすべき。 ③については別送します。 

個⼈ NHK はスクランブル化し価値を認める者だけが受信料料を⽀払うようすべきだ。 現在の報道は偏向しすぎ 中国の
報道機関かと思います。 全て解体して公正な報道部⾨だけを残せば娯楽部⾨など存在意味がない。 また受信料を
集めて成⽴している組織なのになんでこんなに給与が⾼いのですか 即刻解体すべきです 

個⼈ ③受信料制度について かつてはテレビは⼀家に 1 台だった時代があり、いまの受信料制度はその時代に適正だった
制度をいまだに続けている。いまは NHK の放送を受信できる設備も多様化しており、またテレビ⾃体も⼀家に 1 台か
ら⼀⼈ 1 台の時代に移っている。放送法 64 条は NHK の放送を受信できる「受信設備を設置したものは、協会とそ
の放送の受信についての契約をしなければならない」となっており、この規定によれば「世帯単位の契約」は無効であ
る。現代では⼀⼈数台の受信設備を持っている⼈もいる時代であり、世帯単位の受信契約でなく個⼈単位の視聴
契約にすべきである。また現在の受信料制度は憲法 14 条の定めによる「法の下での平等」に抵触する可能性も⾼
い。「法の下での平等」が「世帯単位」で⾏使されているのは事実上 NHK の受信料制度だけであり、受信料未払で
裁判になった場合、「⼀⼈暮らしの単⾝世帯と 5 ⼈家族でテレビも 5 台ある世帯の受信料が同⼀なのは憲法違反
である」と、憲法 14 条の解釈が争点になったら、おそらく NHK は敗訴する。 そこで放送法 64 条の⼀部を「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した世帯に属し、協会の放送を視聴できるものは、協会とその放送の視
聴についての契約をしなければならない。ただし、満 1 歳未満の幼児および著しく聴覚障害がある者で協会が定めた
基準に該当する者は、その限りではない。また未成年者については世帯主が代理で契約することを妨げるものではな
い。協会と視聴契約をしたものは協会に視聴料を⽀払わなければならない。ただし、未成年者については世帯主が代
わって⽀払うことができる」と改定することを求める。なお、この改訂によって事業所向けの受信料制度は廃⽌する。視
聴の⼆重契約になるからである。 また、⽣活保護世帯に属するものや障碍者に対する受信料（新しくは視聴料）
免除制度は廃⽌することも求める。この制度は本来社会福祉に属する性質のもので、国なり各⾃治体が⾏うべきこと
である。彼らが負担すべき視聴料を⼀般の視聴者に⾃動的に負担させることは違憲の可能性がある。 

個⼈ インターネット配信での視聴料⾦は間違えであり、インターネットはもっと⾃由なものでなくてはならない。  しかしながら
全世帯徴収は賛成ではあるが、せめて⽉ 500 円程度にして欲しい。 バラエティーは無くて良いからニュースや情報ド
キュメントを増やして欲しい。 チャンネルではＮＨＫが⼀番好きです。そして不払い推奨している N 国党が⼀番⼤嫌
いです、ＮＨＫ今後も応援しております 

個⼈ ◎衛星波の整理・削減について 衛星波が減るのはやめていただきたい。４Ｋについては私の環境では求めていない
し，４Ｋ波の放送にかかる費⽤が，それに利益を受けていない⼈から徴するような結果はやめていただきたい。もし受
信できる BS 波が減るなら，私の環境では現状よりもサービス低下となるので受信料を下げていただきたい。 

個⼈ BS チャンネルについて NHK-BS1 と BS プレミアムの統合と将来的には BS4K も統合するこういうことでした。それに
は賛成なのですが、BS4K が２K と違った内容なのはなんででしょうか︖ 違う番組を流そうとすると、それだけ経費が
掛かると思いますが、⺠放みたいに２K と４K と同じ内容で放送できませんか︖そのほうが制作費は安く済むと思いま
す。 ８K もやめるのではなく、BS4K のサブチャンネルとして時々放送したらどうですか︖  ラジオ第⼆について 第⼆に
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をやめるということなのですが、第⼆は語学等の勉強、教育に⼤きな役割をしているので、削減しないでください。 第⼀
と第⼆を残して FM を削減したほうがいいと思います。 

個⼈ NHK を⾒たい⼈が契約して受信料を⽀払う。⾒たくない⼈は契約しない。受信料を⽀払わない⼈には電波を⽌め
る。スクランブル放送をしてください。 ⼤河ドラマ麒麟がくる放送再開楽しみにしています。 

個⼈ この度の NHK 経営計画案における、ラジオチャンネルを削減するという内容について⾮常に不安を覚えるので、この点
についての意⾒を述べさせていただきます。  AM ラジオを 2 波から 1 波に集約との案について、具体案が全く⽰されず
に提案がなされたことが残念です。ラジオ第 1 と第 2 は内容が根本的に違っており、なおかつそれぞれ相応の放送時
間を要するものです。集約ということはそれだけ削られる番組も多く出てくるので、企画⾃体に無理があると思います。
第 1 第 2 それぞれに豊富な情報量があり、ネット聴取が増えたとはいえラジオ受信機があれば誰でも良質の情報が
得られるという簡便さこそラジオの、そして公共放送の価値ではないでしょうか。このような価値ある⾳声波を削減する
のはあまりにもったいないことであり、公共放送としての根幹を揺るがしかねないものと考えます。  私はラジオ第 2 をよく
利⽤しますが、語学や教養番組はとても良質で、⼆⼗代の頃から⾃分の勉強や楽しみのための⼤切な時間になって
います。第 1 と集約となるとこれらの番組はどうなるのでしょうか、とても⼼配です。また気象通報は番組の性質上、リア
ルタイムで放送されることが極めて重要で、タイムラグのあるネットではなく電波に乗せることが必要だと思うのですが、集
約後の⾳声波に上⼿く取り込めるのでしょうか、この点も懸念されます。更に⾼校講座はどのように継続するのかにも
関⼼を持たざるを得ません。いじめや不登校といった社会問題の影響を受けた⼦ども達が NHK 学園を選ぶことも珍し
くないはずです。懸念材料は挙げればきりがありませんが、利⽤者にとってもっと安⼼できる案を出していただきたいと率
直に思います。  先⽇結果的に誤報となった緊急地震速報の折に NHK ラジオは第 1、第 2、FM の 3 ⾳声波が全
て速報に切り替わり、さすがは NHK と思って安⼼感に近いものを感じたことでした。やはり災害に関する情報はまず
NHK からという意識を多くの⽅が持っていると思われます。計画案ではラジオについてもインターネット活⽤が前提とのこ
とですが、緊急時はネット環境が失われたり、受信端末の電源が⻑く持たないことも考えられます。シンプルなラジオ受
信機を災害に備えて⽤意している⼈も多く、安⼼につながる情報をより細かく提供するためにも、公共放送として現在
の 3 ⾳声波は保持し続けていただきたいと思います。昨今の⽔害や台⾵、南海トラフなど今ほど災害対策が重視され
る時代はありません。このような状況でラジオのチャンネルを削減するのは危機管理をわざわざ退化させるようなもので、
時代に逆⾏していると思います。  この度の計画案では NHK らしさということが謳われています。私が考える NHK らし
さとは、変わらない良さと安⼼感、およびそれらを進化させてゆくことです。ラジオは在来⾳声波を基本としてらじるらじる
のネットサービスが⽣まれ、質の良い番組へのアクセス法が増えたという安⼼感があります。つまり私が考える NHK らし
さの進化です。これを退化させてはいけない。先に述べたチャンネル集約の難しさ、⾳声波受信の公共性、教育や⽂
化教養への貢献、災害への備えといった理由に加え、是⾮これからも安⼼の NHK ラジオをつくっていただきたく、3 ⾳
声波の維持継続をお願い申し上げます。 

個⼈ BS 放送の「統合」について  まず私の率直な意⾒を申し上げ、その後具体的に提⾔を⾏うこととしたい。 ⽂中時に極
めて厳しい表現もあるが、私は NHK 愛好者であり、その素晴らしい内容に執着するからこそ、はっきり⾔葉を選ばず
申し上げるものであるところ、ご寛恕願いたい。  BS こそは NHK が NHK としての使命を最もよく果たしているチャンネ
ルであり、これを統合縮⼩することについては強く反対する。 率直に⾔おう。総合チャンネルはドラマ、お笑い主体の娯
楽チャンネルとなりつつあり、こちらこそ⺠放との区別がつかない、⺠業圧迫のチャンネルである。もちろん、NHK スペシャ
ルのような素晴らしい番組もあることは承知の上である。 再度率直に申し上げる。ニュースにおいてすら、朝 7 時のニュ
ースの内容は薄い。10 分程度さらっと主要ニュースをやったあとは途端に不思議な⽣活特集やスポーツになってしま
う。もちろん、スポーツの後にまたニュースに戻るのだが、我々ビジネスパーソンにとっては視聴時間効率の悪い番組とな
っている。国際ニュースに⾄ってはほとんど「無」に近い。⾹港情勢など世の中で起こっている深刻なことが全く理解でき
ず、⽇本⼈を益々島国根性に陥れているといわざるを得ない。 これに⽐べ、BS は朝からずっと諸外国のニュース番組
を流しており、毎時 50 分からは極めてコンパクトながら内容の濃い BS ニュースを流している。私は⾹港情勢も中国
情勢も、中東情勢も総合ではなく BS から情報を得ている。総合チャンネルのニュースでは全くわからないからである。 
直⾔したい。現状のままでは、スクラップすべきは BS ではなく、総合チャンネルである。今回の計画案では、BS の統廃
合にのみ⾔及し、地上波については⼀切お構いなしになっている。いわば地上波の聖域化であり、全く納得がいかない
し、公平ではない、間違った考えである。  もちろん、BS にも問題はある。BS１で延々と流れるプロ野球、⼤リーグ、ゴ
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ルフ番組。⼟⽇には BS 看板のワールドニュースや BS ニュースもゴルフにとってかわられる。スポーツをただただそのまま
流すことには何の付加価値もないわけで、準国営放送が受信料を徴収して放送する番組とは到底考えられない。こ
れこそ⺠業圧迫に他ならず、⺠放に譲るべきコンテンツである。NHK がやらなくても⺠放やスポーツ専⾨チャンネルが喜
んで放映するであろう。  結論  上記にかんがみ、今後の NHK の再編に当たっては以下の通りとすべきである。  １．
「BS を縮減・統合する」のではなく、地上波・BS を全体として縮減・統合すべきである。地上波を聖域化し何ら改⾰
をしないまま BS のみを犠牲の⽣贄にするのは NHK のとるべき道ではない。  ２．その上で、地上波・BS に関係な
く、NHK が放映すべき内容は何か、⺠放に譲るべき内容は何かを峻別する。NHK が⺠放になしえないことは、視聴
率や製作費を過度に忖度することなく、本当に世の中の有様を世に伝えることである。海外情勢の報道、NHK スペ
シャル、BS スペシャル、クロ現、その他各種特集ドキュメンタリー番組である。こうしたコンテンツに集中する。他⽅、スポ
ーツ、ドラマ、バラエティーは NHK が制作放映しなければならない必然性はない。⺠放で⼗分できるので、思い切って
スクラップする。私は 40 年来の⼤河ドラマの⼤ファンではあるが、麒麟で最後になるのもやむを得ない。視聴者の個⼈
的好みにすべて配慮する必要はない。  ３．現在地上波 2 チャンネル、BS2 チャンネルあるのを全体として２または
3 チャンネルに縮減・統合する。この２〜３チャンネルに、上記 2．で特定した「NHK にしかできない、NHK がやるべ
き」コンテンツをうまく整理してつっこむ。BS は⻑尺のドキュメンタリーなど総合では放映しきれないようなコンテンツにする
ことで地上波との差別化を図る。  ４．正直申し上げて、４K の存在意義は不明である。アメリカの家庭にあるような
巨⼤な TV であれば映像の違いも分かるかもしれないが、⼤多数の⽇本⼈世帯の所有する⼩さな TV 画⾯で４K を
放送する意味はないのではないか。真っ先に統廃合の対象とすべきである。  ５．なお、私の個⼈的なレッドラインは
冒頭申しあげたとおり、朝の BS ワールドニュースである。万が⼀にもこれがスクラップされ、プロ野球の放映が残るような
ことがあれば、私はこれまで⻑年忠実に⽀払い続けた受信料の⽀払いを拒否するであろう。好みの問題ではなく、筋が
通らないからである。  準国営番組が視聴率ばかり気にしているように⾒えるのは嘆かわしい。「⼈が⾒てくれる番組」で
はなく、「⼈が⾒るべき番組」にリードしていくくらいの気概を持って番組作成、チャンネルの総合的統廃合に臨んでいた
だくことを切に希望する。あなたたちにはその⾃由があるのだから。  以上 

個⼈ インターネット放送なんていらない。国⺠の知る権利とｎｈｋは全く関係が無い。インターネットで様々な情報が⾒られ
るのでｎｈｋなんて必要ない。テレビ黎明期の法律を盾に好き放題を⾏い、従業員の平均所得１８００万とは酷
すぎる。もう●●⽀配下で、中国・韓国に有利な情報配信。3.11 原発事故の記者会⾒で、原⼝⼀博が放射線濃
度の数値で報告と 100 倍違うと発⾔した所で強引に中継を打ち切る。当時の評価された●●●●解説員を登場
させない等⾮常に●●に気を使った報道をしていた（権⼒者の味⽅）。何処が公平な放送局か︖ 中国との記者
交換協定に縛られ、誰も中国⼈の⼊国禁⽌を叫ばない。尖閣諸島に中国のミサイル艦が来ても全く報道しない等偏
向報道も酷い。ｂｂｃより遥かに⾼い予算で程度低い報道内容（ウイグル問題・放射性物質の拡散情報等）。
●●●のような本当に⽇本に必要な⼈材は徹底的に無視する（報道しない⾃由）。国営では無いため賄賂がもら
い放題等。問題だらけで⼤企業の⽝であるｎｈｋに対して即時解体を希望します。 

個⼈ 多様で質の⾼い「ＮＨＫらしい」充実したコンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続けることに
よって、「受信料の価値の最⼤化」を図るとされていますが、そうしたものを⼀切利⽤しない⼈は受信料の価値など実
感することもできず受信料を払わされているだけという状態になります。そうした状況をどのように捉えているのでしょう
か︖第 25 回参議院議員通常選挙において『NHK をぶっ壊す』を合⾔葉とした NHK から国⺠を守る党が選挙区に
おいての得票率 2%を達成したことにより、公職選挙法と政党助成法上における政党要件を満たし国政政党となり
ました。めざすべき基本⽬標は、すべての⼈に「安全・安⼼」と「正確、良質で多様なコンテンツ」を届け、信頼される
「情報の社会的基盤」としての役割を果たし続けることとしている NHK がここまで批判的な⽬で⾒られている理由は
何なのか。職員や出演者の度重なる犯罪⾏為などによる不祥事。テレビだけでなく、ワンセグ、フルセグが映る携帯電
話、スマートフォン、挙句の果てには本来テレビを⾒るための機械ではないはずのカーナビなどからも強制的、脅迫的に
受信料を徴収する姿勢。そうした部分が、本来すべての⼈に受け⼊れられるべき公共放送が批判的にみられる原因
になっているのではないですか︖また、『公平負担の徹底の観点から、⽀払率は 80％台を維持するとともに、衛星契
約割合を引き続き向上させ、公共放送・公共メディアの運営に必要な受信料収⼊を確保します。』としていますが、
⽀払率が 100％にならないのであれば、99.9999%の⽀払率になろうが公平負担とは⾔えないことを理解していな
いんですか︖さらには、⽀払率は 80％台を維持とあまりに低すぎる⽬標で不公平な状態を改善しようとさえしない。そ



49 

 

の不公平さが『NHK をぶっ壊す』を合⾔葉とした NHK から国⺠を守る党が国政政党へまでなった原因なのではない
ですか︖ジョンソン英政権は、英国放送協会（ＢＢＣ）の受信料の廃⽌を検討しています。アメリカ、カナダ、オース
トラリアはそもそも受信料ではなく交付⾦、寄付⾦などで公共放送が運営されています。受信料を徴収する、義務化
するためだけに、そうした国々のことは⾒もせずに、公共放送受信料の⽀払いを義務化している国のことだけを⾒て受
信料を⽀払わせようとする。これでは、NHK はすべての⼈に「安全・安⼼」と「正確、良質で多様なコンテンツ」を届け、
信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たし続けるというよりも、何がなんでも受信料を徴収するだけの組
織にしか⾒えません。インターネットの発達によってテレビ以上の膨⼤な情報にいつでも、どこでも、誰でもが特定の組織
に強瀬的、脅迫的に料⾦を徴収されることなく瞬時にアクセスすることが出来る 21 世紀の⽇本において、NHK が⾏
っていることがどれだけ異様で異常なことか。飲⾷店で、料理を⾷べたい⼈が⾷べたい料理を頼み、お⾦を払って料理
を⾷べる。そんな当たり前のことを NHK は⼀切しようとせず、店の前を通っただけの⼈に、⾷べたくもない、注⽂してもい
ない料理を⽻交い絞めにして無理やり⼝に押し込み、財布を強奪し、料⾦を奪っていくということをしているんです。そ
れが公共放送のすることなのですか︖挙句の果てには NHK の放送だけが映らないよう加⼯したテレビの購⼊者は
NHK との受信契約を結ぶ義務がないと認めた東京地裁判決を受け、NHK の放送だけが映らないよう加⼯したテレ
ビをさらなる加⼯や復元をすれば放送を受信できると主張し、東京地裁に「映らないのであれば契約義務はない」と退
けられたにも関わらず恥ずかし気もなく控訴する⽅針だとか。もう、本当にお⾦への異常ともいえる執着しか⾒えてきま
せん。そんな中で●●⼤学システム情報⼯学研究科の●●●●准教授が NHK が映らないテレビを作られた理由、
それを活かした将来的な⽬標を聞いて⼤変感動しました。●●●●准教授は『⼦供がいる貧困世帯に、NHK が映
らないテレビを配りたいんです。いま、NHK 受信料の免除は、ほとんどないと⾔っていい。⽣活保護世帯は免除となりま
すが、貧しくても全額を⽀払わされている⼈はたくさんいます。受信料はけっこうな負担ですからね。それが払えないため
に、テレビを置けなくなって、⺠放の「仮⾯ライダー」を⾒ることができない⼦供もいるんです。ホテルも NHK が映らないテ
レビを必要とするでしょう。部屋数分の受信料を取られていますからね。ホテルには有料で NHK が映らないテレビを売
って、そのお⾦で貧困家庭には無料で配ってあげたいです。』と考えているようです。なんと素晴らしいことかと思いまし
た。こんなに素晴らしいことを考えている⼈が居る⼀⽅で NHK は受信料徴収に固執する。NHK は公共放送などと⾔
って欲しくないです。 

個⼈ 「安全・安⼼を⽀える」ために、＜報道番組の⼤改⾰＞が必要と考える。 ・報道番組（特にニュース７）で放送中
や直前の⾶び込み話題でもないのに、３分程度の枠広げを安易に⾏い、次番組の開始時刻を遅らせるのは⽌めても
らいたい。 ・次のニュース番組でも⼗分間に合う（⼀刻を争う内容ではない）話題を、曖昧な速報基準でスーパー
し、放送中の画⾯を汚し関⼼を逸らさせるのは⽌めてもらいたい。 ・リポーターの不要な後頭部や横顔を画⾯に割り
込ませたり、インタビューの際に腕章の未着⽤映像が⽬⽴つ。編集作業でカットできる映像をそのまま使⽤している。 ・
「⾸都圏ネットワーク」で男性キャスターの不要なワイプは⽌めてもらいたい。 ・出稿原稿の安易な間違いにデスクや責
任者が気付かず、そのまま放送している。 ・キャスターの読み間違いに対し、すぐ脇にいるニュースデスクが訂正しない。  
例︓ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）を「きんいしゅくせい そうさくこうかしょう」と２回も読み間違えた。 ・キャスター
の不⼗分な下読みやアクセント違いが⽬⽴つ。 ・キャスターのプライベート（私的）な話題は不要。  例︓休⽇には
⼦供と○○をしました。私の息⼦も○○⾼校で野球をやっています。 ・スポーツ報道は途中経過よりも結果が命で、
○○選⼿が「ドラフト⼀巡の何番⽬に指名された」のかよりも「どのチームに指名されたのか」を視聴者は知りたい。 ・⽣
放送中の最後に、次が報道番組の時だけ「次は○○です」と告知するが、ローカル枠以外（全中）なら、他の番組
も同様にＰＲすべきではないのか。 以上、５つのキーフレーズ（重点投資先）のうち、「安全・安⼼を⽀える」に関し
て改善すべき点を上げさせてもらいました。早急のご検討に期待します。 

個⼈ 「計画全般について」 経営計画のドラフトを拝⾒しました。私はドラフトの主旨を「NHK は受信料を国⺠の皆様のため
に効果的に使⽤します。よって無駄をなくす努⼒をしますのでご指導ご鞭撻のほどお願いします」と理解しました。 であ
るなら、そもそもこの経営計画案を作成することが無駄ではないでしょうか︖ このような膨⼤なプランを作成するために
何時間ついやされたのでしょうか︖ 何名の⽅が参加したのでしょうか︖ ⼈件費等を考えるとこれこそが無駄の極みだ
と思います。 （暇な⽅が多いのですね） そんなことより公共放送事業の本質を考察し、原点に⽴ち返る経営を⾏
って欲しいものです。（原点とは何か︖が問題ですが。） 具体的には、「⾚」に偏った変更報道をやめてもらいたい。
今回のチャイナウイルスに関しても、「どうして発⽣し、どうして拡散したのか︖ もし次なるウイルスが発⽣した場合、どう
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対処するのか︖」 みたいな BCP を意識した知りたい報道が全く無く、不安を煽る不⽑の報道ばかりです。⾚い国の御
意向を気にしているとしか思えません。 以上です。 PS︓受信料はお⽀払いしております。 それは天気予報とスポー
ツ中継と朝ドラに対する対価です。 その他には全く期待しておりません。 

個⼈ ・テレビ保有率の低下により、受信料収⼊は⻑期的な減収トレンドにあります NHK が不要という国⺠の意思表⽰で
ある。 テレビがあれば受信料が強制されるからテレビを保有しない。 使いたい⼈だけが契約してお⾦を払う 当たり前の
こと ⽔道、電気、ガス等の公共料⾦もそう 電波の押し売りによって社会の役に経っていると錯覚している様だが 使っ
ていない⼈間に対して訪問員を送り込み問答させる⼿腕も気に⼊らない  道路の整備に使われる⾞両重量税は通
信販売を使う利⽤者からは徴収していない。 にも関わらず道路はきちんと整備されている  スクランブル化をしろ 国⺠
は誰も困らない 

個⼈ チャンネルの削減について  ①教育チャンネルの再放送を減らすのはよいが、番組数は減らさないでほしい。 ②ＢＳＰ
のクラシック番組は減らさないでほしい。 ③実施までには 5 年以上の間を取ってほしい。 ④チャンネルを減らしたら、そ
の分受信料も下げてほしい。 ⑤インターネットを活⽤するのはよいが、使い勝⼿をテレビ並みにしてほしい。YouTube
の「チャンネル」が参考になるかも。  以上、現在の意⾒を申し上げました。 

個⼈ AM、BS のチャンネル削減について 若者のテレビ離れや SNS などに関⼼をもつ近年、削減はやむを得ないと思いま
す。しかし、単に削減ではなく、再活⽤も模索してほしい。例えば、ラジオ第⼆は、外国語を勉強してる⼈や在⽇外国
⼈の⽅に向けて、NHK ワールドラジオ⽇本の番組を放送する、地域拠点局などから地域の話題を外国語でも放送す
るなどの再活⽤を検討してほしい。 また、B S は、そもそも、⼭間地や島々の受信対策があったので、総合テレビだけ
でなく教育テレビの地上波の番組を時間を変えて放送することに意義があると思う。また、やはり、テレビ国際放送の番
組を流すなどの再活⽤を検討してほしい。 個⼈的に、チャンネルが減ることによる受信料の割⾼になるのではと感じ
る。  地域放送について 東京本部︖のアナウンサーが多いのと、地⽅局のローカル番組の少なさのバランスが良くない
かな。⼟⽇は、地域拠点局に集約されてるみたいだけど、地域によっては、⾃分の県のローカル番組を観たい⼈もいる
と思います。 地元局について 埼⽟県⺠で、テレビ、AM は、東京の放送を⾒たり聞いたりしますが、F M は、さいたま
局の番組を楽しんでおりますが、実家が埼⽟県東部にあり、そこへいくときに全中番組を 85.1MHz を聴いていると雑
⾳を感じます、送信点は、平野原 150 メートルだから低いのかしら︖放送会館の建て替えも必要ですが、送信システ
ムの改善もご検討いただきたいです。 これからも、⼼温まる放送を期待しています。 

個⼈ NHK ラジオについて  NHKAM ラジオを２局から１局に減らすのならば、NHK 第２を NHK-FM で流してほしい。 
FM 波の⾼⾳質で語学番組を聴けるのがありがたい。 

個⼈ 経営スリム化で、ラジオ放送を AM， FM の 2 つに絞るとのことですが、現在、実践ビジネス英語、ラジオ英会話を毎
⽇、ストリーミングで聴かせて頂いております。⽣活の⼀部となっており、英語の知識はもちろん、⽣活のリズムにもなり、
知的好奇⼼も多いに刺激されております。スリム化の中にあっても、既に、ラジオ英語の放送は 20 年以上利⽤させて
頂いておりますので、ぜひ今後も継続して頂きたいと思います。 また、その他、総合、教育の番組についても、年齢を
重ねる毎に、NHK の番組の質の⾼さ、内容の深さ、⽣活や⼈⽣を変える、また⽀えてくれる価値のある番組が多いこ
とに改めて気づかされます。テレビは、いつも NHK 総合に設定しており、テレビを⾒る時は、録画した番組の追っかけ
再⽣も含め、最近はほとんど NHK しか⾒ておりません。無駄な経費等は今後も削減はして頂きたいのですが、私は、
NHK の番組について、⼤変満⾜しており、不平・不満等はほぼありません。⽇本は⼈⼝が減っていく中で受信料に頼
る NHK では、ネット時代ということもあり、スリム化も必要だとは思いますが、あまりコスト削減し過ぎて、現在の質の⾼
い番組が減ってしまうのではないかと⼼配しております。 コスト削減といえば、響きは良いのですが、語学番組、その
他、質の⾼い番組、最近は特に必要となってきている⾃然災害の速報等、NHK で残して頂きたい番組がたくさんあり
ますので、そのことも考慮頂き、今後も、⼈⽣を⽀えてくれるような質の⾼い番組を継続して放送して頂きたいと思いま
す。 ラジオ放送のストリーミング（聞き逃し番組の 1 週間配信）、語学番組のストリーミング、NHK アプリの⾒逃し
番組のストリーミングは⼤変便利です。寝る前等、空いた時間にアプリへクリック⼀つでいつでも聴けるため⼤変重宝し
ています。このような利便性の⾼いサービスも、やはり⽇本で⼀番早く、NHK が提供して頂くと嬉しいです。 
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個⼈ NHK ラジオ第⼀、第⼆の統合について検討されているとの報道をみました。統合されるということによって第⼆ラジオの
現⾏の語学番組が削減されてしまうのではないかと⼼配しております。第⼆ラジオの語学番組はとても充実しており、
安価に語学を学ぶことができるので、語学学校に通うことができない⾼齢者や主婦、経済的負担を軽くしたい⼈など、
様々な⼈々が恩恵を受けていると実感しています。統合によって学習の機会が失われてしまうことの無いようお願いし
たいと思います。 NHK らしさと会⻑が強調されておりましたが、最近の NHK は⼈気タレント俳優、芸⼈を多⽤しすぎ
る傾向があり、⺠放とあまり変わりなく感じています。⽇曜美術館はアナウンサーの語りはとても素晴らしく、これぞ NHK
と感じます。他の番組でももっとアナウンサーを起⽤すべきなのではないでしょうか︖またコストも抑えられるのではないで
しょうか︖ またドラマも(たとえは腐⼥⼦︖)以前の NHK からはとても考えられないような内容で、⺠放のような番組は
あえて作らなくてもいいのではないでしょうか︖古い考えかもしれませんが、NHK は家族みんなが⾒られるようなものでお
願いします。 昨⽇の広島の特集番組は素晴らしかったです。これこそ NHK らしい番組と思いますし、これからも追求
していっていただきたいです。BS も統合するとのことですが、BS4k も 8k もみられないのでなんとも⾔えませんが、⼆つ
も必要なのでしょうか︖ 以上、意⾒を述べさせていただきました。よろしくお願いします。 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」において、「⾳声波は、2 波(AM・FM)への整理・削減に向けた検討を進めま
す。」とされている。整理について、特に⺠間放送の動向を考慮するとされる AM 放送について統合に反対である。特
に、第⼆放送の語学教育番組や外国語放送は、⺠間放送では未だ実現していない貴重なコンテンツであり、⽇本
国⺠が国際的に活躍し、また、外国出⾝住⺠との共⽣を⽬指すのに⽋かせない。さらに、ラジオは災害時、とりわけ停
電時の重要な情報収集⼿段として各地の地域防災計画上も位置付けられていることから、外国語放送の⼀層の充
実を望む。 

個⼈ NHK の私が好ましく思われる⾯が失われることの無いよう、「⼈権」を尊重しているかを常に⾒守り助⾔する、独⽴した
機関を作って頂きたいと思います。  その機関は常にオープンなものであってほしいと思います。そして、定期的に機関
の考えを発表する分かり易い場をアナログでも設けて欲しいと思います。  政治やマスコミに対する信頼が産まれ育つ
事を願っての意⾒です。 

個⼈ ⼤きく分けて、予算削減と放送外サービスの充実が挙げられていたが、⼤きな違和感があります。  NHK の商品はコン
テンツではないのでしょうか。様々な批判があるなか、個別番組単位でのおわびなどは⾒られるものの、協会全体として
きちんと検証しているのかどうが⾒えない。⺠間企業であれば、商品の質と顧客満⾜度の把握は必須ではないでしょう
か。  使命としての公正中⽴の報道がなされているのか。両論併記さえも乏しく、報道機関としての批判精神もなく、
伝聞を伝えるだけの機関に成り下がってしまったら、ネットニュースと変わらない。受信料を払ってまで観ようという国⺠は
減る⼀⽅ではないのでしょうか。  ネット展開の拡⼤を謳うなら余計に、ネットコンテンツとの差別化をどう進めていくのか
を明確に宣⾔しないと、NHK の未来はなく、⾃ら他のメディアに埋没する道を選び、解体に向かってしまうのではないで
しょうか。  綿密な調査報道、100 年⼈⽣のどこでもすぐに触れられる学び、⽂化のこと、NHK ならではの商品につい
てどう打ち出していくのかの表明をお願いいたします。 

個⼈ 4k について。 全く必要ありません。4k しないで下さい。 今のままで⼗分です。必要ありません。 
個⼈ 放送内容について NHK は地上波、衛星共に⼤変勉強になっております。強い要望があります。料理に関する番組

は必ず毎⽇あります。しかし、政党討論の無い週が状態化しております。この件で問い合わせをしても、回答は⼀度も
ありません。もう受付時間が来ましたのでと閉ざされてしまったこともあります。公共放送の使命だと思います。政党討論
の頻度をあげてください。問い合わせに誠実に向き合ってください。⽇本の投票率をあげ、政治的関⼼度をあげることは
⼤切だと思います。 
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個⼈ ＮＨＫの総合・教育・ＢＳ１・ＢＳ２のテレビ、ラジオ及びＮＨＫ交響楽団、いつも楽しんでいますし、応援していま
す。 ①「新しいＮＨＫらしさ」の意味が理解できません。現状のＮＨＫらしさを分析・評価して、⽬指したい⽅向を⽰
すことが分かりやすいと考えます。視聴者毎にＮＨＫに求めている情報・番組等、違っていると思いますし、視聴者の
求めるＮＨＫらしさを分析・理解してから、ＮＨＫが⽬指したい⽅向を⽰し、意⾒募集することが適当と考えます。 
②⺠法と同じような「芸⼈を使った番組」を⽌めてください。芸⼈みたければ、⺠法をみればいいと思います。そこは、Ｎ
ＨＫが競うところではないと考えます。 ③丁寧に、⽇本の⽂化や歴史を伝える、そして残していけるのは、ＮＨＫにし
かできないと思います。先⽇再放送された「京都迎賓館」や「⼤原さんの京都料理や⾵習」等の番組は、⺠法では決
してできません。情報は、ネットで調べるものという⽅もいます。ですが、企画や取材からお⾦と時間と労⼒を惜しみなく
投⼊し、⽂章・映像・⾳だけでは伝わりにくい、ＮＨＫの優れたアナウンサー陣等による解説を付した、ＮＨＫにしか
伝えることができない番組を、ＮＨＫは作り続けていると感じます。引き続き、⽇本の⽂化や歴史に関する番組の拡
充をお願いします。 ④同様に、世界の⽂化や歴史、⼈類の教訓や戒め、⼈間の思考等に関する番組の拡充を求め
ます。原爆、戦争、虐殺、差別、いじめ等々、ＮＨＫらしい時間をかけた取材や熟考された企画・解説が詰まった番
組を拡充してください。 ⑤ＮＨＫ交響楽団の定期会員でもある私は、クラシックや美術に興味を持っています。またス
ポーツも好きです。クラシック、美術、スポーツに関する中継や実況に加え、ＮＨＫらしい解説や内⾯に迫った番組の
拡充をお願いします。 ⑥チャンネルの統合や縮⼩をしないでください。豊富なチャンネルや放送時間があるからこそ、良
質な番組が⽣み出されていると考えます。はずれ番組を造れなくなったら、当たり番組は⽣まれません。 ⑦受信料をア
ップしてください。潤沢な資⾦によってしか良質な番組はできません。潤沢な資⾦なくして、⼈材は集まりません。資本
家が労働者を搾取するための常套句のような、効率化を求めないないでください。安っぽい、安直な、⽣産性向上な
どといったまやかしを⾔わないでください。 ⑧政権・政治・権⼒者・司法・警察・⾏政・メディア・資産家・⾦持ち等々の
既得権者を適正に評価し、取材できる⼈材と批判できる⼈材を整え、報道してください。  末筆ながら、⽇ごろからの
ＮＨＫの皆様の頑張りに感謝するとともに、応援します。 

個⼈ AM ラジオに関してですが、第⼀と第⼆はそのまま継続して欲しいです。⻑年、語学講座を拝聴しています。また第⼀
も⼭カフェなど好きなプログラムが沢⼭あります。よろしくお願いします。 

個⼈ NHK は安倍政権になってからおかしくなったのではないでしょうか︖ モデルにした同じ公共放送の BBC と天と地があり
ます。 BBC はいまでもきちんと権⼒との距離を保ち、政治家とのインタビューなどできちんとつっこみ、適切な質問をして
います。 ⼀⽅ NHK は政府の情報を垂れ流すばかりでただのプロパガンダです。とくに●●●●⽒をはじめ政治部の
⼈たちのコメントが政府におもねるばかりで調査報道などジャーナリズムのかけらもなくなってると思います。 さらに NHK
経営委員会の森下俊三委員⻑がかんぽ⽣命の問題で番組制作に⼝出しし⼲渉するという放送法違反をし、国会
で虚偽答弁をしたと報じられています。 受信料は払いたくありません。 経営委員会、政治部を刷新すべきだと思いま
す。 

個⼈ ⾳声波の波数削減について、意⾒を申し上げたいと思います。 今回、R1、R2、FM の 3 波を AM と FM の 2 波に
集約する検討を⾏っているとのことですが、その際は語学番組の放送時間削減を⾏わないよう、よろしくお願いします。 
また、⼟⽇及び祝⽇の朝 7 時、正午、午後 7 時の定時ニュースの放送時間を拡⼤頂くことや、NHK 交響楽団のコ
ンサート中継による「NHK きょうのニュース」中⽌については⾒直して頂きたいと思います。 以上の点についてご検討お
願いします。 

個⼈ ④社会貢献  障がい者への受信料減額及び免除について  現在、受信料の障がい者に対する扱いは 以下のよう
にあります 【全額免除】世帯構成員のいずれかが、障害者⼿帳を持っていて、 かつ、世帯全員が市町村⺠税⾮課
税の場合  【半額免除】ずれかにあてはまる者が世帯主で かつ、受信契約者の場合 ＊視覚・聴覚障害者 ＊重度
障害者    ・⾝体障害者⼿帳１級、２級    ・療育⼿帳「最重度」「重度」    ・精神障害者⼿帳１級  この
基準について、意⾒申し上げます  まず実際の⽣活・家族構成に対する想像⼒に⽋ける区分であると感じます。  具
体的に⾔えば、全額免除の対象の場合ですが、障害者を含む家族全員が⾮課税家庭ということになりますが、そのよ
うな家族構成の多くは、 年⾦暮らしの親と成⼈した障害者の世帯 保護者が障害者及び何らかの理由で無職である
世帯に未成年の健常者か障害を持つ⼦どもがいる世帯 である可能性が⾼いです  ⾼齢の親が、収⼊が無い重度の
障がい者と暮らすということ、 また収⼊のない親が、⼦どもの障害のある無しに関わらず⼦育てすることは経済負担が
重くのしかかり、⽣計的にかなり苦しいので、全額免除は妥当であり 公共放送を無償で視聴できることは当然の権
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利でありと思います。  次に半額免除対象者についてですが、こちらは⼤きな疑問があり、以前も貴局に電話で問い合
わせたところ、こたえられる⽅はおらず、担当に伝え、検討いたしますという回答に留まり、その後数年経ちますが、制度
は特に変わらずのようです。  まず，視覚、聴覚障害者をお持ちの⽅は全額免除にすべきだと思います。  重度の障
がい者についても、同様です。公共放送の受信料は、 本当にここからとる必要があるのでしょうか︖  さらに半額免除
の基準には、驚くような条件があることにお気づきでしょうか ⾝体、療育、精神の障害で、１級というのがどの程度のも
のか、理解しているとは到底思えません。 半額免除をして頂くには、 その重度障害者の⼈たちが世帯主で、かつ受信
契約者であることが条件となっています これは想像⼒の⽋如と⾔わざるを得ないのではないでしょうか︖  我が家には
最重度（療育⼿帳１級固定）の成⼈してる知的障がい者の息⼦がおります。  親は健常者です。ほかに健常な未
成年家族がいます  知的重度の息⼦は、⽣活介護型の施設に週 6 で通所しており、賃⾦は⽇⾦ 50 円です。 送
迎代その他で、通所するだけ⽉額１８０００円ほどの持ち出しとなりますが、 若いのに在宅で過ごすのは⼼⾝にい
いことはないですし、喜んで通所していますので、⾏かせてやりたいです。  しかしながら、学校時代と違い、通所施設は
１０時〜３時で、親が共稼ぎする状況にありませんので、家計は苦しいです。  その息⼦が将来的に、世帯主になり
受信契約者となる可能性はまずないです。  よくて親が亡き後に向けグループホームか⼊所施設に⼊ることで初めて独
⽴となります  重度知的⾝体障害者も、地域で⾏政の⽀援で⼀⼈で暮らすのが理想ですが、実際それが叶っている
⽅は少ないのが現在の⽇本の現状です  ⽋かさず観ているバリバラスタッフに聞いてみてくださればわかります。  要する
に、NHK の障がい者受信料における半額免除制度は、対象者は極限定的で少数を想定しており、広く本気で⽀援
してくださる施策とは、どうしても考え難いです  例えば公共料⾦では⽔道料⾦の基本料⾦免除などには、⼿帳の有
無のみで世帯主であることなどの条件はありません  重度の障がい者を持つ家族にとって、メディアの視聴というのは、本
当に重要な情報源であると同時に、本⼈にとっては唯⼀の娯楽です。  そういった⽣きる上で情報が必要な弱者から、
潤沢に有り余る受信料を徴取する現在の基準はどうしても納得がいかないというのが正直な気持ちです  重度障害
者本⼈、またはその者を扶養する世帯主の受信料は全額免除すべきではないでしょうか。。  この NHK の免除基準
については、市議会の⽅、保健福祉課の⽅も疑問と不信感を感じ 、毎年の⾃治体の助成⾦更新の際、新しく○○
が免除になりましたなど、適⽤が増える中 話題となります。  最も 遊園地や、博物館などの⼊場料⾦が半額になっ
たりのサービスが増えても、 閉塞的な場所を怖がる彼らには無策と変わりませんが....  以上の思いがあり意⾒させてい
ただきました  この度の NHK 経営におけるオープンな⼤改⾰は、国⺠の信頼を取り戻すチャンスと捉えておられてのこと
と存じます  ぜひ、国⺠の中の少数派である障害者を対象とした、受信料徴取の免除基準を 再考して頂きますよう
御願い申し上げます  重度のわが⼦が⼈並みの収⼊を得、世帯主となり、受信契約する⽇が来るなら、それが何より
うれしいことではあります 

個⼈ ラジオ、BS ともにチャンネル削減に反対。 あと、政治のメディアへの介⼊に⾒える。安倍政権へ正しく報道してほしい。 
個⼈ 「⾳声波は、2 波（ＡＭ・ＦＭ）への整理削減に向けた検討を進めます」 とありますが、ＮＨＫのラジオ第⼆の語

学講座（英語、ドイツ語、アラビア語）の⻑年の愛好者としては、これらの講座について、インターネット配信という形
でも良いので、現⾏の語学の数と種類（初級者向け、中・上級者向け等）を是⾮とも維持して頂きたいと考えてい
ます。テレビの語学講座では娯楽要素がどんどん強くなっているので、ラジオについては是⾮とも⽂法やドリルの要素が
強調された本格的な体系を是⾮とも維持発展させて頂きたいいと思います。 

個⼈ (4) 「営業経費の構造改⾰について」  外部法⼈の集約化や訪問要員の削減などを進めることで 80 億程度の削
減を進めるとしていますが、委託事務費はそのほとんどが⼈件費であり物品等の経費削減とは質が違うものである。  
⾼額な事務費体系になる現在の成果⽅式を改めることが必要だ。  協会も好業績には好待遇を与えると公⾔して
いるが、⽣計費原則にもとづく事務費体系に戻すことで、視聴者とのクレームも削減することができる。  公平負担の
徹底を図る上でも視聴者との信頼関係はこれまで以上に重要になってくる。受信料制度の理解を深めてもらうために
も、粘り強い説明が必要になってくる。  今後は、委託者の直接雇⽤を進めていくことで、訴訟対象者への対応もスキ
ルの向上も期待できる。  国内放送について  現在に地上 2 波と衛星２は ４Ｋ ８Ｋ放送の集約化は必要であ
り、受信料体系も地上・衛星の⼀本化することにより簡素化できるだろう。  地上のみの受信者は、割引をすることで
視聴者の理解は進むかもしれないが、ＮＨＫの放送について視聴者の理解や信頼を得られるものが放送できるかが
重要。 
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個⼈ 「⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。」について。 ⾳声放送はテレビの無い家
庭では重要な情報源であり、削減されては著しく不利益が⽣じます。 同じ公共放送である BBC では、ラジオ放送が
５つあり、加えてデジタル放送も⾏っていることを考えると、２波にすると云うのは適切とは思えません。 

個⼈ 「スリム化」について  いよいよ経営改⾰をするのですね。 では、思い切って、 「連続テレビ⼩説」 「⼤河ドラマ」 「紅⽩
歌合戦」 を廃⽌してはどうでしょう。  コロナウイルス問題のいま、いずれのコンテンツも 「密集の中でコンテンツ作り」 
「⻑期収録のためコストがかかる」 など問題を抱えています。  ⺠放各社も「2 時間サスペンスドラマ」「映画」などの番
組を廃⽌していますし、NHK も決断のときだと思います。  あとは NHK の「地域分割」でしょうか。 関⻄の NHK はわ
ざわざレギュラー番組の枠を割いてまで関⻄ローカル番組を放送されていますね。 これで全国同じ受信料というのは納
得がいきません。 

個⼈ 以前、経営者と視聴者との話し合いがありましたが最近はなくなりました。陳情もしましたが効果がありません。ＮＨＫ
のど⾃慢出場もモニタ－にもなれませんが応募だけはしています。 

個⼈ 衛星波の集約について  衛星波の集約について、基本的にやむをえないとは思いますが、ＮＨＫＢＳだから制作・放
送できる質の⾼いドキュメンタリー番組（海外もの含む）については今後も⼒を⼊れてください。 紀⾏ものについても、
⺠放でバラエティ⾊が強いものが多い中、落ち着いた番組で好感が持てますので是⾮残してください。 他⽅、何のため
に放送をしているのかよくわからない娯楽系の番組については⺠放との競争性を踏まえご判断していただくしかないと思
います。 また、第２期、第３期と制作を重ねている番組については、放送が⾃⼰⽬的化している傾向が散⾒されま
す。本当に名作であると視聴者、局内で評価の⾼いものについては２期、３期と続けてもいいと思いますが、そうでな
いものは受信料の無駄遣いとの誹りを免れないと思います。 

個⼈ 今回の案のうち、チャンネル削減には反対する。  多チャンネル化といわれているのだから様々なコンテンツをやるのが当
たり前である。 視聴率が悪いや CM があり出来ないコンテンツが補完できなくなり、報道の弱化にもつながりかねない。 
たとえば⽣で情報がほしいのにクラシックが割り込まれてきても困る。 また、⺠業の圧迫と⾔われているがなぜ⺠間のた
めに NHK が忖度しないとならないのか。 秋⽥県の場合、⺠放が少なくスポンサーも貧弱でありコンテンツが弱い。 そん
な地域では NHK が⼤事ではないか。 ただでさえ秋⽥県は休⽇の秋⽥からの天気やニュースが予告もなく打ち切られ
不便してる中でこれをやられたら⼤規模な情報格差になりかねない。 お盆や年始もかなり削られている。 名⽬は働き
⽅改⾰らしいがそんなのは求めていない。 空チャンネルの無い関⻄でしかいたことがない総務⼤⾂が軽はずみに考えそ
うなことである。 むしろチャンネルを増やすぐらいの気概を持ちなさい。 報道スポーツ娯楽⾳楽、網羅するには⾜りませ
んよ︖ ⺠放︖ひな壇番組ばっかりで責任ほうきしてますが。 

個⼈ チャンネル数削減には努めていただきたいです。その際に、教育番組や語学番組等については、放送⼤学へ移管する
ことも、検討されたらよいと思います。ＮＨＫさんは、放送技術⾯では、放送⼤学を⽀援されており、⼀元化で効率
的な経営ができると考えます。 その上で、受信料のさらなる引下げも実施してください。年 25000 円は⾼いですか
ら。 よろしくお願い申し上げます。 

個⼈ 放送の削減について、第２放送はすべてなくすのではなく例えば出⼒ 10kw 以上の局は残すとかにするのはどうでしょ
うか。また衛星を含めたテレビ放送は「映像」にこだわるのではなく、コンテンツ⾃体の完成度にこだわるべきだと思いま
す。NHK は公共放送なのですから⺠放とは違った役割（報道の充実、幅広い知識の提供など）に期待しておりま
す。 

個⼈ ラジオ放送についてＡＭ・ＦＭの⼆つにするとのことであるが、いささか乱暴ではないのか。現状のラジオ第⼀・ラジオ第
⼆・ＦＭは住み分けができていることを考えると現状維持にしたほうが良いと思う。 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」にあります、衛星波の削減案について、考えを述べさせていただきたく思います。 
衛星波の利点は、⽇本全国を１波でカバーできることにあると考えます。これに対し、地上波は全国に２０００を超
える中継局が必要なうえ、それをもっても９８％の世帯カバー率でしかありません。これだけ膨⼤な数の設備を維持す
るために、⼟地の確保から設備費⽤、メンテナンスにおける⼈件費など、⾮常に多額の予算を必要とします。 そこで、
地上波のＥテレ（教育テレビ）を衛星波に移管し、地上波中継局を廃⽌することを提案いたします。元来、教育テ
レビは全国１系統が原則で編成されております。無駄に地上波でリレー中継を繰り返すより、衛星１波で全国カバー
する⽅がコスト削減効果も⼤きいうえ視聴者にもわかりやすい合理的な案であると考えます。 また、各地⽅局のマスタ
ー設備も１系統（総合テレビのみ）で済みますし、スタッフが少ない各地⽅局にとって負担軽減にもなります。 さら
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に、空いた周波数は、次世代の地上波による４Ｋ放送時のチャンネル確保にもなりえます。 衛星波における通信教
育制度については、放送⼤学が先⾏して地上波を廃⽌し衛星波に切り替えており問題ないと考えます。通信教育⽣
が衛星放送の受信施設がないという場合は、「教育」という観点から、インターネットでの配信も視野に⼊れればよいか
と思います。 

個⼈ 「受信料収⼊減収局⾯へ」について mhk は「公共放送」という⾔葉に固執し⺠間のような⾃由さが無い。選挙や⾃
然災害等の報道内容は⺠間放送と何ら変わりは無い。将来に向けて安定した経営を⽬指すなら収⼊源として広告
を採り⼊れるべきだ。スポーツ中継や娯楽番組、旅番組、映画等なら広告(ＣＭ)が⼊ってもまったく違和感は無い。こ
れらは⺠間放送の番組とほとんど同じ内容だ。公正中⽴が求められるニュース、報道関係、ドキュメンタリー等は従来ど
おり、また将来も広告無しで良い。広告収⼊に合わせて受信料を順次引き下げていけば受信者の理解も得られるし
何より値下げは⼤歓迎だ。 

個⼈ チャンネルの削減について  今回の経営計画では、チャンネル数が削減されることになっているようですが、全然納得で
きません。なぜ、チャンネル数を削減するのでしょうか︖サービス低下以外の何物でもありません。  ⼀部には⺠業圧迫
という意⾒もあるようです。⺠間が活動するのは都市部でしかありません。多数の放送局がある都市部では選択肢も
多く、NHK のチャンネルが削減されても、情報量をカバーできるかもしれません。しかし、地⽅では⺠間放送局が２局
しかない地域もあるのです（私が以前住んでいた九州です）。益々、都市と地域の格差が拡⼤してしまいます。⺠間
が活動しにくい地域をカバーするのが、NHK の責務、存在意義ではないのでしょうか︖そんな存在意義を⾃ら放棄す
るような経営計画には賛成できません。 

個⼈ ⺠放がスポンサーを付けて無料で放送出来るような番組を NHK がやるべきではありません。 また、有料動画配信で
お⾦を払って⾒たくなるような番組も NHK がやるべきではありません。 受信料を使わなければ作れない番組にだけに
受信料を使って欲しい。  経営計画概要を拝⾒しました。 これからは公共性を重視し、NHK にしか出来ない放送に
シフトするという決意、 つまり、バラエティ番組は全廃し、芸⼈やアイドルや⼈気アナウンサーを⼀掃する覚悟だと理解し
ました。 必ず実⾏して頂きたいと願います。 

個⼈ 料⾦について 完全にスクランブル化をしていただき ⾒たい⼈だけが⽀払うという 当然の課⾦システムへ変えてください。  
お願いですから、⾒てもいない⼈から お⾦を強制的に回収する事は やめて欲しいです。  何卒 お願い致します。 

個⼈ ⾳声波の整理について、各波にはそれぞれの⽂化が存在し、無理な統合は送り⼿／受け⼿ともに軋轢を⽣じます。
波の多さは、その国のもつ⽂化の多様性を表す物では無いでしょうか。よって、⾳声波の整理には反対です。 

個⼈ NHK の受信料⾦を減額の話が紙⾯で読みました。 ⽇本では、NHK を観てるけど、受信料を払ってる⼈と払わない
⼈が存在します。 払わない⼈には、法的問題が⽣じるでしょうが 実際は、実害は⽣じません。真⾯⽬に払ってる⼈が
⾺⿅を⾒てるのが現実です。 NHK のオンデマンド 有りますね 受信料払ってても⾒れません オンデマンドは別料⾦
だからです。 受信料払ってない⼈は、 オンデマンドの料⾦を払えば⾒れます。 つまり オンデマンドの料⾦だけで 
NHK もオンデマンドも観れるわけです。 ここで、⽭盾です。 真⾯⽬に⾼額の受信料払ってる⼈は、観れなくて オンデ
マンドの料⾦だけ払ってる⼈は、何故どちらも観れるのですか︖ 受信料払ってる⼈は、オンデマンドも費⽤掛からずに
観れるべきでないですか︖ 受信料払わない⼈が、得をする今のシステムを是正してください 払わない⼈に、⽀払いを
請求しても問題は早期解決しません 受信料払っている⼈は、オンデマンドを追加料⾦なしで観れるようにしてくださ
い。 WOWOW もスカパーもオンデマンドは、受信契約者は無料でオンデマンドも観れますよ。 ⽇頃⽭盾を感じてたの
で、メールしました。 受信料⾦払いたくなくなる今の状態を 受信料⾦払って観たくなる状態にしてほしいですね 今の
状態が、永遠に続くなら 受信料⽀払い拒否グループに仲間⼊りします。 

個⼈ なぜ、そこまで受信料にこだわるのか本当のところを教えて下さい。 国⺠の公平性とか⾊々綺麗事⾔ってますけど、お
⾦が欲しいんでしょ︖ 給料が欲しいんでしょ︖ そういう⾵に⾔ったらどうですか︖ あとは、国⺠投票を⾏うべきだと思
う。 どれぐらいの⽅が今、NHK さんを必要としているのか分かると思いますし。 せっかくだったら、そういう制度活かしませ
んか︖︖ あとは、スクランブル化とかじゃないですかね。 あとは、受信料が⾼すぎる。 今や Amazon さんや Netflix さ
んなどでも⽉額 2000 円以下ですよー︕ Amazon さんに関しては 500 円ですよー︕ 検討お願い致します。 契約
なんだから、納得させてくださいね。 よろしくお願いいたします。 
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個⼈ ラジオ第２放送の削減反対です。私は、これまで、ラジオ第２放送で勉強してきました。中学時代から、「基礎英
語」、「続基礎英語」、「中学⽣の勉強室」などで、勉強してきました。⽥舎のため、近くに塾などありませんでした。級
友は、塾通いしていました。⾔うまでもなく、第２放送は、学校教育を担っています。不可⽋のものです。今でも、語学
講座、⾼校講座、⽂化講演会など聞いています。外野の意⾒に惑わされることなく、信念をもって、第２放送を続け
てください。よろしくお願いいたします。 

個⼈ ”２．新時代へのチャレンジ ＮＨＫならではの⾼品質なコンテンツ制作⼒・技術⼒の向上に努めます。” となってます
が「温故知新」と⾔う⾔葉を改めて紐解きましょう。  新しい最新の技術を求めるとしても、やはりその⼟台は、昔からの
技術です。 現在、⺠放ではほとんど時代劇は有りません。NHK も時代劇は主に⼤河ドラマと⾦曜⽇のドラマ枠です。 
時代劇には沢⼭のプロフェッショナルがいるとの事。⽇本の時代劇を今後も育て伝えると⾔う使命は NHK にこそ有ると
思います。 コストは度外視して、是⾮時代劇を構成する技術や⽂化を後世に維持伝える役割にも⼒を⼊れてもらい
たい、と同時に最新の技術と融合して 他の⺠放や映画制作にも積極的にその技術を提供し、⽇本の⽂化を世界に
広める役割を果たして欲しいですね。  改めて NHK は放送技術の新開発だけでは無く、これまで 150 年以上積み
上げてきた映像表現の技術維持と開発を⼿がけて欲しいですね。 

個⼈ 地上波と衛星波の受信料を⼀本化するのは、⾔語道断です。 不要なものを抱き合わせ販売しようとしているわけで、
抱き合わせ販売は、法に触れるのではなかったでしょうか︖ それよりこの際に、アンテナ⽴ててるからと勝⼿に料⾦取り
に来るのでなく、⺠放の衛星波と同じく個別の放送局として、NHK の BS を観たい⼈が契約するように改めるべき。
NHK の⾝勝⼿さは⽬に余ります。 

個⼈ 「NHK らしさ」なるコンセプトは、誰にも答えを出せない、いわば群盲象を撫でるがごとき⾔葉で、誰にもイメージできな
い⾔葉はコンセプトたり得ない。５つのキーフレームも総花的で抽象的な⾔葉を並べたものにしか⾒えない。 NHK に
⼀番求められているものは、不偏不党に真実を伝え、掘り下げ、問題提起するジャーナリズムであり、現在のような政
権の広報でなない。BBC を⾒習って欲しい。 次に求められているのは、既得権益化している⾃らの⾼⽔準な報酬を
⾒直すことである。それが断⾏された時、初めて視聴者に受信料を要求できる。 この２点が達成されない限り、どんな
に技術やコンテンツを改善しても、電波体系を⾒直しても虚しいばかりである。 

個⼈ 「NHK 放送の合理化について」  停波廃⽌する前に、まずやっていただきたい事。 ・まず、「ライブエール」などの「朝ド
ラ」「⼤河ドラマ」関連番組の全廃⽌は必⾄です。 また、「⼤河ドラマ」はあえてモノクロ放送で制作を。 視聴率アップ
策のためでしょうが、これが制作費膨張の原因の⼀つでした。 また、番組改編期や年末での再放送も廃⽌。 また、い
ずれも「総合」のみで放送（1 ⽇ 2 回を上限）し、「今週の〜」を含む「BS プレミアム（以下 BSP）」での放送はす
べて廃⽌。 例外として、本放送から 5 年を経過したドラマの再放送は、「4K」ですると良いでしょう。  ・視聴率の低
い「国会中継」と「政⾒放送」放送時は、必ずサブチャンネルで「ニュース」など⽣活情報番組を放送のこと。  時代の
変化を⼊れるためとはいえ、NHK はスマホ⽚⼿に移り気なヤングファミリー層（⾼校⽣までの⼦供のいる家庭）の番
組を中⼼にするよりも、少ない年⾦から愚直に受信料を⽀払っている、寄る辺ない年⾦世代が満⾜できる⾳楽番組
やドラマを、「総合」で再放送を考えるべきかと思います。 ・総合テレビでの⾳楽番組は「うたコン」制作放送を抑え、番
組改編期とお盆・年末には落ち着いた司会者（●●●●アナ、●●●アナなど）を進⾏役に、1970 年代から平
成「NHK 歌謡コンサート」までの名唱曲をリクエストなどで募り、4K リマスター加⼯のうえノーカットで放送する「アーカイ
ブ⾳楽番組」を「総合」で新規に制作。  ・有料放送が多く普及したため、「⽶国メジャーリーグ」「プロ野球巨⼈戦」は
全廃⽌。  ・「BSP」での映画も⺠放では敬遠やカットされる可能性が⾼いもの（例︓この世界の⽚隅に、ひろしま、
坂本⿓⼀ CODA、フジコ・ヘミングの時間、等）を除いて合理化。作品によっては「E テレ」などでも放映検討を。  ま
た、洋画は制作国が「アメリカ合衆国」に偏重しないように配慮し、ハリウッド映画特有の SFX＆アクションものは対象
外とする。 映画は NHK の品格にふさわしい「⼈間ドラマ」ものを中⼼に選ぶこと。（例︓イラン制作・桜桃の味、中国
制作・⼭の郵便配達、イギリス制作・ブラス︕、ドイツ制作・グッバイレーニン︕、イタリア制作・ニューシネマ・パラダイス、
等）  ・「⾳楽（ライブ）」は BS では重要な要素なのでもっと増やすべきだが「4K」のみで⾏うものでなく、「BSP」では
お試し版として 1 時間で、フルで楽しみたい⼈に「4K」で 2 時間以上の本放送を楽しむ傾向にするのもいいかと思い
ます。 ・また、NHK 所蔵で 1970 年代以降の洋楽邦楽を問わないロック＆ポップス・アーチストの⾳楽番組（例︓ク
イーンや甲斐バンドの“ヤングミュージックショー”、⼩⽥和正インタビュー＆ライブ）の再放送を募り、反響の⼤きいもの
から 4K リマスター修正をして、「4K」「BSP」で放送する。  ・普及率が低くテレビが⾼価な「8K」は停波廃⽌、「オンデ
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マンド配信」にて限定に。  ・放送内容が偏りがちな「BS1」を停波廃⽌の場合には、「世界のドキュメンタリー」や英国
BBC・ドイツ ZDF・アメリカ ABC 等海外発ニュース番組などを、「E テレ」の深夜枠（午前 0 時〜4 時）やサブチャン
ネルなどに移す配慮が必要。  ・「BSP」の⾦曜・⼟曜の夜 23 時〜25 時 30 分にわたり、アニメーションの放送枠を
設ける。 番組改編期や年末年始には「リズと⻘い⿃」などの映画放送も。  ・AM（特にラジオ第２）は極⼒存続す
べきです。 特に⽣活⾯や⼤都市の学校に通えない⽅々への教育の普及のためにも、語学番組や通信教育、気象
情報に関しては絶対存続すべきです。また、沖縄・九州・⼭陰・⼩笠原諸島・北海道などの国境付近では⽇本の存
在を強調するためにも、「出⼒ 50〜100kW」への強化が必要に思います。 あえて⾔えば、第 1 放送はネット配信に
移⾏したり、「ラジオ深夜便」のように「FM」を刷新して、お盆と年末年始以外のクラシック番組の半分はポップス系⾳
楽を随所にかける「⽣活情報＆リクエスト番組」に変更させることも可能かと思います。 個⼈的には、「サウンド・オブ・
ポップス」は復活して欲しいです。  ・現在、関東 1 都 6 県は「東京渋⾕」に、近畿 2 府 4 県は「⼤阪」に放送局が
集約されていますが、今後合理化によっては四国 4 県を「⾼松放送局」に集約し、⼭陰 2 県も「⽶⼦」に新設・集約
されるのはいかがでしょうか。  ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

個⼈ 衛星放送の BS1 と BS プレミアムのうち、1 つにする。 2 チャンネルある AM ラジオを 1 つに集約する。 この 2 つの事
例の計画であるが、これらのチャンネル数を総務省からの提案（指⽰︖）により、簡単に削減することには反対です。
現在コロナ禍の状況で TV も新しい番組をつくれないので、再放送等を放映していますが、今後充実した番組を制作
できるものと思います。また、AM ラジオは AM1 と AM 教育の⽬的がはっきりとしている現在、これを１つにするとはとん
でもない計画だと思う。語学勉強に利⽤している⼈も多くいるので、語学番組の充実からも安易に削減はしないでもら
いたい。受信料の値下げについても検討していないようですが、ここはじっくりと番組と受信料の点からもじっくりと練り上
げた計画案を発表してもらいたい。 

個⼈ NHK 経営計画について⽇頃考えていることをフィードバック致します。 1）保有するメディア媒体数の削減について 私
は現在のテレビ放送波の削減をする前に、放送番組の⾒直しをして番組数を減らすべきだと考えます。よく⾔われるこ
とですが、今の NHK 番組は⺠法と変わらなくなり、同じタレントや似たような番組が増えている。これらの番組の多くは
削減することによって制作コスト削減を図ることができます。 NHK が果たす本来の放送使命とは次のことだと思いま
す。 ＊国⺠に寄り添った客観的、公正な情報を提供すること。  即ち、政権や政治家の意向・意思に左右されず政
治的中⽴であり、国⺠・市⺠の⽴場に⽴つことです。その上であれば新聞社説のように NHK 独⾃の意⾒を発信して
もよいと考えます。  現在の NHK は次第に政権側を忖度するような報道をすると広く認識されるようになってきたと思
います。（以前はこれほどなかったと思うのですが）これが NHK 離れのひとつの要因と考えます。  2）NHK らしさの
追求とは何かについて NHK は⽇本唯⼀の公共放送（情報発信）メディアですから、社会や国⺠（市⺠）に寄り
添った仕事をしなければなりません。特に以下の事項に⼒を傾注すべきです。 ＊教育・教養の分野（障害者教育、
社会教育、学校教育⽀援、語学教育、IT 教育、⽣涯学習など）  社会教育の中で重要なのは、誰でもどの段階
かまでの学校教育を終えて就業しますが、その後の約 60 年ぐらいの⽣涯を通じて、⾃分で新聞や書物などから知識
や教養を⾝に着けていかなければなりません。その間の科学や技術などの発展は⽬覚ましく、XXX リテラシーが⽣まれ
個⼈間格差が⽣じてきます。そして社会の格差に繋がります。この格差を最⼩限にするために NHK 放送の貢献は⾮
常に⼤きなものがあります。是⾮認識して頂きたい。 ＊国際放送による異⽂化理解と国際貢献への情報の窓という
使命 現在、ニュース 9 など地上波ニュースでは⼤きな海外ニュースのみが限定されて放送され、BS1 の国際報道など
がより細かな海外ニュースを流しています。海外ニュースは海外の地域や国ごとにより細かく地上波放送でも番組を構
成してもよいと思います。⾒直して欲しい。 インターネットによる NHK World は⾮常に良い放送番組だと思います。
これは地上波放送番組で放送しても良いでしょう。⽇本に外国⼈居住者が多く暮らしており、今後も増加するのは確
実です。⼈⼝減少が続く⽇本は外国⼈を含む多⽂化共⽣社会にならざるを得ません。この共⽣社会は⽇本を変えて
いきますし、⽇本は変わらなければなりません。 ＊災害と健康予防に関する放送 国⺠の健康と安全・安⼼を守るた
めの放送も NHK の重要な役⽬です。インターネットの NHK プラスやテレビの災害時の実況中継などを通じて迅速か
つ正確な報道を更に充実させて欲しいと思います。 ＊NHK 事業の政府管理からの独⽴ これは最も難しい課題
（チャレンジ）だとは思いますが、⽇本が更に進んだ⺠主国家となるために挑戦して欲しいと考えます。⽇本は戦後、
三権分⽴の国家として必ずしも上⼿く機能してきたとは⾔えません。国会も司法も⾏政の分野も時の政権の直接的・
間接的影響により歪んだ政治が⾏われ、市⺠⽣活を必ずしも幸福なものにしてきませんでした。良⼼ある市⺠の声を
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届けるべき選挙も 1 票の格差などの課題から真の国⺠の声は政治に届いていません。今や三権分⽴の他にもうひと
つ市⺠の声を反映できる場を考える（作る）時代になっているように思います。将来の NHK の役割のひとつが、政治
権⼒の影響を受けない独⽴した組織になって、市⺠の声や社会の解決すべき問題を政治や⾏政に働きかける機能を
持つことが⽇本を発展させていくことにつながると信じます。NHK ⾃⾝が政治政党のように政策や政治綱領を持つこと
を意味しません。社会で起きている状況や事実情報を市⺠に伝えること、市⺠からの声を広く聞いてそれを政治・⾏政
に発信することこそが NHK に与えられる使命だと考えます。 以上 

個⼈ NHK は公共放送という社会インフラで、存在意義があると認識しており、地上波放送には親しんでいます。 しかし、
衛星放送については、次のような問題があると考えます。 ○たまたま既設の衛星受信設備がある住宅に移っただけで
受信意欲もないのに地上波のほかに衛星の⾼額な受信料を強制的に徴収される。 ○その⾼い受信料で衛星放送
だけのデラックスな番組を制作している。（そもそも地上波と衛星波の受信料収⼊と各波の番組制作経費は峻別さ
れているのか︖） ○まさに衛星放送は NHK の肥⼤化の象徴。貧困者、年⾦だけの⾼齢者が増える中、受信料が
強制徴収であるにもかかわらず、国⺠⽣活の現状と受信料の適正⽔準に対する想像⼒を⽋いている。 新経営計画
では、衛星チャンネルの統合を検討するとのことだが、そもそも、NHK が衛星放送を⾏う意義を明らかにすべき。そのう
えで、衛星放送契約は任意で契約者のみが視聴できるスクランブルとすることを望みます。 なお、NHK のホームぺー
ジを開いてみても、このパブコメの⼊り⼝は簡単に⾒つからないし、グーグル検索でも簡単に⾒つからない。NHK がこの
パブコメはやりたくないけど、しかたなく形式的にやっているという姿勢が如実に表れています。 

個⼈ ラジオ R1R2 統合テレビ総合 E テレ統合との ことですが国会中継は全部すべきです⼜語学をラジオで学ぶ⼈の為に
R2 も必要 統合反対です テレビでの 4K8K より⼤切なのは広島原爆投下の⽇に広島平和記念式典を全世界にテ
レビで国と隔離され政治⼒が関与しない放送局でなくてはならない NHK が式典全てを放送する為総合 E テレは必
要 ラジオ視聴者は⾼齢者や⼊院中の⽅々 語学学習学⽣のことを思ったら絶対局を減らすべきではない 減らすなら
8K を⽌めれば良いラジオ⽂化を途絶えさせてはならない NHK は⺠放ではないことを政治とは隔離された放送局であ
ることを⾃覚すべきである 減らすなら 8K を減らしラジオ局やラジオ番組を減らすべきではないと私は思います NHK を
愛する主婦よろしくお願いします。 

個⼈ 経営計画とかどうでもいい。 さっさとスクランブル放送やれ。 
個⼈ NHK をスクランブル化して欲しいです。 受信料を韓国のように年間３０００円以下に下げて欲しいです。 国営

NHK はニュース、天気、災害情報、教育番組など最低限にして欲しいです。 タレントを使ったりではなく職員が出演し
て番組を安く作って欲しいです。 NHK にはコスト意識がなさすぎます。 NHK 職員の給与は⾼すぎて、⺠間と国営に
分ける事により⾼い給与は⺠間にして 払って欲しいです。 ネットに進出するなら、それは⺠間でして欲しいし、それに
受信料を 取るのは⽌めて欲しいです。取る場合はスクランブル化で⾒たい⼈だけ にして欲しいです。 NHK は⺠間と
国営の２つに分けて欲しいです。 NHK には国際放送で政府の主張を展開して欲しいです。 ２４時間放映する必
要はないと思います。 国内放送も国営 NHK は１⽇３回１５分ずつ政府の主張を流して欲しいです。 政府と
NHK の主張が違う場合は両論併記にして欲しいです。   NHK が⺠放ぽくなっており、チコちゃんに●●芸⼈を出演
させたり、ワイドショー的な番組を作り芸⼈やタレントを出演させたりしていますが、公共放送としての NHK はそんな番
組はいらないと思います。それこそ、⺠放と国営に分けても⺠放でやって欲しいです。  NHK の⼤河は海外やネットフ
リックスで売れるように作って受信料に頼らないようにして欲しいです。  海外の公共放送は CM も⼊れているのだから
NHK も CM を⼊れて受信料を下げて欲しいです。  NHK は英語番組など関連会社を作って書籍や DVD などで
儲けすぎです。 ⺠放 NHK は関連会社も含めてトータルで儲けて受信料収⼊に頼らない番組作りをいｓて欲しいで
す。 
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個⼈ １．受信料は、放送するために使⽤して欲しい。⽂化に⽀援・講演するする費⽤は、NHK が事業で収益を受けた
分で⾏うべきと思う。受信料で、⽂化事業を進めるのは⽬的外使⽤である。NHK に⽂化事業を⾏わせるために受信
料を払っている訳ではない。NHK は、肥⼤化しすぎている。受信料の使途を明確に限定すべきである。 ２．現在の
放送では、⼟⽇祭⽇が極端に休⽇モードとなっている。局員には労働環境を守る必要があるが、だからと⾔って、放送
が休⽇モードになることとは違うと思う。⼟⽇祝⽇でも、平⽇と同様なニュース報道を⾏うべきである。特に災害が発⽣
しているときは、災害報道を詳細に丁寧に⾏うべきである。ただし、地震については震度５強を超えるときにすべきであ
り、後はテロップで⼗分である。 ３．NHK が強⼤になりすぎて、⺠放を圧迫していると思う。⼤相撲、⾼校野球などを
独占しているのは如何と思う。⺠放が放映権を獲得でいるように制限すべきである。NHK は、⺠放が取り組まないも
のを、⾒いだしていくべきと思う。受信料契約者に寄り添う⾝近なニュースや地域情勢など積極的に取り⼊れていくべき
である。 ４．台⾵、⼤⾬など⼤きな⾃然災害が発⽣する場合は、特にその地域では、⼟⽇祝⽇であっても、刻々と
その状況を実況で伝えるべきと思う。⺠放の⽅が機動的で⾜回りが機敏なのは解せない。NHK こそが率先し災害地
域の状況を的確に報道すべきと思う。 ５．再放送の頻度が多すぎると思う。総合、BS とを跨いで再放送する基準
を明確にし、再放送のあり⽅を考慮すべきと思う。視聴者にまた放送そうしていると感じさせないようにして貰いたい。膨
⼤な過去のアーカイブスがあるなら、飽きの来ない、再放送でも⽬新しく感じさせる物を放送すべきと思う。 ６．最近
の番組は、芸⼈、有名芸能⼈に頼りすぎていると思う。知的な解説なら、研究者や教育者から⾒いだすべきと思う。
また、アマチュアや記者、学⽣など幅広い⼈材から発掘すべきと思う。ギャラの⾼い芸能⼈を使うべきではない。芸能⼈
の⼈気に頼る番組作りはすべきではないと思う。 ７．オリンピックなどが⾏われる場合、それ⼀⾊に染まってしまうが、そ
う⾔う場合でも、平常の放送を⼤事にして欲しいと思う。 ８．受信料の取り⽅にもきめ細かな、公平感をもって決め
直して欲しい。⽣活拠点を幾つかもっていても、何台以下ならば１家庭と⾒なすべきである。⽣活は多様化している。
お屋敷で何台もある場合いもある。単⾝者が拠点を多く持っていても視聴できるのは１つである。⼀家に１契約という
概念は古いと思う。 ９．NHK の意⾒メールが４００字の字数制限を設けているの意⾒を制限しているように思う。
４００字の根拠が不明であり、株主の意⾒制限のようで嫌らしい。また、受信料を強制徴収している以上、受信料
契約者からのメールには返事をすべきと思う。しないのは、尊⼤である。受信料契約者がスポンサーであるという認識を
持つべきである。NHK は NHK のものではない。法律で守られていることに安住しすぎていないのか。受信料契約者の
地位向上を図り、ステークホルダーとすべきである。 

個⼈ 私は⼤の「NHK ファン」です。いつも NHK ばかり⾒ています。今回の経営計画については、ベクトルは理解できるもの
の、次の点について⾮常に不安に感じています。  〇衛星波の整理・削減 について 特に BS 波が１つになってしま
い、番組の多様性、選択の幅がなくなってしまうのであれば⾮常に残念です。スタッフの⽅のご努⼒で⾮常に質の⾼い
番組、ドキュメンタリーがいろんな切り⼝でそろっています。統合・削減されるとしても、そのコンテンツの質・量をできるだ
け維持していただけると⾮常にありがたいです。 なお、私もそうなのですが、まだ「４K」テレビ、レコーダーが⼗分普及し
ているとは⾔えない状況です。にわとりと卵の話にはなってしまいますが、４K への番組集約はある程度時間をかけてい
ただいて、当⾯は、４K で放映する番組も、放映⽇を遅らせてもよいので２K でも放映するなど、「４K 難⺠」を作ら
ないよう、なにとぞご配慮いただければありがたいです。  〇５つのキーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策 につ
いて この項⽬の中に「ドラマ」という切り⼝でのキーワードがないことに不安を感じます。前述のとおり、NHK は、⺠法で
はできない、質の⾼い番組づくり、特にドラマについては素晴らしく思っています。今般の「太陽の⼦」のような素敵なドラ
マを⺠法が作成してくれるとは到底思えません。⼤河ドラマ、朝ドラも含め、しっかり予算を使った、⽇本を代表するドラ
マの供給も引き続きお願いしたいです。  〇コンテンツの質・幅・量の維持 今後の⼈⼝減のなかではどうしても受信料
収⼊の減少は避けて通れないことは当然、認識できます。したがって、効率的な経営が必⾄であることは⾔うまでもあ
りませんが、私のように NHK 番組で育ってきた⼈間にとって、もしも予算削減、効率化のためにコンテンツの質・幅・量
が削減してしまうことは⾮常に残念です。 反対意⾒は多いでしょうが、受信料を現在より１割くらい上げてもいいので、
現状を維持して欲しいのですが、なかなか賛同は得られにくいのであれば、WOWOW 有料放送のようにスクランブル
化、有料でのネット配信という⼿法でも良いと思います。  〇「ＮＨＫ関連団体の機能を純化し・・・」 もしも、NHK
の関連会社（⼦会社）が多数存在し、そこに NHK の OB 職員が⼤量に雇⽤され、受信料収⼊の効率的活⽤を
阻害しているのであれば（どこの企業、公務員系でも同様のことがあるわけですが）、思い切った改⾰を、たとえある程
度時間をかけてでも整理していく必要があろうかと思います。  〇肥⼤化への反論 NHK が肥⼤化している・・・という
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批判があろうかと思いますが、その⼀⽅で⺠放のレベルは過去よりも相当落ちていると思います。とても信頼できる番組
を制作しているとは到底思えません。ニュース報道にせよ、前述のとおりドラマや、NHK スペシャルに代表されるドキュメ
ンタリー番組にせよ、NHK さんは偉⼤です。⺠放局が「映像の世紀」といった番組を制作する能⼒・マインドが果たして
あるのでしょうか︖ただし、ライバル⺠放局からの批判に対応すべく、例えば、⺠放でも同種・同様の番組が制作されて
いるバラエティー系、クイズ番組や歌番組系などは思い切って削減をしていってもよいのかも知れません。  以上のとお
り、NHK が何かと批判の対象になりがちなところではありますが、私のような NHK ファンがたくさん存在していることをご
認識いただき、経営計画の詳細検討を進めていただけるとありがたく思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

個⼈ 私は NHK の番組をよく⾒ます。政権との距離感に対する不信感があるので、⽇本のニュースは⺠放の他局で⾒るこ
とが多いですが、BS1 の 22:00 の国際報道のような番組は NHK だけですし、外国で製作された良質のドキュメンタ
リーを放映してくれるのも NHK の BS1 だけです。BS1 のワールドニュースも他局では⾒られません。また、NHK 総合
の N スペやクローズアップ現代、さらには ETV 特集は、⺠放他局にも多少は似たようなコンテンツがあるとはいえ、やは
り質量ともに NHK にはかないません。今回、チャンネルが減る⽅針だと聞きましたので、これらの番組が減らされるので
はないかと危惧しています。「NHK らしさ」を追求するという⽅針は上記の危惧を若⼲弱めるものですが、そうはいっても
危惧が残ります。上記のような「NHK ならでは」の番組は減らされることのないよう、切に望みます。 

個⼈ 解体希望 反⽇売国放送局はいらない 
個⼈ 経営計画を拝⾒すると、SDGs の考え⽅を軸に社会への貢献を考えるといっていますが、実際には SDGs を達成する

ための⾏動や、SDGs に関する⾻太の番組などはまだ出てきていません。⾦融、地⽅⾃治体、企業などでの SDGｓ
達成へ向けた⾏動はどんどん出てきている中で、NHK の番組でさえこうしたものが取り上げられていないことには強い懸
念を持ちます。本気で「SDGs の考えを軸に」置くことを考えているのでしょうか︖  また、本気で SDGs を軸に考えるの
であれば、例えば NHK で使⽤するエネルギーは再エネをもっと活⽤して（⽬標７）、気候変動対策に貢献し（⽬
標１３）、職員の働き⽅も改善し（⽬標８）、スタッフの男⼥⽐も⽬標をたてて公平にしていく（⽬標５）、さらに
は障がい者や外国⼈もいれていくなど（⽬標 10）、やるべきことはいろいろあるように思います。こうしたことがきちんと
盛り込まれていない現在の経営計画案は、「誰⼀⼈取り残されない」という SDGs の理念からもはずれており、今後の
経営に⼤きな不安を感じざるを得ません。  現状のようにお飾りに終わらせず、今⼀度、経営の中で真剣に持続可能
性に取り組むことを真摯に検討することが、番組を含めた NHK の信頼を⾼めることになるのではないでしょうか。 

個⼈ 熊本在住の、何⼗年も NHK の TV 放送に親しんできた、初⽼です。 経営計画に対する経営委員会への意⾒募
集という事で、ほんの少しの期待を込めて TV 放送について要望したく。(NHK へは何度も要望しましたが、結果とし
ては不満に思っています) HP を⾒ると、下記計画の基本⽬標に「信頼される情報の社会的基盤という役割の遂⾏」
というのがありますね、受信料を義務化しているのですから当たり前です。 NHK への要望は、下記 5 点、 要望 1 過
去数⼗年も⾔われてきていますが、⽇本という国の運営に関わる国⺠の意識形成に関する NHK の news や番組は
正しいか否か猛省せよという事につきます。news を観れば、TV 放送だろうが、data 放送だろうが、番組だろうが、状
況把握が正しく出来る事を早急に義務化しなければなりません。違反例については、厳しい処分も含む内部規定も
必要です。 現状には、⼤いに疑問が付きます。 特に、中共、韓国についての情報です。 2 武漢ウイールス情報、天
気予報を⾒直して下さい 3 ⺠放が報じない内容の放送を、更に充実して下さい。 (歴史、⾃然、スポーツ、科学(但
し、⾒解の押し付けは不可)) 4 ⺠放と同様な、バラエテイ、唄番組⽌めてください、経費の無駄です。 5 真夜中の
TV 放送不要です。(災害等の危険情報放送を除く)  補⾜資料 1 経営計画記載の基本⽬標(HP より) 「受信料
で成り⽴つ「公共メディア・NHK」がめざすべき基本⽬標 (放送法や社会的な要請を踏まえた普遍的役割・ミッション)
は、すべての⼈に「安全・安⼼」と「正 確、良質で多様なコンテンツ」を届け、信頼される「情報の社会的基盤」としての
役割を果たし続け ることと考えています。」  2 中共、韓国に関する報道において、「何故この様な放送をするのかの
意図が想像出来る、誤解しないで下さいあなたの判断は間違っていますよ、何があっても、彼等と仲良くして⾏きましょ
う」と⾔いたい内容の報道が、頻繁に⾒られる。 異常性が報道されない  1)中共のウイグル族削減施作に関する報
道記事が、NHK web の中に存在しない。 (不妊処置、収容所等の施作について) 2)8／8 BS 1 激動の世界を
ゆく 「巨⿓・中国が変えゆく世界・・」   ⽇本近海での武⼒を伴う活動が当然の様になってきている中で、どうして、中
共を讃えるかの様な放送を、1 時間も、⼟曜⽇の昼の 12 時にやるのか︖ 3)2019 ⼤晦⽇の放送された内容・・
NHK の特定者の⾒識を反映している報道を、何故やるのか︖それも⼤晦⽇に︖ ・⼭⼝の●●●という韓国系の寺
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院からゆく年くる年。 ・ゆく年くる年で韓国の⽂化を紹介。 4)台湾 李登輝元総統葬儀への合同出席について、⽴
憲⺠主党等の野党出席せずを報道せず。何故 3 武漢ウイールスに関する data 放送の内容が、⺠放と⼤差無く、
国⺠意識の向上の阻害となっている。 ・8／8 現在、新規感染者の数字のみ、不要なクルーズ船情報あり。 (重要
な重症者、中症、軽症者情報不⾜し、さー、感染者増えている⼤変だという内容に終始) (IT で観れる様な情報
を、特別に常駐させるべき) 4 data 放送での天気予報の精度の低さ。 ・8/7、8 での⾬予想を、気象協会では 10
⽇程前より予想。 NHK は 1 ⽇位前でないと予想せず。 ・8/8 の 7 ⽇予想、12〜14 ⽇ NHK ⾬無し、気象協会
ほぼ⾬。 (注)地域は熊本県 

個⼈ 経営計画を読ませていただきましたが、特に今後の番組内容について現状に即していないなと感じました。 NHK には
若い世代の⾒たい番組がほとんどなく、若い世代ほど NHK を⾒てないという課題に向き合っているようには思えませ
ん。  インターネットが普及し、インターネット上で多様な番組を⾒れるようになった現在、ニッチな番組は極⼒減らし、
国⺠が⾒たい番組に特化した番組作りに重点を置くべきだと思います。  具体的にサッカーを例に出すと、世界⼀のサ
ッカークラブ、リバプールに所属している南野拓実や将来的にレアルでの活躍が期待されている久保建英の試合に絞り
毎週放送すべきです。また J リーグは世界的なスター、イニエスタが所属するヴィッセル神⼾の試合に絞り放送すべきで
す。それを実現するために仮に割⾼な契約料になってしまったとしても資⾦が豊富な NHK だからこそできることではない
でしょうか。  マイナー競技の中継の場合も実業団等は放送せず、⽇本代表の試合のみ放送すべきです。
BABYMETAL やピコ太郎などの世界的に話題になった⽇本のアーティストにリアルタイムでもっとスポットライトを当てる
べきです。  インターネット TV 局の AbemaTV のニュースチャンネルなどと⽐べ、現在進⾏形で起きている重⼤な出
来事をリアルタイムで伝える姿勢も報道体制が充実している割には⼗分ではないと思います。ベイルートの爆発を⼀⽇
中⽣で伝えるくらいしてもいいのではないでしょうか。  視聴者のメディアに対する接し⽅が激変している現在、新しい形
の⼤衆向けコンテンツに転換していかないと、NHK の存在意義は薄れていく⼀⽅だと思います。 

個⼈ ニュースや次の番組が始まる時間になっているのに野球や相撲をニュースや他の番組時間を潰して中継することを今後
やめて貰いたいです。こちらは野球や相撲の放送があるだけでとても不快に思います。しかもラジオ番組でもやる時が多
いと⾔うのに百歩譲ってそれをやるなと⾔うつもりはありません。しかし、楽しみにしている番組時間を押して⼊り込んで
かなりの確率で押し潰すことがテレビとラジオの両⽅で多く、最早許容範囲を超えていると思います。昔は時間になると
途中だろうが、ちゃんとニュースなり次の番組に移⾏していたのがなぜ最近は⺠放みたいな真似をするのか、しかもこちら
は視聴料を⽀払っています。視聴料を⽀払わされて⾒たくない番組を押し通される、このようなことをするのは NHK ら
しさから程遠いと考えます。このため、NHK らしさを取り戻すべく時間に正確な放送局として途中であろうがもう少しで
終わるからなどと⾔う安直な理由で延⻑などせず時間通りに次の番組を速やかに放送して頂きたいと思います。また、
野球や相撲を放送することを今後も継続していくならモータースポーツ放送も実施して頂きたいです。⼈気あるスポーツ
は放送し、⽇本でのマイナースポーツは全くやらないと⾔うのは不公平以外の何者でもないと考えます。 

個⼈ 私は HK ラジオ第 1 をいつも聴かせてもらっていますが、いずれ第 1 と第２が⼀本化されると聞きました。今から語学
の勉強をするつもりはないので、語学は語学で別にやってもらいたのですが。 

個⼈ チャンネル数の削減に反対です。 計画案では、「NHK らしさ」との⾔葉が多⽤されていますが、具体的な表現とは思
えません。 現在のチャンネル構成は、とてもバランスよく⾒えます。 地上波ですと、「総合」は、まさに総合的に、誰にとっ
ても受け⼊れられる内容。 「E テレ」は、教育的要素が多めであり、かつ教養の内容が豊富で良いです。 今回は地上
波については書かれていないのですが、ラジオについて説明にするのに、 わかりやすくするために、書かせていただきまし
た。 現在の AM ラジオチャンネルが、まさに地上波と同じ役割になっているのではないでしょうか。 「第⼀」が、「総合」の
役割。「第⼆」が教育・教養の役割。 FM ラジオチャンネルが補完的な要素です。FM らしさもあるかと思います。 AM
チャンネルを１つにしてしまうと、ラジオ局の少ない地域では、つまらないと思います。 BS チャンネルにつきましては、はっ
きりとした役割分担が⾒えにくいものの、 それはチャンネルの表現⽅法の問題であり、その点の明確化は必要と思いま
すが、 放送内容が異なるので、どう削減したいのか、例を⽰していただかないと、議論も難しいと感じます。 「４K」「８
K」は技術的な問題であり、新たにチューナーが必要になることから、 理解のない⽅には、今回のようなチャンネル数の
削減といった話となると、 私としては「４K」「８K」を進めていただきたいですが、無理かなと思い、 ここから削減するしか
ないと考えます。 ⼀⾒、具体的に⾒える経費の削減についても、現状との⽐較が無く、達成度合いを⾒ることができな
いように感じます。 外部委託法⼈の集約と書かている点は、具体的に感じますが、そもそも外部委託する理由がわか
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りません。 NHK 職員でできないこととは、何でしょうか︖⾏政にも⾒られる外部委託ですが、 ⽬先の職員数は削減
可能なものの、必要最低限の職員数を下回っては、 いざという時、⾝動きが取れなくなり、本末転倒です。 （この”
いざ”とは災害時等の、とにかく⼈⼿が必要なときを想定しております。） チャンネルの削減を考えるほどとなると、定着
しているとはいえ、⺠放でも放送できる・している⾼校野球や⼤相撲の中継のような⼀定期間、⻑時間放送するもの
は、放送するかしないかの議論が必要と考えます。 

個⼈ スクランブル化して欲しい 
個⼈ 以前に保有メディアの削減に関する意⾒を述べた者ですが、前回の意⾒では出せなかった提⾔を、今回はさせていた

だきます。 今回出すことにしましたのは、保有メディア削減を受けて、今後国内のラジオ周波数利⽤態度をどう⾒直す
のか、そして国内の地上波放送チャンネルの利⽤態度をどう⾒直すのかについての提⾔です。これには、今回の経営
計画で削るべきテレビメディアを BS ではなく地上波に求めるべき、重⼤な理由が含まれているということをどうか御承知
下さい。 まず、AM ラジオを削るならこれは絶対にやらなければいけないというのが、放送⼤学学園との教育放送事業
の統合、それも放送⼤学学園側への事業の移譲です。これによってラジオ第 2 放送を放送⼤学ラジオに統合するの
みならず、地上波テレビの⽅でも、E テレを放送⼤学テレビに統合し、ラジオ・テレビ共に BS に完全移⾏させなければ
いけません。 これによって、使わなくなる教育放送⽤の地上波放送のチャンネルを、関東地区では、県域放送⽤の現
総合テレビが未設置の神奈川・千葉・埼⽟に県域放送⽤の現総合テレビを設置するために、北海道・福岡県は、後
程その設置を提⾔する⺠放の新業態に、その他は既存⺠放の放送エリア拡⼤に活⽤する必要があります。 特に、現
在はケーブルテレビによる区域外再送信によって⼀部の県外⺠放局のカバーが⾏われている府県では、これを地上波
の電波でカバーできるようにするようにするために、現教育放送⽤の地上波放送周波数を転⽤させられるようにすべき
です。これによって、ほぼ全国で地上波で視聴できる⺠放系列をさらに増やさなければいけません。 次にこれもはっきり
させなければいけないのが、今後 NHK のテレビ放送のメインのマーケットを海外に、そして国内での主たる放送の場を
BS に求めるため、現総合テレビの経営を FM とセットにして、現 NHK から切り離すと共に、切り離した後の業態を、
⽇本語放送以外に求め、国際放送ワールド TV・ワールドプレミアム配信の⾒返りとして⽇本への配信を⾏いたい、そ
して⽇本での報道活動を強化したい意向のある海外の放送局の⽇本向けテレビ国際放送の送信に活⽤する必要が
あるということです。 国際放送ワールド TV・ワールドプレミアムは、アジア・南⽶を中⼼にケーブルテレビ・衛星放送で視
聴することができますが、その⾒返りとして⽇本で視聴できる海外からの総合編成のテレビ国際放送は、韓国 KBS・中
国 CCTV がありますが、いずれもケーブルテレビ・衛星放送を通じての放送です。 実はアメリカには、⺠間による全⽶
向けの地上波ネットワーク放送の⼀種として、メキシコからのテレビ国際放送が⾏われています。これと同種の放送を⽇
本でも⾏うための受け⽫として、現 NHK の地上波送信網を活⽤することを強く提⾔します。 この⽇本からのテレビ国
際放送配信の⾒返りとなる海外からのテレビ国際放送の⽇本向け送信には、現 NHK の地上波送信網以外に、現
在は関東・近畿・東海各広域圏内で独⽴局として県域放送を⾏っている⺠放局、そして⼀部のキー局系列の地上
波送信網も活⽤する必要があります。北海道・福岡県では、こうした放送への優先活⽤のために、現教育放送⽤の
地上波を活⽤する必要があるのです。 以上のような提⾔を経営計画の実⾏にあたって、ぜひ盛り込んで下さい。宜し
くお願いいたします。 

個⼈ ラジオ局を減らす計画について いつも NHK ラジオ第２放送を聞いています。いろいろな語学、古典講読、ビジネス講
座など、わたしの⼈⽣を豊かにしていただいています。テレビや第１放送が、震災、コロナなどビッグニュース⼀⾊になって
いる時でも、第２放送は普段通りで、こころの平静を取り戻すことができます。この度、ラジオ局を減らす予定と伺いま
したが、反対です。ネットラジオなどで、いつでも聴けるようにしてあるとはいえ、なんとなく聞いていたら、⼤変興味深い話
に出会えることがたくさんありました。ラジオ第２を無くさないでほしいです。お願いします。 

個⼈ 今の NHK は親中派だと思われても仕⽅の無い報道姿勢です。ウイグル族へのジェノサイド⼈権侵害を正しく報道し
なかったり、⽇本の領⼟尖閣諸島への中国の進出をほとんど報道しなかったり、そこで⽇本の漁船が追い回され⽇本
⼈の命が危ない⽬に遭っても報道しなかったり。⽇本のための⽇本の盾となる国⺠意識を作るための情報を広く正しく
報道する義務を完全に怠っているのが今の NHK です。コロナも⼤事だけど同じボリュームで伝えるべきではないでしょう
か。NHK の職員の皆さんは、胸を張って⽇本⼈のために正しい報道をしていると⾃負されているのでしょうか︖BBC を
⾒習ってほしいものです。なので、今の NHK は受信料を取るに値しないものだと感じています。受信料を喜んでみんな
が払うくらいの責任を果たして下さい。 多分この意⾒も没にされてしまうのでしょうね。 
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個⼈ 「ＡＭ第⼀番組内容について」  担当アナの⾔葉遣い。標準語と丁寧語クラスの使⽤を基本にお願いします。   時
折「へえ・そうなんだ・俺・お前等事も無げに使⽤する⾯が⾒られる。   特定番組では「あははは、はははあ等、⾔葉
でなく笑いに終始のアナがいたが。   中国の泣き屋さんを思わせる⽇本では笑い屋アナかと、最近⾃粛したか︖  
笑い芸⼈︖と若い⼥性との対話番組は、単に⽇常レベルと⾒る。発展性が無い。 近⽇朝の「⼦供の健康」番組では
講師とアナの応答振りは、短時間内でもスマートな交換がなされて分かりやすいと、胸のすく思いで拝聴しました。 今
後ＮＨＫ関係放送のＡＭ１と２、ＦＭ等を⼀本化の構想が検討される模様です。国⺠性をそだてる、磨く番組は
是⾮残して欲しいです。ＮＨＫの本質を気品を⽰す事は市⺠のプライドとなるでしょう。 

個⼈ 「公正な報道をして欲しい」 受信料に依存している公共放送として、国内の地場ニュース報道は評価できる。中⽴
性、事実をあきらかにするのがメディアというものではないのか。中国への忖度は酷いと思う。海外メディアの引⽤も偏っ
ている。⽇本の報道の⾃由度が 66 位とはなさけない。NHK の責任は重⼤ではないのか。 「有料ならば、経費削減
を」 オンデマンド、NHK プラスなどのインターネットはすべて無料にすべきです。受信料を取っておいて、中国に配慮した
報道をして、くだらないドラマを制作して、有料とはおかしいと思う。BBC は無料と聞いたことがある。経営的に厳しいの
なら、ドラマ、スポーツ、ドキュメンタリー、映画など個⼈の趣向性に偏重しがちなものは、無くすか、スクランブル⽅式など
導⼊した⽅が良い。職員の給与が⾼過ぎるのではないか、アナウンサーも多すぎる。⼈員削減は必⾄でしょう。例えば
コロナ禍で病院の医療関係者や企業は相当な努⼒をしている。⺠法と NHK の⽐較（番組内容、⼈員、収⽀関係
など）で受信料に⾒合う放送局と納得させてください。 「番組内容」 チャンネル数を減らすのは良い、アナウンサーの
起⽤も多すぎる。報道は事実を伝えてくれるだけで良い。財務省、国際⾦融財閥、中韓への忖度は⽌めて報道しな
さい。 尖閣領海、慰安婦問題などで⽇本は攻撃され続けています。 受信料を取っているのだから。お⾦を取るのな
ら、なくても良い番組は⽌めにして下さい。 

個⼈ ラジオ放送が AM が 1 波になると結論ありきで決めるべきではないと思う。 聴取率・広告収⼊に囚われずに良質な放
送ができる NHK ではラジオは削減することへの疑問を感じる。 ラジオ放送は⽐較的低予算で制作することも可能で
あり、また既存の NHK 放送スタジオ設備等も有効に活⽤し放送ができます。いま放送波を減らすことでのコスト削減
は、失うほうが⼤きいのではないか。  AM 第⼆放送は教育上⾮常に有意義である。  ぜひ AM 放送は２波体制を
維持していただきたい所存でございます。 

個⼈ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

個⼈ ⾦額的事業規模について  良質なコンテンツをご提供いただけるならば、効率化によるコストダウン等は必要とは思う
が、⾦額削減ありきの、提⾔は無⽤である。⾦額は概ね維持し、いかに質の⾼いコンテンツをご提供されることを検討
願いたい。 コンテンツの内容について  報道、国⺠の教養レベル向上イ⺠度向上に資するようにしていただきたい。視
聴率を狙った、⺠放追従型とおもえるようなバラエティー的なコンテンツは減らすべきである。ドラマについても、流⽯
NHK と思わせるような内容と質を維持していただきたい。映像技術的挑戦は⼤いに歓迎する。  地上放送波につい
て  地上デジタルについては⾔及がないようであるが、流れとしては、技術的実現性はあるが、いずれ地上４K 化の⽅
向になるのではないか︖これへの⽅針を明らかにしていただきたい。 また、将来的に電波を媒体とした地上デジタルは
全⾯廃⽌し、オール衛⽣放送＋インターネット配信とすることも検討してよいのではないか。  なお、地上波には、デー
タ放送に加えて、１波で同時に２つのコンテンツを配信できる。有事の際は、この機能により、通常放送とともに有事
地域⽤の放送を積極的に流すべきではないか︖ また、国会中継など重要な報道も同様である。  衛星波について  
将来は１派とあるが、技術開発的な意味合いから現状の８K チャンネルに相当するような技術開発＆啓蒙⽤チャン
ネルは必要ではないか。また、４K 及び通常の BS は、放送コンテンツを概ね同⼀にし、受像機が全て４K タイプでな
い間は、適宜みられる波を選ぶようにすればよいのではないか。いずれ全ての受像機が４K 対応となり、通常 BS は無
理なく停波できる。  また、先にも書いたが将来的には、電波を利⽤した地上デジタルは全⾯廃⽌し、衛⽣放送に移
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⾏すればよいのではないか︖ そうすれば 多数の TV 中継設備が不要となる。増設・維持に必要な費⽤を予備衛
星打ち上げに振り当てられるのではないか︖  ところで、当⽅ BS ユーザーでないので良く知らないが BS も地上波の
ように１波で２つのコンテンツを同時配信できるのであれば、チャンネル数は倍あることになる。であれは有事の際などは
有効に活⽤できるようにすべきである。  ちなみに、当地は⽇本で⼀番最初に UHF 放送が⾏われた。この時実験的
意味合いがあったからか UV コンバーターを購⼊するための補助が出た。衛星以降も同様に⾏えばよいのではないか。  
ラジオ波について  AM ⼀波、FM ⼀波は理解できるが、現状 R2 は教育的内容が多い。AM ⼀波で⼗分コンテンツ
を配信できるか不安を感じる。  正直、AM 波を昼間停波できないため、オムニバス番組やスポーツ中継などを多発
し、ある意味放送枠を維持しているような側⾯があるようには感じることもあるが、AM 波は有事の際に⾮常に役に⽴
つことを考えれば AM 波ではなにがしかの番組を常時流し続けることには意義があると考える。また現状でも１時間に
⼀回程度はニュースが流れる。この５~10 分のために、残りの時間を優良なコンテンツで埋めるという発想はあってよ
いと思う。かつて情報理論の講義で、有効に情報を伝達するにはさほど重要ではない情報を⼤量にながさなくてはなら
ないと聞いたことがある。聴取者が取捨選択すればよい。私の場合も⼤半は、BGM のようなものであるが、重要な情
報を聞き逃さない機会を維持しているとも思う。 また、FM 波は受信ができない地域がある。 当地もあまり良好な環
境ではない。⾃宅ではラジオ付属のアンテナでは全く受信できない。よって AM のコンテンツを FM に移⾏すると視聴で
きなくなる⽅々が増える可能性がある。現状インターネットで適宜補完している。ちなみに、ラジオ深夜便は時折設備
メンテナンスの為、深夜帯で FM ⼀波となるが、この場合は受信できなくなっている。  テレワーク対応について  新型
コロナ対応で、リモートを多⽤してコンテンツを構成して放送されて癒えるが、⾮常によい取り組みであると感じている。
もう少し⼯夫すれば、さらによくなるのではないかとおもう。これを発展させ、番組制作や情報発信が東京中⼼になって
いるのであれば、分散させてはどうか︖  たとえば、⼤河ドラマを⼤阪で撮ったり、朝ドラを、東京、⼤阪と分けずに地⽅
局も含めてオール NHK で作るなどである。  困難はあろうが、乗り越えられれば新しい番組制作の在り⽅が⾒いだせ
るのではないか︖  また、⺠間では、本社勤務であっても、地⽅にいたままでテレワークで仕事を⾏うような試みが始ま
っている。NHK でもこのような動きを強め、夜７時のニュースキャスターが実は地⽅勤務しているというようなこともありう
るのではないか︖ 実現は簡単ではないと思うが、出来てしまえば、将来の新⼊社員にとってはそれが当たり前になるだ
ろう。 

個⼈ 「""新しい「NHK らしさの追求」""」、「新たな『公共メディア』」とありますが、近年、NHK は公共放送としての役割を
放棄しているようにみえます。総合テレビがメディアとしての批判的役割を失い、E テレが間接的にそれを補完する体制
になっているのではないですか。  案の概要は「視聴者・国⺠の求める多様性・質の⾼さ」を述べますが、むしろ⺠放の
ニュースの⽅が公共放送としての政治批判の役割を担ってきているのではないですか。  国内・国際情勢、その歴史
的背景を伝えるニュース番組に⼒を⼊れるべきではないでしょうか。ホームページからして、BCC や ZDF と⽐べて⼤きく
⾒劣りします。 

個⼈ 「テレビのチャンネルの再編について」今般、数を減少し、将来１本にする計画とか、特にＢＳを計画されるのか︖地
上波は良いとしても、ＢＳを例えば４Ｋとか８Ｋにすると、現在のＴＶでは視聴できなくなると思われます。対応でき
るＴＶを購⼊するにはあまりにも⾼額であり年⾦⽣活者には無理であります。それならば地上波だけを⾒ればとの意
⾒もあるやに思いますが、ＢＳならではの番組もあるため判断に苦慮しているところです。時代の要請とはいえ、⾼画
質のＴＶが現在ＴＶ価格並みになり、購⼊できる範疇まで猶予いただければ幸いです。不⼀ 

個⼈ 「チャンネル統廃合について」 AM ラジオ第２は最も NHK らしい放送で、⺠放では決して実現できない有意義で役に
⽴つ番組が多い。これを第１と統合するなどもってのほか。NHK は⼀体何を考えているのか、憤りさえ感じる。 BS チ
ャンネル統合は良いが、１ｃｈ化はやりすぎ、もしそうなら BS 受信料を半額以下に値下げが必須。２ｃｈ化の場
合にも、世界のニュースやドキュメンタリーなど、NHK BS ならではの良い番組が減らされることのないように望む。 「地
上波の内容について」 ⺠放のお笑い番組を後追いするような、くだらない番組や演出が増えていると感じる。⺠放の番
組はすでに⼗分以上、NHK はもっと中⾝のある優れた番組を作って欲しい。 

個⼈ BS 波統合について NHK ならではの信頼性と質の⾼い BS 放送番組に満⾜しています。チャンネルが多いせいか、
⼈体、恐⻯超世界など、録画し損なった優れた番組を再放送で⾒るチャンスにも恵まれています。 しかし、⼆波、そし
て⼀波へ統合の計画については、BS4K、8K しか⾒られなくなる場合、引っ越ししてまだ数年しか経っていない家中の
テレビを買い替えなければならなず、負担が⼤き過ぎます。整理統合は結構ですが、その結果今まで⾒られていた BS
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が⾒られなくなり、⾼価なテレビを購⼊しなければならなくなるという統合計画は、NHK の経営上は整理統合できて良
いのでしょうが、視聴者にとっては負担を強いられ、⾒られるテレビをリサイクルするのは⾮常にもったいなく、ものを無駄
にすることになる改悪となります。全ての番組を 4K、8K の質で⾒る必要はありません。買い替えの無駄が⽣じないよう
にご検討をお願いします。 

個⼈ ＮＨＫ拝⾒して参考にしています。恐縮ですがお伺いします。  １．「受信料の価値の最⼤化」について、どの様な⽅
法に依りますか。 いろいろの報道(ニュース、健康、安全等)で価値が⽣まれていますが。 報道により、国⺠が正しく判
断できるのも、価値が⼤きいです。どの様な内容でしょうか。 例えば、児童虐待等では、児相の⼈員増員が検討され
ています。虐待防⽌の報道で、道徳感が向上して、虐待が抑制されれば、⼈員増(国⺠負担)の抑制の効果が有る
と思います。  １．「あまねく伝える」について。 「あまねく伝える」は多⾯的な報道とのことでしょうか。 今までも多⾯的
に報道されていますが、報道時間の関係も有るのかも知れませんが、何かについて、⼀⼈の識者のご意⾒だけが報道
される場合があります。１つの意⾒の報道だけを拝⾒しますと、それが全ての感じを受けますが、そうでは無いので、多
⾯的に報道賜りますれば幸いです。 以上  １． 

個⼈ 〇合理化のための放送波の削減については、良質な視聴機会の確保という観点から強く反対する。特にＢＳ１，
ＢＳＰについては、絶対に削減するべきではない。ＮＨＫならではの質が⾼くきれいな画像の教養番組、⾳楽、紀
⾏、スポーツ中継の視聴機会が制限されるような今回の措置は撤回されるべきである。なお、ＢＳ４Ｋについては住
んでいるマンションに視聴設備がないため、これに統合されることは⾮常に困る。受信料は据え置きでいいので、現状の
ＢＳ１，ＢＳＰはぜひ存続させて欲しい。                                    〇経費節
減にはローカル放送の削減を また、合理化という側⾯では地上波のローカル番組を削減するべきであると考える。⼀
部の地域では全国番組の時間帯（再放送を含む）にまでローカル番組（地⽅ブロック番組・都道府県別番組）を
放送して、同時刻に放送される質の⾼い全国向けの教養番組の再放送や全国向けのスポーツ放送が放送されない
場合があるが、これをやめれば経費削減につながると思う。ＮＨｋは全国放送が基本であるべきである。ローカル放送
はローカルニュース、ローカル天気予報、ローカル放送とも全国的に設けられているローカル放送の枠に収めればよく、全
国放送の時間枠（ニュース番組、天気予報を含む）にまで、ローカル番組を割り込ませる必要はないと思う。どうして
も全国放送の時間枠にローカル放送を放送したければ、サブチャンネルを使⽤して放送すればよいと思う。 〇安易な
お笑いタレントの教養番組への登⽤はやめるべき 近年、ＮＨでは教養番組にまで ⺠放の模倣をして下品な●●
●●のタレントを多数登⽤し、バラエティー番組に構成する傾向が強いが、彼らの下品な関⻄弁は番組の質を下げて
いる。以前のように教養番組は局アナが淡々とナレーションすればいいのであり、余計なバラエティー的な演出は不要で
ある。これは番組経費制作の削減につながると思う。 

個⼈ NHK はもう国⺠から必要とされていません。解体してください。NHK の⾏っていることは⺠間でできることか、本来不要
なことしかありません。どうしても存続したいならスクランブル化して必要な⼈だけから受信料を取って放送してください。 

個⼈ NHK の放送で、⼿話通訳さんが⽴って、通訳している映像が、字幕のあるときは通訳さんがカットされ、字幕がないと
きは通訳さんが⼊っていることがありますが、聴覚障害者は、字幕がわかる⼈と、⼿話通訳がわかる⼈に別れています。
福祉という⾯だけでなく、平時でも⼿話通訳があったら字幕も⼀緒に出してほしいですし、そのような予算の使われ⽅、
また、そのようにすることが当たり前になってほしいです。 

個⼈ ⽇本⼈なら、ＮＨＫ経営計画、如何なる不思議な議論であると理解するであろう。 引⽤すれば、経営とは、⼈間性
の追求、社会性の追求、経済性の追求、から成⽴ するとされている。当然、株式会社であれば利益追求、株主還
元などあるだろう。 あまねく情報を、⽇本国に住む⼈々に情報提供するのであれば、ＩＯＴを駆使して 受信料の半
額、あるいは⼀部受信料の無料化など、経済的な観点の⽅針があるべき ところを、何の意味も無いことばばかり並べ
る意味を知りたい。抜けているので ある。〇〇〇について、以前の問題。前経営計画への反省も評価も無しに議論 
できるＮＨＫさんは気楽でいいものですね。⼀般会社員として、⽪⾁の⼀つも ⾔いたくなります。以上︕ 

個⼈ 「◆保有するメディアの在り⽅について」の「◎衛星波の整理・削減を段階的に実施し、将来的には右旋の１波化に
向けて検討を進めます。」と「◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。」について
述べる。  まず、前者の衛星波について述べるが、４K や 8K ⾃体、受像機や録画機器が⾼価であり、同じ記録メデ
ィアでも DR モードでさえメーカー間で異なる録画⽅式であり、2K のような互換性が保てない。また、4K が 2K よりも
画⾯が暗いという指摘もある。諸課題を解決して、受像機や録画機器等の買い替え需要や価格等を考えると、10
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〜15 年かけて⾏うのが妥当ではないのだろうか︖  次いで、後者の⾳声波について述べるが、「⺠間放送のＡＭ放
送からＦＭ放送への転換の動き」とあるが、AM は遠くへの伝送特性が優れており、無電源でも受信できる機器もあ
る。また、AM のラジオ第⼆放送は学校教育、⽣涯教育、ラジオ体操や外国語ニュースなど⽣活に⽋かせない情報も
多々ある。AM の⼀波化については、あまりにも実態から離れているのではないのだろうか︖ 

個⼈ 『将来的にＢＳ放送（右旋）を４Ｋ放送×１ch に集約する件について。』 チャンネル数が減り、放送する番組数
が削減されれば、今までのように多岐にわたるジャンルの番組が視られなく可能性が⾼くなるので⾮常に残念です。 そ
こで、例えばオリンピック等で同時に複数の競技を中継する場合、４Ｋ放送チャンネルを＜２Ｋ放送×２ch＞に分
割して放送するとか臨機応変に対応して欲しいです。 更に理想を⾔えば、視聴者数が少なく今後も視聴環境、視
聴機器の問題で視聴者数の伸びる⾒込みが低そうな８Ｋ放送を⽌めて、４Ｋ放送（右旋）を２チャンネル化して
放送する番組数を確保して欲しいです。  ＜私の考える NHK 衛星放送チャンネル構成＞ 現在…２K 放送×２ch
（右旋）／４K 放送×１ch（右旋）／８K 放送×１ch（左旋） 近い将来…２K 放送×１ch（右旋）／
４K 放送×１ch（右旋）／８K 放送×１ch（左旋） 将来…４K 放送×２ch（右旋）  『ＡＭ放送を１ch
に集約する件について。』 ＡＭ放送をＦＭでもサイマル放送して欲しいです。⺠放ラジオ各局の動向をみても、今後
は⾳質が良く、ノイズの少ないＦＭ放送がスタンダードになると思います。 

個⼈ 五つの経営⽅針が⽰めされましたが、⼈事関係は NHK 内部の問題であり放送について国⺠（受信料負担者）に
公⾔する必要があるのでしょうか。新型コロナウィルスの感染防⽌に係る安倍総理⼤⾂の発⾔ぐらいキチンと最初から
最後まで放送したらいいと思います。いくら、新型コロナ特措法に基づく指定放送機関として政府への協⼒が求められ
ているとしても、意図的に総理⼤⾂の主語を省いたり、消したりしてはならないと思います。 例えば、「ニュース７」は逼
迫していないの発⾔は国のリーダーとあやふやとにしたり、「ニュースウオッチ９」ではその発⾔すらカットしていました。⺠間
放送局のレベルまでとは申しませんが、総理⼤⾂の発⾔くらいしっかり主語、述語、⽬的までハッキリお願いします。…
偉そうなことを⾔ってすみません。退職で⾊々な番組を⾒聴きしているものですから。 これがかつての戦争状況下の放
送だったらと、ゾクッとします。勇気あるスタッフの⽅々に期待します。 

個⼈ NHK らしさについて ・先⽇「たけしのこれが⽇本の芸能史 ホラー」を観たが、無駄な編集をやめてほしい。「カッパ」の
ことで●●が出演したが、「話がぐちゃぐちゃになり…」と⾃虐的な吹き出しを出すことからも分かる通り、●●には番組
の⼀部をまとめる能⼒はなく、時間と電波のムダ。もう少し能⼒のあるタレントを器⽤すべき。 ・程度の悪い芸⼈の器
⽤は控えるべき(MC、サブ MC、雛壇の前列、後列)。⼀⾔で⾔えば、うるさい。 ・芸能事務所の意向に沿った出演
枠も、いい加減にしてほしい。せっかくいい内容の番組でも、視聴の意欲がなくなる。結論から⾔えば、チャンネルを変え
る。 ・本当に NHK らしさを追求するならば、BS の番組のように本質を問えるような番組作りを⽬指すべき。今の地上
波の番組にその類いの番組は少ない(「⽇本⼈のお名前」の古舘伊知郎の MC も甚だうっとうしい)。 ・放送受信契
約者として、上記の件を声を⼤にして⾔いたい。 

個⼈ ⾳声波の整理・削減について  ⾳声波の整理・削減については、反対します。現状維持を希望します。  １．語学
学習等、学習系の番組は、今後格差社会が進⾏するにつれ、教育格差も広がる事が明らかであり、教育のセーフテ
ィネットとして、その存在意義が⾼まるはずです。もしかしたら、⺠間の教育関係の企業から「⺠業圧迫」と圧⼒をかけら
れているかもしれないが、企業利益よりも、国⺠全体の利益を考えてほしい。語学を初めとする教育系の番組は、内
容を洗練、進化させることはあっても、整理・廃⽌対象としないでほしい。  2.各種の⽂化講演会の放送は是⾮継続
してほしい。地⽅在住者にとっては現在放送されているような⾼度で興味深い講演会に触れる機会が⾮常に少ない。
主にらじる★らじるで聞いているが、貴重な内容を聞けることで、⼼豊かに暮らすことができている。⺠放には同様の番
組は皆無で、こういう番組こそ NHK の真⾻頂ではないか。⽂化講演会、教養関連の番組は是⾮継続すべき。  
３．今後、⾼齢者が多くなるのは明らかで、ラジオ深夜便のような、「静かな番組」は需要が⾼まりこそすれ、顧みられ
なくなるとはなかなか考えにくい。こちらも是⾮残してほしい。今も１時以降は FM と R1 で同じく深夜便が放送されて
いるので、これ以上整理する必要はないのでは︖  ４．らじる★らじるは、個⼈的に⾮常に重宝しているが、全てのリ
スナーがスマホや PC を持っているとは限らず、リアルタイムに聴いているリスナーのことも考慮し、時間帯を変更して、聞
けない⼈はらじる★らじるで聞けばいい・・という雑な整理にはしないでほしい。冒頭にも述べた経済的な理由や、⾼齢
でスマホを持たない⼈々がまだいます。  以上の理由を総合すると、整理縮⼩は難しく、現状維持が最善と考えまし
た。  （※ちなみに受信料⾦は実直に毎年お⽀払いしています） 
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個⼈ (1)ラジオ番組の⼀本化について 先だっての新聞によりますと、現⾏のラジオ放送 AM2 本と FM1 本がすべて⼀本化
されると報道されていました。この意味がよくわかりません。AM 第⼆放送の語学番組を毎⽇楽しく聴取している者とし
ては甚だ不安です。気を揉んでいらっしゃる⽅が他にも⼤勢いると思います。(2)アナウンサーの発話の早さについて 特
にニュース番組におけるアナウンサーの話す速度が最近、早いように思います。また、夜のラジオ深夜便は真夜中の放
送ということを年頭に⼊れてゆっくりとお話ししていただきたいと願います。この番組が開始する 30 年前まで放送されて
いた夢のハーモニーという番組はどのアナウンサーも⾮常にゆっくりと話しをされていました。⽿に⼼地よい話し⽅だったと
記憶しています。(3)外来語の使⽤が多すぎることについて ⽇本語で⼗分に⽤が⾜せる表現すら外来語で⾔い表し
ている場⾯が多すぎるようです。⽇本語を⼤切にしていただきたいと思います。全国網の放送機関として NHK には⼤
きな責任があるはずです。いろいろとお願いばかりで恐縮ですが、これからも上質な番組を期待しています。 

個⼈ 情報の⼊⼿⼿段が充分に整った現代では、NHK を国⺠全員で⽀える必要は無い 戦時中の貧しい時代、芋の雑
炊の配給は国⺠を⽀えたが現代では芋の雑炊の配給は必要が無いのと同じで NHK の情報も現代社会では必要な
い 公共の物だから全員で⽀える必要があると寝⾔を吐いているが NHK 意外で公共の物を全員で⽀えている物は少
ない 電気 ガス ⽔道 これらは契約者のみが使⽤しまた、任意に解約できる 電気は蛍光灯の所持を理由に契約
を強制されることはない ガスはガスコンロの所持を理由に契約を強制されることはない ⽔道は蛇⼝の所持を理由に契
約を強制されることはない 道路も公共の物だがその維持にかかる⾞両重量税は⾞の所有者にしか課せられていない 
通信販売等で道路の恩恵に預かっている⼈物も⾞がなければ⾞両重量税はかせられない その様な状態の中、NHK
はテレビを持っていない⼈間に対してすら反社会的組織を使って契約を迫ってくる テレビを捨てれば海外を参考にして
テレビの有無に関わらず全世帯で⾦を払えなどとどこの国を参考にしたのかわからない様な話をしだす 海外を参考にす
るのであれば、まずはイギリスのやっている 定期的に公共放送の必要性を国⺠が直接審査する直接選挙の実施を取
り⼊れるべきだ 

個⼈ ◆保有するメディアの在り⽅について ラジオを現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波（ＡＭ・ＦＭ）へ削減す
るとしているが、Ｒ１とＲ２の統合はテレビに置き換えると総合とＥテレを統合するような話であり、賛否を論ずる以前
に「不可能」ではないかと思う。教育放送を放棄するようでは公共放送の資格はない。 

個⼈ 1、読字障害があります。テロップで緊急情報を出してもらっても、理解が困難です。そこで、テロップの前にアイコンを付
けてもらいたいです。豪⾬、地震、津波、通⾏⽌めなどそれをイメージできるアイコンを表⽰して、内容を書いてもらえる
と助かります。 2、友⼈に外国籍の⽅が多くいます。緊急情報を⺟国語で表⽰してほしいと⾔ってます。スマホが⾔語
設定すると⺟国語で使えるように、テレビもそうした機能ができるとユニバーサルデザインが進むと思います。直ぐに無理
ならば、緊急情報の後ろに QR コードを⽰してリンク先で⾔語を選びクリックすると、画⾯に表⽰してある情報を各⾔語
で⾒られるようにするのは即できると思います。 3、防災アプリもよく使っています。このアプリも多⾔語対応されるといい
と思っています。 4、字幕や副⾳声も多⾔語対応できるといいと思います。多様化に対応することが、⽇本にとって持
続可能な⽅向に向かわせることだと思っています。 5、SDGs の観点から、チャンネル数を増やす時代から、⺠放に委
ねるコンテンツと NHK が担うコンテンツの精査をし、多⾔語対応に向かえるといいと思っています。そして、オンデマンド
の充実を図り情報難⺠を⽣み出さない、誰⼀⼈取り残さない社会の実現に寄与するメディアになりうると思います。 
6、PDF 等で通信や報告書が Web サイトからアクセスできますが、読み上げソフトで読ませると、表になっている部分
などは、読まれる順番があちこちに⾶ぶことが多いです。EPUB の仕様や DAISY の仕様に沿って書かれるといいと思い
ます。または、テキストデータ版を準備されるといいと思います。 いろいろと書きましたが、アクセシビリティ、ダイバーシティ
に⼒を⼊れていただきユニバーサルデザイン社会に向かって欲しいと願っています。 

個⼈ 「3.あまねく伝える」について，ニュースで流される国会での⾸相答弁は，巧みに編集されて，いかにも「野党の理不
尽な批判に⾸相が⼀⽣懸命答えている」かのような印象を与えており，緊急事態宣⾔下の⾸相会⾒も質疑応答を
早々に打ち切り，解説委員とやらの「総理の代弁」であたかも安倍⾸相が国⺠のために真摯に政務に取り組んでいる
かのような印象操作をしている。「あまねく伝える」の中に「恣意的な編集をしない」「政権に与した報道・解説をしない」
ことも加えるべき。 「衛星波の整理・削減」には反対します。「番組制作の効率化」の主意は分かりませんが，経費削
減という観点からいえば，まずは総合の番組で⽬⽴つ出演料の⾼い芸能⼈（●●●●●、●●など）の起⽤を⽌
めるべきです。NHK は視聴率より番組の質の⾼さを第⼀に考えるべき。BS1 や BS プレミアムでは良質なドキュメンタ
リーが制作されており，これらがチャンネル統合で削減されるのはたいへんな損失です。 
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個⼈ ラジオ AM1 波に統合、BS4 チャンネルを削減について 上記の内容について私の考えをお伝えします。NHK のラジ
オ、テレビ地上波、BS 放送どれも毎⽇視聴しています。まず、ラジオ AM1 波統合について。報道、娯楽を中⼼とする
第⼀放送と教育を中⼼とする第⼆放送をどう統合して放送していくのでしょうか。語学番組を夜の時間帯に放送する
のでしょうか。NHK ジャーナルの時間に⾼校⼝座を放送していくのでしょうか。深夜便の時間に⽂化講演会を放送し
ていくのでしょうか。災害放送をしなければならない時に語学や⾼校⼝座はどうなりますか。地震、⼤⾬の時にラジオ英
会話は放送できますか。このようなことが起きることを想定したとき AM の統合はあり得ますか。次に、BS 放送につい
て、ちょうどこの内容を考えているときに、総合 TV で、「渡部恒雄戦争と政治」を放送していましたが、BS1 スペシャル
で放送した時と⽐べて正直いま⼀つ物⾜りない感じがしました。BS1 では、総合 TV では伝えきれない詳細な発⾔が
放送されています。BS プレミアムにしても、アナザーストーリーや時代劇、映画など BS1 にない、地上波より⾯⽩い内
容が盛りだくさんです。BS1 と BS プレミアムを統合してジャンルの異なる⾯⽩い番組を今以上に放送することが可能
でしょうか。今⼀度再考されることを希望いたします。 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」について。現在 NHK では地上波において総合テレビ・E テレを、衛星放送におい
て BS1・BSP・BS4K・BS8K を保有しているところ、BS4K と BS8K については提供するコンテンツを視聴者が受け
取るために新たにアンテナを設置したりテレビを買い替えたり、素晴らしい⾳響を享受するためにスピーカーを設置したり
と過⼤なコストが掛かり NHK が費やすコストに対して視聴者が得るものが⼩さく、オリンピックの後に⾒直しをするのに
⼀定の合理性があり納得できる。しかし、BS1 と BSP はそれぞれ独⾃性を持った良質の番組を放送しており、統合し
た場合にそれらの番組が終了する、あるいは押し出される形で総合・E テレの良質の番組が終了したり、総合・E テレ
に移って元々あった素晴らしい部分が失われるといった可能性がある。また、統合された BS において従前の BS 放送
における報道やバラエティ番組の質が従前のままである保証がない。以上から BS 波の統合には反対である。 そもそ
も、NHK は「みんなのための公共放送」であり、視聴者の求めるものが多様化した現代ではその声に答えるために多
様な番組を提供することは必然であり、「業務の肥⼤化」というのは NHK が何のために存在するのかという核を忘れた
⾔葉であり、⺠間放送においては⾃助努⼒の怠りを NHK に転嫁しているだけで、そのような指摘は失当である。ま
た、業務が肥⼤化しているという指摘が正しいとしても BS1・BSP において提供されているものは⺠間放送の地上波
においても BS 放送においても、そして CS 放送においても提供されているものではないから、NHK が衛星放送の削
減を⾏ったところで⺠法や総務省から指摘されている点をクリアできるわけではないので無意味であると考える。 

個⼈ 先⽇の経営計画発表で BS 放送を将来的に⼀本化する⽅針が打ち出されました。もしそうなった場合、４K 放送に
なり現在の BS 放送受信で出来てもテレビ、録画機は買い替えになります。また BS1 と BS プレミアムでは放送内容
が異なり、それぞれ特徴があります。確かに BS４K は画像が美しく⾳響も素晴らしいかもしれません。しかし、デジタル
化した時にテレビをアナログからデジタル対応に変えており、今また買い替えとなると経済的に負担が⼤きいです。低所
得者に対する配慮に⽋けていると思います。その他にも地上波、ラジオなど⼤胆な構想を掲げておられますが、NHK
学園⾼校の視聴にも⼤きな影響を与えます。NHK には公共放送として公正な放送義務があり、今以上に放送の種
類を減らす必要は無いと考えます。何故現在の放送では駄⽬なのか、明確な理由が知りたいです。 

個⼈ 「NHK らしさ」について追求すべきこともありますし、またより良く変わることも期待したいです。「NHK らしさ」の追求とい
う意味では、概ねこれまでの取り組みを継続してい欲しいですが、ニュース番組においては、⽇本国内外の問題にも焦
点を当てながらも、地球規模の中⻑期的な課題について議論を深める番組作りを⼼掛けて欲しいと願います。BS で
はありますが、⺠間放送でも様々なテーマについて、例えば「敵基地攻撃計画の能⼒保持の是⾮」や「核兵器禁⽌
条約への批准をすべきか否か」に関して毎⽇様々な⾓度から切り⼝を深めているのを視聴しますが、NHK において
も、その議論が発⽣した背景や、それを実施すべきか否か、それを実施ていくうえでの問題点など、NHK が多⾓的な
視点から、議論をリードする役割も時には担うべきではと考えます。  また、NHK らしさからの変⾰という意味において
は、キャスターが時には踏み込んで、⾃らの主張や考え⽅をより積極的に発信する機会も増やして欲しいと思います。
その主張に⾄った考え⽅のプロセスについて、テレビで伝えきれなければ、ブログで掲載したり、もう少し個性を発揮して
欲しいですし、時には政治家や経営者などと意⾒をぶつけ合う機会も必要であると感じたりもします。勿論基本はイン
タビューで相⼿の考え⽅を如何に引き出すかではありますが、インタビューする相⼿の広報マンみたいな姿を⾒る印象も
ありますので、時には相⼿の主張に関する問題点や課題について鋭く指摘をしても良いのではないかと思います。  
NHK の⼈事制度のありかたについては、正直何も⾔えませんが、業績主義、能⼒主義を進められて、視聴率に⼀喜
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⼀憂されても困りますし、反響が少なくても社会的に意義深い番組もあるので、何かの物差しにこだわるのは、ナンセン
スな部分もあると思います。ただ⼤切にして欲しいことは、番組を制作することに対する使命感と誇りとプロ意識を持ち
続けることだと考えます。勿論⾃⼰満⾜に陥っては困りますが、「プロジェックト X」、「その時歴史が動いた」、「⼈体」、
「クローズアップ現代」「英雄たちの選択」など深い考察と広い視野を提供する番組作り出してきたので、そうゆう番組を
作り出すノウハウだけでなく、ベースの価値観を⼤切にして欲しいですし、そのような教育・研修みたいなものを徹底させ
ることではないかと考えます。  とにかく、⾃然災害やパンデミック、戦争を特集した番組など NHK が果たすべき基本
的な使命と役割を常に忘れなければ、⾮常時を除けば 24 時間も放送する必要はないですし、視聴率は気にしなく
ても良いので、⾊々⽂句を⾔いながらも、あとで振り返った時に受信料を払って良かったといわれる番組を制作してくれ
ることを願っています。 

個⼈ AM ラジオのチャンネル統合には断固反対です。第 1 と第 2 はコンテンツが異なるうえ、特に⾼齢者には⼤切なメディ
アです。また災害時での AM ラジオの重要性は⾔うまでもなく、決して減波や統合はすべきではないと考えます。そのた
めの受信料ではないのですか︖ 

個⼈ チャンネル削減について  40 代 70 代の家族で、インターネットメディア等全く必要性が無いのですが NHK の今後の
⽅針には賛成せざるを得ません 収益やライバルの観点から  私は⺠放は全く⾒ず 多チャンネルの NHK をずいぶんと
楽しませてもらっていますが 楽しく素晴らしい番組があり ありがたい⼀⽅ だらだら⻑々続く関⼝の鉄道旅や⾃転⾞の
ハゲ、三百名⼭のハゲ ⼀体何年続けるの︖と嫌になったり やたら●●メジャーリーグ推し ●●●●推しが⿐についた
り  東京東京東京東京 京都京都京都京都の偏りが異様に⽬⽴つので 嫌になるときがかなりあります  メジャーリーグ 
ワールドカップ 異様に⾼騰している放映権料⾦等払わずに ⺠間専⾨チャンネルに任せればいい ダラダラ続く番組にも 
無駄がね使わないで︕︕   4K テレビも持っていますが 退屈再放送地味 画⾯画質たいして変わらない︕︕ がっかり
した︕︕ ので 全く⾒ない もうテレビの進化は終わった  なぜ今さら コロンボ ⼤草原︕︖ コンテンツ不⾜なのね  8K
なんて番組表⾒ただけで みるきもしない お堅すぎ エジプト 美術館 バレエばっかり ⼀体なんなの︖  4K8K 放送は
全く この社会に必要性が感じられない  普通の BS で⼗分です はやまりましたね NHK さん  BS 統合は⼤いに賛成 
無駄削減︕︕    ただラジオについて ⼭間部等での am 第⼀放送受信困難さを考えると ラジオ深夜便を楽しみに
している⾼齢者には気の毒かと思います  私もラジオ深夜便聞きますし 早朝 FM の邦楽のひととき 古楽の楽しみの
⼤ファンなので 今後の統廃合がとても⼼配です    潤沢な予算があり さまざまな⽅を楽しませてくれる NHK ですが 無
駄も多い 100 カメやワールドニュースも素晴らしい︕が ⾼額スポーツ放映料や 特定のゲスト ●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● NHK 御⽤達なやつばかりはやめてほしい    や
はり すべての根底にある NHK に対する望みは 正確な社会の報道 災害情報 それにつきます 今後も期待していま
す それさえあれば極端なことを⾔うと ⼗分かも︖ でも 削減されても 楽しめる放送は続けてください どうかよろしくお願
いいたします 

個⼈ bs1 と bs3 の統合に反対する。理由は bs１はほとんどスポーツチャンネルであり、⼀⽅ bs３は⽂化チャンネルであっ
て、お互いに共通点が無い。⾃分は bs３を⼤変良く⾒ており、⼀⽅ bs１を全く⾒ていない。これを統合すると、bs３
でやっている殆どの番組が無くなるのではないかと危惧している。もしそうなるならば、bs 契約をしている価値がなくなる
ので、やめて欲しいです。 

個⼈ とにかく芸⼈をだすのをやめてほしい。 そういうのはスポンサー有りの⺠放に任せて、NHK であるからできることをしていた
だきたい。 芸⼈をださないというのは NHK だからこそ、NHK にしかできないことですよ。 

個⼈ 1.職員の給与はイギリス BBC 並と下げてください。 2.スクランブル化して下さい。 3.新社屋は作らないでその分国⺠
に還元してください。 4.公共性の⾼い番組だけとしてください。そのほかは、独⽴させてください。 5.報道は公平性を保
ってください。 6.NHK 局員の不正は適宜報道してください。 

個⼈ 衛星の 3 波は将来的に 1 波に再編するというのは⼤賛成です。NHK の衛星放送で⾒ているというのははっきり⾔っ
て BS1 だけです。スポーツ中継、ニュース、ドキュメントなどを放送してするのは BS1 だからです。BSP は映画などを流
していますが、私は映画には興味がありません。BS4K はテレビを買い替えるときにそれ⽤のチューナーも買い揃えました
が、番組表をチェックしても⾷指の動くような番組は殆どありません。  またラジオを２波に再編するというのも時代の趨
勢でしょうか。個⼈的な好みをいえば私は語学番組が好きですから、これはなるべく残していただきたいと思います。FM
で 語学番組を放送するのも⼀つの⽅法だと思います。 
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個⼈ ラジオ、テレビのチャンネル数について ラジオ第⼆放送とテレビ第⼆チャンネル〔教育テレビ〕は、他の何物を以っても代
え難い NHK の NHK たる所以の放送、NHK の魂の籠められた放送と考えます。ラジオ・テレビの電波数削減により、
教育関係の番組が減らされはしないかと案じます。  BS 放送も、スポーツ関係の放送を⽌めるのであれば⼀波になさ
って構わないと存じますが、スポーツ放送を残した上での⼀波化は、放送の質の低下を招きます。  ハイビジョン放送に
ついて ハイビジョン放送は、フルスペックのハイビジョン放送 Bs-Hi の画質で充分だと存じ、４K やら 8K までの⾼精細
化は、⼀般放送には無⽤と存じます。まして、“4K に統⼀”となると、Bs-Hi で充分と考える視聴者にも無⽤の買い
替え出費を強いることとなります。  序でながら、「クローズアップ現代」が終了して以来、7 時のニュースの後の番組が
⺠放並みになり、視聴する気がしなくなりました。NHK が敢えて⺠放でも出来る番組を放送する必要はなく、NHK ら
しい、“魂を籠めた”番組としていただきたく存じます。以上 ●●拝 

個⼈ 今回の「ＮＨＫ経営計画（2021〜2023 年度）案」について私の意⾒を述べさせていただきます。 Ｒ1 の「ラジオ
深夜便」（以下、同番組）についてですが今回の計画でＲ1 とＲ2 の統合が予定されています。そのまま実施されま
すと同番組の放送時間の短縮化や放送⽇の削減などが考えられます。同番組は主にシルバー層が視聴者が多いと
思います。今後、ますます⽇本の⾼齢化が進む中、視聴者が増加するものと思われます。 そのような中で 365 ⽇、ア
ナウンス経験豊かな魅⼒的なアンカーの皆さんが担当される同番組は⺠放局では制作できないＮＨＫならではの番
組です。放送の中のお便りを聴いていると、インタビュー内容に涙される⽅、放送される楽曲に思わず寝床から起き上
がる拍⼿される⽅、布団の中で踊られる⽅などがおられます。 そんな同番組を 365 ⽇、6 時間放送の現⾏放送体
制の継続を強く、強く希望いたします。 

個⼈ ヤバイ︕ スゴーイ︕最近のタレントさん達が、連発する聞き苦しい⾔葉です。いかにも軽薄で聞くに堪えません。これ
は、低質な出演者によるものとばかりとは、思われません。番組の当初の企画からして、安価なやっつけに徹しようとす
る局の姿勢が、このようにして現われるのだと思われます。  これが、NHK の看板番組であるはずの⼤河ドラマにも感
じられて、無念な思いでいるのは私だけでしょうか。やたらと⼤声を張り上げて台詞を⾔う役者さん達の演技が、何と軽
薄なことか、まるで⼩学⽣の演劇発表会を⾒ているようです。  番組こそが、NHK の商品です。視聴料を徴収してい
るから制作される番組ではなく、質の⾼い番組を制作し、これを購⼊してもらう。これこそを NHK の基本姿勢にして頂
きたいものと、これを切に望んでやみません。 

個⼈ am ラジオの統合には反対です。 すべての家庭にネット環境があるわけでは無いので、教育関連放送をすべてネット
配信に移⾏するのは時期尚早と思います。 

個⼈ 全体について。 ⼩⼿先ではなく、部⾨ごとに分割をして、⺠営化するところ。国有化をするところ。 として議論するべき
です。 NHK の組織は、もう時代遅れで⺠業の圧迫でしかありません。  これが、国⺠の声です。 

個⼈ 「社会への貢献」について ・公共放送の役割として、社会情勢や政策に関し客観的に国⺠に伝えることを強く意識す
るようお願いします。  はっきり⾔えば、現在の報道はあまりにも安倍政権に忖度した内容で⾒るに耐えません。  公
平な報道が NHK の最も基本的な役割であり、それ以外のドラマやバラエティなどは⼆義的なものです。  その原点に
⽴ち返らない限り NHK に存在意義はなく、受信料拒否を⾏う⼈も増えていくのだと思います。 

個⼈ 経営計画（案）3 ページ 保有するメディアの在り⽅・受信料の価値の最⼤化の 箇所について  NHK の経営の根
本には受信料制度というものがあるので、このことについての意⾒は避けて通れない。保有するメディアについて整理削
減を掲げているが、いわゆる「スクランブル（視聴課⾦制）」でやっていけるのならば、削減などいらないと思う。私の考
えは、受信料制度はなくし、視聴したいひとが視聴してお⾦を払うペイテレビ制度が良いと思っている。また資料には
「受信料の価値を最⼤化」などとあるが、受信料の⾦額を国⺠が決められないのはおかしいのでは︖と思っている。現
在は衛星契約で年間 2 万 5 千円ほどである。その⾦額が⾼いと思う⼈もいれば、その⾦額でも負担感はない⼈もい
る。まあ、低所得者は⾼いと思うでしょう。NHK の番組をあまり⾒ないという⼈もそう思うでしょう。私個⼈的には年間
5 千円ぐらいなら負担を感じないですが、現⾏の額はこの 5 倍です。今年 10 ⽉から受信料値下げを発表しています
が、60 円ほどでは、値下げによる満⾜感など得られません。 また、沖縄だけ別料⾦というのも不公平感を感じます
ね。もともと沖縄本⼟復帰時の措置と記憶していますが、若い世代はなぜ沖縄が別料⾦か知らない⼈もいるのではな
いか︖まもなく本⼟復帰から 50 年になるわけで、「当分の措置」はいつまで続くのでしょうか︖今までの優遇措置で沖
縄の⽀払率が良くなっているわけでもないし。 「知る権利を満⾜させるため」に受信料制度が必要という裁判判決が
出ています。 NHK としてはどの程度を「知る権利の満⾜」と捉えているのでしょうか︖ 私の考えはニュース・天気・災害
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情報があれば充分と思います。 スポーツ中継・⾳楽ライブ・ドラマ・劇は娯楽に属し、全国⺠が絶対に必要である情報
ではありませんよね。そうした情報（番組）までも電波で流しておいて「知る権利を充⾜させるため受信料が必要」と
いわれても、到底納得できないことなのです。 ニュース・天気・災害情報・学校教育放送・福祉の放送(⼿話ニュース
とか)は必要だと思います。受信料を払うのなら、こうした最低限必要な番組に⽀払うのならまだしもという気持ちもあり
ます。この場合でもニュース制作費・ネット配信費⽤や放送機材の維持費⽤は公にしてもらう必要があります。 「保有
メディアの在り⽅」に話が戻りますが、チャンネル整理・削減にあたっては そういうことも考えてほしいのです。頭で書いた
通り、必要以外の情報（つまり娯楽系の番組）はスクランブルにしてもらいたい。その収⼊で娯楽チャンネルを運営す
ればよい。 どうしても受信料で運⽤するというなら、チャンネルの整理削減してニュース・天気 ・災害・福祉・教育系の
番組のみにしてもらって、受信料を⼤幅に下げることを提案します。 

個⼈ 公共というのならば、職員の給料は公務員と同等にしなければならない。  その上で受信料を引き下げるべきである。  
⼦会社による利益の貪りもやめなければ、受信料の⽀払いへの国⺠の理解は得られないことをきちんと受け⽌めるべき
である。  バラエティーや⼤河に⾦をかけすぎである。  防災、教育、気象、国会最低限の報道を分割し無償化し、そ
の他はスクランブル化による有償化すべき。 

個⼈ 〇受信料収⼊について  受信料未払の理由や家庭の経済状況などの分析はされていますでしょうか。また、その理
由に対しての対策はどのように取り組んでおられるでしょうか。未払い者の数を含めた情報を国⺠（受信料⽀払者）
に知らせるべきではないでしょうか。  国は納税者に情報を開⽰しなければならないのと同じではないでしょうか。ただ、
今の政府はみんな「忘れた、破棄した、回答を控える・・・」ですが。NHK はそんなふうになってほしくありません。  〇経
費の節減について  ⼈件費は国家公務員並みに削減するべきではないでしょうか。情報の開⽰がないので詳細は分
かりません。公務員と⽐較し⾼すぎるように思われます。  私たちの受信料で成り⽴っていることをお忘れなく︕   番
組ごとに天気予報⼠が必要でしょうか。同じように各地域ブロックと地⽅局にも同じ時間帯に天気予報⼠が出演され
ますが無駄なような気がします。   最近はお笑い芸⼈を使った番組ばかりですが、もっとアナウンサーの⽅を使ったら莫
⼤な経費の節減になるのではないでしょうか。  しかも番組の中⾝もバカさばかりが⽬⽴ち、「NHK らしさ」を実現する
という⽬標には程遠い⽅向にばかり進んでいるような気がします。  〇NHK への期待について  今、世の中は「森友・
加計・桜・コロナ・マスク・中抜き等々・・」安倍政権の隠蔽政治に疲弊していると⾔っても過⾔ではありません。そのよう
な中にあって NHK は何処に「NHK らしさ」を伝えようとしているのでしょうか。    ⽂春オンラインによると政治部の●
●●●⽒が安倍総理の⽚棒を担ぐような内容の出版をするようですが、公平であるべき NHK の職員がそのようなこと
をしてよいのでしょうか。  今世の中では、政治関係の評論家等で悪評が⾼いのは、政治評論家の●●⽒、NHK の
●●⽒、フジ TV の●●⽒の３⼈が安倍の腰ぎんちゃくみたいなことを⾔われてバカにされていますが恥ずかしくありま
せんか。   もっと国⺠が知りたいと思っていることを掘り下げて知らせるべきではないでしょうか。安倍があう⾔った、こう
⾔ったばかりの放送では受信料も払いたくなくなります。政権が隠そうとしていることを暴き国⺠に知らせてこそ、正義で
はないでしょうか。みなさんが考えられる「新しい NHK らしさ」とはどんな NHK でしょうか。先ずはそれを⽰して欲しいと
思います。中国のように政権の⾔うことに何も抵抗できないようなマスコミなら不要ではないでしょうか。  〇最後に  み
なさんが NHK に⼊社された動機は何だったでしょうか。権⼒にも屈しない意気込みがあったからではないでしょうか。  
とにかく●●⽒のような⼈に政治の解説はしてほしくありません。あの⼈が出るといつもチャンネルを変えています。もっと
まともな⼈はおられませんか。 

個⼈ 「ラジオをＡＭ1 波ＦＭ1 波に向けて整理削減することについて⼤反対」。 ラジオ波の削減には賛成できない。既存
の波はそれぞれ存在価値が異なっていると考える。それぞれの特性特⾊を⽣かした放送が引き続き期待される。例え
ば、毎正時に放送されるＮＨＫニュース、毎 55 分に放送される「地⽅の」ＮＨＫニュースは統合すれば第 2 放送や
ＦＭ放送への悪影響が⼩さくない。ＦＭにしても然り。クラシックカフェ、ウィークエンドサンシャイン、第 2 放送の⾼校
講座、各種の語学番組、⽂化講演会、宗教の時間、等々の番組枠の後退縮⼩が懸念される。地⽅⽥舎にいると
中央の⽂化教育番組はとても貴重なのだ。ＮＨＫＦＭには、⺠間放送では提供者がなくて制作出来ない番組が数
多ある。例︓邦楽、⺠謡の番組。削減されないか⼼配だ。 今回の意⾒＝「ラジオ波の削減」とは内容が、それるが、
⼩学校の学芸会以下の様な番組バラエティーはフジテレビに任せた⽅がよいのではないのか、ＮＨＫ総合にお笑いバ
ラエティは要らない。いつもイライラする。ＢＳ２波はそれこそ⺠間が多チャンネルあり⺠業圧迫なので 1 波に統合集
約するのは賛成だ。 
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個⼈ テレビとラジオのチャンネル削減・集約について 平素より⼤変お世話になっております。ＮＨＫのファンで、テレビは殆ど
ＮＨＫしか⾒ておりません。 ４⽇に発表されました経営改⾰案の内容を拝⾒いたしました。少々⾟⼝の意⾒となりま
すが、ＮＨＫを愛するが故ですのでどうぞご容赦ください。 全体の考え⽅はよく理解出来ます。ただ、テレビとラジオの
放送波の削減・集約については、果たしてここまでやる必要があるのか⾮常に疑問です。「前⽥会⻑主導」の経営改
⾰案と聞いております。確かに新会⻑は経営改⾰のプロフェッショナルかもしれません。放送業界での経験の無い部外
者の⽅だからこそ思い切った改⾰が出来ると考えたのでしようが、何でも減らせばよいというものではありません。新会⻑
はＮＨＫの役割を⼗分に理解しているのでしようか。ＮＨＫは教養、⽂化芸術、科学、ドキュメンタリー等⺠放では
制作が出来ない⾮常にクオリティの⾼い番組が多いのが特徴です。放送は⽂化です。ＮＨＫは我が国の⽂化の⼤き
な担い⼿の役割を果たしていると思います。 衛星放送を４Ｋと２Ｋの２波に削減し最終的に１波に集約、ラジオも
２波から１波に集約してしまって、その役割が果たせるのでしようか。これほどドラスティックな削減をする前に、やるべき
ことがあるのではないでしようか。前⽥会⻑は恐らく３年程度の任期だろうと思いますが、その主導の下で⼀度やってし
まうと後戻りは出来ません。現場の職員の⽅の意⾒にもよく⽿を傾け、そして尊重する必要もあると思います。ＮＨＫ
のファンとして、禍根を残さない改⾰となっていただくことを切に願っております。 

個⼈ 中波の波数削減に関し、 （１）余剰となる送信設備は廃棄しないで残す⽅の波の送信設備と並列同期運転して
その空中線電⼒の増強に仕向けて頂きたい。また、 （２）他国の⼤電⼒局と衝突する周波数（例えば 567KHz
において夜間には札幌第 1 と韓国全州 KBS-1 とが⽇本本⼟を 2 分する）においては何らかの対策を望む。どけと
申し⼊れてもどくような相⼿ではなかろうから、札幌（江別）は現⾏の第 2 の⽅に統合して 400KW にするのが正解
かと思う次第。 以上。 

個⼈ ラジオは３波のままで維持して欲しい。 ⺠業圧迫にならないような、現在のような NHK らしい放送を維持すれば問
題ない。 強いて⾔えば、英国 BBC のように、もっとラジオのチャンネル数を増やし、国⺠の⽂化向上を推進して欲しく
思う。 BS は８K の放送を、打ち切るべき。受像機を持っている家庭は、余りないはず。 ４ｋと BS1、BS プレミアム
の３波で BS は放送して⾏くべき。 願わくば、ニュース専⽤チャンネルがあって欲しい。 

個⼈ 60 年以上、NHK ラジオを聞いております。勿論 BS 放送も含めて受信料も払い続けておりますよ。ラジオの NHK
第 1、第 2、FM を２波に集約することをしりました。少し考えなおして欲しいと考えております。ラジオ放送は、 テレビ
放送に⽐べると微々たにどの位お⾦を使っているのか知りませんが、微々たるものと考えます。特に今年 4 ⽉からのラジ
オ放送の⼿抜きが感じられます。8 時からの毎週⽇替わりのメンバ－と●●アナとのやりとりが⾯⽩かったのに、消滅。6
時半のラジオ体操の第 1 と第 2 の間に⼊る「⾸の運動」の間奏曲が、7 ⽉まで「隅⽥川」でした。”春のうららの隅⽥
川、上り下りの船⼈が‥‥‥” 「季節感が無いなぁ」と思いながら毎朝、⾸を廻しながら考えていました。以前は、「お
お牧場は、緑」や、「夏が来れば思い出す、遥かな尾瀬、遠い空‥」、7 ⽉後半から、「我は、海の⼦、⽩波の‥‥
‥」と季節とようやくマッチングしてきました。今年は、コロナの影響もありますので、⼿が廻らないのかもしれませんが、た
かが、⾸の運動の間奏曲と⾔うなかれ︕ のの短い⾳楽でも、季節えお感じていた視聴者は、⼤勢いたはずです。こ
れが⽇本⼈の良さでもあります。政権に⾟⼝なコメントの⼈達を排除したり、⾸相の発⾔えを、”そのまま放送する安
易さ”も気になります。ジャーナリズムは、時の権⼒に、常に⼀歩下がって是々⾮々を貫かないといけないと思います
が︖第 1 放送は、ニュースや バラエティー、第 2 は、教養、ラジオ講座、FM は、⾳楽と分かれておりましたが、どのよう
に変更するのでしょうか︖東⽇本⼤震災を含め、昨年 10 ⽉の台⾵被害と時も持ち運びに便利なラジオは必須で
す。「昼のいこい「」や、「⾳楽の泉」などの⻑寿番組が次々消えてしまうのでは︖の⼼配しています。第 1 を中⼼に聞
いておりましたので、第 1 を中⼼に述べましたが、第 2 や FM でも⻑寿番組のリスナーもいると思います。 ⼤げさに⾔
えば、70 年の⼈⽣が解体されるような気持ちです。どうぞ、ラジオリスナ＾⼩さな声にも、配慮されますように希望致し
ます。 第 2 や FM でも⻑寿 「 

個⼈ 世界各国のニュース番組を⼤幅に増やしてほしい。 
個⼈ 安全、安⼼を⽀える事について これを筆頭に掲げるのであれば、ラジオを減らしたり、縮⼩する事は絶対にやめて欲し

い。 
個⼈ ⺠放と違い、スポンサーや視聴率を気にせず、番組制作をする姿勢に感謝しています。 本⽇ 2020/8/10 ⽯川佳

純さんの特集番組を、⾒ました。とても、よかったです。 また、BS で放送した、奇跡のレッスンも感銘を、受けました。
（特に陸上、パラ五輪代表のポポフ選⼿が出演した番組） コロナが感染し、世の中が、⼤きく変わる中、やはり、ス
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ポーツは⼤きな希望を与えてくれます。そして、⼈知れず努⼒する選⼿の姿には、⼤きな感銘を、与えられます。 時間
をかけて、ゆっくり取材を続ける姿勢を忘れずに、今後も、良い番組制作を頑張ってください 

個⼈ ー経営⽅針 バラエティ、ドラマ、歌番組は⺠放で出来る事なので、不要。 本来の公共性がある放送に特化し、放送
料を少なくても半額以下に出来る様に⽬標設定すべし。 今の放送料を前提とした予算消化の考え⽅で拡⼤化する
発想がそもそもおかしい。 チャンネルも地上波、BS それぞれ 1ch づつで充分。 チャンネルが有るから⽳埋めの為に本
来不要な番組をつくるはっは本末転倒、⾦を払わされている⼈々を愚弄している。 ⼰に課せられれている責務を少し
でも想像して頂きたい。 勝⼿に⾦を取って、それて⾯⽩くもないお笑い番組とか、全然笑えない悪い冗談 

個⼈ 「NHK 経営計画（２０２１〜２０２３年度）（案）」の「構造計画」であげられているコストカットに関わる部分
について、NHK は全放送局の中で唯⼀受信料を徴収する放送局ですから、視聴者の負担を減らす義務は常に付
いてまわると思います。⺠放放送局においては、番組の制作経費削減のために、社員の給与までをも引き下げている
放送局もあります。したがいまして受信料を下げる努⼒というものを常に絶やさない意識を持っていただきたく存じます。 

個⼈ 公共放送としての役割を再設定して下さい。創⽴時と時代は変わり⺠放は幾つもあります。同じ内容、似たような放
送は要りません。事実の公正、公平な報道、娯楽番組は要らない、教育、教養番組の充実、海外ニュースの充実、
外部委託ではなく社員による直接取材、⺠放の真似は要らない。NHK でないと出来ない⻑期取材とか。報道機関
としての役割をもっと増やす。編集による事実の捻じ曲げをしない。視聴率を求めない、アーカイブの充実、オンデマンド
での視聴を可能にする。その他事業による利益追求をしない。外国の娯楽番組は要らない。図書館に置ける様な番
組を作って欲しい。 

個⼈ 衛星波の統合・削減については、まずどのような⽅法での統合・削減が可能か、複数の案を提⽰した上で、再度パブリ
ックコメントを求めるべきである。現実的な統合の選択肢を検討しないで、いきなり 1 波への統合が前提としてあること
は視聴者を無視した計画であると⾔わざるを得ない。 NHK の衛星放送は有料であり、国際ニュース、海外ドキュメン
タリー、スポーツ、⾳楽、パフォーミングアーツ等、それぞれの視聴者が求めているものが異なる可能性がある。NHK でし
か⾒られない番組が多い現状で、衛星波を統合・削減すれば、視聴可能な番組が当然減ることになるため、受信料
を払っている視聴者の意⾒を反映させるべきである。 なお、4K 放送はようやく定着しつつあり、今の段階で他の 2K と
統合することは適当でない。 8K については未だ利⽤者が少ないと思われるが、今後の動向を計るための実験的な取
り組みと理解しており、これも削減の⽅向性で考えることは適当で無い。 

個⼈ まず従来の料⾦徴収制度は、廃⽌すべき。テレビを⾒ても CM の様な内容が多いです。⺠放と同じようにコマーシャル
契約をとるシステムにすべきです。それから社員の給与はカットすべきです。普通の会社とそう変わりは感じません。むし
ろ社員さんの質の低下を感じます。インサイダー株取引や⼥性への痴漢⾏為など。数年前には系列会社でしたが、殺
⼈事件もありました。番組制作でもヤラセ的な内容が問題化した事もありました。現在国会で、n 国党なる党があり、
元社員の⽅が党⾸で、NHK の事について批判的な内容を話すのを聞きました。納得できる、共感できる内容が多い
です。時々破天荒な事をされますが。とにかくここで⼤きく体制を変えるべきです。現在の NHK にはあまりにも問題が
多いです。これでは料⾦も払う気にはならないです。 

個⼈ 受信料について、 テレビを設置している国⺠全員から直接回収する今の⽅法はおかしいと思います。  以前⼀⼈暮ら
しの時に 家に訪ねてきた NHK 職員に 国⺠の義務だと脅されて契約させられました。 今情報網はたくさんあり、国⺠
は何から情報を得るかは選択できます。 NHK を全く⾒ないのに、⾼額を⽀払うことにとても疑問でしたし、おかしいと
思いました。だって使⽤していないのですから。 使⽤していないことにお⾦を払いますか︖ 払いませんよね。  私と同じ
ような被害にあった⽅々による投稿などを調べたら、契約したら払う義務があるとのことでしたが、契約しなければ⽀払う
義務はなく法的にも問題ありません。 私は脅迫されました。本当に怖かったです。 時代錯誤の、脅迫による受信料徴
収はやめてください。  国⺠の義務で全ての⼈に情報を届けたいなら、税⾦を使うべきですよね︖ 税⾦を使うならテレ
ビのない⼈にも平等に情報が⾏き渡るようなシステムを作ってください。  税⾦を使うために⾊々基準をクリアできない程
度の放送なのでしたら、お⾦の徴収のあり⽅を根本から考え直すべきです。 WOWOW などのように、⾒る⽅がその⼈
の本意で⾃分で契約する⽅法もいくつもありますよね︖ 全くみないテレビ局にお⾦を⽀払う義務は国⺠にはありませ
ん。   国の名前をだして、恐喝まがいにお⾦を徴収していることをきちんと恥じて考え直してください。 こういうことを普通
にしてしまっているから、政党の名前にまでなってしまっているんですよ︖ 政党の名前になるということは、それを望んでい
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る国⺠がたくさんいるということです。 国⺠のための放送局であるなら、国⺠に寄り添うことがまず必要なのではないです
か︖  しっかり検討してください。 

個⼈ いつも NHK ラジオ講座を拝聴しています。 まず 1 つ⽬の意⾒はテキストの内容についてです。現在ラジオ英会話、
英会話タイムトライアル、まいにちハングル講座を受講しておりますがラジオ英会話はとても内容も楽しく満⾜していま
す。英会話タイムトライアルとまいにちハングル講座は 7 ⽉のテキストがいきなり前回の再放送に替わってしまい定期購
読しておりましたのでキャンセルも出来ず⼤変困りました。チョウィソン先⽣の講座はとても分かり安かったのでいきなりの
内容変更で⼤変残念です。また英会話タイムトライアルは以前より再放送が多く不満に感じます。先⽣⽅のご都合も
あるのでしょうが少し⼿を抜いている感じがして残念です。⾳声教材はもう少し安価ですと毎⽉購⼊したいです。具体
的には 500 円位でしょうか。アプリでダウンロードするのでしたら妥当な価格だと思います。  2 つ⽬はチャンネルの統合
についてです。 私はハングル語の講座を受講したいと考えていますがチャンネル統合で講座が減ってしまうのではないか
と不安に思っています。 NHK 講座の先⽣⽅はとても分かりやすくてこれからも講座を続けて頂きたいと思っています。
⽣徒達の学習の機会を奪わないで頂きたいと願っております。 

個⼈ 報道内容に関して 現在、コロナに関する情報が溢れており、その内容に国⺠は右往左往、内容においては⼈々を分
断することも少なくありません。 その中で、これらの情報は正しいのでしょうか︖ 査読も論⽂の内容が、あたかも有⼒情
報として報じられることも多々⾒られます。 ⾊々な情報元が存在する中、貴社は、国営放送と⾔う⽴場、利益⽬的
ではなく、国⺠を守るための情報提供のプロセスを確⽴して欲しい。 NHK だけを⾒てれば、正しい情報が得られるを
確⽴して欲しい。 

個⼈ 強制的に徴収される受信料は必要最⼩限であるべきだと思います。 強制的に徴収する趣旨に⽴ち返り、その範囲
内の活動にとどめるべきだと思います。 ⾃分たちで稼いだお⾦ではないのだから、求められる役割を超えることにお⾦を
使うべきではなく、余ったお⾦は国⺠に返還するべきです。  強制的に徴収される受信料でするべきことは、離島などに
も⾏き渡る放送、災害時の情報提供、スポンサーに影響されない公正な放送。スポンサーだけでなく政治⼒や⼤きな
⼒に影響されない、公正さの追求だと思います。  事業を拡⼤するときには、「強制的に徴収された受信料でしなけれ
ばいけないことか」を判断してください。 「強制的に徴収された受信料でしなければいけないこと」でないのであれば、国
⺠にお⾦を返すべきだと思います。 

個⼈ ニュースについて 今⽇放送する内容が、⼀覧表⽰されますが、下まで⾒ないうちに消されてしまいます。つまり次のニュ
ースの画⾯のために、消されるのですが何のために出すのかわかりません。もう少し時間を取って全部読めるようにして
頂くとよいと思いますが、いかがでしょうか。 朝ドラについて とても楽しく視聴しています。15 分番組ですが、実際のドラ
マは 12 分ほどしかありません。毎⽇同じ配役を、放送する必要がありますか。1 週間に 1 回⽉曜⽇に、配役のテロッ
プを出せばよいのではありませんか。そしてドラマの時間を⻑くしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。⼤河ドラマも同
じようなこと感じます。 

個⼈ ・公共放送であるため、偏向報道をしないでください。尖閣に中国の船が何⽇も連続で来ていること、ウイグルの⼈権
侵害など、ちゃんと報道してほしい。 ・バラエティやドラマなど、⼤衆迎合な番組はやめてほしい。⾼額⽀出となる⼈気
芸能⼈の登⽤、朝ドラや⼤河ドラマなども⺠放に任せればよいと思います。受信料のムダです。 ・視聴者の意⾒を参
考にするとのことだったら、世論調査やデータ放送（D ボタン）を活⽤したアンケートを実施してほしい。 そうすれば細
かな視聴者ニーズを把握できるはずです。 ぜひご検討いただきますようお願いいたします。 

個⼈ (1)国⺠の多数がコンテンツの充実や多様性を求めている証拠を⽰してください。 (2)家族で楽しめる娯楽を提供する
こと、多様な伝送路を通じて提供することは、NHK が⾃主的にやることであり、法律で義務付けられてはいません。つ
まり、強制的な受信料で賄う対象外です。 (3)「「ＮＨＫらしさ」の基本と考える公共的な価値」は、NHK が⼀⽅的
に主張する価値観であり、国⺠の多数による同意が得られているとは⾔えません。同意があるということなら、その証拠
を⽰してください。 (4)「地域の情報発信強化」について、現状でも放送時間を持て余し気味に感じます。放送時間
を闇雲に増やしても、地⽅には放送するような話題に乏しく、つまらない番組になると予想します。 (5)「⽇本の放送・
メディア業界の発展に貢献」と⾔うと聞こえは良いが、膨⼤な受信料収⼊を背景に、業界全体に権⼒を⾏使する危
険性が排除できません。他社の発展は他社に任せ、補助が必要か国が判断すれば良いことであり、NHK の業務とし
て反対します。 (6)衛星波の削減について、意向調査をするとあるので、2 波と 1 波のどちらが良いか調査し、2 波必
要が⼤多数でない場合は、すぐに 1 波を⽬指すべきです。 (7)TV 放送の補助を超えるインターネット活⽤に反対し
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ます。NHK は公共「放送」なのだから、放送業務以外は受信料とは別会計(別組織)にするべきです。そうすれば、別
組織へのコンテンツ販売収⼊も得られます。 (8)受信料負担の公平を⽬指すなら、スクランブル放送にすれば、完全
に解決できます。NHK 以外は誰⼀⼈として、不都合な⼈はいません。国⺠より⾃組織の利権を優先するなら、公共
放送の看板に相応しくありません。 (9)構造改⾰による費⽤削減について、公共放送に「⾼品質コンテンツ」や「スポ
ーツ放送権料」は必要ありません。バラエティ番組を筆頭に公共性が乏しい番組をすべて削減すれば、⼤幅な費⽤削
減が可能です。NHK が作った番組はすべて公共放送、良質な番組はすべて公共放送というのはおかしな理論です。 
(10)NHK は国⺠から評価されるべきです。世論調査ができるなら、NHK に対する国⺠の評価を調査し、謙虚に受
け⽌めるべきです。忖度と癒着の経営委員会、国会と法を盾に傲慢経営をしても、国⺠からの賛同は得られません。
これこそが経営改⾰だと考えます。 

個⼈ 下記部分について ◆保有するメディアの在り⽅について＞◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向け
た検討を進めます。  ラジオは 3 波体制はキープすべき 公共放送として受信の安定化と広く伝えるべき内容 （国会
中継や政⾒放送、災害時の速報＆現地での詳報など） があるので 3 波キープしておくほうが使命を果たせると思う  
コストダウンを⽬指すなら地上波 TV が 2 つもあるのはほぼ無意味なので 1 つにするか 2 つとも停波するかが良いと思
う 恵まれた環境で⺠業圧迫というか他の TV 局と勝負するのはアンフェアである  ◆インターネット活⽤業務について 
現状では TV は全番組配信でないこと ラジオもらじるらじるで聞き逃し配信が無い番組があること 以上の 2 点から全
く価値がない、試験配信の為の試験配信となっている こちらも地上波 TV と共に配信を停⽌し らじるでラジオの全番
組の聞き逃し配信を可能にすべき 

個⼈ （１）「１．安全・安⼼を⽀える」について︓   防災⾯などで万⼀緊急放送が誤報であることが確認された（気づ
いた）場合は、誤報であった旨を緊急放送する、リカバリーモードも充実されたい。ミスはつきものであり、誤報の旨の
連絡が的確になされれば視聴者での動揺は緩和され、また NHK 職員も過度に委縮することなく常に平常モードで冷
静に業務ができると推察される。  （２）経営計画ｐ２「３．あまねく伝える」ならびにｐ３「◆インターネット活⽤
業務について」に関して︓   NHK ホームページのうち、特にニュース報道記事の部分については、⽇本語による記載
部分とおおむね同じ体裁で英語等の表記でも⽰すようにされるような取り組みも将来的には検討いただきたい。例え
ば、⾃分は時に BBC のホームページでニュースを⾒る。ニュースが英国内に世界にでどう伝えられているか⽣で閲覧も
でき、ある意味実感も沸く。当該と同じように NHK からの報道記事が外国⼈も⽇本国内向けと同様に閲覧できるよ
うになると、情報発信⼒も⾼まり、内外⼀致した形でグローバルなものとなり、⽇本への理解も深まると期待もされる。
また、若者等においても、⽇本語と英語の両者を閲覧⽐較できることで英語（あるいは他国語）との対⽐がクイックに
でき外国語への慣れ・スキルの向上も期待される。  （３）経営計画 P３「◆受信料の価値を最⼤化」に少し関連
して︓  ⾃分はラジオ語学講座で「ラジオ英会話」と「まいにちドイツ語」を視聴しているがテキスト代が⾼い感を受けて
います。スキッド部分のみを安価に提供するような⼯夫も検討されたい。安価化のテキスト配布バージョンも登場する
と、より多⾔語に慣れていこうとする視聴者も現れ、また、購⼊パイも広がるような気もしますが、いかがでしょうか︖経
営計画の進捗に際してはそうしたことも視野に⼊れていって次期計画には何がしか織り込まれる等、期待したい。 

個⼈ 安全安⼼について 今１番⼼配なのは中国共産党の動きです｡尖閣諸島への公船の侵⼊､⽇本漁船を追い回す等
しています。マスコミは､コロナのことはいくらでも報道しています｡⺠放は､コマーシャル料が⼊らないと経営が⽴ちゆかなく
なることが恐れるでしょう。視聴率を⼀番意識して､市⺠の興味に合わせなければ⾏けないでしょう。しかし NHK は､
受信料を徴収出来ます。ですから⼀番⼤事なことを報道して貰いたい。 安全安⼼の⼤元は⽇本⼈として、将来にわ
たって⽇本⼈としていられるかではないでしょうか｡ 今中国が⾏っていることは、⽇本の主権領⼟を侵しています｡NHK
として、きちんと尖閣諸島は⽇本の領⼟であり、中国が領⼟を奪おうとしていることを毎⽇でも伝えて欲しいです｡海外
放送でも絶えず訴えて頂きたい。 ⼜、今ＣＷニコルさんの番組を⾒ています。森は⼤切ですね｡しかし、今中国により
⽇本の⼭が買われています｡中国はなにをするか分からない国です。森を⽔を⼈質に取られかねません。アフリカ⾹港で
の⾏動⾒れば､容易に想像出来るのではないでしょうか｡ NHK は､この恐ろしさを国⺠に知らしめて貰いたい。もう⼀
度いいますが､⽇本の主権領⼟が無くなる事が､安全安⼼を脅かすのではないでしょうか｡ コロナなんていつかは、終わ
ります。 NHK は､⽇本⼈のために仕事をして下さい。 

個⼈ 【社会貢献について】 特に地⽅の弱⼩⾃治体は、⼈⼝減少、少⼦⾼齢化が激しく、⾏政コストが、どんどん増加して
いく。産業、観光収⼊を⽬指すも、無名であるために、全国への周知もできず、限界集落化、地域崩壊を待つ地域
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数が圧倒的に多い。 そこで、NHK の全国放送により、地域の観光、特産品、産業の 15 秒広報(CM )を、毎⽇繰
り返し、通年、⾏っていく。⼿法は次の通り。 ①地域作成 CM を放送 ②CM 制作費⽤がない⾃治体へは、総務省
や国⼟交通省等から、交付⾦等で⽀援 ③制作のノウハウ、センスのない⾃治体に対しては、NHK ⾃らが、提案、
撮影、編集等の⽀援する  以上により、地域の賑わいが発⽣し、⾼齢者等の働き⼝もできて、認知症も減り、住⺠
が元気を取り戻し、地域の⽣産額、消費額が増加し、⾏政コストも増加し、弱⼩⾃治体がメジャー⾃治体へと成⻑
していくことが可能となる。 そういう⾃治体を全国で量産することにより、⽇本全国の国⺠総⽣産が増加し、⼈⼝の減
少、少⼦化も⽌めることもできる。  そういう、⽇本国の第⼀命題を確実に遂⾏することができるのは NHK だけである
と考えております。 そういう役割を今回の改⾰の中で是⾮とも担っていただけないかと思います。 これは⽇本国⺠の切
なるお願いです。 どうぞ、よろしく、お願いいたします。 

個⼈ そもそも放送料⾦を取るに値するコンテンツを放送していない。 TV 離れを加速させている⾃覚を強く持つべき 
個⼈ ｢あまねく放送｣について疑問の意⾒です。 広くあまねく放送が NHK としての理念では無かったですか︖ウチは経済的

に貧困です。住⺠税⾮課税世帯です。我が家ではデジタル化されたばかりの時に購⼊した受信機(テレビ)を未だに使
⽤しております。我が家は私の健康状態が思わしく無いため働けず、⺟の年⾦で全てを賄っております。本来の世帯主
であった⽗は内蔵機能不全にて 12 年前に他界しましたので、そこから下⽅に経済が傾き、とてもではありませんが新
しいシステムの４K８K 放送対応テレビなど購⼊する事は出来ません。NHK では再来年を⽬処に衛星放送の BS を
現在の２チャンネルから１チャンネルにするというではありませんか。始まったばかりの４K 放送も混在させて・・・と⾔う
と、４K８K テレビを持ってない世帯では視聴不可という事になりますよね︖｢広くあまねく｣という理念から外れるような
気がしてならないんですよ。間違ってますか︖私の考え⽅。それとも⾷うや⾷わずの⽣活をしても、４K８K 対応テレビ
を購⼊して、これからも NHK を視聴して下さいという事でしょうか︖ 

個⼈ 「⽀出削減について」︓まず、NHK 正規職員の給与が⺠間と⽐べて⾼⽔準だと私は思います。中でも幹部職が突出
しています。まず幹部職中⼼に、給与削減を番組制作費削減と並⾏して実⾏すべきだと私は考えます。あと、御協会
の元⼥性アナウンサー（しかも東京の著名な⽅）が産休取得を理由に７年も出社せずに給与（しかも⾼⽔準）を
受け取り続けた末にすぐ退局という、受信料を⽀払うものとして⾮常に腹⽴たしかった事を未だに覚えています。そのよ
うな出鱈⽬な⼿当て、就業規則の⼤幅な改正を実⾏して⼈件費削減をしてもらいたいと考えます。  御協会の予算
規模は、世界の公共放送としては、ドイツ（ARD・ZDF）に次ぐ２番⽬の⼤規模という事実に、「それでいいのか︖」
というのが私の本⾳の意⾒です。  あの BBC を上回るとは驚きです。それでいて、公正中⽴の公共放送なのかという
番組内容なのか︖むしろ霞が関に寄ってる現状の番組内容では更に違和感を覚えます。 予算規模としては具体的
⾦額にして現状の予算から２０００億円ほど削減すべきであると私は考えます。  「BS 放送波について」︓恐らく御
協会の考えとして現⾏の BS プレミアムを廃⽌する事でしょう。その点は私も賛同します。ただ、２波は維持してもらい
たい。BS1 はニュース等リアルタイムコンテンツ中⼼にして、現⾏では BS1 で放映されている「海外ドキュメンタリー」や
「カルチャーコンテンツ」を恐らく「BSP」と「BS4K」を統合したものであろうチャンネルに移⾏してもらいたいと切に願ってお
ります。  あと、出来ればリアルタイムコンテンツで時間的都合発⽣時のマルチチャンネル放送の回数・時間は増やして
ほしいと願っています。私は反対ですが、「BS の１波限定」を実⾏に移すことを妥協して認めるなら、尚更前述の意⾒
を取り⼊れてもらいたく、お願いします。  「ラジオ放送波について」︓近年、「ラジオ第１」と「NHKFM」の番組内容が
近似している事に不満に思っていますので、いっそのことワイド FM 化して、前述の２チャンネルを FM 波放送として統
合すべきだと私は考えます。万が⼀を考慮して「ラジオ第２」のみ AM 放送で残してほしく思います。（番組内容近似
が放送波統合に繋ぐための雰囲気形成への布⽯だと、御協会が意図したとしても、その点に関してのみ⽬を瞑ってお
きましょう。私は賛同する⽴場ですから。）  「受信料額について」︓御協会は既に把握してるでしょうがこれから先
「COVID-19」禍による国⺠経済の、⻑期にわたるリセッションは不可避でしょう。下⼿をしたら「スペイン⾵邪」、
「BLACK THURSDAY」（昭和初期の世界恐慌）を思わせる事態を考えたくなくてもあるかもしれません。こういう時
こそ御協会が⽇頃おっしゃる 国⺠に寄り添う公共放送、その姿を⾒せる時でしょう。それは受信料額で⽰されるもので
す。「受信料のに対する価値拡⼤」とおっしゃられますが、もうその余裕は多くの国⺠（私の周囲でもこの声は⼤きいの
です）は「そんな余裕はない、各種公共料⾦が⾼⽌まりに⻭⽌めない今では」と考えている事を聞かぬふりでいるので
しょうか︖ もう⼀つ「NHK は予算削減せねばという危機感がない、⽬に⾒える収⼊源で予算削減の早期実⾏を決
断すべきだ。」という声も多く聞きます。  改めて問いますが、なぜ「N 国」が参議院で議席獲得したのかをおわかりにな
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られるのでしょうか︖まさか⾒て⾒ぬふりで押し通すおつもりですか︖これはいけないと私は考えます。本来ならば「受信
料」値下げに⾔及・即決断実⾏すべきです。⾔及しないのは既得権益（給与待遇維持・増⼤とマスメディアであるこ
との選⺠思想）維持のためにしがみつきでしかないと、多くの視聴者は訝しんでいるのです。それくらい現⾏受信料額
への不満があるのです。こちらの⽅からの妥協点として、「⽀払額不変」であるなら、国⺠年⾦の保険料⽀払い額のよ
うに、「４分の１免除」「半額免除」『全額免除』「４分の３免除」というふうに細かい減免措置を実現してもらいたく
考えます。そして適⽤世帯でも、「⾝障者・精神障碍者２級⼿帳所持」者や、『公共料⾦』減免措置を受けている
個⼈・世帯を減免にしてもらうことが「受信料額据え置きの正当な論拠」だと私は考えます。これから世帯・個⼈収⼊
の９割減少の案件が増⼤することをわかってください。  追伸 新潮社に報じられた「NHK 政治部宴会「３密」密着
と『⼩分けしない料理』を平然と⾒せつける厚顔無恥」について「私的空間を理由とする」ノーコメントは許されません。
速やかに●●●⽒と●●●●⽒は公開の場で謝罪会⾒をさせるべきです。 

個⼈ 「NHK らしさ」を実現するための⼈事制度改⾰。と御座いますが、「NHK らしさ」という⽂⾔に⼀⾔⾔上申し上げ度。
抑々、NHK らしさは何ぞや︖と問い度。我の両親及び祖⽗⺟は NHK を信頼し、⼀⽇中でもラジオをでの情報の収
集に努めていたことを記憶している。それだけ、全国⺠に信頼を置かれ、⽇本で唯⼀の「正確なる情報」を与えてくれる
放送法⼈であることを⽰してはいなかったであろうか︖（残念乍、過去の遺物とは⾔わざるを得ず。）今は昔と⼀部
では囁かれていることを NHK の経営陣はご承知おりか︖如何であろうか︖其れ例⽰を下記の如く致し度。この頃、
時流か︖若いタレントを MC として 採⽤されている番組を TV でもラジオでもこの頃多くあると存じ仕り候。然し乍、そ
の MC 達の実⼒不⾜は如何にしてもに否めない事が有る事をご存じであろうか︖︖発声にしても放送中に声がかす
れる、咳を多くしている等々の事象を何故に⾒逃すか︖︖︖番組を作るならば、その出演者を⼗分に教育をしていた
か、放送するに耐えられるか否かを厳格なる審査を⾏い、出演者の選抜を昔は丁寧に⾏っていた故に国⺠は安⼼し
て視聴していたのではあるまいか︖︖如何であろうか︖︖今は⼈気取りを⾏っているのか︖と云いたくなるほど、︖︖
或いは時間が無いと⾔い訳を⾏い、その結果、⽬を覆いたくなるが如く質の悪い事例が多くはありませんか︖⺠放で
は、それも致し⽅無き事と存じ仕り候。⺠放は「営利企業」でありませんか︖NHK は営利を追求する企業であります
か︖︖勿論、それもある部分は致し⽅無し処もありと存じます。然し、それが全てで勘違いされてはおりませんか︖︖
少なくとも NHK は国⺠へ正しい情報を正しい⽅法で伝達する義務のある唯⼀の放送法⼈と存じ仕り候。如何であり
ますか︖︖昔のあの素晴らしい国営放送︖（こう⾔ってよいか否か）として（軍事政権時代は当然除く）の矜持は
今はもうお持ちではないのでしょうか︖︖純粋に、正しい情報を、⼀番良い⽅法で、分かり易く伝達すると云う矜持は
何処に⾏かれたのでしょうか︖︖残念⾄極と存じ仕り候。 

個⼈ スポーツをもっと 
個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」 衛星波と中波ラジオの整理削減を実施されるとのことですが、衛星波に関しては

2K･4K の 2 波に削減してから、⼗分な期間を置いて 4K に統合して欲しいです。 特に現在衛星放送を視聴してる
⼈の多くは、⼀昔前の地デジ化の際に受信設備を整えたケースが多いと考えられます。そうなると、仮に 4K 放送のみ
に統合される場合、ダウンコンバート受信を含めても NHK の衛星放送が受信できなくなる家庭が増えると考えられる
為、地デジ化の際にアナデジでサイマル放送を⾏ったように、2K チャンネルを 4K サイマル化した上で⼗分な移⾏期間
をおいて移⾏するのが視聴者保護に繋がると思われます。 また、衛星波削減に伴って従来の編成から溢れる番組ジ
ャンルが発⽣すると思われます。 こうした番組の視聴者保護の点を鑑みると、総合と E テレでは⼀部⺠放局で対応し
ているような HD マルチ編成の実施が望ましいと思われます。 現状、総合は 2 チャンネル、E テレでは最⼤ 3 チャンネ
ルの標準画質でのマルチ編成に対応されていますが、画質の低下などの難点があり、視聴者サイドから⾒た場合満⾜
度が今ひとつの⾯があります。 HD マルチ編成に対応する事で、従来衛星波で放送した番組の視聴者保護に加え、
新規視聴者の獲得にも繋がると思われる為、ぜひ検討してもらえないかと思っています。  ⼀⽅中波ラジオの系統削
減については、⻑年⼒を⼊れてきた教育放送にあたるラジオ第⼆の語学･教養番組群の存続の危機にあたるのでは
ないかと不安に思っております。 語学系の番組では既にサイトでの⾳声配信、テキスト CD などでリスナーへのバックア
ップは実施していると思われますが、聴取習慣などを踏まえて考えると、ラジオ放送の形態を可能な限り維持するという
意味で、中波ラジオ形態はラジオ第 1 のみ残す場合でも、らじるらじるや radiko と⾔ったインターネットラジオストリーミ
ングサービス、あるいは衛星波整理で開いた帯域を使⽤した BS ラジオ⽅式でラジオ第 2 を存続させることを検討され
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ても良いかと思います。  衛星波、ラジオとも NHK だからできる良質な番組内容･編成が魅⼒となっていると思いま
す。削減によってそれらが損なわれないように善処いただければと思っています。 

個⼈ BS1 と BS プレミアム、ラジオ第 1 とラジオ第 2 が統廃合されると聞きました。この統廃合には反対です。どうしてもこの
統廃合を実⾏するというのなら、受信料を BSBS 放送分も含めて 3000 円から 5000 円くらいにしてください。この統
廃合が実施されたら、私にとってそれくらいの価値にしかならないからです。  今、甲⼦園で⾼校⽣の野球をやってい
て、NHK でもテレビやラジオで放送されています。この統廃合が実施された場合、野球などのスポーツ中継の合間に教
育番組や⽂化的な番組などは排除され、⾬などでスポーツ中継ができない時にしか放送できなくなるかもしれません。
特に、AM ラジオではこの統廃合の影響は深刻なものになるでしょう。何故なら、スポーツ中継などの合間などに、教育
番組や語学番組が収まるとは到底考えられないからです。この統廃合が実施された場合、ラジオ第 2 の語学番組は
英語以外排除されることになるでしょうし、英語の番組も数を⼤幅に減らさざるを得ないのは⽬に⾒えています。⺠間
の会社を使って語学の勉強をしろというのなら、受信料を減らしてもらわないと困ります。だから、どんなに⾼くても BS
料⾦を含めて 3000 円から 5000 円に受信料⾦を設定してください。 

個⼈ BS 放送、ラジオ放送の統廃合について   BS1 と BS プレミアム、ラジオ第 1 とラジオ第 2 の統廃合に反対します。  
このニュースを聞いた時、⽿を疑いました。そして、今ではこう断⾔できます。こんなしょうもない経営計画を考える⼈(た
ち)は、BS1、BS プレミアム、ラジオ第 1、ラジオ第 2 をろくに⾒たり聞いたこと聞いたこともないであろうということを。
NHK の経営委員会のメンバーがどんな肩書き経歴を持っているのか知りませんけど、NHK の番組をろくに⾒たり聞い
たりもしてないのに、偉そうにふざけた提案をしないでもらいたいです。この統廃合でどんな利権を持っているか狙っている
のか知りませんけど、モリカケサクラみたいなことは許しませんよ。  ⾼市総務相更には安倍総理に忖度するためにこん
なしょうもない経営計画案を考えたんだろうが、その経営計画が実施される頃には安倍政権はなくなっているかもしれ
ないですよ。 

個⼈ 3.あまねく伝える ⾼齢者からのお願いです、5 時台 6 時台 7 時台等ニュースの冒頭、アナウンサーが⽇時曜⽇を⾔
いますが聞こえません。映像で知らせてほしい。 

個⼈ 1)保有メディアについて BS の 1 波と AM の R2 と地上波 E テレと NHK 学園を分離して放送⼤学に移管。今後の
リモート教育推進に向けて全教育機関における授業コンテンツとして活⽤。 2)受信料について 受信料制度を廃⽌の
うえ電波法改正により受信料相当分を電波利⽤料に上乗せして、これを総務省経由にて収⼊とする。これで受信契
約管理費を削減、⺠放しか視聴しないという受信料⽀払い拒否視聴者の根拠を排除可能。 3)その他 NHK は⺠
放局を含めて放送全体のインフラとしての役割を担い、可能な限り現⾏番組コンテンツ(例えば、旅番組、コント、紅
⽩歌合戦など⺠放局でも製作可能な内容)を⺠放局にオークションによる有償移管。また⼦会社エンタープライズ社
制作番組を、番組途中に CM を挿⼊しない条件において⺠放局へ⼀次放映権をオークションによる有償移管。 ⻑
期的には⼈⼝減少化を背景にした放送各局の経営環境悪化に鑑みて、主要⺠放四局のうちここ 10 年で最も利
益を減らしたフジテレビの本社屋(お台場)を渋⾕放送センターの代替あるいは補完施設として買収。フジテレビは店⼦
として継続利⽤を認める。これにより間接的にフジテレビの他局との合併を⽀援することにもなり、現⾏の⺠放局体制
のスリム化に貢献。 

個⼈ 「⾳声波は、２波（AM・FM）への整理・削減に向けた検討を進めます」について 現在の AM の R２は、いわばテレ
ビでいう E テレのような役割を果たしています。R2 には、NHK の特⾊である語学番組があり、これについては⺠放では
ほとんど放送されておらず、NHK が放送を縮⼩すれば、それは即座に在宅での語学学習の機会の喪失を意味しま
す。また、現在、不登校の児童・⽣徒に対する教育機会の付与が⼤きな課題であり、NHK ⾼校講座などを放送して
いる R2 の存在は、そうした児童・⽣徒に対して、貴重な学習機会となっています。それが、R１と R2 の統合によって
放送番組が減少してしまうことになると、在宅での学習機会の喪失に直結します。 加えて、災害時において、乾電池
があれば⻑時間聴取できる AM ラジオというのは、貴重な情報源となります。その AM の R1 と R2 が統合されてしま
うことになると、災害時の情報源が減少してしまうことになります。⼈々に情報提供することによって安全・安⼼を提供
する NHK の使命からもラジオチャンネルの確保は必要です。 なにとぞ、AM ラジオの R1 と R2 については存続をお願
いします。 
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個⼈ 経営について本当に無駄な⽀出を削減して収⼊を増やすなら良いこと。上の⽅達は、末端が⾒えていません下の者
は、⼼⾝荒廃するくらい神経を使っているだろう。無駄遣いをしてるのは、どの企業でも中間管理職︕⼤した実⼒も無
く年功序列、コネで今の地位にいる。本部、地⽅の隅々までの⼈事、⽼若男⼥にかかわらず実⼒主義な査定、⼈
事、細かな所まで伝票管理。これだけで年間数⼗億円削減可能。経営とは、時に⼼を⻤にしないといけない。トクサ
ツガガガ、これは、経費で落ちません、いいね光源治くんは、⾯⽩かった。紅⽩出演を狙ったいまいちな歌⼿の過剰なヨ
イショは、嫌気が指す。ドキュメントも昔にくらべ⾯⽩い。受信料値上げが⼀番だがこれまで挙げてきた事を達成すれば
視聴者、国⺠も納得する。 

個⼈ 【テレビ】 「良質で公益性の⾼い番組作り」という、計画案に賛同して、パブリックコメントに応募します。１．原点に戻
って、ＮＨＫのアナウンサーを活⽤する。（⽴派に教育を受けた⼈材が多くいらっしゃるのに、他局やフリーの、タレント
等を起⽤することが多くなって来て、落ちつかない。）２．ＮＨＫならではの番組はそのままで。（⾃然百景、⼩さな
旅、⽇曜美術館、100 分で名著、ニュース、視点、街歩き。）（そろそろいいんじゃないか ⻑寿番組。）ためしてガ
ッテン。鶴瓶の家族に乾杯【ラジオ】 １． ⻑寿番組の良さ第２…声でつづる昭和⼈物史、⽇本語辞典、ＤＪ⽇本
史。第１…深夜便（これから要望する番組） 過去に放送されたもの１．⼈間講座、⽂化セミナー 

個⼈ ２０２１年〜２０２３年度の経営計画案への希望です。・歴史は、国の形成に関わりますから、⼜、新史実も発
⾒されたりもしますので、今後も引き続き事実を公正に公開してくださいますようお願いいたします。・⽂化と伝統は、ど
のようにして⽣まれ、今⽇に⾄っているかを、地理、気候なども⼊れて考察することは、国⺠としても、対外的にも⼤切
と考えますが。⽂化を広い意味でとらえた場合のことですけれど、国内では通⽤しても、対外的には、マサツの元となる
こともあります。私個⼈は「普遍性」を考えますが、強固なナショナリズムも存るようですから。・「⾼齢者⽩書」に、これは
60 歳以上ですから、まだ働いている⼈が 37.3 パーセントで、少しゆとりがあるのではなかろうかと思いますが、詳しい
年齢層はわからないのですけれど、「先⾏きが⾮常に⼼配」5.1％、「貯⾦をおろすことがよくある」13.5%の合計が
1/5 ⾜らず、「時々おろす」が 34.6%、合計が 53.2%は、⽣活がどんなことでひっくり返ってしまいますが。政治も個
⼈もリスクをよく⽇頃から考えたいと。・国際報道と⽇本国内の様々なこと、楽しくためになることも、引き続きお願いい
たします。 

個⼈ 前略先⽇、「ＮＨＫの今後三年間の経営計画が発表された、」とテレビで報じられました。ただ、この計画案の中で私
が気になったのは、「スリム化」という語が⼊っていたことです。スリム化といえば、当然、⼈員削減が⾏われます。しかし、
⼈員削減は、職員⼀⼈あたりの労働強化を伴います。 数年前、東京都知事選か都議会議員選挙の取材で若い
⼥性職員が過重労働による健康●● ＝過労で亡くなる事故が発⽣しました。⼆度と繰り返さぬようにするためには、
職員⼀⼈あたりの負担軽減になるような⼈員配置を含む労務管理が必要です。⼜、受信料収⼊の減少を挙げてい
ますが、それなら富裕層や⼤企業に遠慮なく受信料値上げを求めればいいのです。⼤企業の多くは今まで得た利益を
内部留保として貯めています。 

個⼈ ラジオについて、AM2 の英語学習を⻑く続けております。統合されることにより語学学習ができなくなってしまうのではな
いかと⼼配しております。NHK の語学ラジオを聴き始めたのは⾼校時代、英語の教師にすすめられてはじめました。ネ
イティブによる会話は発⾳も早さも全く異なり驚きました。それからいままでずっと NHK のラジオを聴き続けています。テ
キスト代だけで質の⾼い学習ができる、ラジオをひねれば誰でも学習ができるのは NHK だけです。語学学習に限ら
ず、AM2 ではたくさんの良質な学習できます。⼈⽣ 100 年といわれる時代、QOL が問題となっている今、新聞や
NHK・AM2 が⽣涯学習の柱となるのではないでしょうか。あまねく誰でも聴くことができるラジオをぜひ残してください。ま
た、あまねく伝えるというのは、下から拾い上げてほしいと思います。インターネットがわからなくて使えない上の世代はたく
さんいます。スマホは余裕がなく持てない⼈はたくさんいます。語学番組に限らず、ラジオをのこしてください。 

個⼈ 広島放送局での局⾞両運⽤について。 私は広島放送局の⾞両業務に従事しております、●●●●●●（株）
●●●●と申します。 現在広島局では、●●●●●●（株）が業務委託で⾞両業務を⾏なっています。その中で
放送部や技術部など各部署より⾞両運⾏依頼を受けて、局⾞両の運⾏をしておりますが、本年度頃から局⾞両の
空きがあるにもかかわらず、会社の指⽰で空きは無いと虚偽の返答をし依頼を断っています。その為、広島局の各部
署は、他のタクシー会社にタクシーもしくはジャンボタクシー等依頼して経費を余分に使⽤しています。 ●●●●●●
（株）としてはドライバーの休⽇を確保するためのようです。がしかし、局⾞両運⾏の⼈員に不⾜がある場合は、不在
時運⾏依頼を●●●●●● に依頼しタクシードライバーに局⾞両を運⾏してもらうよう予め決めてあります。しかしな
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がら、その不在時運⾏依頼も現状では⾏なっていません。 明らかに契約違反と思われますので、是⾮調査して頂きま
すようお願い申し上げ、意⾒とさせて頂きたく申し上げます。 

個⼈ チャンネルの統廃合と⺠間放送圧迫とについて。予算等の関係で合理化が必要かもしれないが、公共放送のつとめが
あるのでその点を忘れないでほしい。NHK の番組にでは、ドキュメンタリーものをよく⾒る。⾃然、歴史、時事問題な
ど。これらをこれからも充実してほしい。問題と思うのはバラエティ番組。こんなものは⺠法に任せておけばいい。「ちこちゃ
んに叱られる」がいかに視聴率が⾼くても公共放送でやるものではない。「かねおくん」はまだ意味がある。スタジオで済ま
せることができる芸⼈を集めたバラエティ番組がおおすぎる。バッサリ切るべきだ。もちろん、娯楽番組も必要だが、安易
にバラエティ番組に頼らないほうが好ましい。 

個⼈ NHK らしい番組の⾒直しについて。 何年も前から思っていたのですがダイリーグの野球中継を朝早くからだらだらやって
いますがどれだけの視聴者がいてその何時間もを必要としているのか⾒えてきません。 ⾒逃した番組や時論、⽇本の
技術を守るための問いかけや考え⽅を公共の電波を通して繰り返し解説 呼びかけをして欲しい。危機の技術、瀕死
の技術、⾃然、⼈々の営み努⼒。役割として責務を感じてやってほしい。バラエティーや賑やかだけで内容の残らない
番組に傾いていっている。 とにかく⼤⾦をつかってダイリーグの野球中継を延々とすることに疑問を感じていないのか。 

個⼈ 1.についてです。  「安全・安⼼を⽀える」は最も⼤事な点です。台⾵や豪⾬等の⾃然災害については良く報道され
て、避難等の⾏動には⼤いに参考となり有難いものです。しかし安全・安⼼はそれだけではありません。特に防衛問題
では、敵地攻撃能⼒の有無等と憲法とも絡み合う根幹の問題ともなれば、⼀体、⽇本に向けられたミサイル等がどの
程度に分布しているのかも知りたい情報です。軍事機密に関わる事でもありますが、問題のない程度で⼗分かと考え
ます。  2.についてです。  少⼦⾼齢化社会が定着した今⽇、⽇本⼈の多くが郷愁を感じ抒情的⼼情の源である農
村⾵景、特に⾥⼭は「⼼の遺産」として⻑く維持・保存が望まれる処です。しかし、懐かしむだけでは発展はありませ
ん。放棄農地には獣類が跋扈して危険な状態に陥っているやにも聞きます。このような農地或いは農村集落を、若者
の主導で⽼若男⼥を含めた新たなコミュニテイの模索に資する報道も必要ではないでしょうか。こうした取り組みは⾥
⼭の後背地に当たる⼭地の活性化にも影響を与え、針葉樹ばかりの森から落葉広葉樹の森へと変化を促し、獣類
を⼭地に留め適度の個体数の維持に繋がるものと考えるからです。是⾮こうした取り組みの報道も願うところです。  
3.についてです。  「ラジオ深夜便」で昭和の歌を懐かしみ、「NHK スペシャル」で⼤⾃然の驚異に感嘆しながら、次
は私⾃⾝がアルプスを⽬指そうかと刺激を受けています。引き続きこうした⼤⾃然の情況や未知な動物の⽣態にカメラ
を向けて戴きたいと思います。  そこで、昭和 30 年代のスポーツ放送も時には聞き直したい欲求にかられます。●●
●●アナの野球実況や神⾵正吉さんの⼤相撲解説等は是⾮とも聞きたい放送です。研ぎ澄まされた●●アナウサー
の実況中継は⼦供⼼にも「今⽇の放送は●●か」と期待したものでした。また、理路整然と相撲の流れを神⾵さんの
解説は淀みなく栃錦の動きが⼿に取るようでした。「普く伝える」事とは違いますが、「良さを伝える」⾒本のように感じて
います。是⾮、機会を戴ければ誠に幸いです。  4.についてです。  ⼤型のメデイアとして、インターネット等の発達した
中にあっても存分に存在感を発揮しているように感じています。「社会への貢献」は種々様々なものが考えられますが、
環境問題が重要な事は論を待ちません。島嶼国の存亡や異常気象等は化⽯燃料の燃焼によって⼆酸化炭素の多
量排出による地球の温暖化が主原因だと指摘されます。此処は報道機関の存在は⼤きく、⻘少年達を啓蒙する⽴
場にあると⾔っても過⾔ではありません。⼦供は親の躾で社会⽣活の規範の多くを学び⾝に就けるものです。⼦供の
頃から繰り返し繰り返し「ゴミを捨てない」「使い捨てはしない」等と親に諭されれば終⽣忘れることなく習慣とするもので
す。それと同様に地球環境は⾝近な道路・河川等を汚さない⾏動が⼤事だと報道して戴きたいと考えます。その延⻑
線上に地球環境はあるのです。⼦供に河⻄燃料を使うなと⾔っても何もなりません。⾝近な問題からグレダさんが育つ
ものと考えます。どうぞ、島嶼国の存亡は私たちの⾏動に委ねられていると思います。この⽅⾯の報道をお願い致しま
す。 

個⼈ 「AM ラジオ局の統合・削減について」︓  私は 50 年近く AM ラジオ第⼆放送の語学番組を聴きつづている者です。
これまで基礎英語から始まり、英語の主要番組はすべて聴いてまいりました。現在でも「実践ビジネス英語」および「遠
⼭顕の英会話楽習」は⽋かさず聴いておりますほか、ここ 10 数年の間に「まいにちフランス語」「まいにちスペイン語」
「まいにちドイツ語」「アラビア語講座」などを活⽤させていただいております。このうち英語・フランス語・スペイン語は実務
上使えるレベルですが、⽇々ラジオでレベルアップを継続しています。  NHK のラジオ語学講座は⻑年の試⾏錯誤と制
作努⼒を経て、限られた時間内に充実した内容を凝縮した素晴らしい内容となっていると思います。初学者から中上
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級者までラジオという⾝近な媒体で安価に語学学習ができる国が世界にどれだけあるでしょうか。私は NHK のラジオ
語学番組は世界に誇るべき品質および種類の豊富さだと思っています。  今後 AM ラジオ局が統廃合されることとな
れば、このラジオ語学講座が⼤幅に縮⼩されるのではないかと危惧しております。このような「草の根」的な番組群は決
して⺠放の商業主義には乗らないものであり、まさに公共放送の使命に沿ったものと考えます。今後どのようなことがあ
ってもこの国⺠的資産を死守していただきたい、切にそう願ってやみません。  もちろんインターネットの活⽤などでラジオ
の⽣放送は削ることができるかもしれませんが、やはり「毎⽇定時定刻」に放送されることによりリズムが⽣まれ、少しず
つでも毎⽇努⼒するということが可能になります。だからこそこれだけラジオ語学番組が⻑期に亘って視聴者の⽀持を
受けてきたのだと思います。もはやこれはラジオ体操のように⽇本⼈の⽣活の⼀部になっています。  また経済のグロー
バル化・インバウンドなどといった時代の趨勢からみてもこのような「草の根」語学学習が⽀持されるべきものと考えます。
特にコロナ不況その他で経済的に厳しい⼈々が増えることが予想される中でも、費⽤を最⼩限にして外国語を学ぶ、
少なくともその契機となりうるのがラジオ語学番組だと思います。これは絶対に守るべきものです。  このように感じる
⽅々がたくさんいらっしゃると思います。そのすべての⽅々が意⾒を提出することはないと思いますので、多くの視聴者の
意⾒を代弁するつもりでこれを提出させていただきました。  これまでのラジオ語学番組制作に関わったすべてのスタッフ
の⽅々の努⼒、それを⻑年に亘って⽀持してきたすべての視聴者に敬意を表し、私の意⾒とさせていただきます。  以
上 

個⼈ 報道について、いつも⾒ています。不偏不党にこだわって幅広くニュースを放送して欲しいです。災害時など⾮常時のニ
ュースも拡充して欲しいです。キャスターの個性は必要ないです。福祉、健康の番組も報道の⼀部と捉え拡充して欲
しいです。 バラエティについて、公共放送の⽴場として放送されるのでしょうが必要でない⼈もいるのでスクランブルをか
けるとか予算をかけないとか対策が必要だと思います。⼀⼈（⼀つ）のタレントごとに⼀つの番組を持たせる必要はあ
るのでしょうか︖ないと思います。不愉快です。 チャンネル数について、衛星とラジオを縮⼩するとのことですがサブチャン
ネルを使ったり上記の不必要な番組を削って欲しいです。 受信料について、実質的な税⾦になっているので⼼して欲
しい。減額やスクランブルなどを検討して欲しい。NHK の職員が⾼給をもらっていたり不祥事を起こしていることがニュー
スになっているので職員数を減らすことも検討して欲しい。 

個⼈ 「安全・安⼼を⽀えるについて」 インターネットを使い⾃分発信の情報にあふれています。ネットにあふれる情報は、悪
意のあるものや単なるうわさ程度であるものなどさまざまです。新型コロナウィルスでもお湯を飲めば防⽌できるとか、ちょ
っと考えればありえないこともでてきます。安全安⼼を⽀えるには、何が⼀番⼤切かと考えると情報が⼀番⼤切だと思い
ます。しかも信頼性のある情報です。信頼性を担保するにはどのようにすれば良いかを再検討していく必要があると思
います。信頼性をあげるために検証に時間をかけるとタイミングを逃すこともあるので時間をかけるのも難しいと思いま
す。 NHK 内で SNS を調査し情報収集をしていることを番組でみました。これを⼀つ⼀つ、検証することは、できませ
んが、信頼性に関して、数値化することはできるのではないかと思います。天気予報では、３０％を超えると信頼性が
でてくる数字になります。この信頼性を数字化する技術を確⽴し現在 NHK が放送しているニュースにも適⽤していけ
ば NHK の信頼性を客観的に評価することができ、安全・安⼼を⽀えることができるようになるのではないでしょうか。 

個⼈ １．放送法第 15 条を「完全」に、守れよ︕  地上波が届いていないから、近く、⺠事訴訟を提起する予定だ。  
２．意⾒を聞きたいなら、字数制限は、設けるな、上から⽬線そのものだ。  誰のお陰で飯を⾷わして貰ってんだ、え
っ︖︕  ３．苦情処理部職員を全員「正規」にし、⼥性は、早番、男性は、遅番にしろ︕  ４．苦情処理部には、
⼀⼈の「暴⼒団」も⼊れるな︕  最初に電話を受けた職員が最後まで対応し、「暴⼒団」に転送するな︕  ５．苦
情処理部の所在地など、全て、開⽰し、秘密は、作るな︕  ６．苦情処理部職員その他の職員は、所属・役職
名・名字・名前・漢字を開⽰しろ︕  名前は、申し上げない規則になっています、などという弁解は、許さない︕  偉そ
うに、すな︕  受信料で⾷わして貰っていることに、常に、感謝しろ︕  ７．苦情処理部へのメイルでの問い合わせ・
苦情・意⾒・抗議等には必ず返答しろ︕  ８．新型コロナウィルスを理由に、苦情処理部の業務を縮⼩して構わな
いとは、放送法には、書いていない、  縮⼩するな︕  ９．安倍晋三忖度「⽝ＨＫ」放送たることを、即刻、⽌めろ︕  
前⽥は、政権批判する、と、宣⾔した。  公約は守れよ︕  １０．ＮＨＫプラスを、録画し、テレビで試聴出来るよう
にしろ︕  そして、全国の⽀局は流しているローカルニュースを試聴出来るようにしろ︕  １１．ＮＨＫ幹部が各地で
開催している視聴者との懇談会など、全て、デジタル化して、議事録を開⽰しろ︕  １２．そのためにも、「メイルマガ
ジン」に登録して頂き、最新情報に、アクセス出来るようにしろ︕  １３．ＮＨＫは、国⺠の組織であって、お前たち
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の「⾷い扶持」組織ではない。  １４．受信料を値下げしろ、とは、⾔っていない。  値上げしてでも、正規職員を増
やし、国⺠の「声」を、聴くため、全国各地を、這いずり回れ。  その模様をＹＯＵＴＵＢＥで流せ︕  １５．意⾒
聴取の結果を、個⼈名を伏せて、原⽂のまま、公表しろ︕  １６．ＮＨＫの主⼈公は、受信料と税⾦を払っている
「国⺠」で、お前たちは、雇われ者だ。  １７．国⺠の意⾒が正しいのであって、前⽥や経営委員会の意⾒など、どう
でも良い事を忘れるな︕  １８．国⺠は意⾒を反映させるため、この種の窓⼝は、常設しておけ。  １９．コピー出
来ないようにするとは、なんだ︖  どついたろか︖  ２０．この内容を、リターンメイルで、送れ、この⾺⿅たれ︕  2020
年８⽉ 11 ⽇（⽕）午後２時 36 分︓●●● 

個⼈ 1.テレビの国際競⾛せず、NHK さんが、基礎研究に⼒を、⼊れて欲しい.（病や地震.天気の⾃然災害宇宙など） 
２.国会議員に負けず、視聴率など気にせず、⼝コミで広がりのが１番凄いと、思います 3.私は、皆が嫌い ETV が
１番好きです何故、て、⽇常⽣活の実りが多いいからです 4.後、スタッフさんの苦労を、番組で紹介したら、如何でし
ょうか 

個⼈ 近年、若い世代のテレビ離れが叫ばれる中で、私は NHK プラスの機能の充実を図っていくべきではないかと考えてい
ます。例えば、現在はよほど⼤きなニュースや災害が無い限り朝 6 時から深夜 0 時ごろまでとしている同時配信時間
を 24 時間に拡⼤すべきだと思いますし、それに⾒合うよう若者うけを狙った深夜番組を積極的に放送していくことも必
要だと思います。また、テレビを持たない⼈でも NHK プラスのサービスを利⽤できるようにする制度作りも進めていってほ
しいと思います。 

個⼈ 法律で⼀定の要件を満たす国⺠に対し受信料を払わせることが出来、それによって運営費が賄われている極めて公
的な放送局であるにも関わらず、国益を損なうような報道姿勢や番組制作が後を絶たないため受信料を⽀払うことに
忌避感を覚える⼈が多くなっている事は真摯に反省して下さい。そして思想信条に偏りがあり公正公平な⾔動が出来
ない⼈には報道及び番組制作に関わらせない事を求めます。 アーカイブ動画が有料である事に対して受信料の⼆重
取りではないかと以前から疑問に思っており、早急に改善すべきです。他の有料コンテンツと⽐較しても明らかに受信料
が⾼い事を考えれば⼗分にサービスの範囲内です。寧ろ今まで改善してこなかったことがコスト意識のない組織の典型
であり経営の名に値しないと思います。⼤幅に受信料を値下げする事により組織改⾰をせざるを得ない環境にし、職
員 1 ⼈ 1 ⼈にコスト意識を持って貰うことが必要不可⽋であり、⽬標値を設定して努⼒し毎年達成出来たかを公表
して下さい。 最近の判例で NHK を⾒られないようにした機械を付けたテレビの持ち主に受信料の⽀払い義務は無い
というものがあります。受信機の設置者に⼀律⽀払いを求めてきたあなた⽅の主張は退けられたわけですが、今後は法
律で⽀払い義務は有るものの⾒れなくするという選択肢も有るという説明を丁寧にしていくべきです。そういう真摯な姿
勢が NHK の評価を地道では有るものの上げていくことに繋がります。⼀⽅で然るべき⼿続き等を取らずに⽀払いを拒
否している⼈達に対しては訴訟も含めて対応している様なので公平性の観点から⽀持します。 

個⼈ スクランブル放送をきちんと運⽤して、ただで⾒る⼈がいないようにして下さい。 
個⼈ ①ネット環境が整備されて、⾊んな情報が取得出来る時代になっている。NHK が無くても困らない現状となっている。

今のチャンネル数は多すぎる、チャンネルを減らして、受信料を⼤幅に下げるべきだ。 ②NHK を⾒たい⼈だけ⾒れるよ
うにスクランブル放送にするべきである。 いまの時代、⾦を払って NHK を⾒たいと思う⼈は極少数。 ③今の NHK の
スタンスではイギリス BBC のようには出来ない事を⾃覚すべきだ。 ④職員の報酬をせめて公務員並みに下げるべき
だ。 ⑤契約を地上波デジタルと BS デジタルを分離して、各々個別に契約できるようにするべきだ。 ⑥バラエティー番
組が多すぎる、⺠放に任せてもっと⺠放で出来ないドキュメンタリー番組とかを増やすべきだ、 

個⼈ NHK の番組は⼤変良い内容が多く、楽しみにしています。 今回、今後の計画について発表されましたが、まず⼀番
重要なポイントは、まず視聴者であるお客様に満⾜される番組を放送すること︕であるはずです。この⽂⾔がないのは
疑問です。それをベースに考えると、チャンネルの削減という戦略はありえません。ネット配信があるからという判断は⾼
齢者を無視しています。 経営上、予算削減が重要課題で、その⼿段がチャンネル削減ならそう⾔うべきです。 そうな
らば、他の経費削減など、普通の企業がやっているスリムな体質を⽬指して、どこまでできるか検証して、役員を減らす
とか、厚⽣設備も含めて設備投資の延期などすべきだと思います。 お客様不在の企業は将来性がないと思います。 
もう⼀つは、是⾮報道は中⽴であって欲しいと思います。政府に都合の悪そうなニュースもしっかり報道して頂ければ信
頼感が向上します。  私的なことですが、93 歳になる⺟が、ステラを楽しみにしていて、宣伝のない NHK の番組をよく
みています。 最後に E テレの外国語の番組で、「旅する外国語」は素晴らしい企画だと思います。また、哲学の番組
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も最⾼だと思います。 このような番組をどんどん創り出して⾏って頂きたいと期待しております。  是⾮、視聴者を最優
先にした将来戦略のご検討をよろしくお願い致します。 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」について AM ラジオについて、現在の２波から将来は１波に統合を検討する旨
記載がある。コスト削減の⼀環と思料されるが、それならば、１波に統合するより先にやるべきことがあると考える。 それ
は「使⽤する周波数の削減」である。 現在 NHK の AM ラジオは、１県で複数の周波数を使⽤している。⼭形県内
では、第１が５つ、第２が４つの周波数を使っている。合計９つの周波数に対して電波使⽤料を払っているわけであ
る。それを第１、第２それぞれ⼀つの周波数に統⼀できれば、電波使⽤料の⼤幅削減が可能である。 現に、⼭形
県の⺠放 AM 局である⼭形放送は全県⼀律１つの周波数である。 県内を⾞で移動しながら AM ラジオを聴取する
場合、いちいち切り替えるのは⾯倒であり、運転中に操作するのは危険を伴う。道交法違反⾏為でもある。それでい
て、受信状態が良好であるとは必ずしもいえない場合がある。周波数を変えている NHK より、全県⼀律の⼭形放送
の⽅が良好に聴取できる場所も、少なからず存在する。 関東地⽅のように複数の都道府県を単⼀の周波数でカバ
ーできることが理想ではあるが、難しいならばせめて「１県１周波数」にすれば、利便性を向上させながらコストの削減
を図ることが可能だと考えられる。 また、経営計画案には「視聴者・国⺠の安全・安⼼を徹底的に守る」との記載もあ
る。災害等の緊急事態下において、AM ラジオは最も⾝近で信頼できる情報⼿段である。重⼤災害が頻発する昨
今、AM ラジオの利便性向上は NHK が果たさなければならない責務であると考えられる。 恫喝まがいの受信料取り
⽴てに⾎道を上げるよりも先に、放送の本質的な部分を⾒直すことから、改⾰を推進していただきたい。 

個⼈ 「世界は欲しいモノであふれてる」を⼀回⽬から再放送して欲しいです。 コロナで撮影がままならない時期だと思うの
で、⽉曜⽇から⾦曜⽇までとか毎週何曜⽇でもいいので、是⾮再放送をお願いします。 せかほしと春⾺さんと juju を
また⾒たいです。 

個⼈ ⼈事制度 N 国の⽴花さんが平均年収が⾼すぎると おっしゃっております ホテルとの裁判で訴えなどしないで欲しい そ
の受信料は宿泊料にのせてしまい 結果として、利⽤者が⽀払いする⼆重払いではないでしょうか  ⼈件費を抑えて、
受信料を下げるなどの 対策が必要ではないか  嘘の報道に受信料を払いたくない 

個⼈ ラジオ第２放送が無くなる可能性があるとの報に接し、ご検討を進められている皆様に、ひとつの想いをお届け致したく
存じます。僕の親しい知⼈の、実家の両親は８０代半ばで、⼼に病いを抱える５０代の息⼦（知⼈の兄）と共に
暮らしています。⼀家の楽しみは教育番組をラジオで聴くことで、NHK 第２と放送⼤学の講座を毎⽇聴いていまし
た。ところが放送⼤学の FM 放送が終わってしまいました。ラジコでは聴けるのですが、それにはインターネットへの接続
が必要です。しかしこの両親は、ネットの世界に⼊ることを避けています。それはひとえに息⼦の症状への影響を怖れて
いるからです。昨今⼤きく取り上げられるようになった SNS の中傷などの⾔辞が闊歩する世界に触れることで、彼のデリ
ケートな魂がどのような痛みを被るだろうか、さらにいつどんなことで被害者／加害者の側に置かれてしまうかもしれぬと
怖れるお⼆⼈の配慮は、決して過剰なものとはいえないでしょう。そこで、この⼀家の楽しみはラジオ第２のみになりまし
た。⾼校講座、カルチャーラジオの時間が、本当に⽇々の糧となっているのです。この⼈たちの楽しみが奪われていくのを
⾒るのは、僕には耐えられません。僕⾃⾝は⽇常ネットを使っていますので、ネットを通じて、検討をされていらっしゃる皆
様にこうした想いを届けることができます。でも、ネットを使わない、使えない愛聴者たちの声は、このネットを使ったシス
テムでは届かないことになります。その中に、これまで通りラジオを電波で聴けることを楽しみ、今後も変わらず必要として
いる⼈々がどれだけいるか、どうか重く受け⽌めていただければ嬉しく存じます。ネット使⽤者の僕にとっても、電波で届く
ラジオは、本当にありがたいものです。スマホも PC も、その他の機能の使⽤頻度が⾼く、⼿近なラジオ受信機で聴ける
のは、なんといっても安⼼感が違います。ラジオ第２放送の、電波での配信が続いていく⽅向のご検討を進めていただ
けますよう、⼼よりお願い申し上げる次第です。 

個⼈ 「BS 放送 およびラジオ放送の整理 削減計画について」 これまでは 過去において直接視聴者へのサービス低下に
なるような経営計画がなされたことはなかったと思います。しかし今回はまさに驚きました。 BS1 は海外情報とスポーツ 
BS プレミアムは⻑時間のステージや⽂化芸術 4K は優良画質を⽣かした⾃然ものなど 現在それぞれ棲み分けがで
きているはずです。もちろん 8k は簡単には⾒られませんから 問題があるかもしれませんが・・・特にラジオ第 2 放送を
廃⽌することは絶対に反対です。語学講座や⽂化教養番組としてなくてはならない放送です。⾃分も時事英語の愛
聴者です。NHK はいつまでも固定客を⼤事にする 放送局であってほしいものです。 
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個⼈ 残念ながら信頼できる報道機関が少なくなってきている現状において、公共放送たる NHK の存在意義は、相対的に
重要になってきていると思う。社会に役⽴ち、信頼できる情報を発信するには、ある程度の安定した予算基盤が必要
であり、他の報道機関の趨勢を鑑みるに、そこが揺らぐと、やはり無理が⽣じ、質の低下や報道の偏重につながっていく
ように推察される。  従って、放送法に基づく視聴料の徴収制度は、必要と考えるが、間違って欲しくないのは、この制
度は、今の資本主義社会においては、極めて特殊で優遇されているという点である。 なぜ優遇されているのかという点
を⼗分に理解し、その使命とともに、財源の使い⽅にも公共性があり、無駄があってはならないことはあらためて原則と
して欲しい。  今回の経営計画を拝察するに、⼤きな⽅向性は⽀持できるが、少し私なりの意⾒を述べる機会をいた
だければ幸いである。  NHK の⼤きな使命の⼀つに災害報道があるが、コンテンツ的には、現状で最も信頼できるもの
と評価しているが、提供⽅法には改善の余地があると思う。  近年発⽣している様々な災害は、その規模、頻度共に
⼤きくなってきており、被災⺠に対する適切で正確な情報提供の必要性は、以前に増して重要になってきている。提
供するコンテンツの充実はもちろん⼤切であるが、その情報が被災⺠に届かなれば意味がない点に注⽬していただきた
い。  現状において頻発する⽐較的⼩規模な災害でも、停電が発⽣したら、ほとんどの設置型の TV は意味をなさな
くなる。私は昨年の台⾵ 15 号の被災⺠であるが、あの程度の災害でも、近隣各地で停電が発⽣し、スマホの電波
は切れ、携帯各社の基地局が復旧した後もひどい混雑でまともな通信はかなわない状況が続いた。その間、幹線道
路の信号機さえ⽌まり、コンビニやスーパーからは品物が消え、ガソリンも満⾜に補給できない中、わずかに営業してい
る GS やコンビニなどを求め、⻑時間の⾏列に参加しなければ、⽇々の糧さえ得られない状況となった。  今後、⼤規
模化する台⾵などの⾵⽔害や、どこで発⽣するかもわからない地震、噴⽕等の、従来の想定を超える厄災に対し、少
しでも対応できる情報提供⼿段を、もう⼀度考え直す必要があるように思う。  まず、電気はつかえない。情報を必要
としている被災地では停電している。これを前提にしなければ、災害報道など意味をなさない。停電対策は電⼒会社
の責務であるが、繰り返しになるが、必要な情報が被災⺠に届かなければ意味はないのである。その対策が可能であ
るなら取る必要がある。  ⼆点提⾔したい。  ⼀点⽬としては、被災⺠への情報提供⼿段として、現時点でもっとも現
実的な解は、ワンセグ TV だと思う。技術は新しければよいというものではなく、古い技術でも役⽴つならば、活⽤しよ
う。しかし、現⾏スマホの普及により、被災時に使⽤できるようなワンセグ受信機は、⼊⼿が困難な状況にある。また、
昔のガラゲー機能そのものではなく、現在のモバイル電源技術を活⽤し、２〜３⽇程度は稼働でき、アンテナ等も含
め、極⼒軽量で安価な災害⽤の TV 受信機の提供をメーカー等に働きかけ、災害時の報道は、ワンセグ向けを意識
した実⽤的な情報提供をお願いしたい。ネット配信の開始は評価するが、災害時にはネット環境が整わず、それより、
TV 電波を直接サーマル放送するワンセグ TV の⽅が役に⽴つように思う。  もしくは、災害⽤の通信⼿段を新たに模
索してもよいかもしれない。例えば、地上波の 12+1 セグの内、4+1 セグを災害⽤とし、多少の遅延は覚悟のうえ
で、時間インターリーブ補正の冗⻑ビットを強化し、最新の動画圧縮コーデックを⽤いた災害時の混乱した状況にも強
い専⽤ CH を新設し、⾮常時には通常の地上波 CH は、SD 画質で放送しつつ、現在進歩の著しい最新の省電⼒
化技術を⽤いた SoC を載せた新たな災害専⽤受信機に挑戦する案もあると思う。この場合は、空いた帯域で⽣活
情報などの付加情報も配信したくなるが、それには NHK が、関連機関との情報ハブに、どの程度なれるかが課題にな
ると思う。  ⼆点⽬は少し⼤きな変⾰になる。ネットで調べると NHK の地⽅局は、全国で 54 局もあるらしい。災害
時を考慮すれば、東京への⼀極集中は危険であり、地⽅分散が望まれるが、54 局は多すぎる。全国へ報道できる
放送機器や、電源、衛星アンテナ等のインフラも備えた放送局を、東京以外にも分散配置する⽅向で、地⽅局の集
約を提⾔したい。それ以外の地⽅局の存在意義もあるのかもしれないが、今はその限られた資源を、全国で２〜３か
所程度に集約し、効率的で実⽤性のある分散型の局配置が望ましいと考える。 

個⼈ 国⺠から視聴料を取っているのだから、 ニュースは公平な⽴場での放送をして欲しい。 政府寄りの忖度したような内
容、プロパガンダを感じることがある。 「NHK らしさ」など、無い⽅が良い。 もりかけ問題など、もっと深掘りして欲しい。  
8/11 アナザーストーリー 「ハドソン川の奇跡︖」途中まで⾒て⾯⽩くないので⽌めた。 他で⾒たドキュメンタリーに⽐
べ、ストーリーを作り過ぎているように感じた。 例えば「船にはブレーキが付いていない・・・」︓ブレーキは無くともバックは
出来る。等々。 

個⼈ AM 統合というおはなしですが、むしろ、災害が増えている今、必要不可⽋と考えます。そして、国会中継をする必要
(責任)があるならば、その専⾨チャンネルが必要と考えます。カレンダーのように聴いている番組が時々思い付きで国会
中継になると、困ります。語学なども専⾨チャンネルが必要と考えます。 列島リレーニュースはなくさないでください。異
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動して声が聴けなくなった顔が⾒られなくなったアナウンサーに親しむ⼤事な時間です。災害の時に⾒聞きするのとは違
うのです。 変えるべきは政権との癒着⾔いなり体質です。 

個⼈ BS とラジオの削減に反対である  肥⼤化云々を理由としているようだが視聴者にとってはサービス低下である。特に
BS については１波になれば単純に⾒られるコンテンツが半分になってしまう。それで受信料を半分にするというのならと
もかく受信料をそのままや多少の削減などで２波を１波に⼀⽅的に⾏うことは許されないことである。 ４K や８K は
受信側の追加負担が必要なものであり、これらを充実させるなどというのは視聴者を置き去りにした NHK の勝⼿な技
術偏重でしかない。そもそも家庭⽤放送としては現在の HD 画質で⼗分でありそれ以上のものを求めているのはごく
⼀部の層に過ぎない。経費削減に必要であるのならば８K をやめればいいのであって今のサービスを半減させることに
なる現⾏ BS の削減には絶対に反対である。 

個⼈ ＮＨＫ会⻑様 AM ラジオ 2 波を１波に削減へについて、どうかご再考をお願いします。 私の８８歳の独り暮らしの
⺟親はもともと⽬が良くなかったのですが、最近さらに視⼒が落ちテレビはほとんど⾒ず、もっぱらＮＨＫのＡＭラジオを
楽しみにしています。もちろん受信料は⾃動引き落としで払い続けています。 私もラジオファンで外国語講座や⽂化講
演、⾳楽番組などをよく聞いています。  今回の経営計画では、ＡＭを１波に統合するらしいのですが、番組が半減
すると⾔うことですよね。それだけはやめてほしい。ＡＭの２波はやはりＮＨＫにしかできない役割を担っていると思うの
です。うちの⺟のような、年寄りや⽬のよくない⼈たちにとっては特にそうです。そのことをよく考えてほしいのです。  ＢＳ
の削減については何の問題もありません。もともと４Ｋや８Ｋなどは⾒たこともないし、⾒る設備もありません。どうぞ早
めにやめてしまってください。何ならテレビの地上波も１波にしてもかまいません。特に総合テレビの⺠放みたいなバラエ
ティ番組は要らないです。ドラマも不要。⼤河ドラマも朝ドラも最近はどうもおもしろくないし、紅⽩歌合戦もやめましょ
う。それだけで経費削減効果は⼤きいでしょう。  でもラジオの削減だけはどうしても回避していただきたい。 どうか、どう
か、よろしくお願いいたします。 

個⼈ ・ラジオ系統削減について NHK の国内向けラジオ放送は 3 系統（第 1・第 2・FM）のみで、諸外国の公共放送
局（BBC や KBS など）と⽐較しても少ないのに、更に削減することには明確に反対。 （BBC は地上波アナログに
限定しても 5 系統、KBS も 5 系統あり、NHK は明らかに「少ない」）。むしろジャンルやターゲットを細分化していくこ
とが世界的な潮流でもある。  ⺠放が中波 AM ラジオを廃⽌したいのはコスト⾯の問題が⼤きく、テレビの受信料でラ
ジオの運営費を賄うことができる NHK においてこの⾯を⼼配する必要がない。その上、全国をあまねくカバーする義務
がある NHK が中波 AM ラジオを廃⽌することは義務違反にもなる。「⺠放が中波 AM ラジオを捨てるからこそ、NHK
が維持する意義がある」。 それでも中波を 1 系統のみとする場合は、500kW 放送所（札幌、秋⽥、東京、熊
本）の維持は最低条件と考える。  ・BS 系統削減について 案とは逆にチャンネル増を図るべき。例えば BS1 はスポ
ーツとニュースの混合で中途半端な状態であるが、各分野を分離し専⾨化することが視聴者ニーズを満たすと考える。  
⺠放連からは BS のみで 4 系統持つことに対して「⺠業圧迫」という批判があるが、⺠放は BS 以外にも別途 CS チ
ャンネルでニュース専⾨、娯楽専⾨など複数のサービスを提供していることからその批判は著しく不適当。NHK のほうが
「少ない」ともいえる。 なお、8K 放送は現状受信世帯が著しく少なく、各新聞にテレビ番組表が掲載されない程度に
普及していない。削減するとしたら 8K 放送が最適な系統と考える。 

個⼈ 地上デジタル放送の埼⽟県域放送の実現を強く希望します。 同じ受診料を払っているのに、埼⽟ローカルの時間が
少ないのは強い不満です。 おはよう⽇本や⼣⽅の⾸都圏ネットワーク、⾸都圏ニュース８４５で埼⽟県の時間を固
定してほしいです。 埼⽟県域放送がなぜ実現できないか、幼少期から不満に思い続けています。 私が住む地域は群
⾺県に近いのですが、なぜ、ローカル放送が群⾺ができて、埼⽟ができないのですか︖ 

個⼈ なぜ NHK はアホ芸⼈等を多⽤するのか?? ただ好き勝⼿騒いでいるだけの 連中が多すぎる! 番組の時間を浪費
し，茶化して終了ばかり! 費⽤もかかるのに安易に使っている番組が多すぎる! ﾃﾞﾚｸﾀｰはアホ芸⼈を使えば視聴率が
上がると思っているのか!? NHK は公共放送， 国⺠の為の放送局だろう???? 費⽤を浪費し， 番組を希薄化し， 
媚びている番組が多すぎる!この時代，NHK は経費を節約し， ⼤地震、災害、感染症等に備えるべきだろう! 
NHK に⼈材はいないのか??? なぜ外部の<⾃⾝を売る為の>アホ⼈材を使うのか??? カネ儲けを⾄上命令のアホ
芸⼈を使う意味がわからない! ⺠放も⼀部有名芸⼈ばかり。何の意味もない連中がカネ稼ぎに奔⾛。NHK はいい
加減芸⼈、有名⼈を使う意味を問うべきだろう!! 番組がまたく深化しなし原因の⼀つだろう!  ⼜こんなのが出ていると
⾒る気がしない。誰が出演者を決めるか知らないが(ﾃﾞﾚｸﾀｰだろうが)いい加減すぎる! 番組を埋める為に汲々として
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いるだけ， アホ芸⼈等で時間を埋めている感じ， 番組の本質がまったく⾒えない!! 番組時間の 3/1 はアホゲストの
いい加減⾔動 で消滅している感じ。⼜，NHK の同じ⼈材が⾊々な所に出ているのも， 納得いかない! NHK にス
ターは必要ない!  結局退社し， カネ儲けに⾛っているだけ。NHK は公共の為 の放送局であることを問い直してほし
い!! 芸⼈所属事務所の売り込みに迎合するﾃﾞﾚｸﾀｰたちはカネ儲け⺠放へ⾏くべきだろう!! 最近は NHK の⺠放
化(禍)に怒りを覚える! 

個⼈ １ 経営計画作成の前提となる事項が説明されていないので, 記載されている項⽬がなぜ導きだされたのかが理解で
きない. 思いつきで, 世間受けのする項⽬を並べたにすぎないように⾒える. 通常, 現状-問題点-解決策という思考
過程で計画が作成されるものであるが, その思考過程が不明確. ２ 放送法の原点に帰り, 業務を絞り, 報道・教
養番組に特化すべき. 現状は、定期的に⼊る受信料に胡座をかき, 政府に忖度し, 職員に⾼額の給与を⽀払い, 
⺠放のまねをし、コンピューターグラフィクスでごまかし, タレントを沢⼭並ばせるような質の低い番組及び再放送が多す
ぎる.３ 職員の給与は国家公務員と同等とし, 番組及び放送時間を絞り, 浮いた費⽤を記者の取材費⽤・番組の
制作費⽤に当てるべき. （社会問題の調査報道の充実）４ ラジオ第⼆放送こそ残して, 教養番組を充実させる
べき. スポーツ中継は⺠放に任せ, 公共放送でなければできないことに専念する。予算がないのであれば, 放送休⽌
時間を設ける。（地上波の総合） 

個⼈ 『新しい経営原理』 １ 「経営学は、⾦もうけの学問ではない。」 これは、私どもの先⽣●●●●●●●●⼤学名
誉教授（現）がよくおっしゃっていた⾔葉であります。 ⼀⽅において、私どもが先⽣の研究指導（ゼミナール）におい
て、先⽣が真剣にしかも眼を丸くして強調としておかれたのは、「企業活動において、いわゆる利益（営利）の基準に
かわる標準がいったいあるのか（︕︖）（判定であります。（かわるとしたならば、それはいったい何であるのか）（そ
う●●●●教授は●●●●⼤学の経済学部の学⽣の多くで当時履修をしていた（1982 年に）ゼミナールにおい
て私たち初学の経済学徒に対して問題を投げかけられた。２ ⼩⽣は、その後（すなわち東経⼤卒業後）⽗が経
営をしていた、税理⼠事務所、等にて働くことになった。 経理部の⽅であったのであれば、おおよそその理解や前提は
あるのであろうが（︕） 企業の会計決算書の作成であるとか、その当期利益（⼀年分の決算書）を算出をし、そ
の当期利益から国税局だとか地⽅公共団体の税務課に、国税や地⽅税を納税をする「しくみ」となっている（法⼈税
や所得税） 従いまして法⼈企業（会社法⼈）の経理部におかれましては、財務諸表（貸借対照表）や損益計
算書をまず作成をすることが急務の事態であって、その計算の上、収⼊とか⽀出（単式簿記）から複式簿記、（い
わゆる内部監査を経ました上での当期利益の算出（前述の通り⼀般の企業、法⼈では、国税や地⽅税といった税
⾦（法⼈税や所得税）を納期までに納付としなければならないから。 こういう「しくみ」の中において企業は、継続的
（前事業年度から現そして次年度）へと運営や経営をこれるもの（これをアメリカでは「ゴーイングコンサーン」と申しま
す） そういう⼀連の過程や作業これらを財務管理だとか総合管理そして、●記の●●●●教授●●●●⼤学教
授の「経営管理」というわけであります。 ９⽉３⽇の「新しいＮＨＫ様のいわゆる経営計画（︕︖） 会計科⽬の
世界でも財務諸表分析（前掲の貸借対照表分析、損益計算書分析等は、過去計算書といいまして 未来計算
（例えば、ＮＨＫ様におかれましても最⼤の課題にいめらのましょう「予算の計算」対前年度⽐「横ばい」の配分（各
事業所毎）等 これらを⼀括して「管理会計」といいます。 そういうおおよその観点につきましては、⼿前どものような
⼩税理⼠事務所（その多くがいわゆる町の中⼩法⼈企業様あるいは個⼈事業主様の決算報告書や申告書の作
成（役所へ提出）で●●●●したが、その基本の考え⽅（たとえば、能率だとか合理的なものの考え⽅、そして⺠
主化（だれもが公平にその利⽤サービス等を享受できることを「最終的な⽬的」としている） はかわらない（いわゆる
公企業会計 社団法⼈様の会計の現場等にあら●れましても、そういう理念⽅向性であるならば⼩⽣のようなしごく
⼀介の町の税理⼠事務所にて少しく「実務」等を勉強させていただきました者でもなにがしかの意⾒や適合をしたこと
が発⾔できるかもしれません（︕︖）ラジオで９⽉３⽇しめきりのお話し●●●●アナウンサー（今はディレクターか
しら（︖）の御声にておうかがいといたしました。 

個⼈ 新時代へのチャレンジという観点について、受信料の在り⽅を⾒直してほしい。サブスクリプション型の動画配信サービス
が台頭し、個々⼈が⾃分に合ったサービスを選択する考えが主流になってきている。その中で NHK 受信料の徴収⽅
法や⾦額の妥当性を再検討した上で、その根拠を広く⽰して欲しい。 インターネット配信を⾏うサービスと単純に⽐較
できる訳で無いとも思うが、完全に無視できるものでは決してないと思う。 国⺠が納得して受信料を払うという観点に
おいて課題がある。 
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個⼈ 衛星放送の廃⽌を提案する理由の追記 1.地上波テレビラジオと⽐べて衛星放送は NHK 以外の事業者が多いの
で、 衛星放送受信機を設置した時点で、NHK の衛星契約が⽣じるのは公共の福祉に反しているのではないかとい
う点。 特に放送⼤学で教育を受ける権利の侵害ではないか。 2.悪天候時に移らなくなる衛星放送の仕様上、災害
放送には向かない点。 3.「NHK スペシャル 渡辺恒雄 戦争と政治」が例だが、 衛星放送と地上波総合 E テレで
同じ放送を使いまわししている点。 これなら地上波だけで⼗分なのではないか。 

個⼈ NHK さんの受信料に関しての考えは理解出来るけど、はっきり⾔って他の有料チャンネルに⽐べて値段⾼すぎる。⽉
300 円くらいで必要最低限の内容を伝えて後はオプションで⾒たい⼈が⾒たいチャンネルを購⼊すれば良いと思う。は
っきり⾔って私は NHK さんの放送に対して必要性も価値観も全く感じ無いし、ここ数年ほぼ⾒てませんが何も困った
事はありません。 

個⼈ ラジオのＡＭ波の統合には、絶対に反対です。 ラジオ第 1 とラジオ第 2 は、それぞれ役割が異なっており、リスナーも
異なっていると思います。私は、ラジオ第 1 を聞きながらここ 20 年間ほど⽣活しています。特に平⽇の朝は、ラジオ第
1 で「毎朝ラジオ」を聞きながら、起床から出かけるまでの忙しい時間を「毎朝ラジオ」の中の各コーナーの放送時間を
⽬安に、例えば、「ラジオ体操」までにはこれをしなければとか、「毎朝だより」になったから何をしようといったように、⽣活
を送る上でのリズムとなっています。これは、⻑年の⽣活で出来上がってきた習慣です。ＡＭ波が統合され、現在のラ
ジオ第 1 とラジオ第 2 の番組を組み合わせて放送されるようになると、こうした⻑年の⽣活習慣が、⼤きく影響を受け
ることになると思います。ラジオ第 2 のリスナーも多くおり、そうしたリスナーの中にも私のようにラジオを⽣活のリズムとして
⽣活されている⽅が多く存在していると思います。多くの⽅が、ラジオの番組を毎⽇の⽣活を送る上でのリズムとしてい
るのではと、思います。そうした⼈々が、ＡＭ波の統合により、⽣活を送るリズムに、⼤きく影響を受けるのではと思いま
す。 私は、テレビをほとんど⾒ず、ニュース等の情報の多くをラジオから得ています。ラジオからの情報は、映像はありませ
んが、記憶に残りやすく、また、出勤の途中等移動中も聞くことができ、私にとっては、⼤変に⼤事な情報源です。特に
災害時には、ラジオから防災の情報を得ることが多いと思います。こうした情報を得る機会が、ＡＭ波の統合により、
少なくなってしまうのではと危惧します。 また、ラジオは、送り⼿である放送局と受け⼿であるリスナーとの間の⼼理的な
距離が、テレビと⽐べて近いと感じます。ラジオの放送の中では、リスナーの声が伝えられる機会も多く、他のリスナーの
考えに⽿を傾け、他者の思いに思いをはせることがあり、ラジオがリスナー相互のいわば「コミュニティ」的な存在となって
いると感じています。こうした「コミュニティ」的な機能が、ＡＭ波の統合により、影響を受けることになるのでは、と感じて
います。 どうか現在のＡＭ波２波の体制を維持していただきたいと思います。そのための費⽤負担が必要であれば、
受信料の負担増もやむを得ないと思います。 

個⼈ NHK ラジオ第 2 は、⼤筋、現状を踏襲して残してください。 もちろん、内容の⾒直し、刷新、充実には、異存ありま
せん  第 2 の放送内容のうち、語学関係や演芸関係は、「5 つのキーフレーム」の特に「２．新時代へのチャレンジ」
「３．あまねく伝える」「４．社会への貢献」の観点から考えても、ひじょうに重要と考えます。第 1 と統合して、第 2
の役割が消えてしまうようなことがあれば、⽇本にとって重⼤な損失になるだろうと思います。  私は加齢による⽬の衰え
が意識されるようになり、その分、これからますますラジオへの依存が⼤きくなるだろうと思っています。そうすると、ニュース
も含め(時に辟易する）「おしゃべり」が多い第 1 に対し、教養的な落ち着いた語りの第 2 は、ますます貴重になりそう
です。そういう需要は、増えこそすれ、減ることはないのではないかと考えます。  これに対し、⾳楽は FM の⽅が主です
が、現在ではインターネットで世界中の⾳楽放送が無料で好きなだけ聞けるようになってきました。 現に、私は今、スイ
スのクラシック放送を聴きながらこれを書いております。 この意味での FM 放送の存在意義は、揺らいでいると思いま
す。  ラジオ放送の再編をお考えになる場合、第 2 の存在意義が⾒失われないように、これからも継続されていくよう、
ご配慮をいただければ幸いです。 

個⼈ 「⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。について」ＡＭ波１波削減はやむをえな
いと思うが、現在５００ｋＷで送信している、札幌第２、秋⽥第２、東京第２、熊本第２、および３００ｋＷで
送信している⼤阪第２については、残してほしい。 災害時に⼭間部まで確実に情報を届ける⼿段や中波周波数の
確保という⾯から残すべきと考えます。 第１放送プログラムを放送するなど⽅法をご検討願います。 

個⼈ R1 と R2 統合は難しいのでは︖同類の番組を整理しても、分野が違い過ぎると思います。再検討をよろしくお願いし
ます。 
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個⼈ 「⾃分が⾒たい番組について」 ２０１９年１⽉まではキーワードを登録しておけばそれが含まれる番組をメール配信
してくれた。無くなって⾮常に困るようになりました。そのサービスの復活を望みます。  「朝の左上の時刻について」 ⾒づ
らいのでやめていただきたい。  「キャプションについて」 ⼤きすぎ、多すぎ、表⽰時間が⻑すぎ。他のキャプションと重なる
こともある。 

個⼈ 企画番組あるいは特別番組などにおいて、出演者あるいはゲストとして、お笑い芸⼈あるいはそれに類すると思われる
⼈々の設定例が⾮常に⽬⽴つように思われ、番組内容によっては、それらゲストの存在や⾔動が、かえって邪魔になっ
ていたりする例が⾒受けられると感じております。  出演者等の選定にあたっては、視聴者が感じ取る気持ち等を⼗分
に忖度していただきたいと存じます。  NHK には、優秀なアナウンサー、キャスターが揃っているといつも思っております
し、もし、⼈的余裕が不⾜だというならば、外部ゲストに⽀払うギャランティを有効活⽤することによって、計画的に⼈材
育成をなさってください。 以上 

個⼈ 受信料の数％の値引きなどと⾔う半端な事ではなく、抜本的なＮＨＫの解体を望みます。  ニュース、防災、教育、
ドキュメント（Ｎスペなど） → 公共放送として国⺠全員から⽉額３００円を徴収（ＢＳの２ｃｈ）  ⺠放と同
等の番組が⼤変多くなっている現状 → 分割⺠営化（地デジの２ｃｈ）  先端技術の開発は国益に直結するの
で家電メーカーに移管し税⾦で賄う  現状のＮＨＫは要らない番組の電波の「完全な押し売り」であり、この位の根
本的な改⾰で無ければ納得しません。 

個⼈ NHK の報道番組「クローズアップ現代＋（プラス）」が、かんぽ⽣命保険による不正販売問題を取り上げた。これに
⽇本郵政グループ側が抗議したことを巡り、NHK は最⾼意思決定機関の経営委員会が上⽥会⻑を厳重注意し、
上⽥会⻑は会⻑名で事実上謝罪する⽂書を⽇本郵政側に届けたと報道された。経営委員は誰のために多額の報
酬を得て働くのか︖その報酬はどこから出ているのか︖国⺠が詐欺の被害に遭う危険性を NNHK の現場が報道し
NHK の最⾼意思決定機関がそれを阻⽌し詐欺グループを擁護する構図に⾒える。 これは、法に違反するような異
常な事態ではないか︖ そこで、報酬の件に戻るが、⾮常勤であろうが常勤であろうが、現状の報酬は、経営委員の
存在価値に⾒合っていない。権⼒だけを振り回し多額の報酬を得る経営委員は、 ⼀般国⺠と視聴者にとって不要
だ︕ 必要と認めらた出勤時間に⾒合った全国平平均の最低賃⾦の時給で事⾜りるだろう︕ 是⾮、NHK 経営委
員会の報酬体系を変え、査定賃⾦の時給とするよう要望する︕ 地⽅の銀⾏家が NHK の経営委員に就任した。そ
の裏に政治的背景はなかったのか︖ 奇異の⽬で⾒られているのは事実だ。 名誉職にもならぬ不正を⾏うなら報酬も
派遣や⾮正規と同様の最低賃⾦でいい。 是⾮、報酬を働いた分だけの最低賃⾦で⽀払うよう改定して頂きたい︕ 
質の⾼い報道とは、最⾼意思決定機関の⼈間が公平公正な判断を⾏うことから始まるのだ。安⼼安全もあまねく放
送も、不正を働き多額の報酬を⼿にするような腐った最⾼意思決定機関の⼈間が存在するのでは NHK は良くなら
ないことを申し添えておく。  そして、この意⾒は、公に公表して頂きたい。 

個⼈ 職員の給与についてご意⾒させていただきます。 職員の給与は⾼すぎます。 職員の給与は半額にしてください。 放
送センタービルについては建て替えることはせずに今までの放送センタービルを使ってください。 最終的には解体して下さ
い。必要ありません。 ⼦会社は全社売却でお願いします。 これも必要ありません。 あと、放送法 4 条は遵守してくだ
さい。 外国⼈採⽤枠も必要ないので無くしてください。 

個⼈ ・衛星放送のチャンネルを減らすのは賛成だが、そもそも衛星は放送⼿段がことなるだけなので、別な番組を流し、別
な契約にすべきではない。地上波と同じ番組を流し、受信料は 1 種類で良い。 ・放送法を根拠にして、パラボラアン
テナがあるだけで、⾒もしない衛星放送の契約を求めるのはやめたほうがよい。 ・貴重な受信料で番組を作成するの
だから、お笑い番組のようなくだらない番組を作成しないでほしい。悲しくなる。 ・ニュースの情報量が減っており、ワイド
ショー化している。⼈のインタビューや被害者の私⽣活など流すのは控えて、事実を放映してほしい。 

個⼈ いま⾏うべきは「NHK らしさ」を追求することという⽅針には賛成する。また「『NHK らしさ』の基本と考える公共的な価
値」として列挙されている内容にも異論はないが、重点投資⽅針が「NHK らしさ」とかけ離れたものとなっている。 1. 
「視聴者・国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発展に貢献」とあるが、かんぽ⽣命報道への経営委員会の
介⼊という問題を放置したままでは達成できないものと考える。まずは政権や政府からの介⼊の再発防⽌とさらなる独
⽴を第⼀優先課題として取り組んでいただきたい。 常に政府・政権与党との距離を取り、ポピュリズムとは⼀線を画し
た報道の充実こそが商業放送ではない NHK に求められる最も重要な国⺠のための貢献である。 2. 「⽣活の豊か
さ、⽂化創造に貢献」とあるが、ラジオ波の削減や BS 波の削減は、芸術・古典芸能・教育と⾔った、⺠間放送で取
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り上げることは難しい分野の削減につながる施策であり掲げられている⽅針と逆⾏するものである。近年の●●●●と
の提携により⽬⽴って増えている情報バラエティー番組は⺠間放送との重複が多く、このような番組は適正規模への
削減の対象とすべき。  私たち国⺠が喜んで受信料を⽀払うのは、スポンサーを介した経済原則によってもたらされる
洗練とは異なる普遍的な価値に⽴脚した報道や最先端の研究成果・古典から前衛に⾄る芸術に接することの出来
る濃密な番組の提供を受けることができるからである。是⾮その点を⾒失うことのない様に、経営計画案の⼤幅な⾒
直しを求めたい。 

個⼈ 1.衛星波及び⾳声波の整理削減について 以下、両波における削減について総論的に意⾒を述べ、その後それぞれ
について各論的に議論する。 (1)「公共メディア」の⽴場を再再検討してください。今回の暫定削減案を仮に実施する
と、両波合計で 2 チャンネル削減することになる。⼩⽣の管⾒する限り、NHK はこれまで⾃ら「公共放送」「公共メディ
ア」とは何か、不断に議論を重ね、定義付け、着実のその役割を実施してきてくださった。伝統的な⽇本の姿や⽂化
(「ふるさとの伝承」「新⽇本⾵⼟記」等。特に前者はその後ジブリの宮崎⽒や鈴⽊⽒の尽⼒で DVD 化されるなど、
多くの⽂化⼈達が認める名作と⾔えるが、近年、こういった作品がアナログ放送からデジタル放送に移ったとは⾔え、メ
インの地上波で放送数が減少していることは悲しい)だけでなく、新しい⽂化(「マウンティング会話講座」や
「AKB48show」等。他にもラジオではリトルグリーモンスターズや乃⽊坂 46 あるいは松尾潔など、多彩な⼈物を番組
に中⼼に据える、あるいは特集する等、積極性が⾒られる。これは直ちに彼彼⼥たちの看板番組を作ることを肯定す
るものではないが、積極性と NHK に期待される品位のバランスを達成していると個⼈的は考えている。)、そして国際
性(近年、多くの番組が国際社会、国際性を意識してものに変貌しつつある。経済社会構造の変容等、様々な需要
と要請の変化に対応したものと考えられるが、これも積極性という点で素晴らしいと考えている)」など、時代の要請と⽂
化の継承の両⽴に果敢に取り組んできたと評価している。⼀⽅、⼀部の有識者や霞ヶ関、⺠放メディアは「公共放
送」「公共メデイア」の役割はスマートフォンの普及を前提としなくとも、他メデイアも担えると主張している。(例えば●●
⼤学教授●●●●⽒はブロードキャストつまり、「ブロード=幅広く」「キャスト=まく」という意味で⺠放メディアも公共放
送だと主張する。●●⽒はこれからを担う経済学者であり、彼の経済政策には⼈間の顔が⾒える。その意味で彼の
NHK に対する意⾒には疑問があるが、他では賛同する部分が多々ある)しかしながら、彼彼⼥たちは、NHK が担って
きた、あるいはこれから担いうる役割を過⼩に評価していると考えざるをえない。たしかに災害時をはじめとする緊急時だ
けでなく、平時におけるニュース番組や他番組でも NHK がこれまで定義してきた⾃らの役割と重複する部分はある。
だが、その質と量において NHK は他を圧倒している(予算の話は主題ではないが、番組制作、特にドラマ制作におい
て、批判されることが多い。しかし⼤河ドラマをはじめ、BS でたとえ低い視聴率であっても、質の⾼い番組に国⺠のお
⾦をさくことには意味がある。その時代時代の要請に応えること、そして後世が振り返って、その番組から時代を感じるこ
とになる。ここに「本物」が残されなければならない。Starwars が実写から CG、そして実写に戻った事例を⾒よ)。実
際に前述の「ふるさとの伝承」が⺠間放送で残せるだろうか。多くの国⺠に届けることができるだろうか。スマートフォンが
普及して YouTube など、⼈々⾃らが視聴するものに対してより選択的になっている。テレビとラジオが過去、唯⼀的
なメディアだったとすれば、今それらは半唯⼀的なメデイアになったと私は認識している。ならば、インターネットにアーカイ
ブするなどすればそれで⾜りる、という論が散⾒される。本当にそうだろうか。いまだに、⼀家にテレビは⼀台ある家庭が
⼤半である。なんとなくチャンネルを回す、そんな慣習も残る。半唯⼀的な⽴場も失い、選択的メデイアになってしまうの
だろうか。絶対に変化すると⾔えるだろうか。私はそう思わない。テレビやラジオ、特に NHK は、半唯⼀的メデイアであ
り続けると考える。その半唯⼀的なメディアで、上述してきた番組が放送されていることに意味がある。質の⾼い番組が
⼀定の国⺠に触れ、彼彼⼥たちの⼼に残り、NHk にアーカイヴされる。そこにこれまでもこれからも NHK が果たす「公
共メディア」「公共放送」の意味がある。チャンネルを減らすということはその意味を果たすチャンスをそれだけ失することを
意味する。それは放送する側、供給側だけではない。視聴者、需要側の機会を奪うのである。 (2)BS での削減につ
いて 「NHK 経営計画(2021-2023 年度(案)」(以下、当該案)について主張したいことが多く、字数が少なくなって
きている。ラジオに字数を割くため、割愛するが、総論から、私の思うところを考えていただけると⼤変嬉しい。メールくだ
さればお答えもします。 (3)ラジオでの削減について 当該案で最も落胆した点である。AM での第 1 と第 2、FM が保
つ現在のバランスを失することは、⽇本のラジオ⽂化の崩壊を意味す 

個⼈ A 
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個⼈ 今までの NHK では考えられない⼤胆な改⾰案と⾔えますが、重点政策の５つのキーフレームは理念先⾏で、今後ど
う落とし込むのかの具体案が伝ってきません。特に最近使い始めた（少なくとも視聴者には唐突感のある）「NHK ら
しさの追求」の NHK らしさがその典型と⾔えます。NHK らしさとは具体的にどういう意味なのかその定義を⽰してほし
い。「公共放送」とどう違うのでしょうか。なぜなら、視聴者・国⺠が求める「公共放送」の役割と NHK が進めようとして
いるそれとは、必ずしも⼀致しているとは限らないからです。その中でも、視聴者に最も影響があるのは、P3 の“保有す
るメディアの在り⽅”の⾳声波２波の整理、削減です。NHK ラジオは 90 年（FM は 50 年）の歴史があり国⺠の
⽣活スタイルに深く浸透しそれなりの社会的貢献を果たしてきた事は誰も否定できません。公共メディア時代にあっても
その役割は何ら変わっていません。多くの視聴者（若者以外）にとって災害時を含め今も不可⽋な存在なのに、公
共メディアに舵を切った途端に、統合・削減となれば、聴取者の困惑による NHK 離れが予測できますが、そのリスクは
織り込み済みなのでしょうか。波の特性に応じた、第⼀放送は安全・安⼼の基幹波として、第⼆放送は語学番組、
FM は総合⾳楽波としての役割分担に、聴取者は何の不都合も不便さも感じていません。NHK が⻑年かけて定着
させたこの全国ネットワークを、公共メディアの名の下に⼀旦壊してしまうと、NHK ラジオはますます劣化し存在価値を
なくします。⺠間放送が FM 放送へ移管するのは、AM 放送の設備維持・管理費が経営上⼤きな負担になってきた
のがその理由ですが、NHK が⺠放のこの動きに便乗する必要はなく、公共放送の NHK だからできる使命として AM
放送は存続させるべきです。波毎の管理から“ジャンル管理の推進”は、マルチ展開や再放送によって既に始まっていま
すが、うまく運⽤されているとは思えません。そこに R1 と R2 が統合されれば、R1 のスポーツ放送などは FM へ今まで
以上に移管されることが予測され、「総合⾳楽波」と評価されてきた FM リスナーの NHKFM 離れが加速するのは確
実です。そもそも役割の違う３波を強引に２波に統合して、どうしてジャンル管理ができるのでしょうか。その⽅がメリット
あるのなら、その⽅法・⼿順を⽰してください。放送法では国内放送番組の種別の基準を「教養番組」「教育番組」
「報道番組」「娯楽番組」の 4 つのジャンルに分類、適⽤していますが、問題があるのは「報道番組」と「娯楽番組」の
⼆つのジャンルと⾔えます。特に第１０６条に定める「放送番組の相互の間の調和」のこの条⽂が⾜かせになっている
のか、放送番組相互の間に社会通念上、均衡がとれていることを求められている以上、番組間のバランスをとる必要
があるためか、公表されている「個々の放送番組の種別と放送実績」の各番組の種別において恣意的な操作や、正
確と⾔えない分類をしている事例がありました。その実態を中央放送番組審議会などに直接問題提起しましたが、前
年踏襲という NHK 的な慣例が染みついている中にあっては何の修正も反応もありませんでした。このような各番組の
ジャンルそのものが曖昧な分類で間違った管理下にあるのに、波毎の各番組をジャンル毎にどう⾒直しどう整理するの
でしょうか。特に若者獲得のためここ数年の編成において、⺠放を意識した昨今の「娯楽番組」の拡⼤は、NHK が⼒
を⼊れるべきジャンルとは⾔えません。原点に戻り肥⼤化したジャンルこそ縮⼩すべきです。“BS 波の整理削減”も同
様で 2K 受信機で実際に視聴できるのは、BS1 とプレミアムの 2 波、その⼀⽅ 4K・8K 受信機の保有者は 3・4
波。視聴できるチャンネル数が違っても受信料は同じ。更に統合すれば 2K 受信機で視聴できるのは 1 チャンネルの
み、その場合も BS1/2/3 時代と同じ受信料を⽀払う必要があるのでしょうか。BS2K にはそれこそ NHK らしい多彩
な教養番組やスポーツ番組に魅⼒を感じても、⾼画質の 4K・8K は贅沢品として必要としない視聴者の⽅が圧倒的
に多いはずです。その⽀払い率が 52%程度では半分しか受信料を払っていません。正直に受信料を払っている契約
者との不公平感にはどうこたえてもらえるのでしょうか。BS の⽀払い率向上も、地上波同様⼒をいれるべきです。視聴
者には負担や不便を強いる前に、⼭積する関連団体の問題を先に解決して下さい。例えば、助成⾦を 17 億円に
増額した直後にコロナ禍に直⾯し、存続の危機にあるはずの NHK 交響楽団は、NHK にとり切⽻詰まった深刻な問
題のはずです。課題を⻑年先送りしてきたツケが⼀気に表⾯化したと⾔えます。それでも収⽀相償の原則を今後も維
持し⾚字補填するつもりなのでしょうか。⺠営化を含め解体的出直し、⾒直しが必要な団体と⾔えます。P3 の“ネット
を適切に活⽤”も、同時配信は⾒る・聞く機会の選択肢が単に増えただけなのに、あたかも別の番組を配信しているか
のような錯覚を抱かせている宣伝は問題です。若者が魅⼒を感じるコンテンツの、動画配信会社にも対抗できる放送
番組とは違う別番組を提供して始めて、適切なネットの活⽤と⾔えるのではないでしょうか。（制限⽂字を少し超え、
2094 ⽂字になりました。ご了承下さい） 

個⼈ 経営計画への提⾔ ETV、ラジオ第⼆放送は⺠間放送には絶対真似の出来ない語学・教養チャンネルとして⽇本
社会の宝だと思っております。是⾮、継続して欲しいメディアです。 
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個⼈ はっきり申しますが、インターネットの普及により、NHK は必要ありません。  ちょっと前の話になりますが、NHK は、「関
東⼤震災と朝鮮⼈」というドキュメンタリーを放送されてますが、そこで⼀次資料を隠蔽しております。 私は、その事実
を確認後、NHK に問い合わせ、謝罪と訂正の確認をしましたが、NHK からは、謝罪も訂正もしていないし、するつも
りもない。との返答をもらっております。 なぜ、謝罪と訂正をしないのか問うと、「趣旨が違うから」との返答でした。 で
は、趣旨とは何かを問うと、「⽇本⼈が如何に悪事を⾏ったかを伝えるのが主旨だ」 との返答をもらってます。 この例だ
けで⼗分わかってもらえると思いますが、NHK は事実を発信する事が⽬的ではない。と⾔うことです。 NHK は、国⺠
の知る権利を遂⾏するために存在しており、それを実現するためにも、国⺠に受信料を払ってもらわなければならない。
とおっしゃってますが、それは紛れもない嘘だと私は確信しております。 ですから、NHK は必要ありません。 私の⾔って
いることが、間違えている。若しくは、誤解があるというのならば、まずは、「関東⼤震災と朝鮮⼈」のドキュメンタリーにつ
いて、謝罪と訂正をし、今後 NHK はどのような趣旨のもと番組作成をしていくのか教えてください。 

個⼈ NHK の集⾦⼈が、⼥性・⾼齢者・外国⼈・⼦供などいわゆる弱者を脅したり騙したりして契約をとる⽅法を改めるべ
きです。 

個⼈ 集⾦⼈を委託して責任逃れするな 早くスクランブル化しろ 
個⼈ 受信料が⾼すぎる。もっと安くできるはずではないでしょうか︖ また、CS 放送などで⾏われているようにスクランブル化を

⾏わないのは何故ですか︖ 
個⼈ NHK らしさの定義あいまいです。地上波の質が国営放送を名乗るレベルとは⾔えないです。⺠間と変わらないお笑い

必要でしょうか︖ あまねく伝える︖ 近隣周辺国家に著しく忖度した偏向放送ですが。メデイアと同じく中国国営放
送のように不都合な事実は伝えていませんよね︖ 海外ニュースは必ず英⽶のニュース番組、新聞で⽇々チェックする
必要があると考えています。BS では海外ニュースそのまま垂れ流しです。BBC のような素晴らしいインタビューや 突っ
込んだ解説がある訳でもなし。特に国営放送たる存在理由が認められません。私は⾃動引き落としですが、集⾦⼈は
⼥性、⾼齢者に嘘をついてまでえげつない徴収をするマニュアルまであると聞いています。国営放送にしては品格もあり
ませんね。質と国⺠の平均年収を遙かに上回る⾼所得がマッチしません。そのばか⾼い年収を維持しながら⾼い視聴
料を取るのは、⽇本⼈を⾺⿅にしすぎです。採⽤についても国籍条項を問わないとはいえ、どの程度外国⼈職員が採
⽤にされているのか公開していただきたいものです。要するに、国⺠のかなりが、もはや NHK を国営放送でお⾦を払う
に値しないと考えていると思います。スクランブル放送になるのを待っています。今回の計画に⽇本国⺠に対する誠意を
全く感じられないという事です。 

個⼈ 私は法律に従い、視聴料は払っているが、それには全く納得はしていない。 なぜ⻑年⼟曜の夜には韓国ドラマを放送
しているのか︖全く観たくもない物に対して、なぜ⾦を払わなくてはならないのか︖ メジャーリーグや海外スポーツの中継
にしても、NHK が莫⼤な放映権を⽀払ってまでこれを放送する意味はどこにあるのか︖ これらスポーツや娯楽番組を
NHK がやる意味は全く無いし、やるなら有料のスクランブル放送にすべきだと強く思う。 そしてニュース番組についても
アナウンサーが私⾒を述べるのは不要であり、公共放送ならば事実のみを正確に伝えればよく、明らかに思想的に偏っ
ているのも問題である。 

個⼈ スクランブル放送について、視聴したい⼈が視聴し、お⾦を払う仕組みを実施してほしい。テレビの保有に紐付けて、税
⾦と類似して違法な取り⽴てをするのはやめてほしい。既に時代は、個⼈のスマホで各個⼈が貴重な時間を選べる時
代で、時代錯誤の対応はやめてほしい。 

個⼈ 時代に即して⾃由契約にしてほしい。 NHK は必要ないのですぐに解約したい。 ⾒ないものに無駄に⽀払っている受
信料を⽣活費にあてたい。 なので NHK から国会にスクランブル放送化の提案をしてください。 

個⼈ 受信料は最低限、または税⾦として公共放送のみに適⽤、バラエティーやエンターテイメント性の⾼いものはスクランブ
ル化して別料⾦で対応すべき 

個⼈ 受信料について NHK ⾒てないのに受信設備があると⾔うだけて ⾼すぎる受信料 払いたくない。今 コロナで収⼊も
減り NHK 受信料が引かれるたびに嫌になる。ヤクザみたいな委託業者がくるから嫌だし 1 ⼈暮しの⼦供に何かされた
らたまらないので仕⽅なく払ってる。⾃分の中では NHK はまるでたち悪いヤクザの親⽟のような存在です。 受信料払
わず⾒てる⼈もいる。 中には NHK が好きで⾒てる⼈もいると思う そういう⼈だけ お⾦払って⾒るスクランブル化にした
らいいと思う。 
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個⼈ ⽇々の偏向報道を改めて欲しい。  コロナ禍においても事実を直視せず、断⽚的な事実のみの報道で多くの国⺠を
不安に貶める姿勢は公共放送としてあってはならない。  また受信料も⾼すぎる。貯⾦が⼀兆円弱と多すぎる。それら
を活⽤し数年は受信料を無料にせよ。  また、天下り企業や公共団体のくせに営利企業を作ってはいけない。  中国
当局が NHK 内部にあり、報道内容をチェックしていると噂も聞く、事実なら⾔語道断、即解散せよ。  最後に、最近
は NHK があって良かった。と感じたことがない。⺠放は質が悪いから仕⽅がなく NHK を⾒るといったところだ。  あと１
０年もしたら誰も⾒ないと思う。  以上、NHK をぶっ壊す︕ 

個⼈ 不祥事があったらきちんと公表しろ。名古屋営業センターの委託業者の不祥事も隠蔽しようとしている。 
個⼈ 受信料及び番組制作について  受信料が⾼すぎる。具体的には⽉ 300 円にすべき。何故なら NHK は⾃⾝で国

は財政難だと放送している。バランスシート上は財政再建は終わっているが、⼀⽅的な意⾒だけ取り上げる癖に⾃分
達は関係ない、と主張している。そんなに増税と緊縮が好きなら NHK から始めるのが筋である。 公共放送なら天気
予報、災害、国会、ニュースのみで良く、バラエティ、ドラマ、紅⽩も不必要。⺠間のビジネスを邪魔している。NHK で
放送する意味、意義が無い。ほぼ税⾦の放送料で仕事を請け負う彼等の意識の低さとオファーする NHK には呆れ
る。税⾦で仕事をするのは公務員のみでいいはず。NHK は無駄の塊で反社会的な⼈物も制作に関わっていると聞
く。NHK から国⺠を護る党は悪質な取り⽴てから護ってくれている。この政党が出来てしまうほど、NHK は悪質かつ社
会の為になっていない。反省は要らない。即刻⾃⼰批判をし、それを放送すべき。 

個⼈ NHK の機構改⾰について、経営計画では NHK の経営効率化の⽅法についていくつかの提案が⽰されていますが、
決定的な効率化を意識的に避けているように感じます。 それは、機構改⾰に⼿を付けようとしていないことです。例え
ば⾸都圏エリアについて⾒ると、各県ごとに NHK○○放送局がありますが、昔と違って今は交通⼿段が発達し、東京
から 横浜や浦和、千葉などへ⾏くのにどれほどの時間がかかるでしょうか? ⺠放の例をそのまま⽐較しようとは思いませ
んが、資⾦にまかせて⽀局を置き、そこには⼤勢の職員が存在しています。国の⾏政改⾰の例でも、まず組織を縮⼩
(⼜は廃⽌)しなければ⼈員削減はできません。 仮に NHK が国の機関であったとすれば、⾸都圏に存在する○○放
送局は廃⽌され。経営が効率化されて、受信料は格段に安くなっているでしよう。 今、国の機関では「⾝を切る」改
⾰がさけばれていますが、NHK も潤沢な受信料収⼊にアグラをかいていないで、⼤胆な組織改⾰で経営効率を上げ
るぼきです。 

個⼈ 多様で質の⾼い、「NHK らしい」充実したコンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続ける。こと
については賛成です。 しかしながら NHK 内部の⽅々が、「NHK らしさ」ということを⼀番理解されていないのではない
でしょうか。⺠放を意識しすぎて、同じ様な低俗な番組制作をしたり、ドーモ君のようなキャラクターを登場させることは
「らしさ」ではありません。 NHK だけしか出来ない国内外のドキュメンタリー番組、アートの紹介番組の作成やワールド
ニュースのような世界の今の状況を伝えていただきたい。視聴率を意識するあまり、芸⼈やクイズ形式の番組は必要が
ないと考えます。むしろ現在 BS にて配信しているような番組の充実を求めます。また、ワールドニュースは野球やゴルフ
の放送で放映されないことがしばしばありますが、これは⽌めていただきたい。 低予算の低質な番組を制作し放映する
のでなく、BBC のような⾼質でアカデミックなコンテンツ制作・放映が NHK らしさと考えます。 

個⼈ 第 25 回参議院議員選挙において、NHK 問題を訴えていた、NHK から国⺠を守る党が政党要件を満たして公党
になりましたが、会⻑をはじめ NHK は⾯会を求める同党⾸である ⽴花孝志⽒に対して誠実な対応をしているとは思
えません また NHK 集⾦⼈が⼥性・⾼齢者・外国⼈・⼦供などの弱者を脅したり騙したりして契約をとる⽅法を改める
べきです。 

個⼈ 受信料の負担軽減策について  私は年⾦⽣活をしているが、NHK の放送のあり⽅が好きでないため、（反⽇みたい
な報道をよく⾒られる。内容が納得いかないことがよくある。） NHK を⾒ないのに、⼀年間 2 万 5 千円近く払ってい
るのがとても⾼いと感じる。 受信料の負担軽減するなら、番組をニュースなど必要最低限にして、⽉々数百円程度に
してほしい。 それが国の番組ではないか。 不必要な⼤河ドラマや朝ドラなどいらないので、受信料をもっと格安にしてほ
しい。 

個⼈ 衛星放送(BS)を 1 チャンネルへすることについて。  後々1 チャンネルへすると思いますが、その際には現在 BS1 で放
送している J リーグ中継やプロ野球の中継をなるべく減らさないでほしいです。 あと、J リーグタイムも引き続きよろしくお
願いします。 



93 

 

個⼈ 受信料制度改正を検討していない「経営計画」など国⺠にとては、無価値です。なぜ、無くても国⺠⽣活に何の⽀障
もなく、⾒てもいない NHK 放送に、放送信号を受信しただけで映像/⾳声化していないのに料⾦が請求されるのでし
ょうか。当事者として、この疑問にしっかりと答えるのが先決だと思いますよ。「2021 年度中に放送中⽌ 2023 年度ま
でに法⼈の解散、残資産は国庫に納める」、というのが経営計画であるべきだと考えています。 

個⼈ 私はかつて家賃にケーブルテレビ料⾦込みの部屋に住んでいたことがありますが、突如地域スタッフが訪問してきまし
た。 受信契約をするよう⾔われましたが、家賃に受信料が⼊っているのではと返答したところ「⼊っとるわけなかろうが、
払わんかこら〜︕」と恐喝され受信契約を結ばされたことがあります。 こういった経験は私だけではないようで親戚筋に
も同じような経験をされた⽅が存在します。 こういった卑劣な⾏為を受けてまで何故受信料を払わなければならないか
到底納得できません。 受信料で公平公正な放送をと⾔うのならスクランブル放送化しかありません。 料⾦を払った⼈
だけが NHK の放送を観ることが出来るこれこそ公平公正な放送です。 それを何故スクランブル放送にしないのか、そ
れは噂で平均年収 1800 万円と⾔われる⾦のなる⽊（受信料受信料）を守りたいだけなのではないでしょうか︖ そ
れから、基本受信料と衛星放送受信料を統合した形の受信料を⽬指さすとされていますが、これは快く受信料を払っ
ている⼈達からも総スカンされることを申し上げて終わりにいたします。 

個⼈ 安全、安⼼を⽬指すとのことですが、 安全、安⼼を謳うのであればまず第⼀に集⾦⼈制度をやめることを第⼀に考え
てください。  放送法の改正をし未納の場合には罰則を設けるなどし、個別訪問をしなくて済むようにしてください。  さ
らにはスクランブル放送を⾏うことで NHK を⾒たくない⼈にまで料⾦を⽀払わせるようなことをしないように制度改⾰を
⾏ってください。 

個⼈ 受信料が⾼いと感じる。 
個⼈ この案では、内容が不⼗分。 効率第⼀で事業を進めるべき。 
個⼈ 収⽀均衡の⼤原則があるので、受信料が、⾼いので、受信料を、下げていただきたい。教育テレビをはじめ、全ての基

本に、家庭や家族(まずは、ノーマルな形)をおいて番組制作をお願いしたいです。 
個⼈ そもそもテレビを⾒てないのに、受信料取ることがおかしい 
個⼈ 「NHK には、NHK しかできない番組」「視聴率だけにとらわれない公共放送」 「世界に通⽤する質の⾼い番組」を期

待します。⺠放局と同じ様な⼤勢のタレント を出演させるバラエティ番組は不要ではないでしょうか︖ ⺠放局が放送
する様な番組は NHK 放送には不要と思います。  19 時のニュース番組などアナウンサー、気象予報⼠など複数名
出演︖する必要がある のか以前より疑問に思っています。昭和時代はお⼀⼈が原稿を読んでいたと思います。 また
BS の海外ニュース番組も 1，2 ⼈体制と思います。  公共放送とは何か︖まず原点に⽴ち帰る事が必要ではない
でしょうか︖  BS チャンネルを削減するなら受信料を下げるのが筋ではないでしょうか︖  サービスを低下させて料⾦
据置は世の中では通⽤しないと思います。また衛星受信 契約増をうたいながら実質サービス減を計画しているなど⽭
盾した案だと思います。  受信料を払っている者として絶対に納得出来無いです。  インターネット活⽤業務とは︖ 
受信料を払っていない不特定多数の⽅が視聴︖ 利⽤出来る環境を提供するということが公共放送とするのであれば
現在の受信料 は廃⽌すべきではないでしょうか︖  事業費収⼊減を想定しているのなら「⾝の丈に合った体制」にす
るのがまず⼀番 最初に取組むべきことだと思います。  固定費削減、⼈員のスリム化、報道⽅法の改善、など肥⼤
化した番組制作⽅法 に取組むことが公共放送として役割だと思います。 

個⼈ ⾃宅にテレビは設置してありますが、NHK は利⽤しないので、利⽤しない⼈は受信料を払わなくていいような仕組みに
して下さい 

個⼈ スクランブル放送を実施すべき。 せめて受信料を下げるべき。 職員の給与が⾼すぎる。少なくとも公務員と同じ⽔準
にすべき。税⾦と変わらないのだから。 

個⼈ 資料には、概略しかなく、コストカットに関しても職員の給与や、番組制作費等個別の数字がないので、何をどのように
変えていくのかが全くわかりません。 NHK に求めているのは、事実のみを脚⾊しないで報道してほしいということです。 

個⼈ 受信料は⼀律ではなくペイパービューにして欲しい。 スクランブル放送を実現してほしい。 
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個⼈ 訪問者の⾔動やマナーについて ・訪問者が会社名、⽒名を名乗らず話し出す ・テレビを設置していないと何回も⾔っ
ているのに、テレビ設置している前提で話をする。 ・ベランダから家の中を覗く(⾝を乗り出してる為、頭は完全にベラン
ダの内側にいた) ・帰り際廊下で唾を吐く ・堂々と嘘をつく(テレビカードのなんちゃらがどうのこうの。なのでテレビが設置
されているとか。モニターしかねーわ。) ⼤河ドラマ、紅⽩歌合戦などの視聴率狙いの娯楽番組について ・公共放送っ
て視聴率を狙う必要性ありませんよね︖莫⼤な資⾦を娯楽番組に掛けるのはおかしくないですか︖もっと教育やニュー
スの為の取材とかそういう事にお⾦を使わないから嫌いなんですよね。 料⾦について ・⾼過ぎる。他の⺠間の有料放
送と同等にしてください。提供するコンテンツの数と料⾦があり得ないくらい⺠間と差がある。 テレビ設置で契約しなけれ
ばいけないという強制について ・基本的にテレビの設置って権利だと思うんですが、NHK が設置だけで料⾦を取るとい
う憲法違反をするお陰で設置してないんですよね。スクランブルにすれば皆ハッピーだと思いますよ︖ニュースオンリーの
契約があれば喜んで結びます。 まとめ ・基本的に⼀般の⼈の価値観とあまりにも掛け離れすぎだと思います。 

個⼈ 【放送波受信料について】 ネット上では数百円で様々な番組(ニュースを含む)が⾒放題の昨今、現在の受信料制
度に対し不満を持っている⽅は少なくないことでしょう。  例として我家の場合は、⼦供が『E テレ』を⾒ている為受信料
は当然⽀払っております。しかし『総合 TV』に関しては全く⾒ておらず必要すらも感じておりません。 その場合、他のネ
ット番組と⽐較しても当然現在の受信料価格には不満があり、⼤きく減額の希望をせざるを得ません。  意⾒提案と
致しまして『E テレ』『総合 TV』を完全に分離形態とし、契約、受信料の徴収も別々のものにする。 その際、受信料
は半減にするのは当然の事、そこから更に減額があれば需要としてはあるのかと思われます。  ⼜、現状より更に放送
法４条を遵守した放送をお願いし意⾒の提出と致します。 今後益々の改⾰、躍進を期待しております︕ 

個⼈ コロナ禍において委託会社による訪問活動は停⽌していると思いますが、その状況下においても NHK は破綻すること
なく 300 億円の収⼊の減少にてとどまるのであれば、ぜひこの機会に⼾別訪問を含む委託会社への受信契約取次
や受信料の収納業務を委託を撤廃してはいかがでしょうか。また、80％の⽀払い率を維持するとありますが、１０
０％にしないと⽀払っている⼈にとって不利益です。スクランブル放送を導⼊することで 100％の⽀払い率を達成でき
るとおもいますがいかがでしょうか。インターネットでの NHK の視聴に関しては既契約者向けのサービスであり、今後に
おいてテレビを持たない⼈でインターネットに接続が可能であることを理由に受信契約を義務付けるようなことの無いよ
うお願いします。NHK プラスに関して将来においての展望や⽬論⾒があれば明らかにすべきだと思います。また、多⾔
語による国際発信は政府からの助成されているお⾦の範囲で⾏うべきだと思います。受益者は受信料を⽀払う者にあ
る程度限定されて然りだと思います。 

個⼈ 営業委託先の教育について 訪問時のマナーとか態度が悪すぎるので教育をして欲しいです。 ただし、後から報復され
ると怖いのでアンケート先のエリアを伝えないで欲しいです。 まるでヤクザのようでした。 

個⼈ AM 波の削減について  NHK ラジオ第 2 の内容が⼤幅に削減されることを強く懸念しています。私は中学から NHK
英語ラジオで学習を始め、放送を聴き継いでいまや TOEIC では減点がいくつあったか、のレベルです。レベル維持には
杉⽥先⽣のビジネス英語を今も⽋かさず聴いています。外国の友⼈にどうやって英語を勉強したのかよく聞かれます
が、⽇本には教育に特化したラジオチャンネルを全国放送していると伝えて、とてもうらやましがられます。ラジオの強み
は①録⾳・再⽣・繰り返し学習が容易、②製作する側の費⽤も少なく、リスナーの需要に柔軟に応えられる。⾃宅の
ラジオでアラビア語が学習できる国が世界にどれだけあるでしょうか! ③ラジオ⾳声のながら学習、ラジオ+テキストの本
格的学習と、学ぶ側も柔軟に取り組める。 世界に誇る⽇本の教育システムを毀損することのないよう、ご配慮を求め
るものです。なお、教育プログラムを減らさずにインターネットラジオに移⾏することは、デメリットが少ないと思われます。
強いて挙げれば、運転中にスマホでインターネットラジオを操作するのは難しいこと、引き続き聞いていると壇蜜さんが登
場して得した気分になるチャンスが無くなることでしょうか。よろしくお願いします。 

個⼈ 全体的に番宣が多すぎる 
個⼈ もしすべての⺠放と NHK とどちらかを選べと⾔われたら、後者を 選ぶであろう者として、channel 減少は残念です。

番組数が減ります。 これまで以上に国内外への様々な発信をつづけていただきたいです。 
個⼈ 全体的に⽢過ぎ。⼩さな NHK をコンセプトにチャンネル数の⼤幅削減をすべき。⼤枠で⾔えば NHK 総合と E テレ

合併、ラジオ第⼀、第⼆も⼀つに合併させる。衛星は⼀旦すべて廃⽌。 ミクロで⾔えば災害をはじめとした報道に特
化する。⼤河ドラマ、紅⽩歌合戦、他ドラマ、バラエティー、スポーツ中継は完全スクランブルの衛星新チャンネルに移
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⾏。 そうすることで職員を⼤幅削減、コストダウンにつながり、受信料も⼤幅削減出来る。受信料は 1 世帯年 100
円とし、低所得者層にも優しい NHK に移⾏する。 そうした⼤胆な改⾰を求めたい。 

個⼈ ●「NHK らしさ」について ⼤前提として NHK は広く受信料によって存在を担う「唯⼀の公共放送」であることを忘れ
ないで頂きたい。  私⾃⾝も NHK プラスへの加⼊をはじめ、特に報道については先ず NHK を拝⾒していますが、視
聴者の求める多様性、質の⾼さを、あまねく伝えることが、ハードなど⾒えるものありきにならぬ事を願っています。  それ
とは、他の⺠放と異なり、中⽴な観点で「FACT」を伝えるという、報道機関としての⼤原則に忠実であって頂きたいの
⼀点につきます。  様々な意⾒、様々な観点があることを、事実を基に伝えることこそ、公共放送たる NHK にしかでき
ないことです。  オンライン（ネット）の普及で、リテラシーが求められるからこそ、客観的な事実を、どの様な組織や、国
家にすら臆することなく、様々な観点で伝えることこそ、⽇本で唯⼀、戦争をミスリードした唯⼀の放送局が果たす使命
だと期待しています。 

個⼈ 報道について。従来より⾃分も家族についてもＮＨＫの報道と新聞を⾒てニュースを摂取して来た様に思う。ニュース
センター９時で時差的に考えても⼀番世界が動く時間に放送。様々な緊急ニュースが⾶び込む中を交通整理して芯
の強い‥『ブレない』報道に強く信頼を持ちして来た。昨今、他局の⺠放ではニュース報道が裏付けの脆弱な物が頻
繁に⾒られる。国営、とか御社を云う向きも多い。広告で視聴料⾦でテレビ番組造りをされて居る事が再三、アナウン
スされて居るのにだ。⾃分も企業務めで予算造りに関与した事も有るので収⽀バランスは同様だと感じる。お願いした
いのは報道についてバウチャーの確実なこれ迄と現在の姿勢を崩す事無くして欲しい。更に情報を告知するアナウンサ
ーの技能教育についてもこれ迄同様、⼈⼿と時間を掛けて⾁厚な番組造りをお願いしたい。 

個⼈ 放送波のあり⽅について、私は、バランス良く時代の流れに合わせた形が良いと思っていて、これが⽇本のため、NHK
の未来のためになるだろうと思いますが、いかがでしょうか︖そして、観ている視聴者が納得することが、NHK の与えられ
た使命だと思います。 

個⼈ 今の NHK の報道にはがっかりさせられる事ばかりです 現政権に都合のいい偏向報道、都議会選挙も酷すぎました 
⽇曜討論に野党が出ない理由は何ですか︖ 今ネットで「今の⽇曜討論は“⽇曜広報”だ」と⾔われているのをご存知
ですよね 今のこの国の惨状は NHK にも責任があります NHK らしさってなんですか︖ NHK らしさより「公共放送らし
さ」を求めます もし⼈間としての良⼼があるなら、権⼒に屈せず、忖度せず、真実を報道して欲しいと思います 「あまね
く伝える」、これを本当に実現してくれる事を願います。  ⼈事についても、⾃⾝の利益・利権に染まった⼈間や天下
り、イエスマンはいらない これ以上、NHK を嫌いにさせないでください ⼈⽣に絶望させないでください。 

個⼈ キーコンセプトとして NHK らしさの追求とありますが、そもそも論で公共メディアとして正確な情報を伝える義務があると
思います。 報道番組は特にひどい。ニュースキャスターが意⾒を述べる必要なないし、誰もあなたの意⾒は聞いていな
い、と⾔いたい。「命を守る⾏動を︕」ってどれだけ上から⽬線なのでしょうか︖クローズアップ現代も昔に⽐べて質は落
ちています。⼀⽅的な意⾒、⾃らの意⾒に沿った専⾨家の意⾒のみを取り上げて番組構成されていることも多々⾒ら
れ、作為を感じる。 コロナ報道にしても、いつまで本⽇の感染者は何⼈、などと誰も求めていない報道を繰り返してい
ます。本当に有⽤なのは重症者数や死者数、病床占有率なことはもう何ヶ⽉も前から判っているはずなのに、毎⽇毎
⽇、視聴者を煽る。 また、NHK 局内に CCTV や KBS が⼊っているのか︖今、尖閣で何が起こっているのか、ほとん
ど報道していない。⼀緒になって反⽇活動をされていると思われても仕⽅ない。我々の受信料がそのような反⽇活動
に使われているのは⾮常に不愉快極まりない。 NHK らしさを考えるのであれば、もっと⽇本国営メディアとしての⾃覚
を持って頂きたい。 

個⼈ レッドブル・ホンダについての特集とインディアナポリス 500 マイルレースの中継を今後も続けていただきたいと思います。 
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個⼈ 前略 ⽇本放送協会様 私からの意⾒・要望等 ※追記 週刊ステラ＆ラジオ深夜便スタート 30 周年おめでとうご
ざいます。[1] 通称略称名を“NHK”から“JBC”に変更すべきである。現⾏の“NIPPON HOUSOU KYOUKAI”の
略称 NHK を英⽂表記の略称 JBC “JAPAN BROADCASTING CORPORATION”に変更すべきだ。（変更希
望時期 2021 年度〜2023 年度中）変更を希望する理由 グローバル化時代の国際社会での放送・メディア業
界の激しく厳しい競争の中で⽣き残れるよう頑張るべきだ。[2] NHK から JBC に名前変更に伴う番組タイトル変更
希望例等 1), 「NHK ニュースおはよう⽇本」は「JBC NEWS おはよう JAPAN」（略称・通称おは J）に変更して頂
きたいな。2), E テレ「⽇曜美術館」は「JBC 美術館」にタイトルチェンジしてほしいな。3), 年末⼤晦⽇恒例の「NHK
紅⽩歌合戦」は「JBC 紅⽩歌の祭典」に変更し、出場歌⼿定員も削減し、現⾏の約 4 時間半の放送枠を
21:00-23:45 の 2 時間 45 分番組に短縮・縮⼩すべきである。4), 「NHK スペシャル」は「JBC スペシャル」（略
称 J スぺ）に変更を︕ [3] ⽇曜お昼の NHK のど⾃慢の番組⾒直し現在コロナ禍のため放送休⽌している「NHK
のど⾃慢」は廃⽌・終了し、「JBC マイホームうたのコンテスト」に変更し、⼀般視聴者が在宅カラオケで楽しんだ映像を
DVD 等に収録、放送局に送付し、作品を審査・紹介する番組に⼤改⾰すべきだ。[4] Q.ラジオ第１＆第２の統
廃合後の放送波ブランド名は︖ A. JBC-AM にしてほしいな。[5] Q. JBC に変更後の NHK 交響楽団の名称
は︖ A. JBC クラシック⾳楽団に変えてほしいな。[6] 私の考えた地域放送局の統廃合案 1), 福岡県 福岡放送
局（拠点放送局）と北九州放送局の 2 つあるが、北九州局を廃⽌し、福岡拠点局に統合すべきだ。2), 北海道 
札幌拠点放送局、函館放送局、旭川放送局、帯広放送局、釧路放送局、室蘭放送局、北⾒放送局の 7 か所
あるが、室蘭局は札幌拠点局、北⾒局は旭川局にそれぞれ統合し、5 放送局に再編すべきだ。[7] ラジオ第１ 新
番組等提案 ⽉曜〜⾦曜朝の「三宅⺠夫さんのマイあさ︕」に新コーナーを︕「ニュース解説・解説委員に叱られ
る︕ボーっと聞き流すんじゃねーヨ︕︕」を企画・放送してほしいな。NHK 解説委員のみなさんも“チコちゃん研修”を
受講すべきだ。放送希望時間 7:25-7:40 の 15 分出演してほしいなと思う⽅々 ●●●●様（電⼒、エネルギー
等担当）、●●●●様（政治等担当）☆番組冒頭の“ボーっと聞き流すんじゃねーよ︕︕」の解説委員の怒鳴り
ゼリフは朝の情報刺激剤となりそうだ︕︕[8] AI・⼈間型ロボットアナウンサーの研究開発を急ぐべき※こんな⼈をモデ
ルにしてほしいな男性 ●●●●さんの 40 代の頃 ⼥性 ●●●●●さんの 30 代の頃など[9] BS 放送の再編
統合等現⾏の BS1＆BS プレミアムの“2K 放送”を廃⽌して、「JBC BS4K」＆「JBC BS8K」に統合・整理すべきで
ある。[10] サービスセンターさん発⾏の“週刊ステラ”は“週刊 JBC マガジン”に変更してほしいな。ありがとうございまし
た。草々 

個⼈ 受信料について  私は NHK 受信料を払っており、かつ NHK の番組は割と⾒る⽅です。しかしながら NHK 受信料に
ついてはどうしても納得がいかないのです。  NHK はこの｢受信料｣という⾔葉を聞いただけで何が⾔いたいのか分かって
いるはずです。  受信料を払っている⼈が⾒られる、これは全く問題ありません。問題は、払ってないのに⾒ることが出来
てしまう、という状態です。(⾒ないから払わない、という⼈もいますが、これは今回は触れません)  受信料を払わないの
に⾒ている、これは窃盗と同じではないでしょうか︖更には払っている⼈がバカを⾒ている状態ではないでしょうか︖私は
この｢不公平な状態｣がどうしても納得いかないのです。⾦額の問題ではありません。  NHK は何時までこれを｢⾒て⾒
ぬふり｣としているのですか︖いつもいつも｢受信料に対するお問い合わせ｣とだけ公表し、具体的な中⾝を公表しな
い。  おそらく NHK も苦慮しているのでしょう。じゃあどうすればよいのだ︖と。解決策は某政党が⾔うようにスクランブル
化しかないでしょう。  スクランブル化 or 現状維持  現状維持＝⾒て⾒ぬフリ、です。  本当にこれでいいのですか︖
正直に受信料を払っている⼈がバカを⾒るのですか︖｢そこそこ受信料も⼊ってきてるからナアナアでいいんちゃう︖｣い
つまでこれを続けるのですか︖  私は⽒名、住所、電話番号を開⽰してこの意⾒を書いています。この御時世どこで情
報が漏れるか分かりません。それでも NHK に伝えたいのです。この意⾒が黙殺されない事を祈っています。 

個⼈ 受信料減収について 受信契約について不信感が多いです。 特に委託会社が相次ぐ不祥事を起こしている事それに
対しての NHK の説明不⾜ 私⾃⾝も 70 代の知⼈から委託会社の訪問について相談され、ふれあいセンターに電話
確認して対処した事があります。 あくまでも契約なのですから双⽅が納得しての成⽴が原則なはずなのに詳しい説明
をしないで契約しないと裁判するとか⾔うのは⼀⽅的過ぎると思います。 なぜ受信料を払って欲しいのか、どのように使
われているのかを説明して双⽅が納得しての契約を⽬指すべきだと思います。 また減免処置の拡⼤等も検討するべき
だと思います。 例えば年⾦受給者で⾮課税世帯の減免等は検討するべきだと思います。 公共放送局なら⽣活が苦
しい⾮課税世帯の事を考えるべきだと思います。 特に私は愛知県なので訪問員に対しては不信感しかありません。 
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訪問員の窃盗事件や警察官に対する傷害事件等続き過ぎです。 ふれあいセンターにも NHK としてニュース等で謝
罪した⽅がいいと思うと連絡しました。 刑事事件にまでなっているのに局としての説明責任が果たされていないと思いま
す。 委託会社だとしても訪問される側にとっては NHK の依頼で訪問されているのですから NHK にも責任の⼀旦はあ
ると思います。 こういう事から改善して NHK に対しての理解を深めていけば良いと思います。 次に番組についてです。 
最近の番組は⺠放も放送している内容に寄っていると思います。 公共放送という形態なのだから公共性の⾼い番組
を放送するべきと思います。 例えば各放送局ごとに地域の歴史や産業等に興味が持てる番組制作等の公共性の⾼
い番組作りをして⺠放との差別化が必要だと思います。 

個⼈ 私は毎⽇ＮＨＫニュースを視聴していますが、気になることが⼀点あります。 それは現場でのインタビューや映像、内
容が何回も（朝、昼、夜、ひどい時は翌⽇も）同じく使⽤されていることです。事件災害の状況は半⽇もたてば状況
が変わっているはずですが、同じ内容でしか放映されず家族も呆れています。コスト削減と考えているのであれば適時
的確な公営放送機関としての役割を果たすことでしょうか︖ 

個⼈ 1 語学講座番組の改善。テレビ講座は、放送⼤学の語学講座を参考にもっと⽂法解説や教授法を改善してレベル
を上げるべき。海外取材が旅⾏番組化しておりつまらない。ラジオは⼀年コースとして応⽤編をもっと拡充すべき。 2 ク
ラシック⾳楽番組の維持。FM の古楽の楽しみを維持。深夜のコンサート番組を維持。 3  ⽇曜討論を政府広報で
はなく、議論の場に戻すべき。司会者のツッコミ不⾜が顕著で 政府代表の⾔いぱなしでは討論番組と⾔えない。英国
BBC の Hard talk をモデルとして 司会者は勉強せよ。 4 NHK スペシャルのクオリティを維持拡充して欲しい。⾒る
に耐える番組は⺠放では少ないが、NHK スペシャルだけは視聴料を払っている意味があると思える。 

個⼈ ⾳声波削減について 現在の AM2 波体制から 1 波への削減を⾏う⽅針に反対します。また AM 波全廃に関しても
反対します。 AM 波送信所の⽼朽化や多⼤な管理費⽤が問題となっていることは把握しております。しかし 2 波を 1
波にしたとしても、廃⽌できる送信所は⽐較的少数であるラジオ第 2 のそれであり、第 1 の送信所は継続して管理す
る必要があります。そして AM 波は他の放送波には無い利点がある（下で再度取り上げます）ため、全廃は好ましく
ありません。 放送番組編成の⾯からも AM2 波を維持すべきです。ラジオ第 1 とラジオ第 2 では聴衆層が異なってい
ます。特にラジオ第 1 は⼀⽇中点けっぱなしにしている愛好者も多くいます。また災害時など⾮常時の連続放送はラ
ジオ第 1 と第 2 があることで実施できますし、第 2 での外国語情報提供もおこなえているのは 2 波あるからこそです。
ラジオ第 1 に第 2 の教育系番組を組み込むことは聴衆者として違和感を抱きますし、聴衆者減少、そして⾳声波の
全⾯的廃⽌論へとつながることになりかねません。インターネット配信の利点として記載されている「報道・教育コンテン
ツ等の個々⼈に最適化した情報の提供や、放送以外での需要が多い国際発信など、視聴者・国⺠のみなさまから
求められる『ＮＨＫらしさ』」は、AM 波 2 波を有することで実現されていると考えます。 また AM 波はごく単純な機器
で聴取できます。必要な電⼒も抑えられ、場合によっては無電源で聴くことも可能です。この点が FM 波や地上デジタ
ル放送とは⼤きく異なります。災害時など⾮常時であれば電源が乏しい状況もありえます。ラジオ第 2 での⾮常時外
国語放送を例えば FM に移管すると、外国語聴衆者に対してのみ電⼒がより必要となるため⾮⽇本語話者に対して
の情報提供が不⼗分となり、好ましくない状況が⽣じると考えます。 ラジオ第 2 の教育番組をインターネット配信に置
き換えることも⽅針に含まれているかと思います。しかし現状ではインターネット常時接続回線よりも AM ラジオのほう
が、格段に安価でしかも安定しており確実な聴取をおこなえます。インターネットでのオンデマンド配信は聴衆者の利便
性に貢献しています。しかし、インターネットのみの配信は放送権を有する放送事業者としての存在意義に関わってくる
ものと考えます。よって AM 波のラジオ第 1 および第 2 は両波とも今後も継続すべきです。 予算⾯で改善すべきは
BS4 波別番組の体制です。なお放送波数量の削減で予算削減するのではなく、番組製作を 2K と 4K・8K とで共
通化することで番組製作費⽤を削減すべきと考えます。なお、4K 放送は BS プレミアムと同内容の放送で良いと思い
ます。 なお FM 波の廃⽌については反対するものではありませんが、BS 波の番組の整理削減で⽣じる予算で FM 波
は継続可能かと思量します。 
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個⼈ 案のキーコンセプトはその通りだと思うし、⼤きい⽅個性も⾸肯できる。しかしながら、別添の算定根拠当（案）の受
信料算定根拠が説明になっていない。⽀払率は 80％とあるが、現状はいくらか?受信料対象件数の現状と⼈⼝推
移統計に基づく将来予測件数の明⽰が無いまま、3 年間同じ数字が並んでいる。 事業⽀出についても各メルクマー
ルに⽅策と削減額記⼊はあるものの、例えば「”作り⽅改⾰”の推進、固定的経費への切込み」が具体的になんであ
るか、それの現状数字と個別具体的削減⽅策実⾏後の数値を明記しなければ（その他のメルクマールについても同
様の分析計画策定を⾏っているはずなのでそれを開⽰して頂かないと判断出来ず意⾒も⾔えない）本当に本計画の
実現可能性についての所⾒は述べられないのではないかと思料致します。 私⾃⾝、7 年前半前に年⾦⽣活に⼊るま
で TV は殆ど⾒ていなかったが（ホッケー・テニス・ラグビー位とニュースは⾒ていた）、現在はニュースは勿論、NHK ス
ペシャルの様な調査報道・深堀番組（例えばマルクス・ガブリエル︓彼は貴番組で初めて知り、本も買った、ジャレド・
ダイヤモンド︓本を読んでいたので復習のつもりで⾒たがとても良い番組であった。）、朝ドラ、教養的な番組、料理
等々結構な量を⾒るようになりました（⺠放はテレ朝のモーニングショー位）。 その中で上述固定経費への切込みに
も関係してくると思いますが、以前に投書もしたこともあるのですが、全く反応なく、その後も変わっていないのでその事
例を若⼲述べます。 それは、過⼤不必要な⾳響効果とナレーションの声の聞きにくさです。我々夫婦は 73 歳で前期
⾼齢者ではありますが、毎年の⼈間ドックでの聴⼒検査は正常です。例えば⼆⼈とも⼤好きな地球ドラマティックの●
●●の声が聞こえにくく、⼜⾳楽などいらない内容なのに効果⾳も含めのべつ幕なしに⼊っているので、折⾓内容的に
は良くても家内といつも不満タラタラで（「受信料返せ」と⾔いながら）⾒ています。アナウンサーがナレーションをやって
いる時も、ニュースの時と発声法が違うのか聞きづらい物が⼤半（事例︓「歴史秘話ヒストリア」。ニュースは⼆⼈とも
⼤変気持ちよく聞いております）。時々アーカイブ放送で昔のドキュメンタリーを⾒ますが、これは効果⾳・⾳楽が殆ど
無く、有ってもナレーションと被っていませんので極めて⾒良い・聞き良い。まず俳優・タレントナレーションをアナウンサー
に切り替えればその分コスト削減につながります。⾳楽・効果⾳を無くせばそれに関わる⼈員も減らせるのではないかと
思料致します。 我々は⼤河ドラマは⾒ません。⾳が⼤きすぎます。⼩さくすれば普通の会話時の声が聞こえないので
⼜⼤きくするという繰り返しにはリラックスして TV を楽しむことは出来ませんから。朝ドラも最初の 1〜2 週間は⾒ませ
ん。⼦供の頃の表現がやはり⼤げさでうるさ過ぎますので。その他静かなドラマは偶に⾒ることはあります（ニュース以外
は原則 VTR で⾒ていますので編集時うるさ過ぎるのは⾒ないでカットします。休養的番組は我慢して⾒ています
が）。 私の印象としては、⺠放を意識し過ぎて結果、タレントを多く使いその他撮影関連経費も増えていると思えて
なりません。 お⾦をかけるところは、メディアとして最重要な真実の迅速な報道報道、次に技術⾰新だと思います。 最
後に、⼥性ニューキャスターの服装について。海外メディアは殆どスーツです。海外の⼥性⾸相も殆どスーツです。私⾃
⾝は⼥性が⼤好きで（差別⽤語で使うのは憚られますが）「⼥性らしさ」が好きですが仕事は別です。ドイツ勤務の
時に現地の⼥性事務職員を私の部下の営業職に抜擢した時それまでのセーター姿からスーツを着て出社してきまし
た。名は体を表すと⾔いますが、服装については種々意⾒もあるとは存じますがそういう⼀⾯もあることは事実です。 以
上 

個⼈ 【保有するメディアのあり⽅について】の「⾳声波の削減について」について  ⾳声波を削減するのは反対です。  ⽇本
は⼭岳地帯が多く、私は⻑野県で活動していますが、場所により今も全ての電波が綺麗に受信できるわけではありま
せん。特に FM 波は受信できないところが多くありますし、AM 波でさえうまく受信できないところもあります。  いまも毎
⽇野外で活動中ラジオは⼤変役⽴っており、ラジオがなければ困ります。  これからも、教養番組主体の AM 第 2 放
送の他に、⼀般放送としての AM，FM 各 1 波は維持していただきたいです。  地⽅では⺠放の放送も少なく、ラジ
オ放送は公共放送の勤めとして今の AM２波、FM１波体制を維持して下さい。  ラジオ波の削減には絶対反対で
す。よろしくお願いします。 

個⼈ NHK の受信料は⽀払いはしております。 従来は⼤河ドラマ、ドキュメントなどみさせて頂いておりました。最近は、内
容がおもしろくなく、ほとんど、NHK をみることがありません。お笑い芸⼈の登⽤も多く、あまり関⼼しません。政権よりの
内容も多くなってきています。国⺠の放送ですから、政権放送であってはいけないのではと思います。真実はどうなの
か、国⺠としてどうあるべきなのか、訴えるものであるべきだと思います。また、NHK の事業に対して、政権などが、関与
していると思われることもあろうかと思います。 どうか、国⺠のためのよい番組を提供していただきたく、お願いします。 

個⼈ 経費削減  職員の⼈件費削減を実施してください。  保有するメディアが多い、もっと削減し、経費の削減を。  ⼈材
育成  職員が不祥事を起こさないための教育の実施を。  訪問要員の不祥事を起こさないための教育の実施を。 
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個⼈ 最近のニュースである企業を異常に取材をしています。(特集も組んで) 私は、NHK に⽂句も⾔わずお⾦を払っていま
す。あまりにもしつこい取材をするようであれば、考えなくてはなりません。 

個⼈ ⺠間出⾝である前⽥さんが⺠間の感覚で NHK を改⾰することを⼤いに期待する。特に現在の NHK は①コスト感
覚の⽋如②実質国営放送であるにもかかわらず⼀部に偏向した報道をする場合が散⾒される。この 2 点について⼈
事改⾰を徹底的に進めてほしい。コスト感覚については受信料という安定収⼊に胡坐をかいて受信料の引き下げ努
⼒が⽋けている。特に⼦会社の⾮効率な事業運営を徹底的に膿を出して改⾰してほしい。偏向報道については例え
ば原発再稼働、廃棄物処理等国家の財産である原⼦⼒技術を貶めるような後ろ向きの報道が多すぎる。⼀部の担
当記者の偏向した意⾒をそのまま出すのではなく会社として⼗分吟味して公平で真に国の為になる報道をしてほし
い。原発再稼働反対の意⾒と賛成の意⾒の双⽅の意⾒を社内で戦わせたうえで外に出すべき。賛成意⾒の記者が
居ないならそれこそ会社⾃体が偏向していることになる。 

個⼈ ＮＨＫの経営計画(案）は視聴者・国⺠の意識調査もしないで、組織⾃らの眼から⾒たものになっている。まず、国
⺠の意識調査をすること。様式例は平成 31 年４⽉ 4 ⽇に要請書と合わせ⽰している。今はＮＨＫを視聴しなくて
も秋⽥県内でも⺠放で⼗分カバ―出来ている。現に 7 ⽉の 4 連休、毎週の⼟⽇、祭⽇は最近は放映がなくなって
いても何ら不便を感じない。毎⽇のテレビも視聴したいと思う番組がない。⼤河・朝ドラも内容が尽きたものになって来
た。⺠放同様お笑い芸⼈が多く出ている。試算では受信料が減少して引き下げ出来ないとあるが、私なら 5000 億
円でも可能と思う。まず、各都道府県⽀局を廃⽌して⺠放に任せ、⼈件費や維持管理費・施設費を⼤幅に減らす。
関連 12 社からの繰り⼊れを増やして⾃前で放映可能となるよう最善の努⼒をする。給与⽔準の⾒直しする。契約
者である国⺠からの意⾒・疑問に真剣に答えない姿勢は駄⽬である。昨年、要請書を持参して局⻑に⾯会に⾏った
が誰も出てこないで無視する。逆のことをＮＨＫにしたらどうなるか聞きたい。⼈⼝減少が続くので早く現実的な対応を
すること。 

個⼈ ⼩さい頃から、ニュースやドキュメンタリーを中⼼に家族で⾒ておりサポーティブな⽴場です。そこで、「NHK らしさ」とは、
これまでどおり、⺠間が時間を割けない災害情報を中⼼としたニュースやスポンサーの⾊がつかないドキュメンタリーの放
送だと思います。しかし、近年では⺠間でもできるお笑い番組が⽬につき違和感を覚えます。特に有⽥ P などひどすぎ
ます。ただ、社会を⾵刺するようなサラリーマン NEO などは⺠間ができないもので価値があったと思います。つまり、⺠
間と競合して勝つとい発送ではない番組づくりを期待します。その視点であれば、チャンネル数は必ずしも減らす必要は
なく、量より質で勝負していただきたいと思います。 

個⼈ ●衛星波の整理、段階的な削減について BS が衛星第⼀、第⼆、ハイビジョンの頃から楽しく拝⾒しています。 ハイ
ビジョンと第⼆が統合してプレミアムになった時も、今まで楽しくみていた番組が少なくなると不安になりましたが、再放送
枠の削減等で思った以上にダメージにはなりませんでした。 ところが次は BS1、BS プレミアムを無くして BS4ｋだけに
されるということで、今まで楽しみにしていた番組が軒並み無くなってしまうとガッカリしています。 BS の番組は「そんな
細かいところを突いてくるか︕」と⾒ると知的好奇⼼をくすぐるような番組が多くて、NHK 地上波や⺠放よりたくさんみて
います。 例えば、もう新作は制作されていませんが、「中井精也のてつたび」「グレートトラバース」「美の壺」等、全く興
味がなくても視聴すると感動したりほっこりしたりと飽きない番組ラインナップです。 BS1 では休⽇にバレーボール中継
や世界のニュース、プロ野球の細かいところを掘り下げる「球辞苑」「世界のドキュメンタリー」等プレミアムと同様に興味
深い番組が⽬⽩押しです。  ⺠放のようにスポンサーが無い分、細かな⼼の琴線に触れるような番組を多く作れると
いう部分があると思うのです。それを⾼画質 BS ⼀波にするというのはあまりにも残念というか落胆してしまいました。そ
れにオリンピック中継はどうするのでしょうか︖スポーツ中継は CM が無いので必ず NHK をみていて、特にオリンピックの
マイナー競技は BS でしか放送していません。 ⼀時期は「NHK は全部やる︕」と仰っていて、私も⼀⽇どっぷり中継を
みていたものです。 昨今はネット中継や別の有料チャンネルの配信もありますが、実況や解説がついていなくてよくわか
らなかったりするので、やはりテレビで放送して欲しいです。 それから、現在きちんとした時代劇を作ってらっしゃるのは
BS プレミアムだけです。 その枠もしっかり守って欲しい。 まとまりが無くなってしまいましたが、BS の枠はできるだけ減ら
さないでいただきたいということです。どうか「削減（案）」が削除されますようにと願っています。 

個⼈ このコロナ禍の時に、皆さま悪戦苦闘しながら不安の毎⽇を送っています。私が思いますことは、ここ何年か番組の再
放送が多いと思っていました。 そして今コロナ禍で朝ドラや⼤河ドラマは再放送です。他の番組も再放送が殆どを 占
めています。 NHK の受信料は下げる事を検討してください。 
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個⼈ NHK は、何故、理不尽な N 国党の活動や⽴花孝志をのさばらせておくのでしょうか。 組織として、きちんと対処すべ
きだとは思わないのでしょうか。 私は、NHK の番組は好きだし、よく⾒ます。当然、受信料もきちんと⽀払っています。 
しかし、N 国党や⽴花孝志への対応を⾒る限り、NHK を組織として⽀持することは出来かねます。 

個⼈ １．安全・安⼼を⽀える、３．あまねく伝える、という点において最近の NHK のニュース報道は⼼もとない。国内の
事件事故報道においては、各地⽅局を通して現場からのレポートをいち早く放送していることは素晴らしいが、国内の
政治政策関係のレポートとなると⾄って⽪相的で当たり障りのないレポートに終始する傾向がある。  ⺠放の⾔わば
「ウケ狙い」のセンセーショナルな報道に迎合する必要はないが、もっと「批判的な眼」を養うべきだ。「中⽴性」や「政治
的な正しさ(political correctness)」を重視するあまり、事件や事態の上っ⾯だけの報道や、「わかりやすさ」の名の
下に⽚⾯的な報道になってしまい、事実を正確に伝えられていないと感じられることがある。  国際問題の報道となると
事態はさらに深刻だ。ことに合衆国からのニュースは、ニューヨーク・タイムス、CNN、ABC といった全⽶ニュースメディア
のリサイクル報道が多い。おまけ何百キロ、時には千キロ単位で離れた州のニュースを、あたかも現場を⾒てきたことのよ
うに特派員がリポートするのには危うさを禁じ得ない。世界のメディアのヘッドラインをそのまま伝える World News の
⽅がずっとマシだ。  インド洋モーリシャスでの⽇本のタンカー座礁によるオイル流出事故のニュースは、海外で報じられて
から 24 時間以上経過してのちに NHK は報じた。私たち⽇本⼈には「都合の悪い」（⼈気のない）ニュースは後回
し。●●●のような⼈気芸能⼈関連ニュースは、半⽇どころか、プロダクション発表後２時間あまりで緊急速報として
報道された。世界の中の⽇本のジャーナリズムを考える時、危機感を禁じえない。  事実は⼤抵の場合において複雑
なもの。「わかりやすさ」を追求するあまりに⽪相的なステロタイプ報道となることがある。多様な社会になればなるほど、
報道する事実も複雑性を増す。⼿を省くことなく⾟抱強く勇気をもって伝えることこそが社会貢献だと思う。   ２．新
時代へのチャレンジという点においては、NHK の先進技術開発は世界に誇るべき⽔準だということは⾔うまでもない。し
かしながらその技術開発の予算が与えられることを当然視している。開発実⽤化した先進技術を誇り、その開発の努
⼒を⾃画⾃賛するばかりで、その資⾦がどこからきてその技術開発が可能になったかを忘れている。誇らしげな発表の
中で⼀度として視聴者・受信料負担者への感謝の⾔葉を聞いたことがない。研究費をいかに捻出するかに⽇々苦労
する多くの研究者には、それは傲慢の姿勢と映る。  ４．社会への貢献という点は、NHK が公共放送である以上、
すべての活動において公共への奉仕が⼤前提。「NHK らしさ」の源。それを改めて重点投資のキィの⼀つとしなければ
ならないのは、それがいかに疎かにされてきたかの明らかな告⽩だと思う。⺠間放送は⾼視聴率を狙いスポンサーを惹
きつけなければ事業が成り⽴たない。公共放送はスポンサーの顔⾊を伺う必要はない代わりに、常に社会への貢献を
最優先し、視聴者の⽀持を感謝することになる。⼈々が知るべきことを、たとえ⼈気がないことであっても、伝える使命
がある。  合衆国の PBS はすべての番組の前後に常に出資者、とりわけ視聴者への感謝のメッセージが流され、誰が
その番組制作を可能にしたかが明確にされている。前記１の点でも触れたように、常に批判的な視点を持って事実を
報道することこそが最⾼の社会への貢献だ。「批判的」というと「相⼿を貶す」と誤解されがちだが（トランプ⽒をはじめと
する国家⾸脳の何⼈かはそう⾒ているのは明らかだ。）、そうではない。中国やロシアの国営放送を⾒ていて明らかな
ように、「中⽴な報道」の名の下に⽪相的な報道をすることは不公平・不正義を⾏うもの側に⽴つものであり、決して
社会への貢献とはならない。  ５．「ＮＨＫらしさ」を実現するための⼈事制度改⾰ については、NHK が⻑年かけて
作り上げた⼈材育成のシステムによって⽣み出されてくる多くの才能をもっと活⽤すべき。⺠放は⼈材を多く雇⽤する
資源も限られ、いわゆるタレント・俳優らへの依存が⾼くなる。NHK もそのトレンドに迎合しているのではないか。多くの
番組の司会、ナレーション、ナビゲーターを「外注」している。それは⾃社のアナウンサー、記者、その他のスタッフに「内
注」するより費⽤的にも⾼くなり、⺠放と公共放送の違いも薄くなる。特にバラエティ番組や旅⾏記のようなエンターテイ
メント番組を⾒ていると、その判別ができず、画⾯の右上隅の局の ID や CM を⾒て初めてそれが⺠放か NHK か分
かることがある。  ⼿っ取り早い「外注」を減らし、⾃社の経験の浅い⼈材にも、各地の地⽅局の⾃主制作番組などを
通して、責任を持つ機会を与え、さらに⼤きなプロジェクトを担える⼈材に育てるべきだ。 
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個⼈ １．「テレビ放送のあり⽅について」 ①確かに最近は特に娯楽番組に於いて、番組に対するカネのかけ⽅、派⼿な前
宣伝、等で公共放送の域を超えた、⺠放に対する過剰な対抗意識が⾒られる。⼤河ドラマ、朝ドラ等も相当なカネ
のかけ⽅で、⺠放は逆⽴ちしても敵わないだろうと思われる番組が多⾒される。就中、歌番組の「うたコン」「紅⽩歌合
戦」は若者を取り込もうとの意識が⾒え⾒えで、演歌歌謡曲派が多い中⾼年の受信料負担者をがっかりさせている。
派⼿に番組制作しているが、演歌歌謡曲派の多い⾼齢者は⽕曜の夜や⼤晦⽇はさっさと早寝するしかありません。
歌番組は⺠放の場合は BS 放送で、J ポップ、グループ等の若者向けと、演歌歌謡曲と明確に峻別したコンセプトで
制作、放映されている。「紅⽩」等はすでに寿命が尽きていると思うが、継続するなら、例えば前半は演歌歌謡曲、後
半は若者向けと仕訳が必要、かつ派⼿な演出やアトラクションは⽌めて 視聴者の様々な好みに応えるべく、歌唱中
⼼で出来るだけ沢⼭の歌⼿に出演機会を与えるべきである。現在の NHK の⼀⽅的な出演歌⼿選考により、結果
的にプロ歌⼿の社会的価値が左右される⽅式には強く反対する。従来路線で継続するなら、打ち切りにするべきであ
る。 ②BS1 はもっと内外のニュースのウエイトをふやすべきである。また、これは総務省のマターであるが、地上波を含め
⼈事権、予算承認権を有する時の権⼒に対し NHK の報道内容に忖度が働きがちであるので、この点 NHK の独⽴
性を真に担保して欲しい。 BS１は現在も⾏っているが、海外の優れた報道番組、ドキュメンタリー作品を放映する等
優れた点多いので現状を継続すべきである。BS プレミアムは、「BS ⽇本のうた」等の優れた⻑寿番組は引き続き⼤
事にして欲しい。放送時間帯は、例えば 17 時から 24 時迄と⾔う様に短縮して効率化を図るのも⼀法。 ③その上
で、BS1 と BS プレミアムは、現在の⺠放同様、BS4 と⼆階建での運営を考えてはどうか。また、BS8 は不要と考え
る。 2．「ラジオのあり⽅について」 ④ラジオについて、現在の NHK 第⼆放送を廃⽌する等は、もっての外、論外であ
る。 各種語学、教養講座、はじめ国⺠にとりエッセンシャルな放送しており、まさに公共放送の使命を⼗⼆分に果たし
ている。⺠放とのバッティングも殆どなく、この機能が奪われることは、「事業規模の肥⼤化、⺠業圧迫」との経営計画
に名を借りた暴挙であり、絶対に反対する。 ３．「経営のあり⽅などについて」 ⑤NHK の経営委員会の役割・機能
が明確でない。時の権⼒者たる内閣官房と、現業運営責任を担う NHK 会⻑以下の組織の間に存在している放送
業務全くの素⼈集団。NHK の独⽴した⾃主的な番組制作、放送編成権に対し、時の権⼒を忖度して不当な介⼊
を⾏う無⽤な無責任存在以外の何物でもない。全く必要を認めない。 ⑥経営委員会を廃⽌し、NHK の会⻑に全
て任せる体制で⼗分である。その運営に対しては、もっと国⺠・視聴者の意⾒を直接幅広く吸い上げる機能を強化、
内容をオープン・透明性のある形で公表、番組の内容等のニーズにも幅広く応えて⾏って欲しい。 視聴者たる国⺠
が、公共放送たる NHK のスポンサーであると同時に⼤事なお客様であることを忘れないで頂きたい。 

個⼈ 「チャンネル数削減および受信料減額（ナシ）くわえて郵政問題について」 ⺠業圧迫に対する回答がチャンネル数削
減であるのなら安直すぎる。百歩譲ってそれを飲むとして、チャンネル数が削減される中で受信料が減額されないなどあ
り得ない。視聴者からすれば「サービスの質および量は低下しますが、お⾦はこれまで通りお⽀払いください」と⾔われて
いるようなものである。「どれだけ殿様感覚︖」とその感覚を疑わざるを得ない。その感覚が狂っている⼤元が経営委員
にあるのは、⼀連の郵政問題を⾒ていると明らか。私は、個⼈的には、特定の偏ったイデオロギーを掲げて国政にまで
出張って来るような主義者は軽蔑の対象でしかない。しかし、NHK が現在の体制・姿勢を続けるのであれば、件の主
義者を⽀持するか、広く国⺠に（ネット等を利⽤して）受信料の不払いを呼びかけることもやぶさかではないと思って
いる。NHK は現状の⾃分たちが放っている悪臭を⾃覚すべきであると考える。 

個⼈ 「AM ラジオの⼀本化について」 公共放送は国⺠が出資しあって良質な放送を流し続け、より⼼豊かで⽂化的な⽣
活を送れるよう、また安定的な国づくりがなされる役割を担っているといっても過⾔ではないと思います。今回、肥⼤化
の批判を受けていることに対して、⾒せ⽅として⼀部分野の削減を提⽰されましたが、公共放送の役割を踏まえると、
⾒直す部分にずれがあるように感じます。昨今、視聴率・聴取率を気にしすぎて、⺠間放送とかわらないような作りをさ
れている部分が多いと感じます。⺠間放送局にできることはそちらに任せて、公共放送でしか果たしえない役割を改め
て認識していただきたいと思います。特に今回の AM 放送１波化は、実質第⼆放送の廃⽌を意味すると思います
が、スポンサーが必須の⺠放ではなしえないような、極めて良質な番組づくりをされ続けておられます。作成を担っている
⽅も、少ない製作費で使命感にかられて作られていることが垣間⾒られ、頭が下がる思いです。第⼆放送は声をあげ
ることが少ない特性の⽅が多く聞かれていると思われ、あまり話題にならないかもしれませんが、語学やビジネスといった
実践的なものだけでなく、福祉、宗教など、普段直接は関わりのない⽅が、また年齢層に関係なく、たまたま聞くことに
よって、国⺠にとっての道徳的、精神的な⽀えになっており、このことはインターネットではできない「放送」ならではの特



102 

 

性を持つからなしえていると考えます。派⼿な演出や、⺠間でも出ている視聴率がとりやすいタレントの出演を抑え制
作費を圧縮するなど、まだまだ予算内で可能なことは多々あるかと思います。⽇本⼈の良⼼としての公共放送を継続
させていくためにも、また安定した社会を構築するためにも、引き続き NHK 第⼆放送の継続をお願いしたいと思いま
す。 

個⼈ 毎⽇ＮＨＫの様々なコンテンツを楽しんでいます。 ＮＨＫ経営計画(案)を拝⾒し、 ・ＢＳ放送チャンネル数削減 ・
ラジオのチャンネル数削減 この２つについて、意⾒します。  チャンネル数が削減されることにより、今楽しんでいる番組
が減らされることにならないか、危惧しています。 ＮＨＫだからこそできる番組がたくさんあると思います。私⾃⾝、現在
までその部分に魅⼒を感じて視聴してきました︕ チャンネルが減り番組が減ってしまえば、必然的に魅⼒ある番組が
減ることになると思います。 ⼤好きなＮＨＫが「おもしろい」ものでありつづけて欲しいと、切に願います︕︕ 

個⼈ ⼈事異動について︓ ①かつて、●●●●アナが「旬」なころに とつぜん福岡局へ⾶ばされたり  ②最近では、「しぶ五
時」で乗っていた●●アナが 広島局へ⾶ばされたり︕ ⾶ばされる職員たちも、ご家庭・⼦どものことなど、⼤変でしょう
ね。 「⼈事刷新」のことでしょうが、視聴者としては がっかりです。  ③また、⼥性アナに対して、シビアすぎませんか︖ 
●●●●アナが「キャスター」から「平のアナ」に落とされたり。  現代に合った⼈事異動をお考えください。 「いつもの楽
しいアナウンサー」が消えてしまうと、 視聴者は「何かあったの︖」と思いがちです。        以上、●● ●でした。 

個⼈ コンテンツの最適化、NHK らしさの実現を⽬指す取り組みについて、コスト等を考慮する事が記述されていましたが、
私は、メディアに求められる最も重要な事は、配信したコンテンツが、いかに公平性や客観性を担保できていることをど
の様に「実証」できるか、という事だと考えます。そのためには、例えばどの様に計画、実⾏したのかどうか、そのプロセスを
私達に⾒える形で公開する事が考えられます。私は、その様な活動であれば、それに伴うコストは容易に許容できま
す。 最後に、全般的な話になりますが、計画されている中期計画はすばらしいものだと思います。ですが、その計画の
実現を⼈に依存する事に強い懸念を持ちます。必要な業務に必要な知識、経験は何なのか、⼈はエラーを発⽣させ
る⽣き物ですので、どの様に業務の⼿順、プロセス、仕組みでそれらのエラーによるリスクに対処するのか、その様な事柄
を可能な限り⾔語化する事が、NHK 様が⾼いパフォーマンスを継続的に提供していく事に⼤きく貢献できると強く考え
ます。ぜひ、ご検討宜しくお願いします。 

個⼈ いつも番組を拝⾒しています。 経営計画案を⾒て、いくつか書かせていただきたいと思います。  ・安全、安⼼を⽀える
について この部分は⽇頃から信頼しています。地震、台⾵接近時など⾒るのは NHK です。しっかり情報を伝えていた
だいていると思いますし、その裏のスタッフさん達のご苦労も感じます。サービス維持のための施策は是⾮実施していただ
きたいと思います。  ・NHK ならではの⾼品質なコンテンツの制作⼒ 今回書きたい⼀番の点はこれです。 NHK ならで
はとは何か︖です。 経営計画に書かれている⾃然、科学分野の番組、また地域発の良質なコンテンツが増えるのに
は賛成です。 最近の番組を拝⾒していると、どうも⺠放との視聴率争いを意識しているのか︖、多くのキャラクターなど
を作って無理に垢抜けたり、バラエティー感を出してみたり、といった内容が多いのを感じます。 また、どのジャンルの番組
にせよ、最近”効果⾳”がムチャクチャ沢⼭⼊っているのを感じます。⽂章では書きにくいですが”チャリーン”とか”キラリー
ン”とかいった⾳が多くの番組でひっきりなしに⼊っています。これも⺠放バラエティーを真似たもの︖と思いますが、私に
は⼤変⽿障りです。軽度の難聴を持っているせいもあるかもしれませんが・・。 こういうジャンルもあって良いと思います
が、NHK らしいか︖というと違うような気がします。国⺠が求める NHK らしさが何か︖は⼀概には難しいかもしれませ
んが、⺠放とは⼀線を画した番組制作を期待します。  ・衛星波のチャンネル整理について 確かに最近再放送が多い
ですね。何度も同じのをやっています。その裏には番組制作費が絡むでしょうから、やむを得ないかな と思います。BSP
などいい番組が多いですけどね。  私は某政党”N 国”とは逆の考えを持っています。⺠放は⾒ませんし、現状のチャン
ネル数必要無いと思います。つまらない通販コマーシャルを延々繰り返しやっているのがうっとうしいのと、ガチャガチャした
バラエティー系が多いからです。なので NHK には期待しています。  公共で受信料を という所に経営の難しさがあると
思いますし、⼈⼝減からいくらかの縮⼩傾向はやむを得ないかとは思いますが、益々良質な番組作りを⾏っていただけ
ればと思っています。 

個⼈ 報道内容について: 政府与党の指⽰に従っているかのような⽚寄った報道、番組の内容が⽬⽴ちます。あくまでも中
⽴の⽴場で、事実・真実の報道を望みます。 
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個⼈ データ放送、ワンセグを実施、とあることについて、⽀持できない。衛星波、⾳声波の整理・削減に向けた検討が掲げら
れているが、優先順位としては、データ放送、ワンセグが上位に来るのではないか。データ放送、ワンセグを今後も実施
するのであれば、「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策が掲げるとおり、客観的なデータの下で、その
利⽤実態などに関するエビデンスを⽰すべき。  世界的にコモディティ化されているスマートフォンデバイスによるインターネ
ット活⽤事業を、NHK らしい公共放送・公共メディアとして進めていくことは⽀持できる。⼀⽅で、データ放送、ワンセグ
は、メディアとしてガラパゴス化しているのではないか。特にデータ通信は、複雑なリモートコントローラー操作を伴うテレビ
受信機が前提であり、そのテレビ受信機を持たない世帯が増えている。  なお、NHK ラジオ第 2 放送については、教
育テレビと同様、多様な⽴場の視聴者、価値観を育み⽀援する「NHK らしさ」を体現するものと考えている。公共放
送のおかげで、都市在住でなくとも、語学や⾼校講座を活⽤して教育を得ることができた NHK には、感謝をしてい
る。その点では、単純な定量評価（視聴率）にとどまらず、定性評価も加味すべきである。その意味で、放送⽂化研
究所の活⽤・評価も必要ではないか。 

個⼈ ラジオの削減について 今こそラジオが聴きたたいのに ラジオ削減は⼼配です AMFM 統合は少⼼配です 
個⼈ 全般の放送内容について 各アナウンサーの資質についての感想だが、まじめだが覇気がないと思う。テレビを⾒ていて

も元気がないので⾒る気になれない。暗い気持ちになるのは何か原因があるのではないか。  放送についてラジオは、
特に⼤切なので、⾔っておきたいのだが、特に若者向け⾳楽番組では、ミーハー調に話しているのが、とても不愉快で、
これが NHK かと思う番組があり聞くに堪えなかった。  第⼀放送で野球中継をしているが、公共放送としては、やめて
欲しい、あの⼤切な時間帯に⻑々と放送をする NHK の神経が弛んでいると思う。もっと⼤切な問題を取り扱うべき
だ。  震災時に、⼀⽇中、⻑々と同じような内容を放送し続けるのは芸がないと思う。なぜこんな震災になったのか政
治の問題ではないかと、もっと掘り下げた内容にすべきではないか。テレビの狭い画⾯に幅広い帯状のフリップを⼀⽇中
無神経に貼り付ける無神経さドラマも肝⼼な番組まで台無しにしているのではないか。  ニュースについては、NHK と
して肝⼼な番組だが、よく分からない内容になっているのではないか、結果に⾄る経過、背景、問題点を簡潔に伝える
必要性があるように思う。だからニュース番組の時間帯を確りと確保してほしい。弛んだ番組は排除してほしい。  国
連について、特集を組んで、国連の問題点、世界の紛争解決に⾄らない原因や解決法を探る番組を作ってほしい。 

個⼈ TV 番組について。 ⼀番気になるのは、アナウンサーの語尾の 「すっ」が突き刺さるように⽿障りな事。以前は⼝のな
かのベチョベチョした⾳がマイクがしっかり拾っていて、この頃それが無くなったのでヤレヤレと思ってたら、⼝から唾が⾶び出
すような 「ですっ」の「す」の⾳。 ●●●●さんの語尾を和らげる話し⽅を参考に仕⼿ほしい。スポーツ中継もひどく
て、 す を強調することで⼒を込めているのをアピールしてるつもりなのかしら︖9 時のニュースもナレーションから始まる
ことがありますが、す、す の連続で NHK のニュースは観なくなりました。マイクのせいなのかしら。  ドラマが良くないです
ね。最近でマシなのは、BS の「盤上の向⽇葵」くらい。時代劇も内容が良くないです。BS は優れた歴史解説もの、ド
キュメンタリーが多く、地上波はゆるゆるで低下が⼤いにあります。 それと、BS のお昼や夜の外国映画、字幕だけなん
て、ホームステイで TV は重要なアイテムなのに⾼齢者にあの字を読めというのかな︖ 何故吹き替え⼊れて、2 か国
放送にしないの︖ 以前お返事頂いたのに、「英語で観たいと仰る視聴者が多い」との内容。まるで政治家の返答み
たいで不快でした。改善を望みます。 

個⼈ 九州陶磁⽂化館に 20 数年納⼊、名品図録に登録の実績 ⽇本の三衛⾨、今右衛⾨、柿右衛⾨、⼆⼈は⼈間
国宝ですが︖ 13 代中⾥太郎衛⾨（訪）はその上を取った、ただ⼀⼈です。 国⽴博物館に納⼊しています。 まだ
世の中に出してない、物があります。 よろしくお願いします。  古美術 崎陽で、検索頂ければ。 ホームページを開けま
す。 
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個⼈ 1.キーコンセプト 変化の根底に横たわるのはテレビ・ラジオは視聴者が受け⾝であるという現実。多少選べるとしても時
間の制約から逃れれない。NHK プラス、オンデマンド、d ボタン等の対応は多とするとしても、まだまだネットのような能
動性は得られないのが宿命。これに少し焦点を当ててほしい。 新しい NHK らしさを追求するフレーム (1)安全・安⼼
を⽀える 迅速で充実した災害・気象・地震情報の提供は⼤助かり。ただ予報・予測対応にやや課題が残る。例え
ば降⾬は多い処で何ミリといったひどい⽬酷い⽬に予報注意する傾向が著しい。確かに酷い⽬の予報がなくて災害に
苦しむよりその⽅が良いのは解る。しかし度が過ぎると狼の逸話のようになり予報を信⽤しなくなる。外れた時の説明を
多くは省くのではなく外れた理由を説明してほしい。これで NHK・気象庁への信頼が⼀層⾼まると思う。 (2)新時代
へのチャレンジ 前述のようにテレビ・ラジオはあてがいぶち。原則として視聴者は視たい聴きたいものを NHK 時間に合
わせなくてはならない。何時でも何処でも気の向いた時に情報の得られるネットやスマホの⻑所を少しづつでも取り⼊れ
てほしい。 (3)あまねく伝える どのジャンルであっても共通するファンダメンタルは明快で論理を排除せず品格を維持す
るものであってほしい。 (4)社会への貢献 難しい事であるが、広聴・取材の際に客観性を求められるのは当然です
が、特に取材先の置かれている環境が厳しい場合に、同情は出来ない迄もそれに寄り添う温かい気持ちを持ち続けて
ほしい。 (5)NHK らしさ 唐突ですが視聴者から⾒る NHK らしさは受信料と⼀体のもの。税⾦でない税⾦を払い、
衛星放送は別料⾦、公共放送と国営放送の違い等々。分かっているようで分かっていない素朴な疑問が多い。いつ
も視聴者に寄り添い⼀層視聴者の意⾒を公平に広聴して費⽤対効果に背かず計画を全うして下さる事が NHK ら
しさに繋がると思う。 2.「5 つのキーフレーム(重点的投資先)ごとの具体施策」 (1)安全と安⼼ 視聴者・国⺠の安
全・安⼼を徹底的に守って下さり超感謝します。 (2)制作⼒・技術⼒の向上 世界最⾼の制作⼒技術⼒を維持し
⾼品質を全うされたい。 (3)世界へ情報提供 世界への情報発信充実を期待します。特にクールジャパンを。 (4)社
会貢献 地域情報の発信に留意し放送メディア業界をリードしてほしい。ただ⼀⾒⺠放の模倣の様に⾒えるスタイル
はあまり⼼地よくない。 3.保有するメディアの在り⽅について (1)衛星波の整理 削減は必須。4K8K テレビのみで受
信できる放送はそのテレビを買えない家庭からみると疎ましい。多少品質は落ちても 2k テレビで 4k8k 放送を視た
い。 (2)⾳声波の整理検討 ラジオを聞くサイドからみた FM 放送の受信精度向上を望む。 4.インターネット活⽤業
務 もっともっとテレビとネットは⼀体で利⽤したい。                                    以上 

個⼈ 衛星放送 BS のチャンネル数⼤幅削減、 ラジオは、第⼆を廃⽌して第⼀と統合とありました。 弊⽅としては、これには
反対いたします。  チャンネル数により、以下が想定されます。 ①再放送番組の減少 ②放送されるジャンルの削減か
つ、  各ジャンル毎の番組数の減少  ①に関しては、再放送が多くて無駄と意⾒する ⼈もおりますが、過去の放送は
⼈類の遺産と 考えます。 放送の機会が減ることで、過去の 優良な番組を観る機会が減るのは、 視聴者にとって、
⼤きな機会損失です。  ②に関しては、テレビでいろいろなジャンルの番組を放送 することで、視聴者は新たなジャンル
へ魅了 されたりするきっかけとなります。 この機会が減ることが懸念されます。 また、チャンネル数が減ることで、 いろい
ろなジャンルの番組を放送しようと すると、各ジャンル毎の番組数の厚みが減り、 視聴者としては残念です。  昔と違
い、嗜好の多様化が進んでいる現在、 いろいろなジャンルの番組を放送しても、 厚みが少ないと視聴者は満⾜しませ
ん。 結果として、TV/ラジオ離れが進みます。  残念ながら、⺠放には魅⼒ある番組が少なく、 殆ど⺠放は観ておりま
せん。 NHK が⺠業圧迫をしているとの⾮難もあるのは 認識しておりますが、NHK が⺠放のレベルに 落ちれば、TV/
ラジオを視聴する視聴者は ⼤きく減るのではないでしょうか。  弊⽅としては、現在の NHK は、現在の視聴料⾦を 
払うに⾒合うだけの内容のある番組を 多数作成しているものと考えています。   チャンネル数を削減して合理化するよ
りも、 優良な番組を作り、視聴者を満⾜させることに 注⼒して欲しいと望むところです。  ※BS 放送に関しては、任
意での料⾦⽀払いの 放送であり、ここが合理化でチャンネル数が 削減となるのは、理解ができません。  以上 

個⼈ ・中国、韓国のドラマ、⾳楽を放映する必要があるのか、その部分に費⽤を使うのであれば、⽇本の⽂化に寄与すべ
き ・国⺠、視聴者の理解を得ているか確認すべき。 ・尖閣、⽵島の主権につて、報道内で明確に伝えないのか  現
時点を容認しているような報道に⾒える。 

個⼈ １．BS 放送 現在の BSP の放送内容を保持しながら、すべて 4K 放送にして、BS4K とし、BS2 波にして欲しい。 
２．ラジオは今まで通りにしてほしい。もしラジオ第２が無くなり語学番組が無くなるのが反対です。 
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個⼈ 意⾒は２点あります、 １点⽬は、「２．新時代へのチャレンジ NHK ならではの⾼品質なコンテンツ制作⼒・技術⼒
の向上に努めます。」とありますが、⾼品質とは何かという点をしっかり考えて、⾼品質を担保する隙のないチェック体制
を整えて欲しい。 例えば番組中に使⽤するグラフの使い⽅やデータ処理が稚拙で、専⾨知識がなくても違和感を持つ
ことがあります。また、エビデンスがある情報とない情報を両論として扱う報道も⾒受けられ公平性を勘違いしているの
か、意図的な情報操作とさえ思う事もあります。 ２点⽬は、「保有するメディアの在り⽅について ⾳声は、２波
（AM・FM）への整理・削減に向けた検討を進めます。」とありますが反対です。 インターネットがＡＭ・ＦＭの代わり
になるという⾒解であれば賛同できません。災害時は基本的にインターネットは使⽤できませんし、スマホが普及しても
バッテリーが⾼性能になっても災害時にラジオの代わりにはなりません。放送とインターネットを流⾏にながされることなく、
いたずらに縮⼩・廃⽌してほしくない。 

個⼈ 国際放送について  アジア地域でのラジオ、TV 受信機会の強化。⽇本のニュース、番組、⽇本語に関⼼を持つ若者
が多いと思いますが、例えばラジオの短波放送にしても電波が弱く、受信時間にも制約があります。⼀⽅、中国放送
は国営放送のみならず省などの地⽅放送の電波も強⼒で周波数が近いと⽇本放送は聞き取れません。⽇本⽂化の
発信⼒を⾼めるべきと考えます。 

個⼈ ネイチャーものなど NHK ならではの番組は好んで観ておりますが、貧困がはびこる世の中であり、「受信料」はそろそろ
「視聴料」とし、視聴する⼈からのみ徴収するようにすべきと思います。 

個⼈ 3 安全・安⼼を⽀える 「左翼政党を⽀え国⺠を騙す」の間違いでしょ。 新時代へのチャレンジ 「伝統的価値観への
チャレンジ＝破壊」の間違いでしょ、 あまねく伝える 「左翼思想宣伝に特化して伝える」の間違いでしょ。 社会への貢
献 「国⺠の左側２〜３割への貢献」の間違いでしょ。  ＮＨＫらしさ︖ 1990 年代以前のまともな姿になんて未来
永劫ならないでしょうね。 まともな国⺠は今のＮＨＫに何も期待していません。 まともな国⺠はまったくＮＨＫなど信
頼していません。 

個⼈ SNS などの裏付けの無い情報で判断を間違わないよう信頼できる裏付けのある公正中⽴な⽴場の情報を伝えて欲
しい。必要があれば公正中⽴な NHK によるインターネットサービスや SNS サービスを視聴者の範囲でも良いので提
供頂きたい。 批判や圧⼒を恐れず、政治・経済・⾏政の不正や問題点を伝えて欲しい。 国⺠が気づきにくい差別・
紛争・環境問題などを深く掘り下げ平易な表現で伝えて欲しい。 経営が適切に⾏われているかは個⼈では判断でき
ないため意⾒はできません。広告収⼊が必要な⺠間放送局と効率性が求められる業務は⽐較されると良いと思いま
す。 

個⼈ ラジオ事業の削減に断固反対。  理由として、①「インターネットでの情報発信強化」を謳っているが、⼤規模災害等
による⻑期的な電源喪失の際は、それも不可能になる。「流⽯にそんな事までは想定しにくい」という、あらゆる可能性
を想定出来ていない、⾔霊的な⽢い考え⽅は、今年のコロナ禍によって通⽤しない事が露呈した。情報発信コンテン
ツをある⼀点に重点的に集中して、その⼀点にまさかの事態が発出した場合、情報発信の⼿段はどうするのか︖「想
定外でした」で済まされる問題なのか︖様々な⼿段を確保しておく事は、情報発信の根幹ではなかろうか。  また、そ
もそも環境を整えにくい⾼齢者や、「貧困層」と世間的に呼ばれてしまっている⽅々にとって、インターネット環境整備そ
のものが難しい事が想定される。それを踏まえれば、ラジオ放送は必要不可⽋な存在である。今後(災害・戦争・疫病
等)何が起こるかわからない時代であるならば、単純安易なチャンネル削減は視聴者への情報発信サービス(及びその
態勢作り)の放棄である、と考える。  ②ラジオ事業の削減が実現した場合、恐らく対象は第⼆放送である事が考え
られる。第⼆放送の番組は、確かに⼀⾒すると即効性のある情報ではない。しかし、コロナ禍は「(芸術等)⼀⾒即効
性のない物事が⼈⽣に深みを与え、より豊かなものにしてくれていた。短期的には難しいかも知れないが、⻑期的視野
に⽴てば必ず⼤切にしなければならないものである」事を我々に教えてくれた。私⾃⾝、毎⽇・ほぼ⼀⽇中第⼆放送を
聴取しており、それによって知らない世界にたくさん出会い、⼈⽣を豊かにして頂けた。この経験を、これからの世代に体
験させてあげられないのは痛恨の極みである。第⼀放送の即効性のある情報ももちろん⼤切だが、多様な意⾒・考え
⽅を育む素地を持つ第⼆放送の削減は、上記の否定であり、⼤衆の画⼀化にすらつながりかねない。多様性を認め
あう事が、⺠主主義の根幹ではなかろうか。貴局ならご理解頂いていると信じている。  以上、どうか再考して頂けるよ
う、切にお願い申し上げる次第である。 
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個⼈ １ BS 放送が少なくなるようだが，BS1 の深夜はいつも同じ放送をしているのだから，本数を減らす前に映像を 24
時間流すことを改めるべきであろう。  ２ 緊急地震速報への対応を改めて欲しい。今年になって，関東では 3 度流
れたが前 2 回は⼩さな地震。あと 1 回は誤報。⼩さな地震でも 30 分も放送しているのはおかしい。各地の情報が
出そろい，緊急性が無いことがわかれば，緊急地震速報に対する放送を⼩画⾯にするか，やめてもいいはず。その
判断を素早く正確に指定欲しい。 

個⼈ テレビ BS1・BSP の統合、ラジオ AM2 派の統合についてです。私と妻は、家族で BS とラジオを数⼗年にわたり楽し
んでいます。特に朝のワールドニュース、スポーツ放送、語学番組（英語、ドイツ語、ハングル）、カルチャーラジオ、朗
読、古典講読、落語番組、新⽇曜名作座、ラジオ深夜便などで、特にラジオ深夜便は、2 時台、3 時台を除くその
ほとんどを録⾳し通勤電⾞の中で楽しんでいます。そうした中、ただ統合が提案されるとなると、番組の内容が⼤幅に
削減され、かつ⽔準も低下するのではないかと危惧しています。なお、私は 65 歳ですが、常勤で勤務しており、NHK
の番組を活⽤した⽣活は海外勤務時代を除く数 10 年変わっていません。もちろん、FM のクラシック番組も楽しんで
います。推測するに、再放送をネット配信に切り替えることで対応との考えだと思いますが、いずれにしても、NHK のヘ
ビーユーザーの意⾒を重視していただきたいと思います。NHK のヘビーユーザーは⺠放もそれなりに楽しんでいるのであ
り、例えば経済番組であれば、⽇経の WBS、海外報道であれば TBS、フジ、⽇テレなどのニュースも⾒ます。ドラマも
拝⾒します。⺠業圧迫は的外れで、ニーズに対応した番組を制作するかどうかだと思います。なお、AM 波の統合に関
連してですが、ステラを継続講読していますが、ここでもラジオ軽視が⽬⽴ちます。NHK は視聴者の意⾒を聴く姿勢が
不⼗分だと考えています。 

個⼈ NHK を⾒てもいないし、テレビも無い。他に受信できるものもない。 それなのに NHK の集⾦⼈が、受信料を請求して
くるのはどうしてでしょうか︖ NHK の集⾦のあり⽅を⾒直してほしい。 

個⼈ ⾳声波の整理について R2 は⾼出⼒で災害時には全国や周辺国までカバーできる貴重なメディアである。教育系コ
ンテンツも多く廃⽌することで国⺠の学⼒低下も招く。R2 を廃⽌することは反対である。  衛星波の整理について 
BS1/プレミアムは BS ならではのスポーツ中継やナレーションベースの良質なコンテンツが多いメディアである。また BS
番組は殆どが外注番組であり、チャンネル数を減らことは、制作会社を中⼼に放送業界全体が沈むことに直結する。
BS1 と BS プレミアムの統合には反対である。 また BS4K/BS8K は⽇本が世界と技術競争していく上で必要となる
メディアである。特に 8K は世界初のチャンネルである。さらに五輪中継は東京に限らず 8K が今後のスタンダードとなる
だろう。地デジ⾼度化が完了するまでは廃局してはならないと思う。 

個⼈ テニス競技は⽇本国内においてあまりメジャーとされていないスポーツですが、特定の有料衛星局以外でのテレビ中継
が有るのと無いのとでは、⼀般の認知度に⼤きな差が出ると思われます。テニスの四⼤⼤会 2 つ（全豪、ウィンブルド
ン）と ATP テニスツアーに関しては常に録画中継でも構いませんので、⽇本⼈選⼿の出場有無に関わらず、可能な
限り放送継続をお願いしたいと思います。 

個⼈ 「AM 放送の第⼀放送と第⼆放送を 1 本化について」  その考え⽅に私は反対です。  私の意⾒は下記の通りで
す。  番組の編成上無理です。 第⼀放送は、⼀般放送及び災害時（FM 放送の受信状況が悪い場所の対応）
の放送に必要不可⽋なので現状のままで良いと思います。 第⼆放送は、パソコンやスマホでの通信利⽤（らじるらじ
る、radiko）が可能となっている現状から電波放送をする必要性がないと思います。それによって放送費⽤が削減す
ることとなります。 御検討の程宜しくお願い致します。 

個⼈ ・受信料収⼊減収局⾯へ 公平に受信料を徴収し、かつ⾼価な海外コンテンツ(MLB やサッカー)は減らし、よって受
信料を引き下げてほしい。  ・視聴・利⽤環境の変化 NHK プラスの取り組みは⼤いに賛成であり、NHK オンデマンド
も契約者には特典(⽉ 1 回無料や⽉額の引き下げ)をつけてほしい。 

個⼈ 1，同じニュースを変えずに⼀⽇中放送している。地⽅ニュースでも同じニュースを流してみる。内容が変わるものと、変
わらないものがあるはず。 2，同⼀番組でチャンネルの使い回しが多々みられる。再放送も含めて、時間帯の⽳埋め
に放送しているのではないか︖。 3，NHK ならではの特徴のある番組が少ない。 ⺠放のコピー番組や同じ出演者が
多い。 コロナニュースは他局とどこが違うかわからない。番組の掘り下げがない。何を視聴者に訴えたいのかわからない。
視聴者の視点より 
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個⼈ 経営計画についてはじめて意⾒をします。受信料についてです。放送内容からして安すぎると思っています。国内や海
外の多くのドキュメンタリーを多く⾒ていますが取材能⼒の深さに⼤きな評価をしています。放送研究所に以前訪れた
ことがありますが NTT の当時の研究所(武蔵野通信研究所等)と並んでアメリカのベル研究所に並ぶほどの内容を感
じましたが、放送技術にも相当⼤きな研究開発費が必要です。デジタル並⾏放送の話題もありますが、いまはすべて
の技術がデジタルです。それを開放するだけのことです。 

個⼈ AM ラジオについて現在のラジオ第⼀とラジオ第⼆を統合するという案、拝読しました。 私はながらく NHK ラジオ第⼆
で英語講座を受講しており、いまも受講いたしております。とくに基礎英語、ラジオ英語会話を数⼗年にわたって聴き
続けております。 語学は⽣活の⼀部として継続することが鍵です。いままでのラジオ第⼆放送での講座をインターネット
配信に置き換えようというご趣旨でしょうか︖ 基礎英語、ラジオ英語会話などの語学講座についての将来像を具体
的にお⽰しいただきたくお願いいたします。 

個⼈ テレビ・ラジオのチャンネル数整理について  BS テレビとラジオのチャンネル数を整理する⽅向である旨でありますが、BS
テレビのチャンネル数削減は賛成しますが、ラジオのチャンネル数の削減・整理には反対します。 理由は次の 2 点で
す。  1.地デジ⽅式の導⼊により、テレビ放送では地デジ・BS デジタル共に、1 つのチャンネルで同時に 3 つの番組を
放送できるようになりましたが、画質の問題があるのか有効に活⽤されていないのが現状です。今後の技術⾰新によ
り、地デジの画質が良くなれば、1 つのチャンネルで複数の番組を放送しても画質が劣化することはなくなると考えま
す。したがって、BS テレビの整理と共に、地上波も 1 つに統合したうえで、サブチャンネルを活⽤する案を提案します。 
具体的には、地上波については、011 を現⾏の NHK-G、012 を現⾏の NHK-E、013 を国会中継や特設ニュー
ス、地域スポーツのチャンネル枠に充てる形です。BS デジタルについても同様に、101 を現⾏の BS1、102 を現⾏の
BSP、103 を予備枠に充てる形です。これにより、2 つのチャンネルであっても、現⾏通り多種多様な番組を放送でき
るようになるのではと思います。  2.⼀⽅、ラジオ放送は 1 つの周波数で複数の番組を放送することはできません。気
候変動の影響により、災害が増えている状況では、ラジオの役割はより⼤きくなっていると考えます。現⾏のラジオ第 1
は総合波、ラジオ第 2 は語学・教育・教養波、FM は⾳楽波と棲み分けができてましたが、ここ数年、ラジオ第 1 と
FM で放送される番組が⼀部で共通化されているところをみると、こういう⽅針なんだろうなと思ってしまいます。しかし、
ラジオ第 1 と FM を統合するようなことがあれば、聴取者は聴く番組を失い、⺠放局に流れたり、ラジオを聞かなくなっ
たりする可能性が⾼いです。これは、ラジオは習慣性の強いメディアであり、時計代わりで聴いているリスナーもいらっしゃ
ることもあり、周波数ごと失う事態になれば、NHK を聴かなくなる⼈も出てくると思うからです。  上記 2 点から、テレビ
の整理・統合をさらに推進し、ラジオの整理・統合を⾒送っていただきたく、意⾒をさせていただきました。 

個⼈ 「新しいＮＨＫのあり⽅を⽬指す」とか⾔っているようだが、 「ＮＨＫのあり⽅を正す」と⾔うべきである。  今のＮＨＫ
の番組は、なんですか︕︖ まともな番組は、僅かしかない。 ほとんどが、低劣な娯楽番組であり、「これがＮＨＫ
か︕︖」と思うものが、殆どだ。 何⼗年前からか、「ＮＨＫは固くはない」ということを⽰そうとして、くだけた番組作りを
⼼がけているようだが、くだけ過ぎだ︕ ⺠放の真似をしているだけ。 いや、それよりも低劣だ。  やたらと、⼈気芸⼈を
出演者や進⾏役にまで引っ張り込んで、無駄話をさせている。 ⼈気があると⾔うが、決して芸能⼈としてまともな者
は、皆無と⾔って良い。 それにつられて、アナウンサーも素⼈のままで通⽤する世界になってしまっている。 ⾔葉を知ら
ず、よく⾔い間違いをする。 ⾸相と同じで、漢字を知らない者もいる。 インタビューなどを聞いても、やたら出演者に感
⼼したようなふりをするだけだ。 番組に出て来る芸⼈は皆、ノーギャラで出演しているというのなら、まだしもだが、 こんな
くだらん芸⼈に⾼いギャラを払っているのなら、それこそ「受信料を返せ︕」と⾔いたくなる。 ちゃんと、ＮＨＫのメンバー
で、やりなさい。  セットの作り⽅も、実にガキっぽい。 ケバケバしい⾊を平気で散りばめている。 テレビをつけたら、そん
なセットの中で話をしている番組が現れたので、 ⺠放だろうと思ってチャンネルを変えようとしたら、なんとＮＨＫだったと
分かって驚いたのは、もう２０年ぐらい前のことだ。  「教育テレビ」を「Ｅテレ」などと⾔い換えたのも、魂胆は分かった
よ。 とても「教育テレビ」とは⾔えない内容しか作らないのだ。 ⼦供が楽しめるものにしていると⾔うのだろうが、決してそ
うは⾒えない。 ⼦供を、いつまでも⼦供のままにしておこうと考えているとしか⾒えない。 誰の差し⾦なのだ︖ 今、社会
全体が、⼦供に本当の教育をしないようになっている。 そのお先棒を担いでいるのがＮＨＫでは、「受信料」をとる資
格などない。  「テレビは⼀億総⽩痴化の元」と⾔う事を、ＮＨＫが体現しているのである。 最近の会⻑の⾒識のなさ
を⾒ても、それを⽰している。（籾井が典型）  「Ｎ国」なるインチキ政党を出現させたのは、ＮＨＫ⾃⾝であると認
識すること。 「受信料」をもらって番組を作っているとの意識を、しっかりと持ってもらいたい。 国⺠皆の為になる番組を
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作るのがＮＨＫの役⽬であり、決して「娯楽番組」を放送するための組織ではないのです。 「低劣娯楽番組」を作って
いるのでは、なおの事です。 勿論、政府の顔⾊を窺うようなことは、もっての外です。  とにかく、このような点を改めない
と、いくら計画しても意味のない事になります。 

個⼈ NHK は本当に NHK として必要な番組に絞ってスリム化してほしい。 私は NHK さんにはニュース、選挙、教育だけ
充実してもらえればいいと思う。 ⺠放でも⾏うような番組が多い。バラエティー、アニメ、ドラマ、趣味など娯楽番組は必
須ではない。NHK がやらなくても困らない。⽌めるべきだ。NHK が制作する必要がない。⺠放がなくなり、国⺠に娯楽
がなくなったら再開すればいい。 NHK には国⺠の安⼼、安全、国⼒安定に資する番組作成を期待する。 

個⼈ 1NHK の料⾦を⼀定にする点について  私達のニーズは多様化、複雑化しているうえ、様々な年齢層がこのコンテン
ツを使⽤している。このように多種多様な⽅が現代の世の中には存在する。ニーズが異なればニーズを満たすコンテンツ
に対する料⾦も変わるはずだが、NHK は⼀定である。この点が現代の流れと逆⾏していると感じる。もはや万⼈が同
じモノを同じ値段で購⼊する時代は終わった。そこでターゲット層ごとに最もコストパフォーマンスが良いと感じさせられと
なる価格設定を⾏うことが有効だと考える。 2 受診料に偏った収益体質 改善案を⾒ると、受診料に偏った収益体
質をしていることがわかった。しかし多様なニーズがある中、誰もが受信料を払う時代ではないだろう。そこで NHK が持
つコンテンツを外部に提供し対価として利益を得る b2b の戦略を検討すべきだ。たとえばロングテール戦略をとる
Netflix に NHK の番組を提供させることで、より多くの顧客が必要とするサービスを提供できるのではないだろうか 

個⼈ 最低限の緊急⽤、災害対応⽤の放送以外は不要です。テレビ、ラジオ各 1 チャンネル維持費のみの料⾦とすべきで
す。コスト意識等、関連会社含め、NHK の感覚が世の中とズレすぎています。 放送はスクランブル放送に切り替え他
の有料放送と競争すべきです。⺠間と同様のバラエティ、海外ドラマ、⾼画質放送などなど、スクランブルにすることで、
いかに NHK の放送が国⺠に求められていないか、認識いただけると思います。 経営陣も気づかれていると思いますが
NHK の存在意義はほぼ失われております。延命のための改⾰は求めておりせん。⼀⽇も早い NHK の⼤幅改⾰・縮
⼩を希望いたします。 

個⼈ ＮＨＫ経営計画 についてＮＨＫは公務員と待遇が同等の為⾃⼰改⾰、改善、発展がない。予算あれば全て使
う、嫌な事は⾔わない。公務員と同じ考え、予算余れば次年度に回せばいいが使いきる。テレビ⾒ていて思う。お笑い
芸⼈１⼈でいいのに何で３⼈と。予算を使いきる為と思う。同様な事よく⾒る。ＮＨＫ予算余っているので⼤判ふる
まいしていると。予算減少でさあ⼤変、どうするか、と国⺠に振る。対策は⺠間の⽬線で考える。①⼈員整理。②外
注増。③メリハリをつけた番組にする。参加者を絞る。経費が膨らむから。④社員はずる賢いので知っていても提案しな
い。 提案できる構造改⾰を⾏う。⑤インテリの左傾の⼈達は現実を直視しない。 理想を⼝に現実批判が多い。 
物事を朝⽇系と同様ピンクのフィイルタで ⾒る傾向があり、⾮現実的社員が多い様に⾒る。 評論家的考え⽅が多
く無責任。 現実を直視し、⺠間同様⾝を切る改⾰が必要。国⺠はなぜ受信料払う必要が有るかと疑問を持ち、Ｎ
ＨＫは客観的な公共放送かと疑問を持つ。 

個⼈ 保有するメディアの在り⽅について  ラジオの統合は FM とラジオ第⼀を⼀本化する事で対応して欲しい。（ラジオ総
合放送の完全県域化）せめてラジオ総合放送だけでも地元の情報を充実させて良いのでは 総合テレビは南関東の
情報を充実させ、北関東は完全県域化してほしい。 テレビで放送している、政⾒放送、南関東 4 都県の⾼校野球
は南関東だけの放送で良いと思う。（番組変更を少なくする）。  FM で放送していた⾳楽番組は、総合テレビや E
テレのワンセグのシステムを使いワンセグ第⼆チャンネルへ移⾏しても良いと思う 

個⼈ 政治報道について 安倍政権を庇うような報道に偏っていると思います。野党の質問も放送すべきです。安倍さんがう
まくやっているような印象操作が⾒られます。総理記者会⾒は全て放送して下さい。途中でニュースに変わるの、おかし
いです。知る権利が阻害されます。国会中継も少ないです。バラエティは⺠放が腐るほどやっているので、nhk はこの国
の政治を正確に、たくさん放送して下さい。 

個⼈ チャンネル数、受信料について  ほとんど NHK しかみません。コロナのステイホームのなかでもそうです。BS あわせ４チ
ャンネル（４K８K 除く）あるので、そのなかで番組を探してみていました。番組はほぼ満⾜です。再放送も楽しみまし
たが、その再放送は短期間での繰り返しの放送が多く、閉⼝しました。  チャンネル数を減らすのなら、アーカイブで追
加料⾦を払わず⾒られるようにしてほしいです。NETFLIX のように、視聴料⾦のなかでみられるようにしてほしいです。
ＮＨＫプラスは、ＢＳをいれてください。  NHｋにはいい番組が沢⼭ありますが、番組を⾒逃すことがあります。以前
あったメールでのお知らせサービスを復活してください。  また、旅番組や情報番組には、放送先のデータがわかるように



109 

 

してください。「のみ鉄⽇本旅」が好きですが、いつ放送があるのかもわからず、寄り道した街の情報も映像をみながらメ
モするしかありません。内容のデータ化もお願いします。 

個⼈ ニュース放送内容について 放送法に従い平等な⽴場で放送するべきである 故意に嘘を付いたり、政府の都合の悪
い部分をカットしたり悪意しか感じられない 北朝鮮放送局と何ら変わりはない状態である ⾦を払ってまでそんなものは
⾒たくない、もちろん無料の⺠放でも同じだがジャーナリズムが無いニュース、報道番組が⽇本政府をここまで腐らせて
しまった、犯罪者を庇う報道は犯罪者ある 

個⼈ テレビ番組は殆ど NHK を中⼼に曜⽇の選択を考えながら視聴しています。東京オリンピックの前頃からの NHK ファン
ですが、近年の番組編成や登場⼈物が若返るのは当然の事と理解していますが、余りにも再放送が多くひどい時は
３〜４度も平気で放映している神経には飽きれます。私の NHK ファンの要因は「朝ドラ」「⼤河ドラマ」「のど⾃慢」で
す。ところがどうでしょう、新型コロナウィルスが⽇本にも蔓延しだしてからの 2 ⽉末頃からの放送は⾒るに堪えない状態
だ。番組制作上の隘路は多々ある事は理解できますが、新番組が制作出来ないのであれば、有料放送なんだからせ
めて後期の料⾦からでも料⾦体系を変更すべきである。このままの状態が続くのであれば料⾦不払運動も考えざるを
得ないと思いますが、⼀考して下さい。 

個⼈ ⾳声波の整理・削減に反対します  ⾳声波の削減について意⾒を述べます。⾳声波の削減には反対です。第 2 放
送こそが、まさに NKH らしさを表すことだと思っています。地上波でもそうですが、教育放送専⾨の放送は⽇本にしか
ないと聞いたことがあります。国⺠の教育を受ける権利を保障することは公共放送でこそすべきことであると考えます。  
またイギリス BBC は⾳声波だけで６〜８波あるようです。NHK でも⾳声波をさらに拡⼤充実させ、インターネットを使
い⽇本国内だけでなく海外でも⾃由に聞けるようにすべきです。 

個⼈ 全てについて ⾼額な受信料で成り⽴っている事を肝に銘じて、それに⾒合う経営計画を実⾏して欲しい︕ 
個⼈ 「新時代へのチャレンジ」について   〇NHK スペシャルのような⼤型のシリーズ番組のナレーションは、できるだけアナウ

ンサーか、実⼒に定評のある⼈にしてください。旬のタレントは、そのときの「売り」にはなるでしょうが、「後世に残す」とい
う点では不向きです。スタジオでタレントがつまらないコメントをする演出も、同じ理由でやめてほしいです。視聴率より、
５０年後も「⾒るに値する」ものを作ってください。 〇どのニュースも感染者数や⾼温で騒いでいますが、肝⼼の「温暖
化がすすむのを⽌めよう」という動きに全く結びついていません。コロナ、熱中症、災害が⼈命、財産にこれほどの打撃を
与えているのに、モーリシャスの件でもわかるようにメディアの対応はあまりに国内の、しかも⽬の前のことばかりです。環
境問題は若者のほうがむしろ敏感です。政府の⽅針がどうあろうと、NHｋが率先して様々な取り組みを継続的に伝
える役割を担い、コロナ後の世界に影響を与えていってほしいです。  

個⼈ 先ほど E テレの「⽯⽥三成」の番組を視聴いたしました。このような番組に対してなら、喜んで受信料を払う価値がある
と感じます。しかし現在は、総合テレビ、ラジオ第⼀は⺠放とほぼ変わらない番組が多いです。E テレ、ラジオ第⼆こそ、
NHK らしさであり、存在意義であると思います。報道されている編成計画では、E テレ、ラジオ第⼆の内容が縮⼩され
そうな懸念を感じます。特定の企業の意向に左右されないメリットを⽣かした、単に⾯⽩おかしいだけではない番組を
期待します。また、政治部はあまりにも政権与党に忖度しすぎだと思います。例えば、⾸相が何をやっても⼤賞賛する
●●●●⽒など、出演するたびに番組の信頼度や価値を⼤きく下げてしまいます。⽇曜討論における野党の扱いもひ
どいです。この部分では、NHK は公共放送としての務めをまったく果たせていないので、根本的な改善を期待します。 

個⼈ ⾳声波の整理について。 AM の 2 波を整理・削減する⽅向性については賛成です。 その上で、ラジオ第⼆放送で毎
⽇ 16 時から放送されている「気象通報」は、 整理・削減後も（時間帯も含めて）残して頂きたく、意⾒提出いたし
ます。 「気象通報」は現在では必要としている⼈はそう多くはないかも知れません。しかし、僅かな視聴者にとっては直
接命に関わると⾔っても過⾔ではない重要な情報です。 特に、携帯電波が届かない⼭中に複数⽇に渡って滞在する
者にとっては必要不可⽋です。「気象情報」や「天気概況」では分からないピンポイントな気象の状況を、⾃ら天気図
を書くことによって把握することができます。 ラジオと⽤紙とペンがあれば、全国どこでも（近海でも）天候を予測できる
「気象通報」を是⾮残して頂きたく重ねてお願い申し上げます。 
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個⼈ 受信料の徴収をいまだに、⼀軒⼀軒回っているのかどうか知りませんがコレに経費を使うのは⽌めた⽅がいい。それより
も『払っているといい事がある』『払っても損はしない』むしろ『払ってでも⾒たい』と⾔われるような番組を…個⼈的には
『紅⽩歌合戦』時々ある『ハズレ朝ドラ』以外は満⾜していますが、『コレだから受信料払いたくねえんだよ!』と⾔わせな
いようにしてほしい。 『紅⽩歌合戦』についての⽂句です。誰の了解を得て●●●●●枠何⼈とか、●●●●●枠と
か、●●枠を決めているのですか︖誰に出て歌ってもらいたいかの決定権は私たち受信料を真⾯⽬に払い続けている
者あるのでは? 受信料を払った⼈には、紅⽩歌合戦に出てほしい歌⼿の投票券が与えられ、昔の『ザベストテン!』のよ
うな感じで選ばれなければ出る事が出来ない。で、スタッフの⽅々はその選ばれた歌⼿の出演交渉に励んで頂く。 ブレ
てはいけません!! 受信料で成り⽴っている唯⼀のテレビ局なのですから、視聴率に左右されないでほしいです。 ⺠放
はスポンサーで成り⽴って、NHK は受信料で成り⽴っているのであれば、そんたくすべきは芸能事務所ではなく⽀払い
してる⽅々にあると肝に銘じて下さい。 

個⼈ 受信料は、基本的には放送を受信することによる対価の性格が強いと思われます。あまねく受信料を徴収している以
上、その利⽤には適切に無駄なく使われるべきであり、華美にならず、放漫にならない義務があると思います。然るに、
昨今の NHK は、巨額の受信料によって、贅沢に制作費を使っていないだろうか。特集番組などで、知⾒があるとも思
えない⼤御所の芸能⼈を起⽤して番組を制作しています。意味のある出演というよりは、ネイムバリューを利⽤した視
聴率稼ぎのような気がします。特番に相応しい、学者、知識者をなどこそ起⽤し、ギャラの⾼い芸能⼈を起⽤するのは
公共放送として間違いであり⺠間と競う必要もなく、良い番組をリーズナブルに作ることこそが必要と思います。バラエテ
ィー番組なども、MC などに名の知れた芸能⼈を起⽤することなく、無名な⼈物の発掘こそが NHK のすべきことと思
う。豪華芸能⼈を揃え、⺠放を圧迫する愚は⽌めるべきと思う。  また、昨今、⾃然災害の猛威が多発していますの
で、地域災害などが発⽣したとこは、通常の放送時でも⼟⽇祝⽇であっても、災害の発⽣状況を即座に報道すべきと
思う。その⾜回りの良さこそが、公共放送に求められる使命と思う。かって、⼤相撲の際、⼤雪が降って、⾸都機能が
⿇痺しつつあるときも、平然と相撲放送を続けたのは、公共放送として恥ずべきことと思う。今、発⽣している災害の状
況の報道こそ最優先にすべきことと思う。さらに、中央からの放送でなく、各⽀局がそれぞれ独⾃に地域情勢や地域の
問題を提起するなど、地域の結び付きに、地域のあるべき姿を希求する番組を放送すべきと思う。ただ、全国の統⼀
した番組を放送する必要性はないと思う。地⽅、地域に根ざした放送こそ、今、公共放送に求められていると思う。 
NHK は、⽂化事業に資⾦を⽀援しているが、それは、NHK が別に収益を上げて、その範囲内で⾏うべきと思う。⽂
化事業の貢献のために受信料を徴収されているわけではないと思う。ジャブジャブの財源があるから、いろいろと⼿を付
けたり、贅沢な番組制作をしているのだから、受信料をもっと、下げるべきと思う。⼤相撲、⾼校野球、オリンピックなど
を独占して放送すべきでなく、⺠放が⼿を出すような物には NHK が割り込む必要はないと思う。⺠放が⾒向きもしな
い物を発掘したり、無名の役者や芸⼈を起⽤して、ドラマや番組を作るべきです。番組制作の原点、公共放送とし
て、受信料を徴収する意味を真剣に考えていただきたい。 

個⼈ BS チャンエルの統合について 現在 BS4K 受像機の普及率が 50％未満で実施することは避けて頂きたいまた、
BS8K についてはアンテナまで購⼊しないと視聴できないため⽌めてもらいたい。  BS チャンネルは公共放送の位置付
けに当たらないのでスクランブル放送にして視聴したい⼈だけで良いのでは︖ 

個⼈ 「放送内容について」 公正中⽴に徹底していただくことは⾔うまでもありません。例えば政治に関して特定の政党の不
利になるような印象操作したりとか、政権がさりげなくいい仕事をしていてもわざと報道しなかったりとかの、「偏向報道」
や「報道しない⾃由」の⾏使などの姿勢は厳に慎んでほしいです。 「NHK 職員について」 ある情報によると、NHK 職
員の給料は”年１５００〜２０００万円とか、これが本当なら⼀般会社員に⽐してかなり⾼額だといえるのではな
いでしょうか。私どもが納める受信料のかなりの部分がその⾼額な給料を賄っているということには合点のいかないことで
す。今回、NHK では受信料の引き下げが決まっていますが、”たったこれだけ︖”という感じで微々たるものですよ。思い
切って⾼い職員給料の引き下げを断⾏されるなら、受信料をもっと⼤幅に引き下げることが出来、受信料未払者をも
っと少なくできるのではないでしょうか。現在、決まっている給料を下げるというのは⼤変難しいことでしょうが、曲げて考え
てほしいことです。 「NHK 職員の国籍について」 NHK の中には主として中国、韓国の国籍の職員がかなりいるという
ことを聞いています。これら国籍の職員がどのような、また重要なポストを占めているのか私どもにわかるはずはありません
が、あくまで NHK は⽇本の放送局です。外国籍の職員の意⾒によって、番組の⽅向が変わってしまうということのない
ように、特に⼤東亜戦争に関する番組などで歴史上の出来事の主従が逆転したりとか、つまり、事実に付け⾜して、ど
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ちらかを悪印象を強くするように構成にするとかが絶対ないようにお願いしたいです。もう⼀度⾔いますが NHK は⽇本
の放送局です。⽇本の国益に添った放送内容を第⼀に考えられて、よろしくお願いします。以上です。 

個⼈ NHK の番組は、ニュース・⾃然・ドキュメント等⾊々と視聴していますが、何れも NHK ならではの番組だと思い選んで
みています。しかし、⺠放と競合するようなどうでもよい番組も多くあります。特にどうでもよいドラマ番組など NHK が作
る必要はありません。ほとんどみたことはありません。 たまに、朝ドラを⾒るくらいか。 もっと集めた貴重な視聴料を有効
に使うよう検討すべきです。NHK でなければ作れない番組を期待しています。 また、視聴料は、⾼すぎると思います。
年間 24，000 円以上その⾦額をとる価値があるのか、考えるべきだと思います。 

個⼈ NHK らしさの追求ということでしたら、 ①決めつけずに両論併記 (国内の政治事件以外にも、外国の事情について
同じテレビ局の意⾒だけでは済まさない) ②最⾼⽔準の正確な表現 (新型コロナ感染者ではなく陽性者) ③公平、
公正、正義 (それを NHK で全国津々浦々に広めることで違ういじめが起こる可能性を考え、予防⽅法も含めて伝
えていく)(福島の産物が売れるようにすることこそ⽴ち直りに⼤切。被害者がさらに被害を受けるような報道は絶対にし
ない。権⼒を攻撃しているつもりかもしれないが住⺠を痛めつけている) こういったことこそ⼤切なのではないかと存じま
す。 ⼈を攻撃して誰かを傷つける⼈権追求報道は脱却して、どんな⼈をも更⽣させる、熱く優しい⼼のある、真実の
⼈権報道を追求してほしいと思います。 

個⼈ [ご意⾒無し、雑誌コピーの送付のみ] 
個⼈ ③あまねく伝えるとにかく NHK も⾔葉の誤⽤が多いです。⺠放のアナウンサーは NHK を基本にしていますのでまず

NHK から真摯に正しい⾔葉を使⽤して下さいませ。たとえば以はもってと読みます。のぞくとは読みません。もってとは⽤
いて含めてよりから同じです 以外とはのぞいて外ではありません。のぞいて外は除外ともいいます 以外などという⾔葉
はほとんど使うことはありません。よりとは⽐べるではありません。含めてです。⽐べるではありません。含めてです。⽐べる
はよりもよりはよりかです。より＝以＝含めて≠⽐べる＝よりもこえる＝含めないで上含めて上＝以上含めないで下＝
未満これ以上とはこれを含めて上ですこれ以外とはこれを含めて外ですきすうの⼈の半分以上などとはありえません半
数をこえるですこれ以上まけられないといったらもうまけてしまっています正しくはこの上はまけられないです昨年⼗⼀⽉
⼀⽇から気温を何点何度といっていますが前の様に何度何分といって下さいませ●●以前とは○○を含めて前ですの
で前はが正しいです前に●●アナウンサーが●っておられた「気になる⾔葉」を⼜放送して下さいませ。ごくろうさまとかお
つかれさまという⾔葉はねぎらいの⾔葉ですねぎらうとは上の者が下の者にいう⾔葉です ⼀週間は⽇曜⽇から始まり
ますので⽇曜⽇を週末とは⾔わないで下さいませ。 拜托了 

個⼈ NHK らしさの追求、その他について貴局の番組及び報道について、私なりに近年気付き、感じている点を何点か記し
てみました。⼀読頂き、少しでも資するものがあれば幸甚に存じます。⽂中、失礼な箇所等もあるかと思いますが、気
持ちをお汲み取り頂き、ご容赦下さい。１. ニュース報道番組。私が改善をお願いしたいことで思うことは、ひと昔前に
⽐べ、ニュース、報道番組等が、ことごとくガラパゴス化してきている事です。どういうことかと⾔いますと全てに、当該外国
⼈の、意⾒、コメントが⼀切⼊らなくなり、NHK の特派員と駐在員のコメントと解説のみになってしまいました。前のよう
に、キャスターが直接英語で、その国の識者やコメンテーターとリアルタイムでやりとりして、掘り下げて伝えるというやり⽅
が、皆無になってしまったことは、⽇本⼈とは違った⾒⽅や視点があるのだということに気が付かなくなり、ややもすれば、
私たちが「裸の王様」になりかねないと思うのです。是⾮復活を要望いたします。２. 解説委員の分野と役割につい
て。最近感じることのひとつに、政治関係の解説に関しては、⼀部の⼈しか登場しなくなってしまいました。国会審議の
解説、⾸相外遊時の同⾏解説等、ほぼ固定された⼈が⾏っており、他の関係解説委員は、居ないに等しいような感
じさえ致します。例えば以前は、複数の政治解説委員が、ラジオや TV の⼟曜コラム等で、国会審議や政権幹部、
閣僚の発⾔内容に遠慮なく、率直な批判を加えていました。また、各分野「農政」、「科学技術」、「経済」、「厚労」、
「安全」等で前のように⼒量を発揮していただきたいと思います。３. ⺠放のような番組が近年増えたことについて。最
近の番組で気がつくのは、有名タレントが MC をつとめる、ワイドショー的な番組が増えてきたことがあります。公共放送
が、その姿勢を過度に娯楽へと、傾けてはならないと思います。但し「チコちゃんに叱られる」は、NHK ならではの、楽し
いだけではない、ためになる番組だと思います。４. 今後とも充実した番組にして頂きたい分野。さすが NHK と敬服す
る番組も、数多くありますが、中でも「NHK スペシャル」があります。同番組で扱う先の太平洋戦争の実録もの、⾃然
災害に関するもの、⽇本が関わった近隣国や、諸外国との歴史上の出来事、世界の環境問題等に関して、地道な
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取材で、発掘して来た資料で番組を作り、報道できるのは NHK ならではと思います。以上勝⼿なことを書かせていた
だきました。貴局の更なる発展をお祈りいたします。敬具令和⼆年⼋⽉⼗三⽇ 

個⼈ bs(衛星放送)の削減についてです。 bs1 と bs プレミアムを合併をすると、ジャンルがごちゃ混ぜになり、bs プレミアム
では深夜に連続テレビ⼩説の再放送を放送していましたが、合併を⾏うと消失してしまうか⼼配です。 

個⼈ 受信料制度について。ＡＩ、ＩｏＴの時代に前時代的な訪問営業ありきの受信料制度はやめるべき。それで公平
負担が徹底できるわけもなく、セキュリティの⾼いタワーマンション等は訪問員もアプローチできずマンション⾃体の契約
率が５％以下という所も数多い。このデジタル社会の中で「⽀払っても⽀払わなくても同じ放送を⾒ることが可能で罰
則もない」制度で公平負担など不可能。年⾦暮らしの⾼齢者が何とか⽀払いをしている⼀⽅で⾼級輸⼊⾞が沢⼭
停まっているお屋敷でも払っていない家もある。 国⺠の皆が今の受信料制度に疑問を持っており払う⼈が⾒える、払
わないと⾒えないという当たり前の制度にするか、税⾦で徴収するか（そうすれば当然今より安価になる）するべき。
ＮＨＫは以前の経営計画からも訪問によらない営業活動を推進すると⾺⿅の⼀つ覚えみたいに唱えているが実際に
出来るのはポスティングや不動産、郵便局、ケーブルへの業務委託程度で全く⻭が⽴っていない。結局、業務委託制
度で働く質の悪いチンピラのような訪問員が⼾別訪問で脅しながら無理やり契約を取ることがメインになっている。昨今
国⺠の防犯意識も⾼まり、更に今回のコロナで⾮接触化が求められる中、ＮＨＫだけＴＶがあるか確証もない家も
含めて全⼾訪問し、⾯談、説得でその場で契約を交わすというのは時代遅れも甚だしいと思う。「払っても払わなくても
同じサービス」というグレーな制度はＮＨＫにとっては都合が良いのだろう。税⾦化すれば職員は公務員レベルの待遇
にせざるを得ないし、スクランブルをかけると解約が圧倒的に増えることがわかっているからだ。今の制度が良いというのは
ＮＨＫ側の詭弁であり、その制度改⾰を掲げた国政政党が現れている時点で⾃覚すべき。 会⻑はこれまで続いてき
た受信料制度が良いのでは、国⺠との回路であるともいうがＮＨＫの受信料徴収現場で頂いた苦情やクレームが放
送や経営に届く仕組みは⼀切ない。また政権との距離云々を理由にまた災害時の放送を届けるためにと税⾦化やス
クランブル化を避けようという魂胆が⾒え⾒えだが先進国の公共放送すべてが税⾦なり、罰則なり、電気料⾦負荷な
りをしつつ、公共放送として政権との距離もとっており、むしろ現状の不公平で⽟⾍⾊の受信料制度を維持する⽇
本、ＮＨＫが貴重なのではなく異常だと思う。スクランブルに関しても災害時は解除すれば良いだけの話だ。そもそも
予算や経営委員の⼈事を政府に握られている組織が政権との距離云々⾔うのは甚だおかしい。終戦直後昭和２５
年制定の放送法がとうの昔に社会と乖離しているのは当たり前の話。ＮＨＫは⾃ら公共放送という割にはＮＨＫ内
部で公共放送とは何ぞや︖を議論する機会もないし、受信料制度改⾰と⾔っても⾃分たちが番組にとりあげ国⺠から
広く意⾒を聞くこともしない。ＮＨＫにとって受信料制度は「臭いもの」「パンドラの箱」であり、あまり触れてほしくない分
野だからだ。ＮＨＫの番組は好きだが受信料制度に疑問を持つ⼈が数多い。昔、新聞社が「エリートが作ってヤクザ
が売る」と⾔われたがＮＨＫも未だにそうで、ノルマに追われた委託会社の社員や個⼈委託が「数欲しさ」「⾦欲しさ」
に強引に契約をしている実態が既に明るみになっており、委託会社の不正や不祥事なども数多い。ＮＨＫで改⾰す
べきは真っ先に受信料制度である。その為に全国の委託会社、個⼈委託、営業職員が職を失うとしても根本から⾒
直す時期にきている。ＷＩＴＨコロナ時代でも不特定多数への「ピンポン営業」続ける気ですか︖ 

個⼈ NHK の「2021〜2023 年度の次期経営計画案」についての意⾒ AM ラジオの第 1・第 2 放送を⼀本化することに
は⼤反対である。ラジオ第 2 放送のチャンネルは残し全番組を維持してほしい。・私は、基礎英語０〜３、ラジオ英
会話、ボキャブライダー、⾼校⽣から始める現代英語、遠⼭顕の英会話楽習、⼊⾨ビジネス英語、実践ビジネス英
語、英会話タイムトライアル、⾼校講座の各科⽬、カルチャーラジオ、⽂化講演会、社会福祉セミナー、宗教の時間、
私の⽇本語辞典、こころをよむ、などを毎⽇聞いているが、どれも有⽤な番組である。これらの良質な番組を削除する
べきではない。・たとえば英語番組の場合、この番組ではこういう説明をしていたけれど、別の番組では少し違うニュアン
スで説明していてとてもわかりやすかった、など多様な番組があってこそ理解が深まる。内容が重複する番組を整理され
てしまうと、こうした活⽤ができなくなってしまい、学習の質が落ちてしまう。・国際化の時代に、語学番組を削減するの
は理解できない。・AM ラジオを⼀本化してしまうと、災害報道や⾼校野球中継などの際、教育番組が中⽌や延期に
なってしまうことが多くなるのではないか。安定した学習ができなくなってしまう。災害報道⽤チャンネルと教育⽤チャンネ
ルは分けておくべきである。・第 2 放送の番組を⽣涯学習として⽤いている⼈も多いのではないか。さまざまな番組の
中から⾃分に合ったものを選択することができる。しかし、番組数を削減すると選択肢が少なくなってしまう。⽣涯学習
の機会を奪わないでほしい。⽇本の教育、⽂化レベルを維持するためにも第 2 放送のチャンネルを残してほしい。次の
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ような提案をしたい。① AM ラジオの第 1・第 2 放送は⼀本化しない② テレビ番組のインターネット同時配信を廃⽌
する③ BS1、BS プレミアム、BS4K、BS8K は全て廃⽌し、衛星放送は NHK 総合（地上波）と全く同じ番組を
放送する 

個⼈ 「視聴者、3 つの視点」先ず、本題に⼊る前に・・・。視聴者として、いつも⼼いっぱい沢⼭の感謝を感じております。有
難うございます。新型コロナウイルスにより社会が変化していく中で、視聴者にも意⾒を募って下さったこと、嬉しく感じて
おります。受信料だけでなく、共に透明感のあるやり取りができることはある意味「NHK らしさ」にもつながる試みかな、
と。変な⾔い⽅をすると、受信料を介するとこちらも意⾒を述べやすかったりして。発⾔が少しでも何か NHK さんのプラ
スになれば、と思います。 １つめ。概要にあるように、期待しているのが、基本的役割です。前例のない感染症が蔓
延して不安感が⾼まる中、「トイレットペーパー買い占めは、誤った情報です。物流は⼤丈夫です。」とはっきり伝えてく
ださったことは、とても⼤きかったです。不安、混乱の中で、⽣活に直結する物品であり、経済も⽇ごと圧迫していく中
で、病原体のことも、よく分からずどう動けばいいか悩みました。そんな中で真実をとても知りたい、と願った事柄でした。
ネットは便利ですが、個⼈の利益、トレンド感も強く、判断⼒には中⽴的な責任ある組織の発信が待たれました。そこ
で、はっきり「誤った情報に惑わされないで、」発信して下さったことで、ニュースや新聞が改めて⼤きな影響⼒、信頼を
持っている、と感じた出来事でした。今後も、まだ出会ったことのない災害や感染症があるかもしれません。今回のこと
は、基本的なことですが、⽣活に直結することとして、⼤事でした。良い意味で社会的に中⽴で責任ある、その発信を
期待しております。安全・安⼼な⽣活を⽀えて頂いた出来事の１つでした。 2 つめ。この数年間は、特に想像してい
なかった災害や異常気象の影響に⾒舞われた箇所も⾮常に多かったように思います。災害や異常気象だけではない
かもしれませんが。それにより、全国各地の歴史ある伝統的・歴史的・⽂化的遺産が壊れたり、なくなったりしてしまい
ました。それらは、すぐに再現することは不可能であり、お⾦や時間、労⼒、それに加え、価値など、簡単には復興でき
ないもの、と感じます。住⼈などがそのものに寄せている⼼もまた⼤事にしたいところです。しかし、今後も災害や異常気
象、その他、予想外のことも起きるかもしれない中で、⾼品質・⾼画質な映像技術を使って現状を記録することは⼤
いに価値があるのではないでしょうか。ネットの技術、アナログの技術、様々なものとコラボレーションして「記録」しておくこ
とは後世にもつながるかもしれません。今、当たり前のようにある資料を学芸員さんだけでなく、みんなで今後につなげる
よう、守っていけたら良いな、と感じます。それをきちんと伝えれば、⽇本は基本的に真⾯⽬な⽅も多いので、賛同や納
得も得られるような気がします。時間との戦いもあると思いますが、応援しています。３つめ。変化球です。⼀律に求め
ていることが同じではない気がします。最低限の社会のニュースを求めている⽅、⾼画質な映像をテレビにこそ求めてい
る⽅、プラスアルファを⽀払ってでも、⾃分の好みを⾒たいと思う⽅など。それこそ、多様化、があるのではないでしょう
か。イメージは、飲⾷店のメニューです。オーダーと共に、⾃分好みのものが提供される。この形を、さらにテレビに応⽤し
てみてはいかがでしょうか。⼀律に良いものを提供するから、と⾔われても「望んでないのにな」と思っている⽅もいるかも
しれませんし、逆に、⾃分はもっと⾃分好みにカスタマイズしたい。それには、ある程度⽀払うよ、という⽅もいるかもしれ
ません。個々に望みが違うのであれば、ベースはベースとしてそれに対応していくこともまた、納得、信頼につながるかもし
れません。かなり、従来型ではない発想なので、慎重に⾏う必要はあると思いますが・・・。個⼈的に。 ここからは、さら
に個⼈的な感想です。ネットとテレビは競いすぎなくても良いと思います。確かにデジタルは⽇々、社会⽣活に浸透して
きていると感じます。でも、少⼦⾼齢化が進む中で、おじいさま、おばあさま世代が全員ガッツリ、ネット社会に馴染んで
いる、とも限らない気がします。あまねく伝える点ではテレビへの信頼、安⼼感はまだまだ⾼いのではないでしょうか。 ま
た、医療機関に⼊院した時も、テレビは 1 ⼈に 1 台あったので、情報を得るには助かりました。NHK さんの良いとこ
ろ。上品なところ。お堅いところ。正しい⽇本語が聞けるところ。信頼性が⾼いところ。「らしさ」「クオリティ」を守っていると
ころ等・・・。⺠間のテレビ局さんもそれぞれ良いところがある。私なんか⼩⽣意気娘だけど、社会の先輩⽅はもっと素晴
らしい意⾒をもっていそう。後輩の⽅の意⾒も、もちろん聞いてみたい︕期待と応援、感謝を込めて。 

個⼈ NHK の現在のチャンネル数を変更する必要はないが、番組内容には多々不満がある。 ①ニュース番組が政府の広
報で政治権⼒への監視機能を果たしていない。 ②アメリカや⽇本の野球、サッカーなどのスポーツ番組が多すぎる。 
③政治、⽂化、歴史、教養、ドキュメンタリー、国際報道が少ない。 ④⺠放と同じような娯楽性の⾼い歌謡やドラマ
番組は必要ない。 ⑤教養番組で専属アナの替わりに役者や芸能⼈を起⽤する必要は無い。 ⑥再放送が多すぎ
る。 ⑦⾼コストの⼤河ドラマや紅⽩歌合戦の必要性は薄い。 ⑧公共性の⾼い多様な⾼品質の番組をＮＨＫの特
徴として欲しい。料⾦値下げで番組の質が低下すれば視聴率低下で悪循環となる。 料⾦の値下げより質の向上を
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優先させて欲しい。                                   以上 ⑨家族が海外在住の国⺠が増
えているので、国際報道を充実させて欲しい。 質が低下すれば悪循環で存在感が無くなる。 家族が海外で仕事をす
る国⺠が増えて来ているので国際報道を充実して欲しい。 

個⼈ 私や家族が NHK に求めているのは、良質なニュースの報道、ドキュメンタリーの放送です。  ⺠放でやるようなバラエテ
ィーやクイズ番組、ドラマは不要です。  代わりに、⺠放では扱わないような、地⽅のニュース、世界の詳しいニュースを
流して欲しいです。  また、ニュースも第⼀報は放送されますが、その後どうなったかの続報や、結果など放送されないこ
とが多いです。  そういった、ニュースの続報をバラエティーの代わりに放送して欲しい。  続報といってもドキュメンタリーで
はなく、本当にそのニュースの進捗や、結果を端的に流して欲しい。  それと、放送時間帯によって視聴者が替わるの
で、視聴時間帯によって、放送のテンポを変えて欲しい。  21:00 以降は、現役世代の視聴が多いと思うので、ニュー
スの読み上げは早⼝気味に、テンポ良く多くの種類の情報が欲しい。 CNN とかの海外のニュース番組と⽐べると、⼝
調がゆっくり過ぎな上、テンポも遅く、もどかしい。  ニュース ドキュメンタリー  に特化したチャンネル構成をお願いします。 

個⼈ ここ最近（3〜5 年間位）の NHK の報道内容は”⺠放化”して来ているとの印象を受ける。恐らく視聴率を気にして
国⺠受けを第⼀と考えた報道内容なのでしょうが、⺠放と異なり NHK は国⺠から受信料を徴収しそれを財源として
経営。⾃ずから報道の精神、⽬的、内容は異なってくる。公共放送とは何なのか、受信料を徴収している NHK の本
来の存在意義は何なのだろか、をもっと NHK 経営陣間で徹底的に議論すべきである。⺠放の様に⾯⽩く、可笑し
く、⼤衆受けとは⼀線を画すべきです。私が考える公共放送としての NHK の報道内容は、１）先ず⽇本国の伝
統、歴史、よき慣習等を広く⽇本国内外に知らしめること、2)芸能⼈や有名⼈、またや著名⼈ばかりにスポットをあて
るのではなく、⼀般国⺠で確り仕事をし⽣きている⼈達が沢⼭います。彼らをもっと⽇本国内で紹介すること、3)⽇本
国及び⽇本⼈の国家安全保障にかんする内容を確り報道すること。国⺠の受け、視聴率は上がらなくとも、我々国
⺠が知らなければならないことや知っておくべきこと、関⼼をもつべきこと等を確り報道してほしい。⺠放と同じ内容なら、
NHK をわざわざ観る必要はない。⺠放で事⾜りる。国⺠に迎合するのではなく、再度申し上げますが、公共放送とし
ての NHK の使命を再確認してほしい。 

個⼈ ラジオ波の削減に付いてどうしても意⾒を述べたい事があり 以下に記します。   結論を先に申しますと、削減には反対
します。理由はテレビ放送も含めた 教育・教養コンテンツ中⼼のメディアが⽇本放送協会以外にはほぼ皆無という 事
実です。 確かに現在はラジオもネット経由での聴取が中⼼でありますけど 災害時の情報提供には複数のメディアがあ
ればそれに越したことはありません。 ⼩型の受信機のみがあればそれで受信可能なメディアはラジオを含めた 無線放
送(通信)のみです。   それ以前に、経営計画の中では何故ラジオ波の削減を⾏う適当な理由が ⾒当たりませんでし
た。単に効率だけを追い求めた上での結論としか 思えないのですが・・・。 ⺠間放送局もしくは他の公益団体が運営
する教育・教養中⼼のコンテンツを 提供するメディアが存在し尚且つそれが多数の聴取者に⽀えられているというので 
あれば、百歩譲って削減もやむを得ないのと考えるかも知れませんが 現状ではそのような事実がございません。   た
だ、ラジオ放送に関して特に中波は設備維持及び更新には多数の費⽤や それを維持する⼈的資源等が必要な事
は理解しております。 しかしながら、「公共放送」と称して「受信料」を徴収する⽴場である以上 安易に提供メディアの
削減を前⾯に打ち出す姿勢には疑問を感じざるを 得ません。 現にテレビ放送、は E テレを廃⽌するという事は明記さ
れていないにも関わらず その事実を踏まえた上で、何故ラジオ第⼆を第⼀に統合するという意⾒が出るのか 全く理解
できません。   ましてや、ラジオは現在の地上波デジタル放送のように⼀つのメディアで 複数のチャンネルを⽤いてコンテ
ンツを提供するのが不可能である以上 安易に統合(廃⽌または削減)という事を打ち出す事には全く賛同出来ませ
ん。 ⺠放を含めたラジオ放送⾃体が全⾯的に DAB+等のような別の技術に移⾏する という事ならまだしも、現状で
はそのような動きはほぼ皆無です。 仮にラジオ第⼀と第⼆の統合を断⾏するのであるなら 現在の経営計画に関する
パブリックコメントとは別に広く意⾒を募るべき でしょう。 少なくとも、議論が殆どなされていない現状でのラジオ波削減
には強く反対します。 

個⼈ 私は「４．社会への貢献」の⼀つとして、現代社会にある差別や偏⾒のイメージを、公共メディアの⼒で積極的に塗り
替えていってほしいと思います。  ＮＨＫの番組は他局の番組に⽐べて、ジェンダーにまつわる偏⾒やマイノリティーへの
差別になる表現が少なく、いつも安⼼して楽しめています。だからこそ、たまにそういった表現やイメージが残っていると、
まだ社会は変わらないか…と残念な気持ちになることもあります。  例えば私は「おかあさんといっしょ」をよく⾒るのです
が、⼥の⼦のチョロミーが⼀⼈⽬のキャラクターであることに、⼥性としてとても勇気をもらっています。ただキュリオさん、ス
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キッパ―さん、ビービルさん、タッチパッチさんなど働く⼤⼈がほとんど男性なことには、少しもったいなさを感じています。
（もちろん⼀⼈⼀⼈のキャラクターは⼤好きですが︕）  差別や偏⾒は、毎⽇⾒たり聞いたりするメディアから何となく
受けるイメージが、⼤きく影響していると思います。これからもＮＨＫの番組には、そういった⼀つ⼀つのイメージを少し
ずつ塗り替えていくことで、誰もが⽣きやすい社会にむけての希望になってほしいです。 

個⼈ 「新しい NHK らしさの追及」について。 NHK らしさを真剣に追及するとすれば、他の⺠放と同じようなくだらない番組
制作をすぐにやめ、報道に徹するべきであると考える。ニュースの中⾝も、BS のニュースと地上波のニュースはほぼ同じ
内容で、全く制作者としての矜持が伝わらない。（特に⽇曜⽇のニュースで⽇曜討論の内容を放送するなど、今⽇も
取材には出ていっていないということが⾒受けられる。どんどん現場に出向き、現場の声を、災害の情報を的確に伝える
公共放送の意気込みで NHK らしさを前⾯に出してほしい。娯楽は⺠放に任せておけばよろしい。 

個⼈ NHK の今後の収⼊のあり⽅ 現在国⺠から徴収し１部政府税⾦補助受けていると思う。今後報道機関としての中
⽴性と独⽴性と正当性を保つため以下の⽅法で収⼊獲得する。 収⼊は以下３つに分け徴収し、収⼊配分を各３
３%ずつにし、かたよらないようにする。 １，国⺠から徴収する。NHK 全収⼊の 1/3 を広く国⺠と契約し収⼊確
保。ただし、現在のようなヤクザのような⼈たちによる取り⽴て訪問徴収は⼀切やめる。NHK もヤクザ組織と世間で解
釈してる⼈も多く評判悪い。 今後は、１⼈１⼈ときちんとした契約書締結する。テレビあれば⾃動的⽀払い義務あり
の取り決めは廃⽌する。ただし契約しやすいよう国⺠⽀払い価格は現在の１/3 にする。不⾜分は以下２，３で補
う。 なお過去 NHK 内部や取引先で不正事件あり損害発⽣し信⽤失墜した。これを防⽌するため社員や取引先と
は不正事件ある場合は該当者に⼀切の損害賠償する契約結ぶ。また国⺠との契約も不正事件あった場合⼀定期
間は国⺠⽀払いに免除する契約とする。 なお契約しない国⺠には地上波放送のみの受信とし契約した国⺠には地
上 BS 両⽅⾒れることにする。 2，⽇本は経済⽴国であるため企業コマーシャルを解禁しコマーシャル収⼊得る。ただ
し、⼀定の企業にかたよらずどんな報道もできるように(極めて中⽴性報道を確保するため)１企業のコマーシャル収⼊
は１社１千万円以下として制限（上限）を設ける。ある特定企業に偏らせない。報道に特定企業⼲渉受けないよ
う平等配分する。仮に⼲渉した企業は２度と再契約しない契約とする。報道機関としての独⽴性を担保する。またコ
マーシャル収⼊は NHK 全収⼊の 1/3 を限度とする。 3，残りの 1/3 収⼊は政府機関（または地⽅⾃治体）から
の補助⾦としてこれは時々の特定の政府からの契約という意味でなく国⺠の税⾦（国⺠）と契約したことを契約書に
明記する。また、いかなる報道も政府⼲渉しない契約書を結び独⽴性確保。また、地⽅⾃治体とも補助⾦受付でき
るようにしてこれも収⼊は上限を設けこれは各 NＨK 地⽅事務所が徴収。政府収⼊と地⽅⾃治体収⼊合わせ全体
収⼊の 1/3 にする。 
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個⼈ NHK 次期経営計画案を拝⾒させていただきました。 この案に加えて、私は、NHK で⾏われているある取り組みも改
善してほしいと思っています。  NHK アーカイブスに保存されていない番組（おもに 1980 年代以前）の録画・録⾳
テープを視聴者に対し提供を呼びかける「番組発掘プロジェクト」の予算および作業環境を⾒直してほしいです。  
2013 年に同プロジェクトが発⾜されて以降、視聴者や番組関係者から、「⾚ひげ」「少年ドラマシリーズ」「ステージ
101」「ひるのプレゼント」「連想ゲーム」など、NHK に残されていなかった過去の番組のテープが、番組発掘プロジェクト
に提供・保存され、番組公開ライブラリーや上映会などで、再び⽇の⽬を⾒ることになりました。  しかし、その裏で活躍
している番組発掘プロジェクトのスタッフは、わずか 10 名ほどしかいません。それに加え、選挙の時期に⼊ると、応援の
⼿伝いに駆り出されるため、⼈数不⾜により、発掘活動が思うように進まないそうです。  また、番組発掘プロジェクトの
宣伝する場が⾮常に限られており、同プロジェクトのホームページ・NHK のイベント・関東ローカルの情報番組が殆どで
す。かつてはチラシも制作していましたが、現在は予算の関係上、新たなチラシが作れない状況になってきています。こ
れらが原因で、番組発掘プロジェクトの知名度があまり⾼くないのが現状です。  近年、YouTube 等の動画サイト
で、テレビ番組の映像が違法アップロードされており、NHK アーカイブスに保存されていない過去の番組の動画もたくさ
んアップロードされています。しかし、著作権法上の関係で、NHK 側からは、削除要請しか出来ないのが現状です。 
中には、NHK に残っていないことを知りながら、あえてビデオを提供せずに、動画サイトに違法アップロードし、視聴者の
興味をそそらせようとする⾃⼰顕⽰欲の強い悪質な投稿者もいます。これは、NHK の過去番組を後世に伝えようとし
ている番組発掘プロジェクトの思いを踏みにじる⾏為であり、⾮常に悲しくなります。アップロードした動画の投稿者を特
定し、その⼈に対し、ビデオ提供命令を出せるようにしてほしいです。  今後 NHK は、⽇本在住のすべての⽅・⽇本
国籍の⽅・学校・郷⼟資料館・博物館などを対象に、番組発掘プロジェクトへのビデオ提供を義務付けてもらいたい。 
現状、受信料の⽀払いが、NHK からの義務であるにも関わらず、ビデオ提供に関しては、すべて提供者のご厚意だけ
なのが、腑に落ちません。 また、遺品整理・断捨離・将来起こる災害等の影響で、今後も貴重なテープが少しずつ失
われていく可能性があります。中には、過去の録画テープをネットオークションに出品する⽅もおり、ビデオコレクターによっ
て落札されるケースがあります。  そうした事態を防ぐべく、NHK は全国の視聴者に対し、番組の録画・録⾳テープの
提供を義務化するべきだと思います。 番組発掘プロジェクトには、NHK アーカイブスに残されていない番組を、この世
からゼロにすることを⽬標に、あらゆる⼿⽴てを使って、取り組んでもらいたい。  これらの課題点を踏まえて、番組発掘
プロジェクトは、以下のように改善してほしいです。 (1)プロジェクトの予算を増やすこと。 (2)スタッフの⼈数を増やすこ
と。 (3)全国⺠に対し、ビデオの提供を義務付けること。 (4)動画サイトに NHK 映像を違法アップロードした投稿者
に対し、ビデオ提供命令を出せるようにする。 (5)（亡くなった等の理由で）NHK を解約する際、必ずビデオテープを
番組発掘プロジェクトに提供すること。 (6)全国各地の NHK に、録画テープを寄贈受⼊できるカウンターを設置す
る。 (7)アーカイブスに登録された番組は、1 年以内に何らかの形で再放送・公開する。 (8)アーカイブス未保存の番
組のテープを提供した⽅に対しては、⼀定期間受信料の⽀払いを免除（あるいは割引）する。 (9)テレビ・ラジオ放
送のタイムテーブル（番組編成）に、週に 1 ⽇ほど、発掘番組枠を 2〜3 時間ほど設ける。 (10)NHK アーカイブス
未保存番組をゼロにすることを⽬標にする。  この意⾒は、経営計画の 5 つのキーフレームの⼀つである「社会への貢
献」（⽇本各地に残る伝統的な⽂化や芸術、歴史遺産を記録して未来へ伝える）に通じるところがあります。NHK
は開局当時から数多くのドキュメンタリー番組を制作していますが、1970 年代までの番組の多くは、アーカイブスに残
されていません。  こうした番組を含めた NHK の過去のコンテンツを、番組発掘プロジェクトの活動を通して、後世に伝
えていくべきだと思います。2023 年にはテレビ開局から 70 年を迎えます。番組発掘プロジェクトの予算・作業環境の
⾒直しを、⼼から願います。 

個⼈ ⾳声波について、R1，R2，FM の３体制から２波へ整理するとの案が⽰されているが、反対である。理由としては
以下の通り。 ①災害時にラジオは貴重な情報ツールとなる。東⽇本⼤震災の際も、AM、FM で不明者の捜索などを
⾏なったり、避難情報を流し、多くのメリットがあった。今後もアクセスしやすくし、R2 で学習番組等を流すことで避難
⽣活などにも役⽴つ。 ②ラジオは視覚障碍者、⽼⼈、⻑期⼊院者、仕事をしながらの視聴者がおり、特に R2 にお
いては、聴取率は低くてもその番組ごとに必要とする⼈がいる。語学学習などは、低コストで効果の⾼いプログラムが多
い。ネットへのアクセスよりも総体のコストはラジオが安い。安易にネットに転じて廃⽌すべきでない。 ③ラジオ制作にか
かる費⽤は低廉で、多くのロケ機材や出張費を伴う BS 海外取材などに⽐べればその費⽤の⼩ささは明らかである。
費⽤対効果を考えるべきである。 
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個⼈ ⺠間企業でいえば⼦会社あるいはグループ企業がやたら増えた印象。必要があってのことかもしれないが、ある意味、
放送界での寡占企業にみえる。受信料という⺠放にはない安定した収⼊に胡坐をかいているのでないか。またニュース
報道も公共放送という位置づけから左右どちらでもない公平さを望むが、政権寄りなのでないかと感ずることもある。ニ
ュース報道を⺠放と⽐較すると、ＮＨＫは⾻格を報じ、⺠法はそれに⾁や脂肪を添えて旨味ある内容になっている。ど
ちらも楽しんでいるが、公共放送でも批判があれば批判を報じることがあってよいのでは。 

個⼈ 「⽇曜討論について」 討論というならば、以前のように各党トップを招き討論番組とするべき。菅官房⻑官だけの出演
で討論とは⾔えない。このような偏向番組はいらない。  「ニュースについて」 会⾒で発表された情報を右から左に流す
だけの放送はやめてもらいたい。 また、事実をわざと⾔わないでおくのもよくない。国⺠のための公共放送なら情報の善
しあしの判断は保留し、すべてを知らせるべきである。 また、独⾃取材をしてその情報を流してもらいたい。  「バリバラ
について」 ⾮常にいい番組で、マイノリティーやダイバーシティについて考えるのに⼤変啓蒙的ないい番組であるので続
けてもらいたい。 

個⼈ ⾯⽩可笑しい番組ばかり多い中ではあるが ⾼校⽣、⼤学⽣、新社会⼈など若い世代を対象とした社会問題に焦点
を当てた番組がもっと欲しい これはとても⼤切なことと思う 社会の仕組みなどもよくわからないまま社会に出てる若者も
少なくない ポイントは対象を⼦供扱いしないこと 進⾏がゆっくり過ぎ、丁寧過ぎ、⼦供っぽ過ぎると、たちまち⾒る気が
失せてしまう 

個⼈ 政府から独⽴した⽴場を堅持し、国⺠の命と暮らしを守る視点から政府をチェックする機能を持ち報道する。そのこと
により国⺠の信頼と⽀持を得る NHK となる 以上のことを経営⽅針に盛り込んで頂きたい 

個⼈ 「ＮＨＫらしさ」は、ニュース報道のみにして、「シンプルなＮＨＫ」にすべきです。  ＮＨＫの受信料徴収が嫌で、テレ
ビを持たない⼈が増えています。 これでは、テレビ離れが進み、公共放送としての役⽬を果たせません。 受信料徴収
を廃⽌して、全額税⾦で運⽤すべきです。 その場合、⼤幅に業務縮⼩が必要です。ドラマやお笑い番組は⽌めるべ
きです。  そもそも、受信料で運⽤されるＮＨＫが、⺠放と競争するのは、不公平です。 公共放送は、ニュース報道
のみに限定すべきです。 

個⼈ 「１．安全・安⼼を⽀える」 NHK プラスはワンセグがあるので必要ない。無駄な⽀出を抑えるべき。  「２．新時代へ
のチャレンジ」 ３D やＡＲ・ＶＲ、インターネットを活⽤したコンテンツは公共放送に必要ない。  「３．あまねく伝え
る」 インターネット配信は必要ない。国際放送は税⾦からのみで良い。  「４．社会への貢献」 ⼣⽅の地域のニュー
スの時間が短いので増やすべき。 これからの地域の催し物などの情報が無く、後⽇ニュースで知る。 記者会⾒などが
⼊ると地域のニュースがカットされる。 ５時台は地域枠にし地域の情報やニュースの詳細などを伝えるようにするべき。  
「５．「ＮＨＫらしさ」を実現するための⼈事制度改⾰」 給与を増やそうとしているだけなのではないか︖  「◎衛星
波の整理・削減を段階的に実施し、将来的には右旋の１波化に向けて検討を進めます。」 ４K 設備がどれだけ普
及していのかわからないがそもそも４K は必要なのか。 ２K が１波になりスポーツ中継が減ったりしないのか︖  「◎⾳
声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。」 ⾼齢者向けのコンテンツが減るのではない
か︖  「◎ＮＨＫグループ全体で「ＮＨＫらしさ」を⼀体として追求できるよう、ガバナンスを強化」 グループ企業を増
やして結果的に国会の⽬が届かなくなっていないか。  「○収⽀の⾒通しについて」 受信料収⼊が今後減るとなってい
るが事業収⼊⾃体は平成２０年度から平成３０年度で６００億円くらい増えていたと思うが無駄に⽀出を増やし
⾚字に⾒せかけていないのか。  「①構造改⾰について」 受信料収⼊が増えてから外部委託やタレント起⽤が無駄に
増えている。 アナウンサーで済むような仕事までタレントにする必要が公共放送にあるのか疑問。 ６３０億円削減と
なっているが平成２０年度位と変わらないだろ。  受信料契約の委託について ⺠放を含めたスクランブル放送にすれ
ばよいのではないか︖契約者には⺠放の分も含めてスクランブル解除する。これにより無駄な受信料契約の委託費が
削減できる。 この様な働きを総務省にするべき。出来ないなら NHK のみスクランブルでよい。 

個⼈ 新型コロナウイルスの蔓延で、在宅テレワークが推奨されていますが、使っているソフトは、Zoom や Teams といった
海外製のソフトばかりです。  企業の知的財産やインサイダー情報、政治家の会話がおおもとのマイクロソフトなどの企
業には丸⾒えになっている⼼配が常にあります。膨⼤な会話の録⾳データをＡＩで解析される危険性を感じていま
す。この情報が⼿に⼊れば、株式投資に使いたくなる誘惑にとらわれかねません。  そこで、ＮＨＫさんに安全で受信
契約者ならだれでも使えるミーティング⽤ソフトを開発いただけないかというお願いです。テレビやＰＣ、スマホで使える
前提です。  ＮＨＫという安全なブランドをぜひ活かしてもらいたいと思います。受信契約料を基本負担とすれば、受
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信契約未契約の撲滅にも使えますし、この場合の受信契約の⽀払いをカード払いに限定すれば、ＮＨＫ内部の事
務負担も軽減できるのではないかと思います。  ぜひご検討をお願いいたします。 

個⼈ ＮＨＫは有料放送（ラジオ含め法律的には税かも）なので個⼈に有益でありたい。最近の放送を視聴するとフジテ
レビとの番組提携以来から番組に飾りが視覚的に⼜聴覚的に多すぎる。特に聴覚は⽼化で能⼒が変化するのに、番
組の内容に要らないむしろ害のあるバックミュージックがあり、その中には例えば電話の呼び鈴（多種化しているので）
と間違える⾳を使ったり、出演者のバックに煌びやかな飾り、デザインを多⽤して邪魔な演出、医学的にも画⾯の紛ら
わしさが精神的ストレスを感じることがある。ＮＨＫに出⼊りしている、或いはＮＨＫグループ社の為かと勘繰りたくなり
そうな番組制作の材料出費ではないか。最近では専らドキュメンタリーや⾃然、⽂化など静かな番組を選んで視聴す
るような傾向。⾒たくないＣＭ（ＮＨＫも含む）を避けたい。Ｅテレ、ＢＳＰre を選ばせることをしたくない。有益な
番組、ドラマ、報道、真実を報道して欲しい。チャンネル権を国策や経済に取られたくない。ＢＢＣのような世界の有
料放送に成って欲しい。５つの要件を纏めました、お⾦を出すのは国⺠です。以上 

個⼈ ”保有するメディアの在り⽅について”と”インターネット活⽤業務について”  ”衛星波”と”⾳声波”については整理統合
し、NHK らしさを最適に果たす媒体としてインターネットを活⽤すると仰っておられます。そのこと⾃⾝には異論はありま
せんが、展開するコンテンツをどう⾔った観点で整理・拡充するのかが全く分からないので、整理統合ありきの感が拭え
ません。  特に気になるのは、教育（教養）プログラムです。⼤変難しい問題であるとは思いますが、商業主義や単な
る効率重視にだけ基づいて製作するものは⼤幅な質の低下が避けられず、いずれは消滅してしまうのではないでしょう
か。  特に、語学に代表される⺠間も⼿掛けるものについては、皆が学習の機会を得られ機会を提供する事で、公と
しての志を維持して頂き、学⽣のみならず⼩児や⽣涯学習の場を継続して提供頂く事をお願いしたいです。もちろん、
インターネットも含めたメディアの相互補完や、海外メディアとの連携など、新たな試みによるコンテンツ⼀新は必要にな
るかと思います。  昨今は、従来のテレビ放送が⽣活スタイルの多様化や新たなメディアの出現により⼤きく変わらざる
を得なくなっている⼀⽅、ラジオは FM 化しながらもインターネットラジオの出現により世界中に発信する事が可能にな
るなど、むしろ発信の⾃由度が⾼まって来ているのではないでしょうか。これからの⾼齢化社会、特にお⼀⼈様が多くな
っていく中で、より⾝近な存在としてラジオを⾒直し、新たな存在として確⽴していく事は出来ないでしょうか。  ⻑くなり
ました。どうか、単なる商業主義に⾛るのでは無く、ヒトに寄り添ったメディアでいて頂くように切に希望いたします。 

個⼈ 【外部との契約裁量権について】 番組作成はクリエイティブな作業です。そのため、番組作成に関わる⼀切の道具や
材料の⼊⼿⽅法は作成に関わる担当者の裁量に任されているのではないでしょうか︖︖ 放送業務に関わる機材、
題材、⼈材、取材⼿段、作成⼿段などなどは全て視聴料で賄われているのですから、それらを⾦銭を裏付けに公平
性を保つことも⼤事です。 しかし、担当者⾃⾝の裁量で使⽤する機材のメーカーを決め、題材の作家を決め、役者を
決め、撮影する場所を決めるなどのことが、「公共」放送である NHK の公平性には反していると思います。 NHK が外
部の個⼈や法⼈と契約を結ぶ場合は担当者ではなく、⼀元化した窓⼝を通して⾏うべきではないでしょうか︖︖ 現
在の NHK は⼆世タレントの採⽤や外部の新規技術の提案ができないなど、内部の担当者と懇意でなければ採⽤に
繋がりません。 製作者の希望を⼀箇所に集約して NHK が契約を結ぶ仕組みと、外部からの提案は全て受け⼊れ
全職員が閲覧できるような仕組みを⾏うような部⾨があればいいのではないでしょうか。 パナソニックでは「グローバル調
達社」という組織がすでに活動しています。公共放送である NHK にあっては、より厳格な運営をすべきだと思います。  
【⾔論の⾃由について】 ⾔論の⾃由とは好き勝⼿なことを⾔って良いという意味ではなく、為政者に対しモノを⾔える
⾃由です。 現在の報道番組は全て同じスタンスに⽴っているように思え、為政者へモノを⾔う⾃由を制約しているよう
に思えます。 中庸を得るには、右寄り、左寄りの意⾒を知らなければ得ることは出来ません。 番組毎にでも、右寄り、
左寄りの報道を視聴して初めて中⽴としての⽴場を知ることができます。 ⺠放にあっては中国寄り、韓国寄りと感じる
報道番組があります。ステルスマーケティングと思われることがあるので、右寄り、左寄りと⽴場を明らかにして報道されて
はどうでしょうか︖ 視聴者の⽴場を決めるのは視聴者⾃⾝です。  【常識の捉え⽅】 警察官も⾃衛官も男性は室内
では脱帽します。男性の室内の脱帽は⽇本の礼儀によるものと思います。 しかし最近はファッションの⼀部として室内
での着帽している場⾯を⾒る機会が増えています。画⾯に映った着帽している⼈が礼儀に反し着帽したのは誰かがや
っていたからと⾔うと思います。 ⾔葉は⽣きているので様々な表現が⽣まれ廃れ、⼀部は⽣き続けますが、礼儀を含む
常識にあっては、放送コードがあっても良いのではないでしょうか。 ⺠放はどうであっても、公共放送は「常識」を放送コ
ードとすべきだと思います。 報道で使われる表記も、縦書きなら「運動会で【⼀】位になった」とすべきですが【１】位と表
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記されることがあります。NHK で表記されるようになって⼀部の新聞でも⾒られるようになりました。 新型コロナウイルス
感染が広がって半年以上経過しています。 これまでの間に韓国や中国で新たなウイルスが⾒つかっているという情報が
ありました。 いつまで仮称で呼ぶのでしょうか︖ NHK の報道番組でもアナウンサーが中国武漢で初めて⾒つかった肺
炎コロナウイルスを、新型コロナ、コロナと呼ぶこともあります。 これまでイスラム国を IS と呼び⽅を変えたところ、他局も
⼀⻫に変えたと記憶しています。 NHK は公共放送なのですから、⼿本となるべきと思います。   ⼤⼝を叩かせて頂き
ました。ゴメンナサイ もしこれらの意⾒を公表して頂くことがありましたなら、匿名で公表して下さい。 

個⼈ １）衛星波の整理削減策について ・BS２K、４K への整理に反対   ①現⾏の BS1 の Quality で⼗分(視⼒
が追付かない)   ②過⼤な設備投資〜費⽤対効果を考慮 ・メジャーリーグ野球放送︓フル中継 or 録画からハイ
ライト版への⾒直し ・⼤相撲中継︓幕ノ内以下の取組フル中継から廃⽌⼜はハイライト版へ ２）⾳声波︔3 波⇒
2 波への整理削減 ・スポーツ中継の⾒直し︔中継番組の削減‥‥聴取者⼈⼝とのマッチング ・⾳楽番組の充
実︔FM 波に統⼀、ライブ番組の充実 ３）その他…右翼ではありませんが ・韓国番組の放映廃⽌‥‥現⾏の韓
国政権下では看過できない。 

個⼈ ２回⽬です。  ⻄暦に統⼀していただきたい。昭和、平成、令和を使われると頭の中で計算して今から何年前とかで
⾮常にややこしくなり頭が停⽌します。書いてあるのを読むのならともかく、放送は流れですので聴くほうは本当に困りま
す。今の時代に和暦が本当に必要ですか︖ 

個⼈ 時代とともに組織が変って⾏くのは当然だが、今回の合理化で忘れてならないのは弱者への配慮である。仕事が無く
なる事によって⾮正規の⼈達にしわ寄せがいってはならない。むしろこれまで以上のオファーで報いるべきと考える。業務
の⼤半は彼らによって⽀えられ維持されてきたのだから︕ 

個⼈ ⾳声波について R2 をなくしてしまうのは反対です。 語学学習等に特化したチャンネルが無くなるということは語学学習
等の番組が R1 若しくは FM に編成されるということになり、語学学習をしたくない⼈には⽿障りでしょうし、学習をした
い⼈にはオンエアーが減ってしまうので双⽅にとってデメリットしかありません。 R2 は残してください。 

個⼈ かつて、富⼭放送局において参加させていただいたものです。 当時の経営委員⻑は数⼟委員⻑でしたが、番組の編
成権はあくまでも編集局のあって、経営委員会には、無いとのお話でした。しかしながら、私は、当時の番組のなかで、
台湾の声が間違っていると提訴されたのを、知っておりましたので、その旨を申し上げました。当時の富⼭局は、⻘ざめ
ておられましたが、どうやら、戦後、どの局にも、在⽇朝鮮⼈の⽅が採⽤されており、今や編集局は、乗っ取られている
状態ではないでしょうか。また、朝鮮⽇報⽀局さえも、本局内のあると聞きます。NHK は、法外に受信料が⾼額であ
り、番組内容がときどき偏向しております。番組内容は、優しすぎます。これは、特殊詐欺に通じていると思えてなりま
せん。ですから、⾼額な受信料と番組内容に不満があるから、NHK から国⺠を守る党さえも、表れてくるのです。宜し
くお願い致します。 

個⼈ ①.番組制作について 朝ドラや⼤河ドラマが中⼼にマスコミや雑誌等に評価や視聴率が載りますが、その他の番組制
作も⾮常に丁寧で若い⼈から年配者までわかりやすい内容になっていると思います。個⼈的には週末に放送されてま
した時代劇を楽しみに視聴しておりますが、できる限りこれらの番組を継続して放送していただければと思います。特に
歴史上の⼈物登場では⼤河ドラマに偏りがちですが、それだと⼀年間の⻑丁場になります。現在の新型コロナ感染の
影響で『麒麟がくる』は途中で中断しなければならなくなり、役者さんも撮影のため⻑期間拘束しなければならなくなる
ので、今回と同じ事態になった場合は収拾が⼤変です。それなら、3 カ⽉サイクルくらいの期間で終了するくらいのドラマ
を年間４本くらい制作した⽅がよいのではと思います。  ②.⼈事政策（適材適所） NHK 内部の⼈事組織のことは
良く判りませんが、番組担当の MC（NHK 社員の⽅）の⽅が何も問題無いのに急に交代される場合が時々ありま
す。ニュースウオッチ 9 や朝７時のニュース番組の⽅の交代もありました。NHK は今の●●（旧国鉄）と同じように
親⽅⽇の丸の影響はあると思いますが、NHK 経営陣のトップの⽅はその影響を最⼩限に留める努⼒をする必要があ
ると思います。そして全社員を守るという使命感を持って先頭に⽴たなければ真の公共放送の使命感は保てないと思
います。 ニュースは真実を伝えることと、それを伝えるアナウンサーの⽅は国⺠の代弁者という時もあります。悪いことは
悪いという事を明確に発⾔すること、それが多少政府批判になろうとも、それが理由の組織変更や更迭は絶対に避け
るべきだと思います。 永年 NHK を視聴しておりますファンとしては、優秀な⼈材が何故急に異動になったのか、その原
因はおおよそ⾒当は付きます。それは皆さん同じだと思います  ③.BS 放送の件 地デジも BS も両⽅楽しませてもらっ
てますが、楽しみにしていた番組を時々⾒忘れることがあるので、BS での再放送は⾮常にありがたい事です。再放送
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があるかどうかわからないことが多いので、できれば現在の⼤河ドラマのように最初から再放送するものは事前にアナウン
スしておけば良いと思います。  ④.視聴料徴収の件 未だに NHK 放送を⾒ながら視聴料を⽀払わない⼈たちが⼤勢
居るらしく疑問です。 全ての番組をこれだけ熱⼼に制作している放送局は⺠放にはありません、それは番組制作者の
⽅もスタッフの⽅も役者さんも⼀番よく分かっておられる思います。 スポンサーがない状況なので当然出演料も⺠放より
低いと思いますが、良い番組を作るという努⼒は他局に劣ってなく、視聴者にはわかっていると思います。 それでも視聴
料を払わない⼈には最初から映像が映らないような設定（そのような機器があるかどうか不明ですが）してはどうでしょ
うか。 視聴料を払わない⼈に限って恐らく NHK の番組は⾒てると思います、⼈間の欲を備えた⼈で得をしたと思って
るでしょう。NHK を真から楽しんで視ている私からすれば許せないと思います。財源確保のためにも視聴料を確実に徴
収する⽅法を考案することが最優先課題であり、これが⼀番⼤事なことではないでしょうか。  ⼤してお役に⽴たない意
⾒ですが、今後も楽しく視聴させていただきますので、良い番組を作って戴きますよう願っております。 

個⼈ NHK の好きな番組新⽇本⾵⼟記イッピン⾥⼭歴史に関するドキュメントワイルドライフグレートトラバース岩合光昭の
世界ネコ歩きワンワンドキュ世界ふれあい街歩き視点（ニュース 天気予報（特に●さん）防災関係）・早寝早起
きの 70 才の⼥性です。AM4︓頃起きて即 NHK をつけますおだやかな⾳楽と⽬にもやさしい番組が好きです時々演
芸がありますが早朝の時間帯にはあまり⾒たくないです・NHK のニュースはアナウンサーも落ち着いて話すのでわかりや
すいです●さんの天気予報はわかりやすく好きです・岩合さんのネコ歩きはいつも昼の再放送を⾒ます。夜 10 時から
の番組ですが家族全員が⾒れる時間帯に変えてほしいです・歴史番組は NHK が数多く放送していますがわかりやす
いです誰もが NHK らしい番組を望んでいるのはやはり⽇本のすばらしさをとりあげた番組だと思います。個⼈的にはお
笑いは好きではないのでこれからも益々わかりやすい⾊々なドキュメントをお願いしたいです 

個⼈ 「ほゆうするメディアのありかたについておんせいはは（AM・FM）へのせいりさくげんにむけてけんとうをすすめます」のとこ
ろで AM の第 1 第２を１つにするのに反対ですラジオ第 2 は語学がくしゅう、⾼校こうざなど、⼩中、ようちえんから⽼
⼈まで TX さえこうにゅうすればべんきょうすることができます私も 59 才ですが、もう少ししたらえいごとか中ごくご、アラビ
アごをまなぼうとおもっています NHK のしちょうりょうをはらうのも AM の第 2 ラジオがあるからなっとくしてはらっています
TV もありますがラジオがききやすくつづけやすいですおねがいします NHK ラジオ第 2 をなくさないで下さいそして第 1 ラ
ジオも⽔よう⽇よる８じ 5 分からの「いちおしうたのパラダイス」、「ラジオしんやびんビギナーズ」などひつようです AM の 2
波をとう合しないでください 

個⼈ NHK は⽇本を救う、NHK を利⽤し選挙改⾰① ⽴候補者達によるディベイト⽅式直接議論を放送（M.C が重
要）② 1 回 2 時間 選挙期間中 4~5 回、同じものを 1 ⽇ 3 回以上時間をおいて放送③ インターネット、はり
紙、ポスター、集会、選挙カー全て禁⽌〔メリット〕① 国⺠の政治経済への認識向上② 議員の質の向上（今は最
低）③ 政党交付⾦がいらない、⾦のいらない選挙、不正がなくなる今のマスコミの選挙報道は結果速報の 3 ⾯記
事。本当は選挙前報道が⼤切。 

個⼈ 全体的な今後の⽅向性として、いろいろと現実的には批判的意⾒もあるだろうが、国⺠的放送メディアとして、内容が
充実しているほど、対価として適正利益は享受してよい。そのことを前提にして、今⼀度コンテンツを⾒直すべきである。
具体的には、韓流ドラマの放送を全⾯的に禁⽌すべきである。今や明⽩な事実だが、韓流ドラマは、⽇本のトレンディ
ドラマのコピー商品で、韓国の世界攻勢戦略の⼀環であるトロイの⽊⾺である。整形⼈造美⼈でお茶の間を油断さ
せておいて、⽇本のすき間すき間を⽀配占領しようと画策する悪魔の思想害毒である。公共放送の⽴場に⽴つＮＨ
Ｋは、単に新しいものに⾶びつくのでなく、いったいその作品がどのような意図で制作され、どのような社会的効果をもた
らすのかという深層構造まで分析吟味したうえで、意思決定すべきである。そのような観点から、同様に、華流ドラマも
全⾯放送禁⽌すべきである。国⺠を思考停⽌や批判停⽌にさせたままではいけない。 また、世界は⺠主主義の危
機にあるというよりは、各国各地で独裁者の続発と台頭による共産主義（全体主義）という名の悪魔独裁化の危
機の時代であり、せっかく学問的に正しい規範的理念があっても、⺠主主義は歪められ、矮⼩化され、機能不全化さ
れてきたというのが実態である。わが国の⾃由・⼈権・⺠主主義の三種の神器を守り、発展させていくためには、⼤なる
勇気をもって悪魔たちと対決し、完全なる勝利をおさめていかなければならない。悪魔に交渉は通⽤せず、⼼のない連
中に改⼼を期待しても全くの無駄である。⼈類史における悲劇は、異なる原理原則の社会同⼠も、経済や交易を続
けていけばいずれ融和が訪れるという根拠のない⼤なる錯覚がもたらす戦争という愚⾏の葬列の無限の繰り返しであ
る。共産主義と資本主義、仏教と他教というように、社会運営原理や宗教、⺠族や地域性等⼤きな対⽴軸はいくつ
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もあるが、いずれにせよ現実的な最善の解決策は、棲み分けしかない。分相応という分別を万⼈が⾝につけることによ
ってしか、現実的に平和な未来はないだろう。 このような観点から、公共放送たるＮＨＫは、理想郷でなく現実郷を
追求すべきであり、個⼈の政治家を悪魔的に崇拝するような悪習を世界から無くしていくような放送内容体系を構築
するとともに、⽣涯学習を前提としつつも、各個⼈が真の潜在的能⼒特性を⾃⼰実現していけるようなコンテンツづくり
や情報発信をＥテレ等を中⼼に進めていってほしい。 今現実に⽣きている⼈々はもとより、未来永劫⽣まれてき続け
る⼈々も含めて、⽇本という国家の品格を決定づけるのは、国⺠の良⼼と良識の総和である。内⾯を磨き⾼め続け
れれるかどうかで、わが国の運命も決まってくる。ＮＨＫは、国家的公共放送機関として、真摯にそのことを⾃覚し、こ
れまで以上に模範国⺠の育成に資する強い社会的役割を果たしてもらいたい。 

個⼈ NHK 経営計画意⾒募集係様拝啓、朝顔がやっとのことで咲いております。平素より貴社様の FM 放送で AM6 時
からの「古巣のたのしみ」や「お能」、夜 7 時 20 分からのクラシック⾳楽番組と夜 7 時からのニュース、⼣⽅ 6:50〜の
FM 横浜ニュースを中⼼に拝聴しております。昔はイタリア語の AM 放送、そして今も時おり英語やイタリア語、フランス
語、ドイツ語等の番組と、ラジカセでヘッドホンをつけて拝聴しております。ありがとうございます。インターネットによる配信
になるそうですが、私はアナログ波で現在の使⽤している携帯ラジオや、ラジオカセットのが聴けなくなるのでは︖と危惧
しております。毎⽇、ラジオは寝ながらでも家の中で聴けるので、疲れている⾝体と⼼にはラジオカセットからの放送が必
要なのです。私は⼼と体と不⾃由にしておりますので、ただコンセントに差し込んで、新聞のラジオ番組を必ず⽬を通
し、⼤好きな療法でクラシック⾳楽をカンタンなボタン操作で⾃動的に番組の数字に合わすことができます。お気に⼊り
の曲は今でもカセットテープにダビングさせて頂いております。スマホは、少しでもゆびにふれると思いもよらないボタンを押
してしまうので、とても厄介です。そして、収⼊の少ない私には、スマホ料⾦は⾼すぎて現在のようにラジオを⾃由に聴く
ことが減ってしまうでしょう。スマホをラジオ放送するのも健常者や、⼀部の優れた障害者には良いのかもしれませんが、
今⼀度、現在の放送の在り⽅でも良くて、ラジオを⼿軽に聞きたいという視聴者のニーズも採り⼊れて頂きたくお願い
申し上げます。NHKFM/AM ラジオ担当者様⼆〇⼆〇年⼋⽉⼆〇⽇ 

個⼈ 『①構造改⾰について』のみ要望（意⾒）します。 （１）「""作り⽅改⾰""の推進」の中に『・・・競争⼒を⾼めつつ
制作の総量を削減し、あわせて番組委託費を⾒直す。』とあります。   約⼀ヵ⽉前の読売新聞朝刊（⽇付は失
念）に、ＮＨＫの構造改⾰に関わる興味深い⼀⾯特集がありました。その中に、ＮＨＫ過去と現在とのコンテンツ⽐
較⼀覧が棒グラフで分かりやすく⽰されていました。⼀⽬⾒て分かるバラエティとドラマの突出して増加している現状
（約 150〜200％）に、驚きを覚えると共に深く憂慮した次第です。  私の記憶にある嘗てのＮＨＫは質的に良
質且つ量的に適度なバラエティおよびドラマ番組を提供していましたが、近年では⺠放かと⾒紛う、否凌駕するほどの
番組本数になっております。こうしたエンタテインメントが全く不要とは考えておりませんが、このカテゴリーで⺠放各社とし
のぎを削るために競争⼒強化（⾼めつつ）を図るのであれば論外だと思いますし、契約受信料を⽀払っている視聴
者個⼈として⼤いに不満です。   具体的にはジャンルを問わずＮＨＫの各種番組に数多登場する芸⼈やアイドルな
どに⽬に余るものを感じます。そもそも公共放送にこれほどの数のバラエティやドラマ番組が必要ですか︖こうした関連
費⽤も⽀出増加に拍⾞を掛け続けて来たのではありませんか︖この⼿のコンテンツは⺠放各社に任せて是⾮減らして
下さい。  我が家には２０代（⼦ども）から８０代（⽼⺟）６⼈の幅広い世代がおりますが、ＮＨＫで視聴する
番組は、地上波では主に各種報道（ニュース）、野球や相撲中継などのスポーツ番組、ドラマは朝ドラと⼤河ドラマ
のみ、ドキュメントやノンフィクション、Ｅテレに加えて国会中継になります。ちなみに⼆⼈の⼦ども（２０代、３０代）
はほとんどＮＨＫは⾒ません。⾔うまでもありませんが若者をはじめ視聴者の⼤多数がお笑い芸⼈やアイドル好きとは
限りません。  私⾃⾝は特にＮＨＫの BS 放送（国際放送番組をはじめ⾃然科学番組や名作映画など）や 4K
番組放送（8K よりも 4K をもっと増やして下さい）の視聴は楽しみにしています。地上波も BS 放送に準ずるような
内容ならば現在の契約受信料にも不満はありません。   最後に、ＮＨＫの意図的なものなのか監督官庁の意向や
圧⼒があるのかは存じませんが、上述した国会開催中の中継が少ないように感じます。本会議はもとより各種予算・
決算・特別委員会中継も私は時間の許す限り必ず視聴しておりますし、運転中はラジオを愛聴しています。これこそ
がＮＨＫが広く国⺠に知らしめるべき公共放送としての役割のひとつであり責務ではないでしょうか︖  以上申し上げ
ましたように、引き続き良質な報道、ドキュメント、教育系番組、国際放送番組、名作映画、スポーツ番組と国会中
継を軸とする番組構成を戴く反⾯、過剰なバラエティやドラマ制作本数を減らして、制作総量の削減を図る番組編成
を強く要望いたします。 
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個⼈ 衛星波の整理・削減については、BS4K・BS8K は優先的に廃⽌し、BS1 と BS プレミアムは絶対に維持してほしい
です。 BS4K・BS8K は⾒る⼈が少ない上にコストがかかるでしょうし、かといって BS1 や BS プレミアムまで合併された
ら J リーグ中継などの存続にも⼤きく響きかねません。 BS1・BS プレミアムの維持に関しては J リーグサポーターとしても
お願い申し上げたいです。現在 J リーグ公式戦の中継はテレビだと NHK ぐらいしかやってくれないので、その分の⽴場
も弁えてほしいです。 

個⼈ 1．意⾒募集を呼びかけた NHK 会⻑が、下を向いて、原稿棒読みでした。 2．良い番組をアーカイブを活⽤し、再
放送をし経費節減に努めること。 3．NHK の受信料総合と BS でセットでとられていますが、徴収率 100％を⽬指
せば今の半額になります。そうすれば徴収率も上がると思います。 4．⼤河とか、朝ドラとか、紅⽩に予算がかかりすぎ
るので、節減の⼯夫をすること。 5．ブラタモリとか、鶴瓶に乾杯とかスタッフが多すぎ無いか︖ ワンカメでとる⼯夫もす
るように。無駄が多いと思います。 

個⼈ 衛星放送チャンネルの削減について   私は⽣放送では NHK しか⾒ない、⼦供のころからの NHK の⼤ファンです。
NHK スペシャルや平野次郎⽒のニュースは学⽣時代⼤変勉強になり感謝しています。 衛星チャンネルの削減を検討
しているとのことですが、４K に移るのは時代の流れとして、４K 対応レコーダーを購⼊しようと思います。しかし、１波
にするというのは反対です。 時代が変わって趣味が多様化し、多チャンネル時代となり、NHK のような教養、⽂化に
富んだ放送局が公のインフラである⼤切な複数の衛星放送チャンネルを削減するというのは NHKBS のファンにとって
⼤変残念なことです。時代に逆⾏していると思います。経営が苦しいのなら受信料の値上げをしていただきたいです。
１波になると、衛星契約を解約する⼈も多く出ると思います。  私は BS1 の攻略 abc ニュース英語と BS スペシャ
ル、BS プレミアムの岩合光昭のネコ歩き、映像の世紀プレミアム、コズミックフロントなどを中⼼に BS を⾒ていますが、
特に攻略 abc ニュース英語は毎⽇７７歳の⺟と⼀緒に⾷事をとりながら楽しく英語勉強し、世界情勢もわかり⼤変
感謝している⼤好きな番組です。レコーダーに録画してリピートして何度も⾒ています。これが無くなると⽣きがいが⼤い
に削がれます。 視聴者が少数でも BS の番組は必須になっている視聴者がたくさんいると思います。NHK にしか作れ
ない番組ばかりだと思います。 コスト削減よりも多様な視聴者のニーズに応える教養⾼い⽂化を創造する放送局
NHK として、受信料を値上げしてでも良い番組をたくさん放送してくださるよう強くお願いします。 これからも NHK に
⼤いに期待し、応援していきます。 ●●●● 

個⼈ １．安全・安⼼を⽀えるの点について意⾒を申し上げます。  今年も、7 ⽉豪⾬、8 ⽉の酷暑と、地球温暖化、気
候変動の影響と思われる気象災害が起こっています。⼀⽅、今年 1 ⽉に世界経済フォーラムで発表された各国市⺠
の気候変動への認知調査において、⽇本は「⼈為的な気候変動が起こっている」と考える⼈の割合が平均より著しく
低くなっているなど、地球温暖化の脅威や、科学的な信頼性、求められる対応についての認知が極めて不⼗分と考え
られます。  また、科学的⾒地から求められる CO2 削減の規模感、スピードと、⽇本で「温暖化対策」として報じられ
る対応法に⼤きなギャップがあります。 例えば、気候危機を回避するには、国のインフラや制度の⼤きな改⾰が求めら
れるのに対して、報道される対策の例は「こまめに電気を消す」「ごみを分別する」などの、⾮常に限定的な効果しかも
たない事例ばかりです。  気候変動の脅威や対応の規模感について、CNN、BBC をはじめとする海外報道機関の報
道の在り⽅と、NHK を含む⽇本のそれとは⼤きく異なり、それが⼀般市⺠の気候変動に関する適切な認知が⼩さい
要因になっているのではないでしょうか︖  上記を踏まえ、以下を提案します。 ①気候変動の脅威を適切に伝えること
を、将来の社会に⼤きく影響するポイントとして、次の 3 年計画において明確に位置付ける。  ②その際、気候変動
が社会の安定を脅かすという、科学や国連が指摘している内容を適切に伝える。具体的には、温暖化・気候変動の
ニュースを流す際に「シロクマ」の絵や、北極の氷という「⾃分毎にならないステレオタイプイメージ」を避け、⼈々の社会
活動にどのように影響するかをイメージできるような映像を⽤いるなど。  ③気候危機を避けるために必要な削減のスピ
ード、規模感を適切に伝える。 その基礎として、IPCC らが発表している「カーボンバジェット（気温上昇 1.5 度、2
度以内に抑える上での排出できる温室効果ガスの上限）」についてきちんと報道・解説する。  なお、過度に報道姿
勢のバランスを取る観点から、温暖化問題や再エネ問題に関する討論番組では、産業界の意向を受けた有識者が
多く登場します。原発問題の際にも、 原⼦⼒村お抱えの学者らが神話を作ったことが指摘されていましたが、それと酷
似する構造が温暖化・気候変動、エネルギー問題でも数多く⾒受けられます。 産業界の意⾒を報道すること⾃体は
必要と思いますが、産業界（特に重厚⻑⼤産業で、温暖化対策に反対する業界）の⽀援を受ける NPO や研究
機関の発⾔は、それら⼈物の所属・経歴などを明らかにしたうえで報道するべきと思います。 （NPO 法⼈や、研究機
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関の中には、事実上産業界に属しているものもあり、その実態について明らかにしたうえで報道すべきかと思います）  
これは、過去の原発事故の反省に⽴ち、「安⼼・安全」を⽀える情報提供の有り⽅として、繰り返してはならない重要
事項だと考えます。  正しい知識に基づいて、⾃らの社会の在り⽅を各⼈が考えられるよう、上記を踏まえた適切な情
報提供を求めます。  なお、⺠間放送は、スポンサーの意向に左右される点も鑑みると、このような適切な情報提供
は、公共放送たる NHK こそが率先して⾏うべき事柄だと考えます。  よろしくお願いします。 

個⼈ 静岡県湖⻄市住⺠ですが、最近猛暑で話題になった浜松市に通っております。また、昨年は台⾵により⽔供給が⽌
まり、お⾵呂に⼊れない⽇が数⽇続きました。温暖化・気候変動が本当に起こっているんだと実感しています。  このま
ま⼤型台⾵や洪⽔、猛暑が続いていったら⾃分の健康及び経済は持つのだろうか、国は災害⽀援や国⼟強靭化ば
かり続けられるのだろうか、もっと根本的に解決しなければいけないのではないか、と⽇々不安に過ごしております。温暖
化・気候変動の影響や対策状況についてもっと取り上げてくれると⼤変助かります。 

個⼈ NHK が中⽴公正な⽴場での情報発信を⾏うと理解しつつも、国⺠がその⽣きる国に対し、より責任と⾏動⼒をもって
⽣活することを励ます組織であったほしいと思います。例えば、私はこの 3 ⽉に転職し、そこで気候変動について学ぶ
機会がありました。私たちが守られている根拠、そして果たすべき役割が記載されている法律を⾒ると、気候変動適応
法という法律の中には「国⺠の努⼒」という項⽬があります。そこには「国⺠は、気候変動適応の重要性に対する関⼼
と理解を深めるとともに、国及び地⽅公共団体の気候変動適応に関する施策に協⼒するよう努めるものとする」とあり
ます。 しかし果たして国⺠はこの努⼒ができていると⾔えるでしょうか。私たちにこうした努⼒が法律として求められてい
ることすら知らない⼈が⼤半なのではないでしょうか。その⼀⽅で国や⾃治体への要求は増すばかりではないでしょう
か。この国に⽣きるということが、やりたい放題⽣きることを保障されているのではなく、国⺠に果たすべきものがあることを
もっともっと伝えてほしいと思います。⼈を作ることができてこそ国が維持繁栄でき、それを伝えられる最も信頼性と影響
⼒の⾼いメディアが NHK だと思います。 

個⼈ 先⽇公開された「NHK 経営計画」を拝⾒しましたが、今、⼈類が抱えている⼤きな問題である、「気候変動」の報道
に関する記述がなかったので、是⾮⽅針に加えていただきたいと思います。 ここ数年異常気象による災害が続き、⼤き
な被害が出ています。また、8 ⽉に⼊って連⽇危険な暑さが続き「NHK ニュース・防災」では、熱中症に厳重な警戒
をするよう呼びかけています。科学者は、社会がこのままのことを続ければ、状況は更に悪くなると警鐘を鳴らしていま
す。 私は 67 歳ですが、私が⼦供の頃に楽しんだセミ捕りやプール遊びなど、夏休みの屋外の遊びは 10 年後には危
険でできなくなってしまうかもしれません。全国⺠的に⼈気がある夏の甲⼦園も同様です。選⼿の健康を考えれば、夏
の開催は困難になり、時期を移すにしても、⻑い休みがなければ全国⼤会は成⽴しません。 洪⽔や台⾵被害につい
ても、地球温暖化の影響で⼤気中の⽔蒸気量が増加したことが降⽔量の増加につながり、被害を拡⼤していること
は気象庁も⾔及しており間違いがないようです。このまま被害が拡⼤し続ければ、「５つのキーフレーム」にある「安全・
安⼼を⽀える」ことは覚束きませんし、増国⺠経済に与える巨額の経済的損失が財政を圧迫することは⽬に⾒えてい
ます。 この問題の解決には、気候変動やそれに伴う災害が発⽣した後で対応することも重要ですが、根本的に温暖
化⾃体の進⾏を防ぐ努⼒が⼤事だと考えます。そのためには国⺠の意識を⾼め、脱炭素に向けて社会の変⾰を促す
ことが必要でしょう。残念ながら、我が国においては、欧⽶に⽐べ温暖化に対する国⺠の意識が⾼いとは⾔えないよう
です。昨年 9 ⽉、スウェーデンのグレタさんが世界に気候変動のデモを呼びかけましたが、⽂化の違いがあるとは⾔え、
欧⽶の都市で数⼗万⼈規模の参加者があったのに対し、⽇本では全国で 5000 ⼈にとどまり⼤きな差があります。し
かも我々⼤⼈たちの参加が少なかったようで、次世代に対する責任を深刻に捉えていないということができます。 この
意識の差を考えると、マスメディアの関わりの違いを感じます。インターネットで⾒ると、英語の気候変動に関わる記事が
多いのに驚きます。⼀般市⺠にとって⾃分の⼒で情報取集をするのは容易ではなく、TV やラジオによるプッシュ型の情
報提供が特に私のような世代にとっては有効だと思います。公共放送として国⺠の信頼が⾼い NHK は、その点で気
候危機問題の解決に⼤きな⼒を発揮できると思います。 2 ⽉以来コロナウイルス感染については、誇張抜きに毎⽇ニ
ュースで報道されています。気候危機問題は、我々⼈類にとってコロナウイルス以上に深刻な問題です。もしそのように
認識されれば、毎⽇報道されるのが当然です。 繰り返しになりますが、経営計画に是⾮、気候危機問題の解決に向
けた報道というテーマを追加し、持続可能な地球環境の維持をメディアからリードいただきたく⼼よりお願い申し上げま
す。  追伸︓蛇⾜ですが、天気予報の⾵速に時速を加えて速さを実感できるようしていただきたいのと、経済の指標に
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株価や円ドルレートだけでなく、円元レートと⾦利（株価より重要だと思います）を加えていただけませんか︖⾦利を
加えることで国⺠の⾦融リテラシーが向上すると思います。 

個⼈ ・毎年脅威を増している「気候変動」についての番組や報道、専⾨性をもった記者さんをもっと増やしてほしい。  ・天
気予報において、気候変動について触れてほしい。「現象（⾼気圧がどう、低気圧がどう）」の解説は不要なので、な
ぜ猛暑なのか、なぜ豪⾬なのか、根本的な背景の解説があると良いです。 

個⼈ 「ひろしまタイムラインについて」公共放送でありながら twitter で平然と差別表現を垂れ流す御社の神経がわかりませ
ん。⾃分が払った料⾦が僅かでもヘイトに加担したのかと思うと⾝の⽑がよだちます。「公共」の意味を良く考えてくださ
い。でなければ、有料放送として、希望者からのみ料⾦を徴収してください。私はこういった意⾒を企業に送ったことはあ
りません。それほど不快でした。 

個⼈ ＮＨＫとして、率先して気候変動対策をしてほしい、経営計画の中で具体的な活動が⾒受けられない。特に⺠法で
は視聴率重視の報道と都合の悪いことは⾊々な圧⼒により報道規制がされている。 その為、ＮＨＫが率先して。気
候変動対策の必要性やその対策をしっかり報道することと、⾃社でも率先して取り組むよう、経営計画に具体的気な
取り組みを追加してほしい。 

個⼈ 最近ではインターネットでの視聴傾向が若者を中⼼に増えているため、地上波での放送を軽視するような⾵潮がある
ようだが、真に国⺠に対して責任ある報道、教育、啓発的放送を⾏うなら、『地上波こそ、放送の真髄である』ことを
肝に銘じて頂きたい。特に昨今の気候変動に始まる異常気象や台⾵災害などのリアルタイムかつ科学に基づいた正
確な報道は地上波にしかできない事と思う。その上で更に⺠放や他のメディア、SNS やツイッターなどの後進の伝達⼿
段に対しての【模範】と【規律】を⽰して頂きたいと切に願うものであります。 

個⼈ 前提として受信料の価格の改定について変更しない旨記載されている。 NHK の顧客対象とその提供価値に対する
効果を具体的に定量的に明⽰いただきその上で中期経営計画を⽴案頂くことが前提として定義する必要と考えてお
ります。 協会が本当に顧客に愛されているのか 第三者の視点で冷静に数字で判断することができる内容が経営計
画と考えております。 

個⼈ NHK の番組編成と報道番組への姿勢について。 NHK は公共放送として視聴者から強制的に受信料を徴集してい
ます。これは NHK が公共放送としての役割を果たしていることが前提となります。戦前、放送が政府の介⼊と統制に
より国策推進機関となり国⺠を戦争へと駆り⽴てた深い反省の下、戦後は放送が権⼒から⾃⽴し権⼒を監視するこ
とを謳った電波３法が⽣まれた。しかし、今の NHK では報道番組の姿勢はまさに政府の広報機関となっています。政
府の⾔い分については⼀切批判はなくそのまま垂れ流しています。また解説委員、特に●●●●解説委員、は安倍
⾸相の⾔説をそのまま繰り返して説明し、⾸相のスポークスマンと化しています。番組編成においても、⺠放と競うよう
なゲストによるクイズやバラエティー番組、歌番組、野球相撲等のスポーツが中⼼で、最近では特に「⾷べる」ことに関
する番組が極端に多い。もちろん、ごくまれには Nースぺやクロ現で社会的問題を取り上げることはあっても、いま⽇本
が直⾯している社会や経済政治等について真っ向から取上げ、対⽴する意⾒をぶつけ合うような番組はほとんど⾒ら
れません。例えば直近では８割以上の国⺠が「国会を開くべきと」考えているにもかかわらず、この問題を正⾯から取り
上げようとしません。政府や専⾨家会議のコロナ対策についてももっと取上げいろいろな意⾒を出す番組を提供すべき
ではないか。いずれにしても、現在の NHK は国⺠の⽴場に⽴つのでなく、政府や経済界の利益を代弁する「公共放
送」となっている。 

個⼈ Twitter のひろしまタイムラインについて。 ⽇記の中に、朝鮮⼈を侮蔑し、憎悪を煽動するような描写が出てくることに
ついて。  韓国と⽇本の関係悪化から、在⽇朝鮮の⽅々に対する深刻なヘイトや差別が繰り返されている中、こう⾔
った描写を註釈などいれずにそのまま垂れ流すことの危険性は考えてないのでしょうか。  ⾝近に在⽇朝鮮の⽅で反韓
感情の強い⽇本⼈から執拗な嫌がらせを受けている⼈を知っているので、あまりの衝撃に居た堪れず意⾒を送りまし
た。 削除だけで済まさず、今引き継がれている深刻な⼈種差別、ヘイト問題(反韓本や番組の多発、朝鮮学校への
不当差別、ヘイトスピーチなど)に焦点を当てて、憎悪を煽るのでなく、相互理解を深めるような番組の制作をお願いし
ます。 
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個⼈ ◎⾳声波は、2 波(AM・FM)への整理・削減に向けた検討を進めます。について 私は BS の使⽤料も⽀払っていま
すが、実質テレビは⽉ 1 時間もみていません。ただ、NHK ラジオにはニュースから語学、⾳楽、趣味に関する番組ま
で、⻑く聴いている番組がいくつかあり、番組制作に関してもとても評価しています。そのために受信料を⽀払っていると
も⾔えます。ネットの聴き逃しも利⽤しています。 TV の地上波、BS の番組欄をみると、確かに⺠放のバラエティと区
別の付かない○○SP と銘打った欄が毎⽇のようにあり、呆れる事もあるのですが、ラジオ番組の質の維持には感⼼し
ています。 AN から FM への統⼀の流れは分かります。NHK-FM が 3 局になるならば⽂句はありません。ラジオを整
理するというのは何を整理するのか具体的に視聴者に⽰してほしいです。 TV についてです。精緻なドキュメンタリーや
解説は NHK にしかできないと思います。⺠放の⼆番煎じのようなバラエティ、ドラマを整理すれば良いと思います。 

個⼈ まず、この「NHK 経営計画（2021-2023 年度）（案）の概要」のパワポが⼤変読みづらいです。 
https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200804.pdf  82 歳のおじいちゃんがイオンのパソ
コン教室に通いながら初めて作ったのでしょうか。だとしてももう少し読みやすくなるはず。  今時、国会でもビジュアルを
駆使した資料使うのに、映像メディアである NHK が 1 ⾏ 45 字の無味乾燥な資料をよく出せるなと思います。令和
ですよ︖⾯の⽪が厚い。  この資料を出す前に誰か⼀⼈でもユーザー視点に⽴てる⼈がいなかったのでしょうか。「こう
いう資料こそデザインあのチームに作らせよう。あそこはインフォグラフィックが得意だから」といった意⾒が出ても良いはず。
このような重要資料にこそ視聴者不在の上から⽬線がにじみ出ますよね。  ということで資料は何⼀つ読んでいません
が、BS の削減には反対です。コロナで世界のニュースへの需要が⾼まってるのに、なぜせっかくの接点である BS を減ら
すのでしょうか。  もしチャンネルを削減するなら、NHK プラスでワールドニュースやキャッチ世界のトップニュースを配信し
ていただきたく。 ⽇本のテレビ局で世界のニュースを翻訳してくれるのは BS しかありません。とても貴重な情報源です。
アルジャジーラの⽇本語化なんて BS だけでしょう︖  もしくは総合のサブチャンネルで 24 時間世界各局のニュース番
組を配信してほしく思います。相撲中継や⾼校野球も良いけど、不要な⼈には苦痛でしかありません。常にスポーツ以
外の選択肢を提⽰してください。 そもそも「総合」を謳うならスポーツに偏った時間が存在すること⾃体おかしいのでは。 
よろしくお願いします。 

個⼈ 番組の内容について 
個⼈ まずは、最近の⼤⼿マスメディア（新聞やテレビなど）は NHK も含めて偏向報道が⽬⽴ちます。これが⼤⼿マスメデ

ィア離れの⼤きな原因だということを理解すべきかと思います。⼀般的には、左翼系メディアから順番に次のように認識
されています。 ●●●●・●●●●●＜NHK＜●●●●・●●●＜●●●●・●●●＜●●●●・●●●＜
●●●●・●●●●● 左翼ならば左翼と宣⾔して報道すれば良いのです。左翼であることを隠して中⽴性をうたっ
て報道していることが問題です。左翼、右翼とは庶⺠感覚によるものです。それを直視せずに対応していることが問題
です。例えば、NHK 福島は、共産党員が主導する活動を知らなかったふりをして、草の根運動として放映されたようで
す。【あまねく伝える】と⾔うのは、「少数派の意⾒を素性を隠して伝える」という意味でしょうか。共産党の活動であるこ
と、NHK は共産党の活動に賛同したこと、この活動は広く国⺠に⽀持されるものだと確信していること、などを冒頭に
説明してから報道すべきです。⽇本には報道の⾃由があるので報道していいのですが、そのためには受信料の撤廃が
絶対必要条件になります。戦後７５年、戦争を知らない世代としては戦争を知ろうと思いますが、NHK の戦争関連
の番組を⾒ようという気になれません。偏向されているのではないかと疑ってしまいます。NHK ニュースの中で街頭インタ
ビューに登場している⼈々が、皆、共産党員に⾒えてしまうのは私だけではないと思います。次に【安全・安⼼を⽀え
る】とは、最も重要な国防についてはどのような論調になるのでしょうか。⼀般的に、今まで NHK は政府批判を繰り返
し、反⽶傾向で、中国や韓国に対しては、サポーターではないかと多くの⼈に思われています。国営放送に求められる
のは、【中⽴公平性】だと思います。【中⽴公平性】が重点投資⽅針の中に⼊っていないのはなぜでしょうか。今後も
積極的に偏向報道をするという宣⾔に思えてしまいます。８⽉ 4 ⽇に⾏われた河野防衛⼤⾂の会⾒はどうでしょう
か。●●●●と●●●●の質問内容は、領海侵犯を再三犯している中国の領⼟拡⼤政策をアシストする質問であ
り⾮常識な内容です。明らかに失⾔を狙った⼀種のジャーナリストの戦略的テロ⾏為だと思っています。これを NHK は
どのように報道しているのでしょうか。中国の漁船が領海侵犯してくるのに、必要があれば⾃衛隊が出動することは当然
だし、機密事項を明かすことはあり得ません。泥棒に鍵のありかを探るような、質問者３⼈でグルになって茶番劇をして
いるように⾒えました。アメリカの情報はいかがでしょうか。●●●、●●●、●●●などはリベラル系メディアなので⺠
主党にとっての⼤本営発表媒体になっているのが実態です。⼀⽅で共和党を⽀持している●●●ニュースなので、特
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に選挙に関して、アメリカの実態を把握するためには●●●ニュースの情報が重要だと思っています。是⾮ともアメリカ
情勢に関して偏向報道がされないように改善をお願いしたいと思います。NHK に求められる最⼤の⽅針は、【受信料
の段階的撤廃】です。多くの国⺠が望んでいることを重点⽅針にすべきです。受信料を徴収されて少数政党の共産
党の活動をサポートするのであれば、⾚旗と同族と⾒られて、順序も変わってくるかもしれません。NHK・●●＜●●
●●・●●●●●＜●●●●・●●●＜●●●●・●●●＜●●●●・●●●＜●●●●・●●●●●。
NHK としては、偏向報道もしていないし、⾝に覚えのないことだとしたら重症かと思います。多くの⼈が同じように思って
いて、受信料を払いたくないと思っている⼤きな理由になっているからです。【社会への貢献】は受信料撤廃が第⼀だと
認識すべきです。【新時代へのチャレンジ】としては、まさに受信料を撤廃することが最⼤のテーマであり、チャレンジング
な試みは、極⼒控えるべきだと思っています。現 NHK 会⻑が過去に度重なるシステム障害の銀⾏トップだったことから
想定すると、何の実績もない放送業界でチャレンジングな試みに⼿を出すことに期待はできないのは、誰もが同じ意⾒
ではないでしょうか。【「NHK らしさ」を実現するための⼈事制度改⾰】は、国益にそぐわない、もしくは国益に配慮しな
いのであれば、完全⺠営化で、受信料撤廃が必要不可⽋だと考えます。誰からも縛られない⼈事を⽬指すのであれ
ば、完全⺠営化と受信料撤廃がマストです。そもそもジャーナリズムと国益とは⼀致しないものです。無理して国に忖
度しないようにするためには国営放送からの脱却が必要と思われます。まとめますと、NHK が⽬指す⽅向は以下のよう
に提⾔します。１．受信料の撤廃 ２．完全⺠営化 ３．庶⺠感覚を直視し、中⽴公平で国⺠から信頼されるこ
と ４．外圧から国⺠を守ること ５．海外の情報を的確に伝えられること 

個⼈ 以下、3 点を述べます。 1、どのような事業体においても新規の経営計画は、前期の計画の総括の上になされるもの
です。特に、公共放送事業は連続性を保ちながら発展させていくべきですから、前期の総括は重要です。その観点か
ら、現段階は概要であっても、今期（案）は前期とは異なる構成のため、その関連が分かりにくいです。前期計画も
内容は多彩で、中期計画としては、もり沢⼭でした。今後、国⺠の意⾒を聞くことになったのですから、分かりやすい、
明解な構成・表現が必要です。そして経営計画⾃体の組み⽴ては、今後将来に渡っての共通の項⽬建てを作り進
めることが重要と考えます。  2、1 ページ⽬での「NHK らしさ」の基本は、「公共的な価値」にあります。“新しい” を冠
するにしても、その基本は変わりません。 前期計画では“公共メディア”実現とうたい、1 ページ中段で、「社会のありよ
うが急速に変化する中でも、-（中略）-健全な⺠主主義・・・考えます。」のこの⽂章が⾮常に重要であり、良くまとま
った表現となっています。原則、すべての国⺠の受信料で成り⽴つ組織であること、それは、国⺠が NHK を育てている
ことを、常に意識しなければなりません。 そこで、今期（案）で脚注扱いになっている「公共的な価値」については、▼
1 番⽬と、▼最後の⽂章を、上記した前期での⽂章全⽂に変え（特に、憲法が定める・・、放送法を遵守し・・は需
要）、本⽂扱いとして、将来の計画においても共通に、“公共メディア”の使命としてトップで使⽤していただきたい。 他
の脚注▼の内容は、「公共的価値」補⾜としてそのまま残してはどうですか。  3、キーフレームの 5 番⽬の“「NHK らし
さ」を・・・⼈事制度改⾰”についてです。 この⼈事制度云々は番組制作現場に直結していくことです。即ち、全職員
においては、⾃分の⾝分に関わってくる重⼤事であり、その評価・考査基準の内容事になってきます。このことは、各⼈
の制作意欲、またその傾向にも影響しかねない⼤きな事柄です。 この⼈事制度は基本的に会⻑以下、執⾏部の権
限事ではありませんか。特に経営委員会が、「⼈事制度を抜本的に改⾰します。」とは、その則を超えているとおもいま
す。 それは、委員会規定第 3 条の 6＝放送法第 3 条の規定に触れることではありませんか。 そうしますと、5 番⽬
の内容は、後段のダイバーシティ云々以前までは、執⾏部が決める具体性まで⾔い及んでいるため、経営計画として
は相応しくないと判断します。 ダイバーシティ以降の⽂章は、⼤きい理念として全⽂を、例えば 2、新時代へのチャレン
ジの最後に⼊れ、キーフレーム 5、破削除しては如何ですか。 以上 

個⼈ ＮＨＫの経営環境は厳しくなっているといわれていますが、経費節減の⼀案としていろいろな番組でいわゆるお笑い芸
⼈を安直に使いすぎていると思います。できるだけ現有のアナウンサーの活⽤を図るべきと考えます。例えば「植物に学
ぶ⽣存戦略」の●●●●アナウンサーのように⼭⽥孝之さんに負けない話術で番組を引っ張っています。 また、現在
の芸⼈への報酬は⺠放に⽐べて⼀番⾼いと聞いている。昭和 30~40 年代は今と同じく経営状態が厳しく芸⼈への
報酬額は少なかったが、芸⼈から⾒るとＮＨＫは全国区のため、たとえ報酬が少なくても全国的に名前が売れると考
え出演していた。 Ｅテレの教育番組でも、芸⼈の出演が多すぎると思います。 是⾮、現有アナウンサーの活⽤を図っ
て経費節減に努めていただきたい。 
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個⼈ 「ひろしまタイムライン」の「シュンさん」6/16 のツイートに抗議いたします。 おそらく同じ件で多数の抗議が寄せられてい
るでしょうが、わたしも加わります。  このツイートの内容はデマです。まったくの捏造です。 敗戦の直前に 朝鮮⼈が「⽇
本は負ける」などと⽇本⼈の前で⾔えるはずがなく、その発⾔を聞いたシュンさんが悔しいけど黙っているしかなかった・・と
いうのもあり得ない。こんな発⾔をすれば ⽇本⼈でも特⾼やら憲兵やらにしょっ引かれて拷問に合うし、まして発⾔の
主が朝鮮⼈では扱いはさらに苛烈でしょう。 それ以前に隣組というか近所の⽇本⼈住⺠から叩き殺される可能性も
⾼い。 こんなシチュエーションはあり得ないんです。  このツイートをした⼈がそれを分かってないとは思えません。 これが
差別をいっそう助⻑すると じゅうぶん理解しながらそれを楽しむ気分で発信したとしか思えません。 つまりこのツイートの
主はネトウヨなんです。  戦後 75 年たっても新たな差別が、国営放送と揶揄されるくらい政権寄りの公共放送から発
信されたのです。 在⽇の⽅々の不安と不快感はわたしたち⽇本⼈の想像を超えるでしょう。 まことに情けなく申し訳な
い思いです。  この 75 年前にツイッターがあったら、という発想⾃体は⾯⽩いと思いますが この件は致命的です。 残
念ですがこの企画は中⽌にすることが最善だと思います。 そして検証番組の放送を要求します。 さらに NHK 会⻑の
責任を取っての辞職を要求します。 

個⼈ ●安全安⼼について 正確で公平、及び迅速な報道を今後も⼀層期待していますが、特に以下の２点に ついて危
惧しています。   ①特に、中国や韓国、北朝鮮、ロシアといった周辺国家にとっては、⾃分の国に 都合の良い報道を
してもらうために、都合の良い⼈間を⼊社させているのは、 当然の対外⾏為と考えますが、このような活動を防⽌し、
正確で公平な報道を 維持するための対応策をきちんと実施されておられますか︖ ⼈事政策とも絡みますが、今⼀つ
不⼗分な印象を持ちます。 ⼼配している⼈も多いので、きちんと謳うべきと考えます。 ②NHK の報動に対する信頼
性についてですが、最近、BBC でしたか、各国の 国内マスコミの信頼性が話題になっていましたが、⽇本でも 4 割以
下となっていました。 これは⼀例ですが、NHK がきちんとした市場調査を実施して、現状把握を⾏い 課題を洗い出し
て、それを経営計画に反映させているという道筋があった⽅が良いと考えます。第三者による公平な市場調査等を実
施し、現在の国⺠の NHK に対する信頼性を今後 3 年間でこれくらいアップさせるというような数値⽬標の設定はいか
がでしょうか︖ ●その他 ４K、８K 化のメリットがよくわかりません。報道や番組の質を上げることが最優先と考えま
す。 

個⼈ 地上波の番組検索で環境や SDGs と検索しても深夜の 5 分番組しか出てこない事態に、テレビって報道ではなくた
だの娯楽番組になってしまったのか︖と絶望するばかりです。 海外では気候変動についてのニュースばかりだと聞きまし
た。⽇本は何を隠したがっているのでしょうか︖⼦どもたちがもう⼦どもを⽣まない選択をし始めています。地球の緊急
事態はコロナどころの騒ぎではありません。 気候変動変動について、危機感を持った報道をお願いします。●●●●
●●さんを特集してはいかがでしょうか︖そして世界で広まりつつあるヴィーガンについて特集してほしいです。 ⼦どもた
ちが灼熱の、もしくは海底の⽇本に嘆く⽇がすぐそこまで来ていると思います。 

個⼈ これでは、⺠間放送局の one of them でしかありません。お⾦についての事ばかりで、⽇本を代表する公共放送とし
ての態度、将来展望が感じられません。⽇本、世界そして地球の将来に対する姿勢を⽰すべきと考えます。今、コロナ
は確かに重要ですが、時間的には⼀瞬のことです。それに対して、グローバルには、気候変動、SDGs、そのもとであろ
う地球温暖化の問題そして⽣態系の問題がずっしりとかかってくるでしょう。また⽇本ローカルとしてはジェンダー、⼈⼝
減少の観点も重要です。それらに対してどう向き合い、主張していくかが、放送のリーダーとしては問われているのではな
いでしょうか。 

個⼈ NHK の地デジ、BS を⼤変楽しく⾒ています。⺠放ではできないかなと思う番組も多く、なのでこれまでのような番組作
りをお願いしたいと思っています。 ⾒ないので受信料は払いたくない、とおっしゃる⽅がいます。そういう⽅もいらっしゃるで
しょう。いっそ、映らなくしたらいいのではないでしょうか。 きっと多くの⽅が⾒ている事に気付くとおもいます。 NHK にしか
できない番組、⺠放以上に⾯⽩い番組をこれまで以上に頑張って作ってください。 

個⼈ ツイート(https://twitter.com/nhk_1945shun/status/1272734320982216704?s=21)内容が、元に
なった⽇記と余りにも違い過ぎます。 
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個⼈ １．安全・安⼼を⽀えるについて、防災情報などは助かりますが、遠く離れた地域の状況を終⽇流し続けて、他の番
組をつぶさないでください。避難情報を適切に届ける必要はありますが、同じ情報を延々と放送する必要はありませ
ん。  ２．新時代へのチャレンジについて、優れたドキュメンタリーやバリバラ、100 分 de 名著のような批判的な視点
を持った意欲的な番組をぜひ継続してください。海外のドキュメンタリーは放送時間があまり良くありませんが、とても優
れたものが多いので、ぜひ継続をお願いいたします。また、朝のニュースはとても重要です。いかに快適に便利に暮らす
かだけでなく、社会問題をきちんと取り上げてください。また、BS ニュースが縮⼩されたと感じています。安易にアメリカの
スポーツ放送によって BS ニュースを縮⼩したり、休⽇には放送しないなどせずに、きちんと世界の⽣の情報を届けてくだ
さい。  ４．社会への貢献について、グローバルな視点による報道をお願いします。タンカーWAKASHIO の座礁など
トップニュースでも良いような出来事の報道がなぜかとても遅かったです。7 ⽉ 25 ⽇に座礁し、モーリタニアの現地の⽅
たちが総出で重油を回収しているのに、NHK で報道されたのはかなり時間がたってからでした。本来であれば、⾸相が
コメントを述べたり、外務や環境省が対応しなければならない⼤事件であったにもかかわらず、ようやく 6 名の専⾨家が
派遣されたのが 8 ⽉ 12 ⽇でした。タイムリーな報道の遅れ、政府の対応の遅れは、COP での⼩泉⼤⾂の発⾔と併
せて、「⽇本は環境問題に配慮していない」、というメッセージを世界中に発信した形になりました。  環境問題、気候
変動、⼈種差別、ジェンダー平等、⼈権、労働など SDGs に沿った明確な理念とメッセージを出すことに失敗すれば、
公共放送の未来も⽇本の未来もありません。政権への忖度に終始せず、普遍的な価値の追求と独⽴した⽴場の堅
持をお願いしたいと思います。また、過度に「⽇本すごい」という⽬線でナショナリズムを煽り、⽇本⼈や⽇本⽂化を本
質化することは、排外主義につながります。また、「私たち⽇本⼈」を強調することは、同化圧⼒を強め、マイノリティの
声を抑圧します。意⾒の対⽴や声をあげることを恐れずに、異なる⼈たちとの共⽣を追求する知恵を様々な番組を通
じて提供してください。今の社会の⽣きにくさを少しでも緩和するような番組制作をお願いいたします。 

個⼈ 重点投資⽅針「2.新時代へのチャレンジ」について要望があります。普段拝⾒しているのは総合と E テレですが、ここ
1〜2 年低俗化が⽬⽴つようになってきたと思います。若い⼈へのアピールなのかもしれませんが、芸⼈やユーチューバ
ーの起⽤、SNS の引⽤・連携はうんざりです。お⾦を払っているのに中⾝のない⼈物やコンテンツは⾒たくありません。
またバラエティは⺠放のような下品さを感じることも増えてきました。ユーモアあるもう少し硬めの知的バラエティを希望し
ます。NHK らしいクオリティの⾼い番組制作に期待いたします。 

個⼈ 豪⾬・酷暑の報道が盛んにされていますが、その根本に⼈間活動が地球の限界を越えている事実があることへの取り
組みがみられません。具体的には、たとえば持続可能性、気候危機、地球システム、⽣命維持システムといったキーワ
ードが、経営計画では触られていません。  現実に起きている豪⾬・酷暑の根本原因を解明し、それを解決に導く努
⼒は世代を越えた社会全体の協⼒が⽋かせません。そしてこれこそ、NHK がその本分を果たすことができる分野です。  
私⾒ですが、⽇本の報道機関はこの問題への理解が不充分で、結果として、「過去の遺産を⾷い潰し、負債を未来
に押し付ける」現役世代に益してしまっています。  今や、地球環境問題、特に温暖化、の前倒しでの発現によって、
負債を押し付けられる未来の世代が既に若者として社会の構成員となりつつあります。そのため、環境の問題が⼈権
の問題となり（顕著な⼀例は︓Juliana， et al. vs USA， et al.）、従来は⾨前払いされていたものが上級審
へ回ったり、さらには勝訴するなど、未来を巡った旧市⺠と新市⺠の間の市⺠戦争と化しつつあります。未来を巡る争
いは、動物や景観を被害者とした代理戦争の段階は既に過ぎたのです。  この旧市⺠と新市⺠の争いの勝敗は⾃
明です。なぜなら、旧市⺠は⼀⽅的に死に絶え、新市⺠の兵⼠は次々と補充されるのですから。  しかし⼤事なこと
は、戦いが何時終わるのかです。といいますのも、戦いが⻑引けば⻑引くだけ、新世代が得る未来は惨めなものとなる
からです。その上、地球システムのティッピングポイント越えは⼈間の営為とは無関係に起きるものです。  したがって、こ
の市⺠戦争は早急に終結し、地球システムと共存した⼈間社会、望ましい未来を構築する時間を未来世代に残す
のが現役世代が果たすべきせめてもの務めです。  現在の気候危機は、これからの 10 年がキーとも⾔われています。
今後、3 年間の経営計画に、この覚悟を⽰して欲しいものです。 

個⼈ 安全・安⼼を⽀える、あまねく伝える、という NHK の重要性に集中することは⾮常に良いと思います。 「構造改⾰につ
いて」は、⺠間市場ができること、例えば、放映権を買ってくるだけの番組やバラエティ番組、ドラマなどは、もっともっと削
減できると思われます。NHK でなければならないかとい本質を、何度も何度も問うてから番組編成をして頂きたい。⼈
件費も同様に改⾰対象ではないでしょうか。 そういった余計な⽀出を⾒直しを⾏い、「あまねく」伝えるためには受信料
は今より下げる努⼒をすべきです。有料放送やインターネットでの視聴といった選択肢が多い中、NHK は今の受信料
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を数割（3 割〜5 割）の削減⽬標としても現在の NHK の⾼品質・信頼性のある安全・安⼼を伝えるという努⼒を
して頂ける内容を盛り込んで頂ければ幸いです。 

個⼈ ＜保有メディアの在り⽅について＞ 【BS】妥当と考える。現状の BS 番組は、秀逸なドキュメンタリーから、安直な海
外買い付けや芸⼈の旅番組擬きまで⽟⽯混交であり、公共放送を謳うのであれば選択と集中に転じるのは当然であ
る。BS は災害時に地⽅放送局が機能停⽌した場合に全国をカバーできるバックアップとの性格も明確にすべきであ
る。 【ラジオ】2 波への集約は妥当と考える。ただし、第 2 放送は国⺠の学習意欲に⻑年応えてきてくれたものなの
で、インターネット放送で補完して質・量とも現⽔準を下回ることのないよう、真剣に取り組んでほしい。第⼀放送の芸
⼈冠番組は廃⽌でよい。⾃社の優秀な⼈材を活⽤すれば低廉で⾼品位な番組作りは容易である。安直な「笑い」
娯楽は最低限でよい。 ＜「NHK らしさ」について＞ 何を⾔いたいのか意味不明である。報道機関を⽴脚点にするこ
とを明確にすべきである。なかでも災害時の確実な情報提供⼿段、適正な社会情報の報道を最重要視していること
を明⾔してほしい。だから私は受信料を払っている。 ＜「受信料の価値最⼤化」について＞ まず芸無し芸⼈周旋企
業への⽀払いを最低限に切り詰めるべきである。アナウンサー・職員を最⼤限活⽤することにより制作費を抑制し、ひ
いては⼈材育成につなげる環境整備が最優先である。「視聴者との対話」も結構だが、アリバイ程度でよい。決してそ
れに引きずられた番組制作に舵を切ってはならない。ニュース番組で「ガイロク」（笑）するのが「ふれあい」だと考えてい
るなら⼤間違いである。 ⼀⽅で政府・企業との接触については、⼀層の情報開⽰が求められる。⾸脳間の意⾒交
換、または相⼿側からの申し⼊れがあった場合は、その発⽣を速やかに告知し可能な限り内容もオープンにして、NHK
のスタンスを明確に説明すべきである。 ＜中期計画における収⽀⾒通しについて＞ コロナ禍による 300 億円減収を
今後のベース収⼊として事業を⾒直すべきである。当然、番組制作費の圧縮は避けられないのだから、昼の 13〜16
時、深夜 0 時〜5 時までは停波、あるいは環境映像番組の放映（災害時の⽴ち上げが不要な）への切り替えを
検討するべきである。⺠放の放談番組に対抗する必要はない。 ⼤型ドキュメンタリー・⾃然科学番組への芸⼈起⽤
は厳に慎んでほしいい。アナウンサーでなぜいけないのか︖優劣は明らかである。ギャラにかける⾦があるのなら、ナレー
ションや編集にその資源を回し、これまで以上に良質な番組作りに職員が⼒を揮えるよう環境を整えてあげてほしい。  
私は NHK 記者の皆さんや良識ある職員の⽅々の仕事ぶりを⼤いに尊敬しており、そのお⾻折りに感謝しております
（「情報番組」で⼤⼝開けて笑っている連中は軽蔑しているので⼀切⾒ません）。ネトウヨやネトサヨの戯⾔は無視す
ればよい。もう⼋⽅美⼈は卒業して、報道機関であることに誇りを持ち、気概を持って⾃らの使命に⽴ち向かってくださ
い。今後もよりよい⽇本の社会形成の発展に寄与されることを願ってやみません。乱⽂乱筆のほどはご容赦ください。 

個⼈ ラジオ放送 3 波を２波への削減に賛成です。 仮に中波放送のＲ２が削減となれば、その空き周波数を⺠放も含め
た夜間混信対策に活⽤してほしい。ＦＭ放送はすでに当初の⽬的は達成されていると思われるので⺠放のように R1
の補完放送に活⽤していただきたい。  衛星放送の１波化に賛成です。 ＢＳデジタル放送の普及は達成されたと思
われる。⾼画質（画素数）の追求よりサブチャンネルを活⽤すればよい。  以上 

個⼈ (3)「あまねく伝える」 １．TV３波の再編に当たっては、公共放送としての「NHK らしさ」を堅持深化する。近年⺠
放を視野に娯楽化傾向あり。２．上記につき最近の番組を例に下記提⾔する。＜好例＞8/6 総合「証⾔と映像
でつづる原爆投下・全記録」 8/12「歴史ﾋｽﾄﾘｱ・ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ⼤敗の真相」いずれも対戦国 の軍事資料を駆使した
本格的な取材編集ドキュメンタリー。＜悪例＞「その時ｶﾒﾗは回っていた〜⽇本の戦争ﾌﾟﾛﾊﾟｶﾞﾝﾀﾞ」 我々８０代
後半は挙国⼀致体制化銃後を守り被災した国⺠を ⾒ている。お笑いタレントがお笑いのネタにする不謹さ は許し
難い。週末⼣餉のゴールデンアワーの番組である。 実⺟は国防婦⼈会の⽵やり訓練に参加、飢饉と不衛⽣な環境
下⾚痢にかかり遺体は避病院から⽕葬場に直送、葬儀できず。３．通信のグローバル化 

個⼈ 事業内容が多少縮⼩したとしても基本的に現状継続でしかない。今⼀度 NHK 本来の⽬的を考え直し職員の給与
削減、放送内容の⾒直し(削減)、スクランブル化の実施をするべきと考える。 具体的には国家公務員と同等の給
与、放送内容はニュース、天気予報、緊急放送及び政府から委託された物に限定する。 教育番組や海外向け放
送は各々厚労省と外務省との連携と負担で実施する。 それ以外の娯楽番組はスクランブル化し有料として視聴者
から徴収し、その費⽤で関係職員の給与をまかなうこと。 また技術開発が必要であることは明⽩でその費⽤は各テレ
ビ放送局の電波料を値上げして 100 億円前後の収⼊を充てることとするべきである。 

個⼈ 環境問題、⼥性の社会進出、教育(インクルーシブ、世界的に遅れた⽇本の性教育、メンタルヘルス教育)の放送を
充実してほしい。 
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個⼈ 衛星放送のチャンネル数を減らすことについて  現状の放送体制を継続してほしい。 今の体制が放送される番組がバ
ランス良いからです 

個⼈ 受信料の減少は、もちろん⼈⼝減少の影響もあるとは思いますが、テレビ離れや、インターネット・SNS などの代替メデ
ィアへのシフトが⼀因になっているものと思われます。私⾃⾝、必要な情報を得るために、テレビではなく、インターネット・
SNS に頼ることが多くなったと感じますし、周囲からもそのような声を聞く機会が増えました。 対策として、NHK プラス
のコンテンツを充実する⽅法も悪くはないものの、もっと開かれた番組作成を意識し、市⺠の⽬線にたった取材や、視
聴者との共創・対話に努めることが求められていると思います。  それから、クローズアップ現代や NHK スペシャル、
BS1 スペシャルなど、社会課題を取り上げる番組をもっと増やしていただきたいです。 ⼤⼈向けは、⼈⼝減少、⾼齢
化社会、社会保障、経済格差、過疎化などの問題だけでなく、気候変動や⼈権問題など、国際的な課題を国内外
の視点で取り上げる番組をより充実させていただきたいですし、問題や論点を取り上げて終わりではなく、⼀緒に解決
⽅法を模索していくようなところまで掘り下げていただけたら⾒応えが増すと思います。（問題提起のみで終わる番組
は、⼤抵、新たな頭痛の種を抱えて幻滅するだけなので、忙しい視聴者は⾒る気になれないかもしれません。） その
ような番組ができたら、放送チャンネル、放送時間、番組宣伝⽅法も改善していただきたいです。（急に⽇曜⽇の深
夜に BS で番組を放送すると、どうしても視聴者が気が付けないということがあると思います。） ニュースウォッチ９やニ
ュース７でも、もっと関連するニュースを取り上げていただきたいです。  ⽇曜⽇の午後 6 時の「これでわかった世界のい
ま」も良いと思いますが、こども向けにも社会課題を考えるインタラクティブな番組（「週刊こどもニュース」と「天才てれび
くん」を⾜したような番組）があっても良いのではないかと思います。  池上彰さんのようなジャーナリストで⼈にわかりや
すい解説のできる⽅を NHK として育成することにも⼒を注いでいただきたいです。  当⾯、コロナで⼈の移動は制限さ
れると思いますが、国際連携はますます重要になってきています。その意味で、他国の公共放送とのタイアップにも予算
を確保していただけたらと存じます。また、国際報道 2020 や Global Agenda のような番組を、BS ではなく、地デ
ジでも放送していただきたいですし、やはり問題提起やディベートで終わりではなく、その先も取り上げていただきたいで
す。  更に、もっとジャーナリズム精神を発揮していただき、多様性を尊重していただきたいです。その意味で、最近の⽇
曜討論には本当にがっかりしています。NHK は公共放送であって、政府の広報ではないはずです。 次期中計におけ
る NHK のガバナンスには、特に独⽴性と多様性を求めます。  これからも視聴者として応援させていただきたいと思い
ます。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

個⼈ NHk は公共放送として・⽣活をしていく上で社会情勢を伝えること・⼈間として教養を⾼めると⾔う使命があると考え
ます。その意味で現在ある R1、R2 はお互いに相いれない独⽴したものとして考え、中波の⼀本化は絶対に反対で
す。むしろ中波は今より充実して欲しいぐらいです。 FM は中波に⽐べて⾳声に波があり、聞きづらく中波の内容を
FM に持ってぃってもらいたくない。 尚、 ⼩⽣は狭い家の中に、現在１１台のラジオがあり、⼀つの部屋に３台有る
所もあり R1、R2、FM と別々に NHK の電波に合わせて聞いている者です。 ⽼⼈が聞ける内容のものを充実して
欲しい。10 年前に⽐べて⽼⼈向けが少なくなったような気がする。歳を取ればラジオを聴くことが唯⼀の楽しみです。 
よろしく! 

個⼈ ① ニュース番組のアナウンサー⼈数について     原則として、１名ですべき。 私の地域の “まるっと” は、４名で担当
されていますが １名が話をしている間、他の⼈はニコニコうなづいているだけ。受信料の無駄づかい。 ●●●●● ア
ナ は １名でやってます。ニュースはあれでいいです。 もちろん、裏では多くの⽅が⽀えているのはわかりますが。 ② けば
けばしい背景     ⼟曜⽇の“⽣活笑百科” など。 もっと、シンプルでさっぱり。 番組の中⾝がないから背景でごまか
す︖︖   磯⽥さんの “英雄たちの選択” も 最近背景がけばくなりました。 ③ 出演者だけで盛り上がっているような内
容（ラジオもふくめ）     視聴者の為にやっているのではないですか︖ 出演者だけでへらへら盛り上がっているような番
組はやめてもらいたい。 ④ ⾔葉遣い     “すげえ” などと⾔う⾔葉遣いはやめてもらいたい。北京放送の⽅がよほどき
れいな⽇本語。 ＮＨＫは、⺠放や流⾏語に流される必要なし。 ⑤ 受信料について     テレビのある全世帯︖から
受信料を取るから全世帯が満⾜︖︖するような番組作りが必要というのは本当に正しいことですか︖或いは 公共放
送のあるべき姿ですか︖ ＢＢＣがどのような番組作りをしているのかよく知りませんが、番組の “低俗化” はどこかで⻭
⽌めをかけるべき。 低俗番組は ⺠放に任せておけば良い。 
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個⼈ チャンネル数削減は反対です。特にラジオ第⼆放送の削減は絶対反対です。ラジオ第⼆放送は多数の⼈に学ぶ機
会を提供し続けて来た、まさに NHK の財産ではありませんか。来年の朝のドラマでラジオ英語講座が登場するのにラ
ジオ第⼆放送を削減するなどまったくナンセンスです。 

個⼈ 5 つのキーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策の、１．安全・安⼼を⽀えるについて、「脅威」の⼀つとして、「気
候危機」もしくは「気候変動」という⽂⾔を⼊れるべきだと思います。たしかに地震や台⾵などの災害や新型コロナウイ
ルス感染症などの疫病、インターネットの弊害なども⼀⼈ひとりの命を奪う可能性のある脅威ですが、台⾵が強⼤化し
ている、降雪が少ない、猛暑⽇の数が最も多いなどの異常気象の原因のひとつであると考えられている気候変動にも
国⺠を意識させる必要はあると思います。このような異常気象は数⼗年後さらに威⼒を増して⽇本列島や世界各地
に⼤きな被害が与えられると考えられているため、今気候変動を⽌めないことには、数⼗年後の脅威をさらに増⼤さ
せ、国⺠を死に近づけるリスクをさらに⾼めていると⾔わざるを得ません。よって、将来の脅威である災害による死者を
抑えるためにも、このことを多くの国⺠に意識させ、結果として将来の脅威を減らすことが必要です。  以上のような⽅
針のもとで、⾼い頻度で地球温暖化による気候変動について報道することを求めます。 

個⼈ 「5 つのキーフレーム」で「あまねく伝える」「社会への貢献」をうたっていますが、その決意がうかがえる内容だとは思えませ
ん。受信料で⽀えられている NHK の使命は、この社会の持続可能性を⾼め、⼈権に配慮し個⼈の尊厳が尊重され
る社会になることを⽬指すことにあると思います。特に、地球環境の悪化を⾷い⽌め、ジェンダー平等を実現することは
重要な課題です。「SDGs」にふれることでその点はクリアされているとお考えなのかもしれませんが、だとしたらあまりに形
式的です。「ダイバーシティ」も⼈事制度改⾰の⼀環としてふれられているにすぎません。報道番組内容および組織の
あり⽅のすべてにわたり、環境配慮とジェンダー平等や多様性の実現を⽬指すことを鮮明にすべきであると考えます。 

個⼈ 環境問題（特に気候変動や海洋プラスチック問題）に関する報道をもっと増やしてほしいです。そして環境問題はど
んどん深刻化していてこのままでは解決に間に合わなくなると伝えてほしいです。NHK さんで報道してくだされば幅広い
世代のより多くの⽅たちが関⼼を持って、⽇本⾃体が変わっていくと思います。そして、⽇本の⼤半の⼈が環境問題に
対する危機感を持つようになれば世界も⼤きく動き解決に近づくと思います。ぜひよろしくお願いします。 

個⼈ ①【波の統合】について提⽰案は納得できます。コロナが社会⽣活に深刻な状況をもたらし B S１、B S２の境の意
味は完全に希薄になっていると思います。地上波（２波）と B S のソフト（番組）相互乗り⼊れももっと活発に⾏っ
てほしい。とりわけ重要なのが、国際（政治・および経済等）ニュース。E T V で B S の国際ニュースを若年層（⾼
校⽣以下）＆⾼齢者向けに取り込むようなソフトもご検討ください。４K の姿勢が今ひとつ⾒えません。実験放送の
レベルを超えていないように感じられます。将来的には現⾏の B S を廃⽌して４K にするのでしょうか︖︖︖ ②【イン
ターネットの在り⽅】は⼤当たりだと⾒えます。ニュース系と教育系をもっとリアルタイムで増やしてください。著作権の関
係かもしれませんが、海外中継部分（例えば⼤統領選演説とか︖）がネットでは切れます。ニュースはすべて⾒せて
いただきたい。 ③【新しい NHK らしさ】について。製作費圧縮の⾯からもバラエティー系はもっと短時間にしてください。
１０分で済む内容をだらだら１時間近くも放送しないで圧縮をしてください。健康・福祉番組はポイント視線で芸能
系の無駄なお喋りは要らないです。さだ・まさしさんの深夜番組を昼間再放送すれば⼗分感動的（⼼の糧になる）。
ドラマ系はかつての名作再放送を積極的に⾏ってください。「おしん」再放送は結果として今のコロナ時代にぴったりでし
た。「らしさ」であげれば B S－１の「駅ピアノ」「滲みる夜汽⾞」などが浮かぶけれどもっとも「らしさ」といえば「のど⾃慢」
だと思います。  戦後、ラジオ時代から何⼗年と続いて来た「のど⾃慢」の再開を切望します。紅⽩も含めどんなプロの
歌謡番組もあの⼈間味の豊かさには叶いません。これからも⼤切にされてください。もっとも NHK らしい（︕）番組で
す。B S１の幅広いルポ番組群と並び。⽇曜のあの時間に細やかだけれどコツコツ⽣きる⼈間の姿を教えられます。あ
れを観れば、海外の⽅も「このような国の⼈たちと争いをしては絶対にいけない」と思うでしょう。  新しいとは「良き伝
統・⽂化」を護り続けてこその話です。⼤正時代末期の関東⼤震災が NHK の誕⽣の背景にあったことを忘れずに、
戦争を振り返り続けることは今こそ「新しい」姿勢だと拝⾒しております。NHK の優秀で誠実なスタッフの皆様が思って
おられる以上に、実は圧倒的に多くの視聴者が NHK の放送を観たりただ聞いたりしているのではなく、NHK の放送を
「読んでいる」のです。「読む NHK 番組」を新しいらしさとして期待し応援させていただきます。（以上） P S︓意⾒
内容公表については特命希望。 
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個⼈ 私はほとんどテレビを⾒ないのですが、 ニュースを⾒てても、議論してるお昼やってるテレビ⾒ても、本質を伝えてなくて。
結局⾒てる私たちはふーんとかしか思わない⽅だあの仕⽅だし、正直何を報道してんのがよくわからない。 真⾯⽬にど
うするべきかを明確に伝えるべきだなと思います。 そして NHK にはそう⾔った""リアル""に⼒をあるて欲しいなと思いま
した。 例えば今本当に世界が⼤変な災害に遭ってます。 それは確実に気候変動です。 その気候変動で⽇本は主に
世界が地球がどんな状態にあってどれだけやばいよってことを伝えません。それを私は伝えて欲しいのです NHK に︕ 正
直それを⾒たからみんながみんな変わるとは思えないですが、きっとハイレベルな映像になること間違い無いので、何も
思わない⼈はいないと思います。もし気候変動について取り上げてくれて、畜産動物がどう地球にもたらしてるか、野⽣
動物がどうなってるか、感染症などの原因になっているかを挙げてくれればきっとこの世界は少しは良くなります。 ⼆酸化
炭素排出量や⽇本の⾷べ物に対するフードマイレージなどももう少し⼀⼈⼀⼈が考えるべきなのに。⽋落してます。平
和ボケしたニュース番組により。 そこを是⾮とも突いてほしいです。 

個⼈ 番組制作について 視聴率を意識したキャストを選択するのであれば、 スポンサーを探すようにした⽅がいい。 キャスト
に頼らない魅⼒のある番組制作が必要。 受信料について 世の中には NHK を⾒る必要がないと考えている⼈もいる
のだから WOWWOW のような デコーダー設置による視聴⽅法も検討する必要があるのでは︖ 給与について 上層
部の収⼊が多すぎるのでは︖ 

個⼈ NHK の皆様、皆さんのために情報提供ありがとうございます。  ⼀視聴者といたしまして、ぜひ気候変動を報道しをて
いただきたいと思います。  先⽇、⼩泉環境⼤⾂も気候危機宣⾔を発表いたしました。昨今での愛媛県周辺で約
200 名の死者数、今年も熊本県でも約 80 名の死者数。ヨーロッパの NGO 団体の発表で⽇本は世界で温暖化の
影響を受ける国として世界で２番⽬と⾔われました。  また、今世界の温暖化を研究する科学者の⽅達の約 90％
が産業⾰命前よりの世界の平均気温上昇を 2℃以内(2℃はティッピングポイントと呼ばれます)におさめなければ、⾃
然の浄化作⽤による温度低下ができなくなり、温度上昇は⽌まらず 6℃まで上がった時点でグリーンランドを残して⼈
は住めなくなると発表しています。⽇本の研究機関も同様に発表しております。  温暖化の原因の温室効果ガス排
出、第⼀位は⽯炭⽕⼒発電です。これについても⽇本が⽯炭⽕⼒発電を輸出しているとして国外より多くの批判を
受け、⼩泉⼤⾂が温暖化を問題視する若者たちの意思表⽰を受けて新しく輸出するものに対しては様々な厳しい要
件がない限り輸出はしないと決めました。  このような措置がとられておりますが、国連が定めた先進国の温室効果ガス
排出要件である NDC にはとどいていない状況です。  現在、国内は発電⽅法を約 80％⽯炭⽕⼒発電に頼ってい
ます。今、発電コストも低い再⽣可能エネルギーに全変換するべき時にきております。  これには⽇本国⺠の理解と意
思表⽰が必要不可⽋です。そのための認知がされているのかというとほとんどされておりません。 ですので国⺠の認知の
ためにぜひとも NHK の皆さんに協⼒いただきたいです。  また、これは⽇本国内だけの問題ではありません。⼩泉環境
⼤⾂も発⾔しておりますが、温暖化おける国際会議の場で⽇本という国を世界は注視しています。  ⽇本の動向によ
って世界の命運に⼤きな影響を与えます。こういった流れは⽇本国⺠の理解と意思表⽰によって世界の流れが⼤きく
変わるかどうかを⽰しています。 そのための情報提供をぜひ NHK の皆様にしてほしいです。ぜひよろしくお願いいたしま
す。  ⻑い⽂章読んでいただきありがとうございます。 

個⼈ 気候危機について、⽇本がどれだけ温室効果ガスを排出しているのか、⽯油やプラスチックを⼤量に消費している私た
ちの⽣活が、どれだけ世界中の⾃然や⼈々、多様な⽣物の命を奪っているか、という真実を伝えてほしいです。 私たち
の暮らしを変えなければ、気候変動により、⾃然も、⽣き物も、ひとも死んでしまいます。 私は未来に、この美しい地球
をつなげたいです。 お願いします。 1 ⼈でも多くの⼈が、この気候危機に危機感を持ち、再⽣可能エネルギーにパワー
シフトすることや、⼤量消費を減らし、今あるものを⼤切に使い続ける、といった⾏動に動きはじめられるよう、私たちに
強く、何度も、気候危機について訴えかけてほしいです。 ひとりひとりの意識や⾏動が、良くも悪くも、世界を⼤きく変え
る、ということをコロナを通して学びました。 わたしは、変えられるなら、良い⽅へ変えたいです。 私たちが⽣きることがで
きるのは、地球があるからです。これまで奪ってきてしまった地球の命を、みんなの⼒を合わせて蘇らせたいです。そして、
未来へつなげたいです。 よろしくお願いします。 
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個⼈ もっと環境問題、気候危機についてニュースや特番で取り上げてほしいです。⼤豪⾬が起きている現状やその対応だけ
でなく、根本的になぜ起きているのか。コロナの感染者数やその経済の回復の放送だけでなく、根本的に、なぜ起きた
のか︖をもっと報道してください。これはすでに国連で発表されている事実がちゃんとあります。⼯業式畜産です。このま
までは地球環境は破壊される⼀⽅で、科学者が予想するよりも早い段階で世界的な（もちろん⽇本も含む）⾷糧
危機や、それをめぐる戦争や紛争が勃発することは明らかです。2030 年に世界平均気温を 1.5℃までに抑えないと
もう後戻りはできないといわれています。また現在では 1.2℃まで上がっています。「コロナ以前の⽣活」を続ければ、
2050 年には暑すぎて作物が育たず、⼀⽇⼀⾷になるといわれています。ですが、この状況はもっと早く来ると思いま
す。なぜなら 2100 年に観測するだろうと⾔われていたシベリアの 38℃は 2020 年、すでに観測されだからです。です
が、悲観しているわけではありません。希望はあります。だから、こうやって伝えてるし、世界各国では若い世代が動き始
めているのです。 ⽇本のメディアもそう⾔った⾒たくない真実を伝える責任があるのではないでしょうか︖スポンサーや利
害関係でなかなか⽇本では、畜産がどれだけ環境と健康に悪影響を与えているか、などを報道することは滅多にありま
せん。（臭いものには蓋をするこの⽂化も加担してるとは思いますが） ですが、私たち若い世代やこれから⽣まれてくる
⼦に、コロナよりもっと恐ろしいウイルス、気候危機による⼤災害が起こった時、あなた⽅⼤⼈は「知らなかったからしょー
がない。忙しかったから知らなかった。環境問題は⾃分に関係ないことで、今、楽しければそれでいい」と⾯と向かって⾔
えますか︖誰もそんなこと⾔いたくないと思います。ですが、イジメを⾒て⾒ぬ振りをするのはイジメに加担するのと同じよ
うに、環境問題や気候危機について報道しないのは「次の世代のことなんて関係ない。⾃分さえ良ければいい」と⾔っ
ているのと同じことです。環境問題は他⼈事ではありません。⾃分ごとです。世界の若い世代、また⽇本の若い世代は
気付き始めています。ですが働き盛りの忙しい世代から団塊世代は今どれだけ地球が瀬⼾際まで来ているのかと⾔うこ
とに関しては壊滅的に知りませんし、関⼼がありません。また、これらの⼈々はテレビ世代でもあります。国⺠の信⽤が
⼤きい NHK さんだからこそ伝えられる事があるし、その責任があります。どうか私たちの未来を壊さなでください。私はた
だあなた⽅⼤⼈がそうしたように、⼤切な家族を持って、⽇々を⼤切に過ごして、楽しいおばあちゃんになりたいだけで
す。どうかその未来を奪うことに加担しないでください。 

個⼈ 「NHK らしさ」とのことですが、⺠放の苦⼿とする「記録の後世への伝達、継承」に徹していただきたい。 その意味で、ま
ずラジオですが、維持コストがかかるとはいえ広域配信に有利な AM を廃⽌してはいけません。例えば午後 11 時〜9
時を現在の第 1 放送、午前 9 時〜午後 11 時を現在の第 2 放送プラス定時ニュースとし、それ以外の第⼀放送の
番組は現在の FM 放送と統廃合すればよいと考えます。聴取率が問題ですが、その点は⾮常時に有利な広域配信
の意義を優先させるべきです。このように考えるようになったきっかけは「武内陶⼦のごごカフェ」です。●●●●●⽒に
触発されたのか、●●アナの悪ノリは聞くに堪えません。悪ノリといえば●●●●⽒ですが、⽒には「きょうの料理」と「ラ
ジオ深夜便」、かつての「ちきゅうラジオ」を演じ分ける芸があります。現在の彼⼥にはそれがない。FM での地域配信な
らともかく AM の全国放送にふさわしいとは感じられません。 次にテレビ。BS1 は報道とスポーツ中継に特化しており独
⾃性が認められるのでできればこのままの形で残していただきたい。特に「BS ニュース」の 10 分枠はニュース番組として
きわめて適当な時間配分と考えています。⼀⽅、総合、E テレ、BS プレミアムは番組内容の境⽬がきわめて曖昧にな
っており、かなりの統廃合が必要かと思います。しかし同⼯異曲のクイズバラエティ（「チコちゃん」「カネオくん」「⽇本⼈
のおなまえ」など）、⺠放に任せておけばよい芸能⼈の⾃慢話（「あさイチ」の⾦曜⽇、「ごごナマ」、「ファミリーヒストリ
ー」など）を廃⽌してしまえば 3 チャンネルを⼆つに統合する余地は⾃ずと⽣まれてくるのではないでしょうか。それから
8K 技術は記録の技術として開発を続けることは必要ですが、受信機の買替え需要を促す道具としての現在のあり⽅
には批判的であらざるを得ません。実験放送と位置づけておられるのなら話は別ですが...。 次に上に名をあげた以外
の個々の番組について意⾒を述べます。 まず「NHK のど⾃慢」と「紅⽩歌合戦」。いずれも放送萌芽期に持っていた
歴史的意味を失ったと考えます。前者はカラオケボックスの全国中継に堕してしまいました。後者はかつて、いわゆる「ニ
ューミュージック」に背を向けた時点から⽇本のミュージックシーンを集⼤成する番組という意義を失って久しい。NHK ホ
ールもそれにふさわしい場所とは思えない。いずれも廃⽌を検討すべき時期に来ていると思います。 次に⼤河ドラマと
連ドラ。「麒麟が来る」は私の世代はどうしても「国盗り物語」と⽐較してしまいますし、舞台が昭和三⼗年代にしか⾒
えない「エール」同様、現代の俳優たちに時代劇はもう無理なのでは︖世評は低かったですがバブル後世代の嘆き節と
してよくできていた「半分⻘い」や、単発の時代劇の中には良いものもあるので、少なくとも時代もの中⼼を考え直すべ
きかと思います。 最後に出演者。芸能⼈の出演を減らすべきです。「ホットスポット最後の楽園」への●●●●⽒の起
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⽤に、かつての「●●●の探検隊」を NHK でやるのかと愕然としました。芸能⼈は出演料のためなら何でもやるもので
す（またそうでなくてはいけません）。しかしそのことが番組の価値を下げることを直視しなければなりません。またその態
度から⽣じる無責任な⾔動が今⽇のポピュリズム全盛をもたらしたと常々感じています。●●アナについて苦⾔を申し
上げましたが、局の職員、特にアナウンサーの中にも、そちらの⽅に軸⾜を移している⼈が増えてきて、最初に申し上げ
た「私の考える NHK らしさ」から離れていっている現状に危惧を覚えます。 以上申し上げたことを整理すると、同⼯異
曲の娯楽番組を整理して「未来への伝達、継承」に徹していただきたい、それが「NHK らしさ」。この点を強く希望しま
す。乱筆失礼いたしました。 

個⼈ nhk では環境について取り扱っている番組などが多くありますが、気候変動についても取り上げる回数を増やしてほしい
です。 以前、2030 年までの 10 年をテーマに清原かやさんが司会を務めていた番組などは素晴らしいと思います。 
若者の⽂化として、エコフレンドリーな⽣活を推進してほしいです︕ ヘウレーカでもマイクロプラスチックについて取り扱っ
ていた回があったそうですが、 特別番組でなくても、いろんな番組のいろんなところで取り扱ってほしいです︕ 

個⼈ 受信料の訪問徴収員について  現在は独り暮らしではないので、過去の話。 ヤクザや押し売りのような訪問員。 テレ
ビも持っていなく、ガラケーのワンセグ電波はアパートに⼊らない。  そんなことで法律の設置にあたるのか、そんなのに払
う気はない、帰ってくれと⾔っても帰らない。 あまりのしつこさにガラケーを⽬の前で壊した。 それでも「他に持ってないで
しょうね︖」と⾔う始末。  今の時代未だに訪問があるようですが、電器店への協⼒を求めるように法改正でもすれば、
訪問しなくても BCAS でどうにかなるはず。  番組内容は時代と共に変わっているが、恐らく出来⾼やノルマ制であろう
訪問はいい加減やめてくれ。 

個⼈ 今、気候危機で、あと 18 ヶ⽉以内に⼆酸化炭素排出量を 50 パーセント削減しなければ⼈類が⽣きていけない環
境になることについて。世界中の⼈達がストライキを起こしていることについて。 ⼤⼿テレビ局が報道してくれれば危機が
危機として扱われるようになり、まだ間に合います︕既に、氷の損失のレベルは IPCC によって予測された最悪のシナリ
オと⼀致しています私たちは再来年以降も地球で⽣きていきたいです︕お願いします︕︕ 

個⼈ NHK 受信料廃⽌について 単⼑直⼊にいうと NHK 受信料の廃⽌を求めます。 まず私は毎⽇テレビを視聴していま
すが、NHK の放送を⼀切⾒ておりません。 それなのに受信料を払い続けるのはおかしいと思っています。 受信料は
TV を持っていたら強制的に⽀払というのもおかしいと思っています。 私と同じように NHK の放送を全く⾒ないという⼈
も相当な数がいると思っています。 今現在動画配信サービスが普及して⾃分の好きなものを契約するのが主流となっ
ているのに、興味のない放送局に強制加⼊(脱退不可)させるのは間違っていると思っています。とても悪質(ヤクザ的)
に感じてしまいます。 受信料がそんなに欲しいのであれば NHK を⾒たい⼈だけ受信料を⽀払うシステムを新たに作る
べきだと思っています。 以上御検討宜しくお願いします。 

個⼈ 受信料について 中国では無料で配信して、⽇本⼈からだけ受信料徴収する意味がわかりません。 スクランブルにして
⾒たい⼈だけお⾦を払って、みられるシステムなんて簡単にできるのにやらないのは怠慢です。  中国や韓国に都合の
良い歴史改ざんや報道の仕⽅を続けるのなら⽇本での放送権は返上してください。 まずは、ニュースでは容疑者の国
籍と、 通名ではなく本名をかならず報道してください。 本名で報道しないのは差別です。 
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個⼈ ⼈類は現在最⼤の危機に直⾯しています。コロナではなく、気候変動です。⼆酸化炭素⾃体は無害ですが、膨⼤な
太陽熱を閉じ込めるため、どこかで地球が⼈間の⽣存に適しない星になりまず。分解に 100 年以上かかるので、⾦融
危機のように 10 年単位の循環で解決せず、不可逆的であり、逆に南極北極の氷が溶け太陽光の反射⼒を失えば
臨界加速するので、⼈間の⼒による解決に残された時間には限りがあります。 猛暑で熱中症で死亡する⽅々がいて
も、単なる気象報道では全く不⼗分です。洪⽔で死亡し、家を失う⽅々が「なんでこんな試練を︖」と声を上げている
のに、単なる異常気象の報道では不⼗分です。海⽔温の上昇による巨⼤台⾵の報道も同じです。何⼗年に⼀度の
災害は、毎年繰り返されているのです。⼆酸化炭素により太陽熱は蓄積され、⽔蒸気量が増加して、豪⾬と⼲ばつ
をもたらします。 BBC では、気候変動、危険な温暖化ガス削減の必要性を、異常気象被害が出るごとに伝えてお
り、ワールドニュースを⾒ている視聴者にはシドニーやカリフォルニアの⼭⽕事ですら、温暖化による異常乾燥、⾼熱と落
雷によるものであることが理解できます。 同じ公共放送である NHK の視聴者は、異常気象災害による被害にあって
も、「天候だから」「災害に負けない」で終わってしまい、⼆酸化炭素の排出を⼤幅削減しないと、もっとひどい災害に遭
うことが理解できないままです。 ダボスでの World Economic Forum， World Risk Report は、気候変動への
対応失敗を、2020 年の最⼤のリスクとして報告し、核戦争よりも⼤きな影響を⼈類にもたらすとしています。気候変
動変動と異常気象との関係を報道せず、⼆酸化炭素削減の必要性を報道しないことは、地球が⼈類⽣存に適した
状態に踏み⽌まれるのかの重⼤な危機に⽴っているのに、公共放送が危機を訴えず、沈黙して事態の悪化に協⼒し
ているのと同じです。⽇本が 30 年にわたって、温暖化ガスを 2.5%しか削減できなかったことは、⼀般的な⽇本⼈が
いかに気候変動の重⼤性、⼆酸化炭素削減の必要性を理解していないかと直接の関係があると思います。脱炭素
で損をする化⽯燃料業界の政治家への圧⼒に反対する⽇本国⺠の⼤きな声、世論が全く⽋けているからです。 ⾃
然科学を説明し、気候変動の重⼤性、⼆酸化炭素蓄積の危険性、⼤幅削減の必要性を報道する公共放送がな
ければ、⼀般の⽇本国⺠に理解できる訳がありません。 ⽇本が⽯炭発電に⼤きく依存していることもあまり報道されて
おらず、多くの⽇本⼈は⽇本が世界から化⽯賞を受賞されても理解できないままです。 公共放送としての使命を果た
すには、⼈類が直⾯する最⼤の問題である気候変動を⼀般の⽇本⼈にわかりやすく報道し、⼆酸化炭素の排出を
⼤幅削減する必要性を訴え、脱炭素社会しか⼈類⽣存、⼈類⽂明の継続の道がないことを⼤きく、繰り返し報道し
てください。 NHK がこれを報道せず、気候変動の対応に失敗したときは、現在の若者、⼦供、これから⽣まれてくる世
代に対し、どのように責任をとるのでしょうか︖どのような報道と説明をするのでしょうか︖消極的な沈黙は、⼈類⽂明
の終焉への協⼒と同じです。⺠間放送であれば、スポンサー企業の影響も避けられない部分もあると思います。受信
料で成り⽴つ NHK は、災害国である⽇本がさらにひどい洪⽔、巨⼤台⾵、異常⾼温で⽇本国⺠が命をなくすことが
ないように、将来世代にひどい気候や⾷糧危機を与えることがないように、気候変動を伝え、温暖化ガスの危険性、
⼤幅削減の必要性を、⼀般の⽇本国⺠みんなが理解できるような報道を繰り返し⾏ってください。 あと 10 年くらいし
か⼈間が制御できる時間が残されていないと国連も訴えています。BBC のように能動的かつ積極的に、現在⼈類が
直⾯する最⼤の課題と解決⽅法を報道してください。これは⼈類共通の課題で、社会を脱炭素に変えて、⼈類⽣存
と⽂明を守るのが公共の使命です。 

個⼈ １．意⾒の要旨 ・受信料を幅広く負担させ、独⽴した⾼品質なメディアを国⺠に提供する。 ・そのため、全体的なコ
スト縮減だけで無く、受信料対象コストを限定する。  ２．ＮＨＫの番組分野（現状） ①報道︓全国⺠対象 ②
娯楽︓様々な嗜好者対象 ③教育︓学校教育、⼀般教養  ３．番組分野別にどう取り扱うべきか︖ ①報道（ニ
ュース、災害報道、Ｎスペ、クロ現、時論公論等） ・最⾼裁判決にもある「国⺠の知る権利の充⾜」のため、受信料
という政府から独⽴した財源で運営すべき分野。 ・その位置付けは、放送だけでなく、ネット等他のメディアを併⽤した
としても同様。  よって、受信設備と関わりなく、受信料を国⺠から強制徴収すべき。  （低所得者や未成年等を除
く） ・強制徴収の受信料は、この分野のコストに限定することで、かなり低額となる。 ・国⺠がいつでも⾒れるよう、ネ
ット配信を充実。著作権管理はすべきで無い。  ②娯楽（スポーツ(相撲･野球･ｻｯｶｰ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)、映画、ドラマ、紀
⾏等） ・⼀部の視聴者のための放映。  現在は、嗜好の多様化のため、昔の野球や連ドラのように圧倒的⼈気番
組はない。 ・多くの番組が巨額の著作権料・放映権料・出演料を外部に⽀払っている。  （⼀部⾃主制作番組を
除く） ・⺠間放送と直接競合している。 ・この分野は、スクランブル等を利⽤し、カテゴリー別や個別番組別で課⾦す
る。  そのことで、強制徴収の受信料を減額する。 ・⾃主制作番組は、アーカイブを充実し⽀払者に全てネット配信
し、再放送しない。  （現在はごく⼀部の番組のみ配信）  ③教育（学校教育補完、語学、⼀般教養） ・政府
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からの独⽴が⽐較的求められない分野。 ・政府負担も考えられる。  ４．徴収⽅法 ・現在、最も幅広く確実に低コ
ストで徴収できる「税」の徴収システムを利⽤。  政府財政から完全に独⽴し、⼝出しできない⽴法措置を講じる。 ・
現状、受信料⽀払 3769 万世帯であるが、例えば、住⺠税所得割納付義務者 5700 万⼈＋配偶者控除対象
者 900 万⼈を対象とすれば、徴収率は 100％に近くなる。  （それ以外は未成年・低所得者等で受信料免除さ
れるべき者） ・ホテル等の受信料は廃⽌。（⽇本⼈は⽀払済、外国⼈旅⾏者は余り⾒ない）  ５．ＴＶのチャン
ネルイメージ ①報道︓地上 011（ワンセグ・フルセグ同時） ②娯楽︓地上 012＋ＢＳ１〜２波（2k，4k，
8k は、技術やコストを勘案し判断）     ⾃主制作番組をネット配信することで、再放送は無くす。 ③教育︓地
上 021 

個⼈ 中国に媚び売りすぎ 受信料請求するくせに中国向けサービスは無料なのか 偏向報道しすぎ スクランブル化しろ 放
送法を⾒直せ ふざけんな NHK 

個⼈ NHK は毎晩のニュース、⾃然関連の番組を中⼼に毎⽇視聴しています。今回、初めて貴協会の経営計画を拝⾒し
ましたが、正直なところかなりショックを受けました。  COVID-19 パンデミックで世界が持続可能な社会創りに真剣に
取り組み機運になっているにも関わらず、経営計画にそのサステナビリティに関する視点がまったく感じされなかったからで
す。番組の中では、気候危機や乱開発などの問題などについても最もな説を唱えられていますが、組織としてそうした
課題に取り組むつもりはないのでしょうか︖  「上記のような取り組みを、持続可能な開発⽬標（SDGs）の考え⽅
を軸として実現」が社会貢献とは時代遅れも甚だしいのでは︖本業を通じて、SDGs の達成へ取り組むことは、7，
000 憶円規模の事業を⾏う組織としての当然の責任であり、そして「公共放送」を担う貴協会が果たすべき役割であ
ると考えます。  この経営計画がそのまま採⽤されるのであれば、もう NHK を視聴するのはやめようと思います。  ま
た、社会の多様性を重視するのであれば、こうした意⾒を⽇本語でしか募集しないというのは如何なものでしょうか︖
世界中のすべての⾔語とは⾔いませんが、NHK ワールドを放送する組織として、英語でも受け付けるくらいはすべきと
考えます。 

個⼈ NHK は今の⽇本には必要とされて無いと思いますが、それに気がついてないの貴⽅がたが可愛そうであるし、また、未
だに強制的に受信料を取っているその時代錯誤的な鈍い感覚は犯罪的でさえあると思います。 

個⼈ NHK の放送内容が⺠放と同じような内容になっています。例えば、野球放送や歌謡曲など⼈気があるものについては
⺠放に任せて、ニュースや環境問題などを多く取り上げて欲しい。特に気候変動は⼀部の企業が反対をしているため
か、⽇本の⺠放では余り放送されません。COP などに参加すると海外と⽇本の⼤きなギャップを感じます。そこでしがら
みのない NHK では海外も含めた気候変動関係の情報（＝気候変動はグローバルな問題であるため）を流す必要
があると思います。 

個⼈ 受信設備を持たない・NHK を視聴していない世帯に受信料を請求するな 偏向報道を⼀切するな お前らのような国
を貶める奴らが、国を守る⾃衛隊より給料が⾼額なのはおかしい引き下げろ この中共め ⽇本から出てけ 

個⼈ 語学等教育番組について。 なくさないで欲しいです。 私も以前使っていました。 現在でも、地理的、経済的、時間
的事情で学ぶ機会がない⼈も、そうでない⼈も利⽤できるので。 

個⼈ 受信料について:そもそもなぜ⽀払いの義務が⽣ずるのか、また、国⺠全てに⽀払いを強要しておいてそれに応じた番
組制作を⾏えていないと思う  ⾯倒事は勘弁なため、受信料を⽀払う気ではあるし、数ヶ⽉に 1 度チャンネルを開く
が、毎度毎度⾼い受信料を⽀払っている価値がないと思える 

個⼈ ⽇本では「気候変動」についての報道が少なすぎるので、番組で放送してほしいです。 ⼀⾔に「気候変動」と⾔ってし
まいますが、さまざまな問題と繋がっていますが、 ⼀例としてゲリラ豪⾬・ハリケーン・台⾵・⼲ばつ・森林⽕災・凍⼟融
解などこれらは⼈間活動が引き起こしたものです。 ⼈間活動を抑えていかなければ、地球環境は⼀⽅に良くなりませ
んし、未来の⼦供達が⽣きていく地球を残せません。 どうかよろしくお願いします。 
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個⼈ 書かれていることは素晴らしい。NHK らしさ，あまねく，新時代，安全安⼼，社会への貢献，等々---。 視聴者が
期待するのは，質の⾼い信頼できる正しい情報・番組を早く届けてくれる，その⼀点にあると思う。 届けるメディアは
進歩している。 私は 1998 年から 8 年ほど英国に駐在したが，その時は⼤きなパラボなアンテナを⽴てて，電波で
NHK の国際放送を観た。 滞在中にも届ける⽅法は進歩して 2001 年 9 ⽉のニューヨークのテロはインターネットで
知り，観た航空機がビルに突っ込んで煙が上がり，ビルが崩れる映像は余りにも衝撃的であった。 2006 年に広州に
転勤し，2016 年まで約 10 年間中国にいたが，そこでは⽇本の全キー⺠放局を含む全チャンネルを（多分違法
なインターネット同時再配信で）観ていた。ネット配信でも⽇本の TV 番組を⼤変快適に楽しむことができた。 中国
中央 TV は全てインターネット配信で，広州にいても，吉林省，湖南省，雲南省，北京，上海等々中国全⼟の
チャンネルを観ることができ，別に 100 チャンネルほどを使って４K 番組も配信されていた。これが数年前の世界の姿
である。  視聴者への配信⼿段は益々広がって⾏くので，８K やパラボラアンテナに頼るのはどうだろうか︖電波での
配信がずっとメインなのだろうか︖８K は個⼈向けに本当に必要なのだろうか︖ よーく考えないと⽇本のシステムがガラ
パゴスになりかねないと思う。 ５G の時代に相応しい対応，いつでも，どこでも視聴者が必要とする情報，質の⾼い
番組にアクセスできる，ことを⽬指してほしい。 ここ⾼知でも例えば北海道の番組が⾒えるようになったらいいなあ︕︕  
質の⾼い︓ ①理系離れを危惧しているが，知的刺激をくすぐるサイエンス番組（例︓以前のサイエンスゼロ，コズミ
ックフロント，著名な科学者へのロングインタビュー・解説，宇宙や素粒⼦等夢の科学の最先端について専⾨家によ
る解説） ②⾃ら取材した紀⾏番組（例︓世界街歩き，⼆度⽬の-----， ⼀本の道，新⽇本⾵⼟記，さわやか
⾃然百景，⻄⽇本の旅等々。あまりお⾦を使わないでも記者⾃らの⾜で取材した番組は⼼に響く︕） ③⽂化︓
NHK には N 響があるが，地⽅の視聴者にとっては⾼根の花。直に聴ける機会はほぼない。そこで例えば演奏会をラ
イブ中継ーーは無理なのだろうか︖著作権の問題もあるのだろうが考えてほしいものだ。ペイパーヴューを地⽅放送局
で⾏うなどすれば地⽅の刺激になるような気がする。 ⽂化に関しても著名な現役の⽅のロングインタビューも欲しいし
語学番組は続けて欲しい。 ④ニュース︓ 基本姿勢は⾃ら⾜を運んで取材したニュース，それこそが信頼できるものだ
と思う。そして混とんとしている今どうすべきなのか︖応えようとする番組であって欲しいし，時間を有効（「マスクをしま
しょう」等の無駄な⾔葉は挟まないで）に使って欲しい。 この点でみると今のニュース番組には沢⼭の問題があると思
う。 地⽅ニュース︓ 地⽅局の存在意義が明確でないように思う。何のためにあるのだろうか︖ 働き⽅改⾰のせい
か︖地⽅局ではほとんどといっていいほど⾃ら取材しているようには⾒えない。特に⼟⽇祝⽇は地⽅のまともなニュース
番組はない。それ故⼟⽇に開催された祭り・⾏事の報道は殆どない。 ウィークデーの⼣⽅のでさえここでは，地元
CATV の番組，視聴者の投稿，どこかで収録︖した既成︖料理番組，本の売れ筋ランキングなどでお茶を濁して
いる。少なくとも折⾓ある地⽅枠位は⾃前で取材し⼯夫して放送して欲しいものです。 記者の育成︓ このようなこと
が続くと，いざ災害，となった時に，まともにレポートできる記者が育たないのではないでしょうか︖ この 7 ⽉の豪⾬災
害での現地記者のレポートの⼀部はお粗末過ぎましたよ。⺠放の⽅がよほどしっかりしていました。⽇頃から教育・訓練
されていないのではないでしょうか︖ 配信メディアは⽇進⽉歩で，沢⼭の配信経路が出てくるでしょうが，伝える内容
の元は記者⼀⼈ひとりが歩いて現地で⾒聞きして取材し得た事実・現実のはず。ニュースは⼀⼈⼀⼈の⽣⾝の記者
に依存しており，⼤切なことは記者を育てること。３現を基本に取材報告できる有能な記者を育ててほしいものです。 
現ニュース番組︓ 東京は⽇本の中⼼︖受信料は全国同じなのに，例えばコロナ。 感染は全国に広がっているの
に，「東京では〇〇⼈感染----」それで終わり。 地⽅にいると「そうか︕多いなあ」それだけの話。 全国レベルでの集
計，推移グラフとその解析，特徴（異常が⽣じた府県があればグラフも使って，原因を推定し）全国の現状，問
題点，考えられる⽅向を報道すべきと思う。ことが重⼤なら時間を延⻑してでもきちんと現状と（NHK が思う）問題
点を伝えるべきと思う。コロナは⼀例で他でも⼤同⼩異。 
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個⼈ 毎晩ニュースウォッチ９を観ており、毎晩のように怒りと残念な気持ちでたまりません。ジャーナリズムという事はなんなの
か分かっていない気がするほど弱いニュースメディアだと感じています。NHK（特にニュースウォッチ９）に対する批判の
ポイントは主な３つです。  １．気候変動の認識が低すぎます。毎年のように「記録を超える暑さ」「異常気象の増
加」「熱中症の増加」などのヘッドラインを報告していますが、それがなぜ起きているのか（気候変動）、私達⽇本国
⺠にどう関係あるのか（なぜ気候変動が起きてるのか・資本主義との繋がり・私たちの⽇々の習慣にどう繋がっているの
か）、個⼈レベルで何ができるのか（エアコンをもっと使うじゃなくて、私たちが毎⽇利⽤する物は環境にどのような影響
を及ぼすのか、気候変動に対してのデモはどこで起きていてどのような結果を残しているのか）、政府は問題に対してど
のような⾏動を起こしているのかなど、気候変動について数え切れないほどのストーリーや情報があるのに、NHK の⽅で
は「今⽇はまた暑いね」のような態度しか印象に残りません。海外のニュースメディアはしっかりと国⺠に必要な情報を提
供しており、政府の責任と⾏動をしっかりと報告しちゃんと批判をしています。NHK などの⼤⼿メディアは視聴者に社会
では何が起きてりのか（気候変動だけではありません。BLM、トルコで起きている⼥性殺し、中国でのウイグル族の収
容施設など）を正直に詳しく教える⼤事な責任があります。（⽇本の様な孤⽴した島国には特に重要です。）  
２．現代の⽇本を正直に表していない感じがします。世界から⾒られている同種性の⾼い⽇本と違って、現代の⽇
本社会はもっと多様化しています。その結果差別は本当に存在しています。外国⼈労働者に対しての差別、私のよう
なハーフに対しての差別、⼥性に対する性差別・セクシュアルハラスメントなどなど。この様な偏⾒や差別を毎⽇の様に
経験しているのに、メディアは⽇本の良さだけに注⽬している気がします。クロースアップ現代では、たまに⽇本で存在す
る格差・偏⾒・差別などについて話しますが、視聴者の⾝近な⽣活の中でどう関係があるのか、個⼈の偏⾒にどうやっ
て気づいて反省できるのか、番組の最後に解決法などを取り⼊れた⽅が社会に役⽴つと思います。また、この様な社
会問題をメインストリームニュースでディスカッションを⾏うべきだと思います。  ３．ディスカッションやディベートをもっと活
かして欲しいです。CNN の様に、ラウンドテーブル形式でのオープンディスカッションを⽇本でも始めた⽅がいいと思いま
す。⽇本⼈のほとんど（特に私と同じ若い世代）は⾃分で⾃分の意⾒を持つ⼒が弱いです。これは基本的には⽇本
の教育システムのせいではありますが、ニュースメディアはこれを変える・影響する⼒があります。CNN の様なラウンドテー
ブルディスカッションをする事で様々な視点から様々な社会問題を学ぶ事ができ、視聴者の知識は⾼まり⾃分で⾃分
の意⾒を持てる様になると思います。（また、台本無しの⾃然なディスカッション、若者も簡単に参加できる様なディス
カッションをした⽅がいいです。）  NHK は⽇本、そして世界で何が起きているのかを視聴者にしっかりと正直に詳しく
教える重要な責任を持っています。これに伴って、しっかりとした経営計画を取り⼊れて欲しいです。 

個⼈ 波別の個別番組管理からジャンル別の総合管理への転換を⾏うとのことですが、今まで視聴してきたよい番組は引き
続き放送をお願いします。視聴率を気にすることなく、公正な番組を放送してほしいと思います。 ２．新時代へのチャ
レンジについて、地球に⽣きている私たちが⽣きていく上で考えさせられる番組コンテンツの放送を希望します。ドラマ番
組が多いと思います。削減してもよいのではと思います。 ◆保有するメディアの在り⽅について、3 波を将来的に１波
に減らすとのことですが、テレビが⾼画質になるたびに機材の買い換えをしてきました。負担をかけないようにしてほしいと
思います。 ⾳声波は２波にするとのことですが、語学番組は⾳の明瞭な AＭでお願いします。 

個⼈ 受信、nhk、そのあり⽅について  今⽇、テレビジョンが住まいの有無に関わらず受信料契約を迫る内容が横⾏してい
るのはなぜなのか︖  契約を結ぶにあたり受信料の⽀払いの記載がない現在の放送法が現⾏しているのが正であるの
ではないか︖ ではなぜ明記なく契約にあたり受信料の発⽣が⾏われているのか。 受信料が発⽣するのであれば、ま
ず放送法を改正を⾏うべきではないのか︖  このような⾝勝⼿な組織は経営ではなく解体すべきであると思う。 これは
⼀市⺠の意⾒である。 

個⼈ ラジオの AM をひとつにするのは私は反対です。  今でさえ時々国会中継で通常の放送が中断されます。ひとつになる
と教育のプログラムが聞けなくなる恐れがあります。  ラジオ局は多くありますが、教育専⾨のラジオは国内では唯⼀第
⼆のみです。不登校で学校に通えない⼦が聞いているかもしれません。私は⽣涯学習の⼀環として英語、フランス語、
ドイツ語を学んでいますが、英語はともかくその他の⾔語を地⽅で学ぶことはほぼ不可能です。AM がひとつになることで
こうしたプログラムが減ってしまうことを危惧しています。教育の機会を奪うことになりかねないのです。  私は NHK の語
学アプリを利⽤していますが、誰もがアプリを使えるわけではありません。E テレの語学番組は第⼆ほど充実してはいませ
んし、やはり第⼆は存続して頂きたいです。NHK には質の⾼い教育プログラムを放送し続ける使命感を持って頂きた
いです。 
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個⼈ 契約に関して義務としておりますが、憲法 13 条(個⼈の尊厳)及び同 29 条(財産権)の内容により違憲ではありま
せんか︖ 憲法と法律であれば憲法が優先される事はご存知でしょうか︖ 

個⼈ 「新時代へのチャレンジ」について ⽇本は国の掛け声とは裏腹に世界でも語学⼒の弱い国とされています。 語学（特
に英語）は教育するものではなく⼦供が⾃然に⺟国語を理解するように⾝の周りから吸収できるようにするべきです。 
ヨーロッパはどこでもテレビをつけると英語の放送を常時視聴できます。 ⽇本とは異なり⽇常に英語が密着しています。
今回の計画案にはチャンネルの統廃合が記されていますが、英語のチャンネルを新設していただきたい。 例えば NHK
第１は⽇本語放送、第２は英語放送と⾔った⽅法です。 是⾮、語学を教育するという概念から脱却していただきた
い。４K など⾒掛けの道具ばかり誇⽰するのではなく内容の充実が最優先と思います。 

個⼈ 保有するメディアの在り⽅について BS については、現在の幅広い番組の提供に資するためにも、2 波の維持を望みま
す。 ⼀⽅で、BS8K については現状では左旋での実施となり、家庭設備の更新を伴うため現状では普及が⾒込めな
い可能性が⾼い。ネット経由の配信を重点的に進める⽅向でよいのではないか。 他⽅、地上波の 4K/8K 化は諸外
国を⾒ても時代にそぐわず視聴者ニーズもない（これだけネットが普及している中で放送⽤アンテナの更新などできる
わけがない）と思いますし、他の⽅式と⽐べても技術的に優位性を⽰せていないため、研究開発含め中⽌し、既存の
地上波の帯域をより効率的に利⽤できるような取り組みにより、周波数を返上、削減していくべき。⾳声波について
は、R1R2 を存続させ多様な放送番組の提供を継続してほしいです。 

個⼈ NHK の放送を⼀切⾒ていないのになぜ視聴料⾦を払わなければいけないのか︖あまりにも横暴である︕︕NHK は
即刻国⺠からの搾取を辞めるべきだ︕︕ 

個⼈ ニュースウォッチ９の●●キャスターが本⽇から⼆週間の夏休みとのことです。 局アナつまり社員が、⼆週間もの夏休み
の取れる会社はそうそうありません。受信料で⽀えられている事業体であることの⾃覚の無さを感じます。 

個⼈ ポンコツが、しっかり経営しろ ⾦余りすぎだろ撤退しろ 
個⼈ NHK は「国⺠放送だから」という理由で受信料という名⽬で⾦銭を回収しているが、NHK をまったく⾒ていない、また

はテレビなどを持っていないにも関わらず集⾦しようとするのはおかしいと思う。⾒ていないのだから、払う義務を感じな
い。  しかも、その集⾦によって多くの⾦銭を得ておきながら、国⺠にとって有益な放送をするのかと⾔えばそうではな
い。⽇本を貶めるような内容の放送ばかりで中韓に忖度したような内容ばかり放送している。そのような報道体制で国
⺠放送を名乗るのはズレていると思う。 

個⼈ まず、完全に中⽴的な⽴場でものを⾔ってください。テレビ局が軒並み⾜並みをそろえて不祥事を報道しない、「報道
しない⾃由」の濫⽤のせいで⾃らの信頼を落としている事にいい加減気づいて是正して下さい。不祥事の公表、謝罪
ができて⽴派ないち企業です。それが出来ないならさっさと報道を辞めて下さい。仮にも「放送協会」を名乗って受信
料を取っているのですから。これだから「メディアは嘘つき」「NHK はクソみたいな所」とか⾔われるのです。  また、中国
向けのサービスが無料なのも納得が⾏きません。⽇本⼈からは⾦を取って中国⼈はタダで利⽤できる、とはずいぶん悪
質かつ⾺⿅げた冗談ですが、「⽇本」放送協会ですよね︖この点に関しては失望以外の感情が浮かびません。擁護も
できません。しようとするならば全部⽪⾁となるようなものばかりです。もっとも、ハナから失うような望みも信頼もクソもな
いですが。 中国に不利な内容を全く報道しないというのもかなり怪しいです。「⽇本下げ」はするのに中国にとって都合
の悪いことには無視を決め込むその姿勢、すごく尊敬します。「⽇本売国利敵放送局」とでも名乗る事が⼤いに認めら
れるレベルだと思いますよ。ここまでボロクソに⾔えばわかるでしょうか。分からない⽅がおかしいくらい分かりやすい⽪⾁を
⾔ったつもりです。  受信料徴収の業者のマナーの劣悪さもどうにかしてください。⼀体いつまで放置する気ですか︖もう
これは ggrks としか⾔えません。「外注先がしてくれない」など、責任逃れをするようならあなた⽅は⽴派な無責任企
業の仲間⼊りです。というか現時点ではそうです。だから未払いが起きるのです。ヤクザだのみかじめ料だの揶揄されて
るのが恥ずかしくないのでしょうか。多分そうなんでしょうが。  さて、随分⼝汚く⾔いましたがここまで読んだでしょうか。ま
あこんなのはスパム認定で弾いておしまい、もしくはもみ消して反映も改善もせず、放置して終わるのでしょうが。こんな
先⼊観を持たれるほどあなた⽅は信頼を失い、堕落しました。あるいは元々そうだったのが明るみに出ただけかも知れま
せんが。特に中国云々の件は早急かつ根本的な改善を求めます。  最後に。ネットの否定的な評価を⾒て、改善し
て下さい。恐らく、ここ数年が信頼を回復する最後のチャンスです。 
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個⼈ 経営計画書（２０２１〜２３年度）について前⽥会⻑の経験と実績が反映された従来にない経営計画で評価
できます。但し、実⾏⾯において⽅針「１」で掲げております「組織⾵⼟改⾰に全⼒を挙げると」書かれておりますが、
ぬるま湯体質の環境育ちの役職員⼀⼈ひとりが直ぐに体質改善を出来るのか疑問を感じます。会⻑に⼈事権がない
ので特に、⾮協⼒な役職者を更迭できないのが NHK の社⾵とおもわれます。昔から何かに付けての改⾰も尻切れト
ンボになっていたと思います。チャンネル削減や受信料引き下げには消極的ですね。視聴者が求めているのは、⺠放と
の競争ではなく、公共放送本来のタイムリーなニュース番組、災害、交通情報やドキュメント、教育中⼼の番組構成
にする。相撲等スポーツ中継や芸能、娯楽要素の強いバラエティー番組は全て⺠放に任せばよい。受信料は、公共
放送の在り⽅を何か再認識し、潤沢な資⾦の費⽤⾯の⾒直しや（⼈員削減も含め）資産や⼦会社全て整理して
公益に特化した活動体となるべきです。それにより、総合と教育は統合し無料化とする。BS は、チャンネルを半減にし
て有料化とする。ラジオは⾏通り。アナウンサーは、男⼥とも昭和・平成に⽐べレベルの低下を感じます。テレビカメラば
かり意識して台本の棒読みアナウンサーばかりでベテランアナウンサー様な個性的な優れた⽅が育成されておらず、バラ
エティーアナウンサーばかりですね。⼣、7 時のニュース番組の●●さんは優秀だが、●●さん他は勉強が⾜りません
ね。気象予報⼠も●さんと●●さん以外は外回りしないスタジオ予報⼠ばかりですね。特に、気になるのは●●予報
⼠で、台本ばかり気にして、話してる場所とは関係ないかけ離れたところを指差している。指差棒を持たせない⽅が良
いのではないか、⼦供からも、あそこは熊本でなく⼤阪じゃないとつぶやいていますよ。何度も同じ繰り返しをしており注
意するスタッフがいないのかな。なぜ、こんな些細な事までを⾔うのも「⾒ないのに・⾒たくもないのに」⾼額な受信料
（年貢）を納めなければいけないからです。昨今のコロナ禍で各企業は未曽有の収⼊減、国⺠も政府から給付⾦を
いただきましたが、まだまだ先が⻑いです。受信料補助を考える時期ではありませんか︖ お考えはありますか経営計
画書につて、絵に描いた餅で終わらせないよう視聴者からの意⾒がどのように反映されたか注視したい。9 ⽉ 3 ⽇まで
の締切⽇が迫っておりますが、多くの意⾒を聞くのには PR 不⾜じゃありませんか、芸能番組放送の PR より、経営計
画書の意⾒聴取を募集している宣伝活動をするべきとおもいます。以上 NHK 経営計画意⾒募集係 御中 

個⼈ 拝啓⽴秋とは名ばかりです。NHK 経営計画についての私の意⾒を申しあげます NHK は LGBT の問題に取り組んで
おられますが、ロリコンに対する⾒解が全くあいまいです。児童ポルノの所持の規制については『毎⽇新聞』は⼦供の権
利を守るという観点から賛成です。⽇本放送協会は表現の⾃由を守るという観点から反対です。私は『⽇本国憲法』
で保障された幸福追求権に反するので所持の規制には反対です NHK はメディアとして責任ある対応をとってください
夏バテなどなさいませぬようお体にお気をつけください敬具仏教歴 2563 年 8 ⽉ 22 ⽇ NHK 経営委員会御中 

個⼈ ・フリーライド化対策として、スクランブル放送化の検討を実施されたい。 ・公共放送として、⺠業圧迫をやめるべきであ
り、１チャンネルのみでよい。 ・⼈件費の減額の検討をされたい。 

個⼈ 番組の DVD やキャラクターグッズ販売益は何故受信料に還元されないのか、利益は何処に落ちるのか、府に落ちな
い事ばかりだ。 番組のセットを⾒ても資⾦が潤沢なせいか⾦の使い⽅がおかしい。 コロナ禍だからと受信料を値引く事
もなく明らかな偏向報道も⾒受けられる始末。 頼むからスクランブルかけてくれ。 偏向報道に⽀払う⾦はないから。 

個⼈ ネット配信なんてはじめてまたカーナビみたいに家にテレビがない⼈から受信料を毟りとろうとしてるのでしょうがスクランブ
ル放送開始してくださいよ。  ⾒るか⾒ないか選ぶ権利をください。 ぶっちゃけ受信料払うくらいならフールーなりネットフ
リックスで⼗分です。 ⼤河ドラマみたいなら NHK プラス契約しますよ  傾向報道も甚だしいし、ニュースなんて NET で
様々な所で⾒られます 莫⼤な⼈件費もせめて公務員並みにしたらいかがですか︖ N 国が選挙で勝った理由をよく考
えてください  ⼀度解散して、⺠法になるのか完全に国営になるかして正常化したら良いと思いますよ 個⼈的には法
的に強制契約を確約されたれ流してるだけの NHK は必要ありません 
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個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」について「NHK らしさ」とは何か。私がかつて NHK の番組作りに⾒いだしていたの
は、⼤衆に迎合しない、愚直なまでに真剣に理想を追い求める姿でした。今回提⽰された 3 カ年計画案には、残念
ながら「理想の姿」は⾒いだせませんでした。時代がどのように変化しようと、変えてはならない「不易」、いままで頑固な
までに追い求め、そしてこれからも求め続けていくべきこと。それこそが NHK が⽬指すべきものではないでしょうか。他の
⺠放局とは違って、NHK が求められているのは、⽇本⼈としての「教養」を国⺠に⽰し、啓蒙することだと思います。⺠
放局にはまねのできない質の⾼い番組作りを可能にしてきたのは、制作スタッフの⽅々それぞれが、⾃分たちが⽇本の
⽂化を背負っているのだ、という誇りを持って携わってきたからだったはずです。それこそが公共放送としての矜持だったの
ではないのですか︖今回の改⾰案には、その NHK としての矜持が⾒えません。唯々、AI 化の進む時代の波に乗り遅
れまいとする「焦り」しか感じません。今回の経営計画案で、⼀番⽬を疑ったのは、AM ラジオチャンネルの 1 本化で
す。ラジオ放送の役割について、あまりにも軽視しすぎた判断だと思います。この改⾰案は、５つのキーフレームのうち、
「１．安全・安⼼を⽀える」「３．あまねく伝える」「４．社会への貢献」に反しています。ラジオ放送は視聴覚障害者
や⾼齢者、年少者などの社会的弱者にとって最も⾝近なメディアです。ただスイッチをひねればニュースや緊急速報、そ
して数々の教養番組を聞くことができる。そして、あえて視覚ではなく、聴覚によって情報を得ることにより、健常者にとっ
ても豊かな情操を育むことができる、これは、すでに医学的に⽴証済みのはずです。これまでも、そして現在も多くの優
れた番組を⽣み出しているラジオのチャンネルを減らし、上記の視聴者層に不利益をもたらすことになります。よって、
AM ラジオチャンネルの 1 本化には断固反対します。NHK らしさを失った「新しい NHK」に⽣まれかわったとしても、国
⺠の信頼を得ることはできず、受信料の増益は⾒込めないと思います。受信料の減収対策は、NHK の根本的な存
在意義を裏切ることではなく、もっと他の⽅法を講じるべきだと思います。さらに知恵を絞って検討を続ける努⼒をしてい
ただきたいものです。どうぞこれからも⽇本国⺠の期待を裏切らず、国⺠にとって世界に誇ることのできる公共放送で有
り続けてください。お願い申し上げます。 

個⼈ 地上波 nhk と BS の nhk でニュースの情報の偏りが⼤きく違っています。特にニュース 9 は男性キャスターが公平、公
正な姿勢が全く⾒られず、⾃⾝のお気持ちを垂れ流す⾮常に⾒ていて腹⽴たしい気持ちになります。名ばかりの公共
放送であれば、今後は TV を全て処分し、受信料を⼀切払わない⽣活に変えて⾏こう考えます。 オールドメディアは
本当に不⽤とされてしまう未来はすぐそこまで来ていると思います。 

個⼈ キーコンセプトの「NHK ならではの⾼品質なコンテンツ追及には⼤いに期待する。特にテレビの場合、計画の視聴チャ
ネルが多すぎる。視聴者に新たな負担を要求する BS2K， 4K， 8K， AD， AR， VR を⾔及しているが、不要
に思われる。画⾯の精細さなどは 5 分も⾒ていれば意識しなくなるが、内容は重要である。放送内容の充実、質の向
上を期待する。 BS のスペシャル番組など、⺠放ではやらない、やれない番組を期待する。特にドキュメンタリ、CG やイ
ラストを駆使した科学番組、グローバルな取材番組などは歓迎したい。  最近、再放送が多い。オンデマンドなどで過
去の番組を⾒られるそうだが、それを活⽤して 1 週間以上以前の番組の再放送は最⼩限にして欲しい。チャチなドラ
マや信⻑･秀吉･家康がらみの歴史ものは飽きられている。⺠間放送でも多いクイズやバラエティー番組は NHK では
不要、視聴料を払ってまで⾒る価値は無い。BS での⻑時間スポーツ番組も時間つぶしにしか思えない。  ⾳声波の
FM 放送の充実を望む。特にクラシック⾳楽など、⺠放では聞く機会がほとんどないので更なる拡充を期待したい。  
視聴料を徴取しているのであるから視聴者に媚びずに必須の報道や解説、教育番組の充実を望む。  委員会資料
で「インターネットの活⽤」が⾔及されているが、具体的に何をどうするのかが明確でない。また資料中で「右旋」、「左
旋」と出てくるが意味・説明がない。   「受信料」も⾔及されているが、放送内容に「それに応じた価値があるか」という
問題であろう。今後の充実した良質の番組の放送を期待します。 
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個⼈ 先ず、NHK は何の為に存在しているのか︖といった根本の⽬的･役割がこの経営計画に不明確の様に思います。以
前「⽩熱教室」公共放送について議論がありましたがその結論部分が⼤事です。その⽬的を達成する為に様々な施
策が築かれていくべきです。それは特に政治報道に現れると思います。 私的に公共放送の⽬的を定義するならば、主
権者である国⺠の信頼できる眼になって欲しい︕という事です。知りたい情報を提供するのではなく、国⺠が何かの判
断が必要な時（例えば選挙）判断に必要な信頼できる情報を提供して欲しいのです。国⺠にとって⼤事なのは政
策であり法律です。法律を作る前提で、今社会で何が起きていて、何が問題︖でその本質的な原因は何に有るの
か︖といった現状認識が⼀番⼤事だと思っています。NHK は様々な特集を組まれていて、それは⾮常に勉強になるし
助かっています。ただ、まだまだ不⼗分だと思います。今の政治報道は殆ど政局がらみばかり、国会の与野党の権⼒争
いに関する報道や専⾨家や解説者と呼ばれる⼈の予想。ドラマの予告編じゃあるまいし、国⺠にとってはどうでもよい
情報だと思っています。印象操作で国⺠に少しでもよく映る事ばかり政治家が考える様になり、根本的な解決策を政
治家が考えなくなります。とてもまともな放送局がないと思えてなりません。殆どの放送局も政権批判で批判の為の批
判をしているにすぎない様に感じます。 国⺠受けする視聴率が⾼くなりそうなストーリーを作りそれにあう情報だけを繋
げている偏光報道に近い。これでは本当に必要な情報が国⺠に伝わらない。嘆かわしい限りです。 政局報道は⺠法
に任せておいて公共放送は、政策に⾏く前の現状認識の部分は与党も野党もなく国⺠としての共通認識できるまで
議論を⾼めないと、議論の⼟台がないまま、かみ合わない議論を展開する事となり、国⺠が正しく評価出来ない環境
を作り出してしまいます。今、現状を国⺠に知らせる機能が無いように思います。NHK には是⾮その部分を担って欲し
いと切望します。例えば今のコロナ禍に於いて、PCR 検査が⽇本が他国に⽐べて極端に少ないし、増やすと⾸相が⾔
っても全然増えていかない真の理由は何か︖この国⺠が知らなければならない原因をきちんと報道しているところは無
いように思います。NHK は国⺠に代わって国⺠の眼となって真の原因を究明し報道して欲しいのです。そこに例えば組
織の縦割り⾏政の問題があるのであればそのことをしっかり国⺠に伝えてほしい。 また、コロナは死亡率も低いし若者は
軽症者が多い。よって基礎疾患か⾼齢者に感染しない様にすることが⼤事と⾔っている専⾨家も多い。これが真理な
のかどうか︖キチっと公開討論か何かで、対⽴させるという意にではなく客観的に真理かどうか︖の検証番組も⼤事だ
と思う。そうした意味で NHK の政治討論番組もよく⾒ますが、 ⼀つのテーマを各党の⼈に⼀通り話させて、ハイ次の
テーマというケースを良く⾒受けるがこれは⽌めてほしい。⼀つのテーマをトコトン深堀して欲しい。でないと物事の本質
に結び付かないし、適当なコメントで終わってします。そうした意味では⼟曜の午前中にやっていたニュース深堀が好き
であったが、チコちゃんに代わってしまって残念です。チコちゃんも飽きてきた。視聴者が納得できるまで深堀をお願いしま
す。  それともう⼀つ国⺠に必要な情報を発信して欲しい例として。 年⾦の問題がある。これはかなり前から問題にな
る事はわかっていたのだから、国⺠の⽬線から問題である事をもっときちんと国⺠の為の報道機関なら報道すべきであっ
た。官僚も政治家もわかって居ながら何もせずにほっといていたからこそここまで悪くなった。  最後に、NHK の 4K や
8K の研究開発もしているのかもしれないけど、これらの技術開発は受信料でやって欲しくない。NHK はコンテンツに集
中して欲しい。まだまだ公共放送としての役割を果たせていないと思う。 

個⼈ ＮＨＫのニュース 9 は公共放送でありながら、意図的で悪質な編集が⽬⽴ちます。 ＮＨＫに求めるのはイデオロギ
ーや特定の⺠族の思想に偏らず事実を伝える事です。 国⺠の多くは反⽇でもなければ、反安倍政権でもないので
す。 コロナという未だ正解の確信できないウイルスに対して、⽇本よりも重傷者や 死亡者の多い国を持ち上げ、⽇本
の対応が悪いかのように編集したり 総理が国⺠に述べた感謝の⾔葉を部分をカットする意図を伺いたいものです。 国
⺠から徴収しておきながらおかしな編集するなら⺠放になったら如何でしょう。 

個⼈ ★政治の公平性について 安倍政権になってから、政府のプロパガンダ放送にみえる。与党にとって⽿障りなことも他局
と同様堂々と報じてください。 ★国会中継について BBC のように、BS などでずっと国会中継や委員会など政治につ
いて専⾨に OA する体制にしてはどうでしょうか。そうしないから Youtube や AbemaTV が流⾏るのです。 ★NHK
バラエティ化にストップを 昨今 NHK はカジュアル化しています。若年層取り込みを意識しているように⾒えます。しかし
ながら、視聴者はそれを望んでいません。それなら⺠放を観ます。畏怖堂々としたかつての NHK に戻ってください。 ★
⽇曜討論の劣化 以前は録画してまで⾒逃さず観ていました。しかし、野党も厳選された党ばかり、シナリオ重視で新
鮮さを⼤いに⽋如し、政府のお抱え討論番組に国⺠の税⾦を投⼊していることに腹だしささえ感じます。 ★NHKR１
の効果⾳が⽿障り 朝から「三宅タミオの真剣勝負カキーン」や「健康についての今⽇のポイントピンポン」とか必要です
か︖また、●●アナの「あと〇〇分ありますが」と⾔うのは⾃分の仕切りに⾃信がないからではないですか︖視聴者には
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関係ありません。いやいや聴いています。 ★ラジオ深夜便は最⾼ NHKR1 のマイあさに⽐較して深夜便は⼤好きで
す。しかも、⼤ファンの●●●アナ（朝の番組を担当されている時は最⾼でした）の起⽤は近年の NHK にとっては⾒
直したい素晴らしい改⾰でした。毎回●●アナの番組は録⾳も⽋かしません。彼に⼩説の朗読も期待したいです。 
★NHK の CM は必要なし TV にしろ R1 にしろ CM の必要があるのですか︖⺠放を意識しすぎではないですか︖受
信料を徴収しているのですから堂々と CM ナシ、番組表や Website にアイキャッチのある⾔葉を⼊れるだけで⼗分で
はないですか︖CM の時間や効果⾳分を無くして中⾝の濃い本来の NHK 番組にしてください。 

個⼈ 衛星放送を 1 波にされるそうですが、現在放送されている番組が かなり削減されると思われます。  私が残してほし
い番組は「世界ふれあい街歩き」「グレートネーチャー」 「ＢＳ世界のドキュメンタリー」「⽇本百名⼭」「ワールドニュー
ス」 のような⾃然や世界でなにが起こっているかを伝えてくれる番組です。 それと「映画」「クラッシツク⾳楽」と「オペラ」
も NHK ならではです。  逆に今よりも減らしても良いだろうと思われる番組は「MLB」の野球放送です。 「NFL」はア
メリカを代表するスポーツなので残してください。  BS1 波では残したいけどやむを得ず削減される番組がどう考えても 
多数出ると思われるので可能な限り現在の 2 波体制でお願いします。    番組ではできる限りアナウンサーだけで番
組制作をお願いします。 タレントや芸⼈が出るとその⽅は、番組を盛り上げようとして、 変にテンションを上げるので、⾒
苦しくなることが多々あります。 もし出されても⼀⼈⼈か⼆⼈にして下さい。経費削減になると思われます。 

個⼈ 新型コロナウイルスによる社会・経済環境の変化インターネットの台頭⼈⼝・世帯数の減少テレビ保有率の低下公共
に対する社会的な意識の変化技術⾰新の加速化（NHK が情報についていけない）→NHK はこれらを⾃分たちの
組織にとっての脅威と感じている。これらの事態に対する NHK の受け取り⽅の感覚がすでに間違っている。すでに遅
い。本来は、このような出来事は必ず起きるべくして起きてくるものであり、そういうものは必ずあるとあらかじめ想定して
おかなければならない。上記の内容以外にも無数に潜在的なリスクは存在する。それらの潜在的リスクが、顕在化して
表⾯化して、現実の物として姿を現して初めて仰天して「なんとかしなければ」といって慌てふためくことになる。この時点
で既に遅い。態度が間違っている。このような態度で物事に対応する組織は、組織⽂化の研究の⾔葉では「リアクティ
ブ（reactive）な組織」と表現される場合がある。「リアクティブ」とは、この分野の意味としては「事後対応的」のよう
な意味と解釈できる。私はこれをその程度の⽣ぬるい意味ではなく「バカの後知恵体質」だと強く批判する。私は「視聴
者センター」時代から「NHK ふれあいセンター」になっても繰り返しクレームをいれているが、⼀切改善していない。態度
は、悪くなる⼀⽅である。ふれあいセンターは異⼝同⾳に「具体的に⾔わないと改善できない」といってこちらの話を遮
る。そもそもこの「具体的に」という発想⾃体がすでにリアクティブ（reactive）な組織の特徴を体現している。「具体
的に」とは、すなわち「潜在的リスクが、顕在化して表⾯化して、現実の物として姿を現した状態」である。それが現実
のものになるまでは改善しないという NHK の根本的な組織⽂化がすでにふれあいセンターのオペレータという末端の職
員の腹の底にまで沁みわたっているというこの現実を NHK の経営層は重く受け⽌めるべきである。「そのような潜在的
なリスクをすべてあらかじめ予想することはできない。」と⾔って NHK は、⾔い逃れをする。確かに今の NHK の組織⽂
化ではそのような予想はできないだろう。それは NHK の組織全体が「リアクティブ（reactive）な組織」だからである。
世の中にはＮＨＫとは違った「プロアクティブ（proactive）な組織」が存在する。そのような組織の実例は少なく、⼀
時的にプロアクティブだったとしても、すぐにリアクティブに転落したり、ある分野ではプロアクティブでも別の分野ではリアク
ティブだったりもする。NHK は、「南スーダンの PKO 活動」に関してプロアクティブな報道をした。実態をまともに知らない
ままで空理空論で PKO 活動の計画を無理やり実⾏している⽇本政府を⽇本⼈の多くは放置してきた。しかし、実際
は、頭上を⽇夜砲弾が⾶び交い、同じ宿営地内で別の国の隊員が命を落としているにもかかわらず、⽇本政府は現
地を⾮戦闘地域だと決めつけ、⾃衛隊に PKO 活動をつづけるように指図していた。⽇本政府のやり⽅は、組織⽂化
の研究の⾔葉では、「病的（pathological）な組織」に分類される。NHK も時々「病的（pathological）な組
織」であるときがあるが、この「南スーダンの PKO 活動」に関しては、NHK は、プロアクティブ(proactive)であった。どう
やったらいつもプロアクティブでありつづけられるのか。そのためのはっきりした⼿順書は⽤意されていない。しかし、⼀部の
最先端の研究によると、そのようなプロアクティブな組織には常に⼀定の特徴がみられるという。「プロアクティブ
（proactive）な組織」の特徴私は●●●●●●●●●●●●という⼈の著書や、●●●●●●●●●●●
●●●という⼈の記事から以下のような特徴を引⽤する。① 形式的な⼿続きにこだわらない。② 広範囲な事柄に
関して、さまざまな出来事は、その出来事が起きる前に⽰す何らかの予兆がとらえられる。プロアクティブな組織なそのよ
うな先⾏的な予兆をしめすものに注⽬している。③ 安全は、危険がないことではなく、常に存在する危険性の中で、そ
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の危険を組織内のさまざまな働きが何とかやり繰りして抑え込むことで保たれているということを認識している。④ 職員
は（経営層が③を認識していることを知っているので）、その組織内に内在する危険性に関して隠ぺいしたりせずオー
プンである。そのため、その組織内では、その危険性に対する情報を多くの⼈が⼿にすることができるし、その知識が有
効な情報として蓄積されていく。⑤ 経営層は客観的にみて誠実であり、安全に関するメッセージと違ってきている状態
を放置しないようにしている。個⼈の⾏動の過失よりも経営の過失として問題点を探して⽇々の労働⾏為を⾒て歩い
ている。⑥ 経営層は、最前線の労働者（NHK の場合、NHK 職員）が次のステージの安全を⽣み出すための作
業を助ける為に経営層ができる役割に関して、もっと知識を増やそうと好んで知識をあつめる。上記の「病的な組織」、
「リアクティブ（事後対応的）な組織」、「プロアクティブ（事前対応的）な組織」の他にも２つの分類があり、●●●
●●●●●●●●●●●という⼈は、次の計５種類で組織を分類している。「病的な組織」、「リアクティブ（事後
対応的）な組織」、「打算的（官僚的）な組織」、「プロアクティブ（事前対応的）な組織」、「創造的な組織」字
⾯からも察することができるように「病的な組織」が最悪で、もっとも優れているのが「創造的な組織」であるとされてい
る。ここで使われている「創造的」の英語は「Generative(ｼﾞｪﾈﾚｰﾃｨﾌﾞ)」であり、我々、⽇本⼈が通常使っている
「Creative(ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ)」とは意味が違う。NHK は、今回の「NHK 経営計画（2021-2023 年度）（案）」にも
「創造性を最⼤限に⽣かせる」などの「創造性」という⾔葉が散⾒されるが、⽇本語では、「Generative(ｼﾞｪﾈﾚｰﾃｨ
ﾌﾞ)」と「Creative(ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ)」の違いが区別できない︕︕この意味違いを混同しないように注意が必要である。⽇
本語のクリエーティブのイメージだと、今までにない前衛的な物を作り出すことのようなイメージがある。組織⽂化におけ
る「創造的」とは「ジェネレーティブな組織」である。私は、上記の「プロアクティブ」の場合と同様に●●●●●●●●
●●●●●●という⼈の記事から以下のような特徴を引⽤する。「ジェネレーティブ（generative）な組織」の特徴
① 何も事故がないときでも、常に様々な物事の未来の進展の成り⾏きを探り続けることが必要だと考えている。② あ
りとあらゆる予兆を⽬⼀杯に活⽤している。しかし、安全は、そのような物事の外観や形式によってもたらされるものでは
なく、⼈々の⽇々の作業がすべて合計されたものであるという安全の核⼼にある価値そのものを知っている。③ 安全
は、「最優先事項」としてとらえるのではなく、あらゆる活動において「最も気にすべきこと、気にかけるべきこと」として理
解されている。注）この「安全優先ではダメだ」という部分が⽇本⼈には、どうしても理解しにくい部分である。この違い
を理解できるか、できないか・・・が、「ジェネレーティブ」になれるか、なれないかの分かれ道になるかもしれない。④ この
価値を共有できていない管理者は「ジェネレーティブな組織」の中では居づらく感じる。なぜなら、安全は、その組織がビ
ジネスを営む上で必要不可⽋なものだからである。⑤ 安全の推進は、コストとして取られられることはなく、投資として
捉えられる。⑥ 典型的な状態としては、職員は、取り巻く諸問題の中でも⼼地よく安全に感じており、ほとんど絶対的
といってもよいほどに経営チームを信⽤できると⾃信をもつことができる。正直いって、私は NHK に限らずどんな組織で
もこのような「ジェネレーティブ」な組織になるのは不可能だと思っている。しかし、NHK は⾃分から「創造的になる」と⾔
っているので、本当に正気なのかと疑問を抱いている。多くの「組織事故（組織的な⼤事故）」がコストカットを発端と
してひきおこされている（「アメリカスリーマイル島原発事故」、「⽇航ジャンボ機墜落事故」、「福島第⼀原発事
故」）。今回の NHK 経営計画にコスト削減が含まれている事に関しても私は疑念を抱いている。令和２年８⽉２
３⽇ 

個⼈ 減収局⾯でもコンテンツ投資を充実させ、視聴者・国⺠の求める多様性・質の⾼さを実現“新しい「ＮＨＫらしさの追
求」”職員⼀⼈ひとりの創造性を最⼤限に⽣かせるスリムで強靭な組織減  内部留保も豊富にあるのに「減収」とか
⾔っているのであればもっと⼈件費の⾒直しなど努⼒が⾜りません  新しい「ＮＨＫらしさの追求」について NHK は受
信料を取りながら、偏向報道が酷すぎます。 

個⼈ どこの国放送局なんだろという認識をしています。⽇本国の為国⺠の為 国益を第⼀にした放送すべきだと意⾒いたし
ます。正直 偏向（反⽇含む）報道してる限り受信料払いくないです 

個⼈ ・NHK にドラマやバラエティを排し報道・広報に特化すべきです。 ・ドラマやバラエティは⺠放に任せ、国会中継を常時
流すことを中⼼にすべきです。 ・報道内容は、外国のプロパガンタに惑わされないように留意し絵 t ください。 ・NHK は
このような事業の⾒直しにより、受信料の最⼩化を進めるべきです。 

個⼈ ★ＮＨＫ放送をスクランブル化して頂き、ＴＶを購⼊したら受信料を強制徴収する制度は、⽌めて頂きたい。⾒たい
⼈が、お⾦を払う⽅が、市場の競争理論が働き、より良い番組を作れるのではないでしょうか。 ★もしくは、公共放送
なので、純資産がゼロになるまで、受信料は、無料にして下さい。 
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個⼈ 放送をスクランブルにして欲しい。 
個⼈ 1）NHK の報道姿勢が絶対におかしいと考えています。 2）極左の活動家を番組で起⽤しないでください。 3）中

国共産党のプロパガンダをそのまま垂れ流さないでください。 4）アメリカの政治で、極左勢⼒に偏るような報道はやめ
てください。 5）NHK の資⾦がプールされているのはおかしいです。 6）中国に⾦を払うのは嫌ですが、反⽇勢⼒を⽀
持している NHK のような裏切り者メディアに「公共放送である」という理由で料⾦を絶対に⽀払いたくないです。 7）
⼦供の頃から NHK は中⽴であると⾔われてそのままニュースを鵜呑みにしてきましたが、ネットで直に情報を取れる今
となっては、NHK をはじめとした偏向報道をしているメディアに騙されていたという怒りしかないです。 

個⼈ 公共放送にも拘わらず、事実を歪めたり、捏造したり、中国よりの報道をするので現在は全く⾒ていません。なので、受
信料は払いたくないと感じています。 無料にするのが難しいのであれば、何通りかの有料プランを設定して、国⺠にプラ
ンを選ばせるなどして欲しいです。 

個⼈ 受信料無料  或いは、 詐欺報道却下 
個⼈ ・受信料が⾼すぎる（怒怒怒） ・経営計画であれば、受信料の引き下げを検討すべき︕︕ ・お笑い、ドラマ、スポ

ーツ等必要ない。 ・偏向報道がひどい。中国などの⼈権無視国家、独裁国家を報道する場合は、公正な報道に努
めること。中国擁護が酷い。 

個⼈ 〇インドのパール判事の意⾒を中⼼に据えた東京裁判に関するドキュメンタリーをＮＨＫスペシャルで放送してくださ
い。ＷＧＩＰの実態についても併せて放送してください。 

個⼈ 中華⼈⺠共和国を⽀持するような報道が多く、また、⽶国政府、⽇本政府を陥れるような報道内容が多い。左翼団
体シバキ隊に属していたようなプロデューサー●●●のような職員は、政治的に偏向的⽴場にしかない。また、最⼤の
懸念は、受信料の完全徴収みたいなことを⾔っているが、受信料を⽀払う時点で、個⼈情報を NHK は取るわけで、
これによって「中華⼈⺠共和国」かつ「中国共産党」に⽇本国⺠の個⼈情報を引き渡しかねないと疑ってやまない。 

個⼈ ●中国のプロパガンダは流さないでください ●受信料をため込むならもっと下げてください ●もっと国に寄った報道をし
てください（反⽇報道はダメ） ●極左の活動家をやっているディレクター、プロデューサーを起⽤しないで ●海外のニ
ュースはもっとバランスとってください 

個⼈ 基本的に NHK の早期解体を希望します。 NHK は現代では不要です。 特に、受信設備をインターネットを含めるこ
とは、法律違反であり法改正も反対です。 公共放送として、最低限必要な情報のみ運営して、それ以外の趣味性
の⾼い内容は、スクランブル化と課⾦で運営してください。 「⽼築化した設備について」は、更新せず、そのままで OK
です。 運営に影響があるのであれば、受信料⾦以外の収⼊を模索してください。 兎に⾓、低コストを実現してくださ
い。社員の給与削減が効果的と思っています。 「まとめ」 NHK 早期解体。社員の給与削減を含めたコストダウン。 
以上 

個⼈ 受信料の平等化、スクランブル放送化。 海外報道は両論から放送する。 中華⼈⺠共和国の宣伝活動をやめる。 
極左プロデューサー・ディレクターを起⽤しない。 

個⼈ ・中国や韓国のプロパガンダを流さないでください ・左翼活動家をディレクターやプロデューサーを起⽤しないでくださ
い。 ・中国の通信社の⽀局を NHK 内に置くような事をしないでください。 ・海外のニュースを流すときは、ほぼ左翼よ
りの姿勢で伝えていると思います。  バランスの取れた報道を⾏ってください。 ・中国内の取材に制限がかかっても構わ
ないので、⽇本の国益を最優先する姿勢で報道してください（本当に⽇本の報道機関ですか︖）。 

個⼈ ①⽇本国の国営放送としての⽴ち位置をしっかりと認識して、反⽇・⾃虐史観感情を植え付けるような報道内容を
正すこと。  ⽇本国⺠が考える国営放送の「らしさ」と今の NHK が考える「NHK らしさ」とに乖離があると疑うべき。  
②⽇本国の国営放送としての⽴ち位置をしっかりと認識して、外国政府の政治プロパガンダを放送しないこと。  ⽇本
国⺠が考える国営放送の「らしさ」と今の NHK が考える「NHK らしさ」とに乖離があると疑うべき。  ③NHK を⾒たく
ない⼈の⼈権擁護の観点から、希望する⼈だけが視聴できるようにすること。希望する⼈だけから受信料を徴収するこ
と。 

個⼈ 受信料を強制的にとるならば内部留保 7000 億はおかしい⾦が余るならば受信料０にするべきだ 、中国に受信料
０で番組を配信するのはおかしい、バラエティーは無駄だ即刻廃⽌して欲しい。すぐにスクランブル化してください、BS
では嫌がらせみたいにやってますよね、すぐにやってください、すぐに解散して、報道、教育、災害、に特化して国営にし
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て、内部留保は国庫に⼊れてください、常に両論併記な報道をするべき左派、中国、韓国、にかたよった偏向報道は
やめるべき、中国のプロパガンダはやめろ 

個⼈ ①公共放送として極端に偏ったニュース、情報は流さない。 ②極端な偏向番組（特に⼤東亜戦争における⽇本
軍）、⾃虐思想を押し付けない。 ③韓国、中国に関する偏向報道は⾏わない。史実に忠実に放送は⾏うべき。 ④
放送事業の中⽴性を保つために外国⼈のスタッフは採⽤しない。現在の外国⼈の  国籍と役職、員数を明確に公
表すること。 ⑤中国⽀局を排除すること ⑥受信料を⼤幅に値下げすること。 ⑦⾒たくない視聴者への配慮が必要。
ブロックできる仕組みを作ること。 ⑧極左の⼈材を排除すること。あくまで公平性を保つ義務がある。 

個⼈ 中国のプロパガンダを放送しないで下さい。 NHK の純資産が０円になるまで受信料を無料にして欲しいです。 極左
の活動家をしているディレクターやプロデューサーを起⽤しないで下さい。 海外のニュースは両論を併記して下さい。 ⽇
本を貶める偏った放送をする御社の番組は、⼦どもに⾒せるのを躊躇してしまいます。 

個⼈ ▲純資産が腐るほど国⺠からだまし取って貯めているなら、受信料を取る必要なし ▲ニュースは賛成意⾒と反対意を
公平に報道せず、偏向捏造報道するならニュースする必要なし ▲⽇本の歴史を正しく伝えられないなら、報道する必
要なし ▲海外で視聴したが、なぜ中国の旅⾏案内をするのか︖⽇本の PR をしないなら。衛星放送も必要なし ▲
共産党員、左翼活動家たちのスタッフが作る番組を、なぜ⽇本で流すのか︖ ▲中国の CCTV が NHK にあるらしい
が、家賃を取っているのか︖それであっても、⼈権弾圧、虐殺、⾃由からかけ離れた組織が NHK 内にいるのか︖ ▲
以上のことから、放送コンテンツは⾼い制作料を掛けず、スポーツ、天気予報、国会中継、緊急放送のみ限定でよ
い。これ以上⺠間を圧迫するな。 ▲その他 ニュース 9 の●●、過去の●●の発⾔、解説委員の偏った発⾔は、公
共放送で出す内容でない。あなたたちは、事実のみ坦々と報道するだけでよい。 

個⼈ 現在の放送はデジタル放送となっているので、強制性的に受信料を徴収するのはやめるべきであり、NHK ⾒る必要が
ある⼈のみ受信料を⽀払ってみる、プロテクトを⽤いた放送にすべきである。 もし、全国⺠から受信料を徴収するので
あれば、BBC 放送のように中国が⾏っている、新疆ウイグル⾃治区、チベット⾃治区等で⾏っている、悪⾏を取材し
放送すべきである。 ⼜、●●新聞の捏造記事を拡散したこと等、間違っていた記事については、修正記事を全世界
に発信すべきである。 NHK はどこの放送局であるか分からない。 

個⼈ NHK は役割を終えた。インターネット時代、強制的に受信料を取るのは後進国。スクランブル化をしてユーザーが選択
可能にすべき。災害・教育テレビは価値があると思うので、税⾦で⽀払うか、韓国の様に電気代の上に薄く乗せるかす
れば、集⾦⼈等の費⽤削減となる。電波はインターネットに開放すべき。程度が低く偏向多き⺠放も不要。電波は競
争⼊札にし既得権を廃⽌すべき。 

個⼈ 「１．安全・安⼼を⽀える」について NHK 内部に極左暴⼒集団・しばき隊メンバーが居る問題を未だに放置してい
て、どこが安全安⼼ですか︖ 繰り返しますが、極左暴⼒集団は反社会的勢⼒ですが、どこが安⼼安全ですか︖  ⼥
性国際戦犯法廷も、ジャパンデビューも、あさいちのテロップ捏造も、全く反省が⾒られません。 未だに慰安婦問題も
""従軍""慰安婦と垂れ流していますね。 ●●新聞ですら捏造を認めた問題をいつ改めるのでしょうか︖  NHK の中
国語放送で「⽇本新型病毒疫」と放送したこともバレていますよ。 まだまだ、⾔いたいことは有りますがきりが無いのでこ
こでやめておきますが、NHK 内部は安⼼・安全とは程遠い状態です。 コンプライアンスを守りなさい。  完全に他国の
プロパガンダ機関ですよ。 安全・安⼼から程遠い。 何故国⺠から受信料を徴収許可が出ているのかよく分かりませ
ん。   「3.あまねく伝える」について 中国や韓国、北朝鮮にとって都合の悪い情報は隠ぺいしていますよね︖ 徴⽤⼯
問題に関して、徴⽤⼯でなく募集⼯であったことも隠ぺいしていますよね︖  アメリカの選挙もなぜか FOX だの WSJ だ
のの報道内容が出てきませんね︖ 放送法では両論併記を求めていますが、全く為されていません。 最低限、両論を
併記しなさい。  あいちトリエンナーレに関しても、慰安婦像はやたら報道したのに、何故か「明治天皇の写真を焼いた
展⽰」の部分だけを報道していませんね︖ ⼀部を隠ぺいして報道することも「あまねく伝える」とは逆⾏しているので
は︖   NHK に求めるのは以下です。 ・中国関連の通信⽀局を 0 に ・純資産が 0 になるまで受信料を 0 に ・活動
家のプロデューサーやディレクターを 0 に ・捏造報道を⽌める ・両論併記、報道しない⾃由の禁⽌  コンプライアンスを
守って運営しなさい。 

個⼈ 韓国や中国の実態を伝えず、うわべだけの報道に終始している NHK の番組は、⾒るに耐えない。⾒ない者から受信
料を取るのは納得できない。受信料を払わない⾃由を認めるべきだ。 
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個⼈ ①受信料を取るなら、スクランブル化すべき。ネットでも料⾦を⽀払いルータ等は提供される。それと同じでしょ。今は税
⾦と同じ扱い、これは問題でしょ。 ②報道は公正公平に。報道を⾒て嫌気がさす報道が多い。⾒たくなくなる。  世
界の世論は、中国と半島国家だけでは無い。その３国の意⾒が世界の意⾒として報道するのは問題。 ③②にも関
連するが、反⽇種族主義のような⾒識も報道すべき。それを取り上げようともしない社内⾵潮は問題 ④料⾦徴収・
勧誘は訳の分からない外部業者を使わない。きちんと業者を精査すべき。 ⑤主義思想の偏った、報道担当を⽤いな
い。そういう業者提携を禁⽌すべき  視聴者の意⾒による番組公開意⾒板を集うネットなどの活⽤をする。番組評
価。公開。 

個⼈ 公共放送であり、テレビ設置の全世帯から強制徴収する⾦額としては料⾦が⾼いと思われる。⽉ 500 円程度で運
営できる体制に変更希望。 ⺠放テレビと同じような娯楽番組は極⼒なくし、教育と報道に特化するべき。 番組制作
及び⼈件費等コスト意識がかなり低いように感じる。 7 時のニュースは 3 ⼈もアナウンサーが出演しており、余剰⼈員
が多いようにも感じ取れる。 本社⽴替に関しても費⽤が莫⼤で再検討を要望する。 

個⼈ ・以下の放送法順守を求めます。 （第 4 条）放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当た
っては、次の各号の定めるところによらなければならない （第 2 号）政治的に公平であること （第 4 号）意⾒が対
⽴している問題についてはできるだけ多くの⾓度から論点を明らかにすること  ・特定外国政府の影響を絶って独⽴性
を確保してください。 

個⼈ ①NHK ⾃体が NHK 専⽤のテレビ販売をして受信料を集めるべき。 ②外国⼈、在⽇、活動家また、この様な団体
の⼈を職員採⽤しない。 ③そもそも国営放送にするべきだ。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流さないようにして下さい。 受信料は純資産 0 円になるまで無料にして下さい。 NHK は受信
料を徴収しているのだから偏った報道しないで下さい。 正しい報道をして下さい。 極左の活動家をやっている⼈を起
⽤しないで下さい。 愛国⼼のある NHK になって下さい。 

個⼈ 受信料について。⾼すぎるので半額以下まで下げるべき。ニュースのみ受信とバラエティ他受信選択の⾃由を総合・教
育テレビに導⼊してほしい。 報道番組について︓偏向報道をやめてほしい。両論併記・エビデンスを必ず出す事 誰が
番組を作ったかを HP などで明らかにしてほしい。 

個⼈ 経営規模をスリム化すべき､､､､完全国営化し、ラジオ、テレビともにチャンネル数は１つに絞る。そして、BS 放送終了
させる。 放送内容としては災害放送に集中、ニュースは定時のストレートニュースのみな絞る。 国際放送は政治的中
⽴な内容を⼼掛ける。 放送局内の新華社通信社は局外に出て頂くこと。 国営放送化することで、局員は公務員で
すので、給与形態は公務員と同等に⽀払い、視聴料は税⾦から徴収すべき。 現在の純資産 8000 億円及び不⽤
な設備⼈材は処分し、国に返還すること。 関連会社のソフト及び資産も同じく国に返還する。 公共放送とか歌い視
聴料を集めながら関連会社では NHK で制作された作品をソフト化して利益を得ているのはどうかと思います。コレまで
やりたい放題巨⼤化した NHK は是⾮スリム化していただきたい。なんなら NHK が無くなった⽅が国の為です。 

個⼈ ▼本来、公共放送とは、中⽴的な⽴場から事実を伝えなければならないと思う。にもかかわらず、今の NHK は偏向
報道があまりにも⽬に余る。中国寄りの報道や、アメリカの⼤統領選も⺠主党寄りの報道、安倍政権の批判もメディ
ア監視の観点から必要かと思うが、良い部分を全く報道しない。 ▼先⽇、中国へのネット無料放送を開始していた
が、その源泉は⽇本国⺠の受信料であり、公共放送がやるべきこととは思えない。⽇本国⺠のために予算を使うべき
では︖ ▼⾼齢者等は未だにテレビしか⾒ないのでまだ影響⼒があるが、若い世代はネット等で偏向報道の現実を知
ってしまっている。このまま同じことをしていたら、現実を知る世代がテレビを⾒ず、どんどん視聴率も落ちて、数⼗年後に
は社会的に必要がなくなると思う。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流さないで下さい。 受信料は純資産 0 円になるまで無料にして下さい。 極左の活動家は起⽤
しないで下さい。 NHK は受信料を徴収しているのだから偏った報道をしないで下さい。 

個⼈ １、⽇本の公共放送なら、社員は全て⽇本国籍を有する者にせよ。 ２、同じく公共放送なら、利益を追求するべか
らず、受信料を現在の 3 分の 1 にせよ。 ３、局内に、なぜ中共のプロパガンダ放送局が存在するのだ。 ４、左翼偏
向報道が⽬⽴つ。 ５、⽇本⼈であっても、左右極端に偏向した社員は排除せよ。 ６、過去に放送した左翼思考の
放送を訂正・謝罪せよ。 

個⼈ ケーブルテレビを通じて NHK 受信料は強制徴収されてます 7 時と 9 時のニュース番組しか⾒ませんが報道内容が左
翼的 過ぎて酷い ⽇本国⺠がらの受信料で会社を経営してるなら、もっと中⽴的 な⽴場での内容にするべき 
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個⼈ 純資産は 1 兆円を超え、現⾦や国債だけで 5000 憶円を超える資産を保有している会社がどうして多額な放送料
をとるのですか。 また NHK は天下り先として多くの⼦会社を保有しています。放送料を取られるたびにはらだたしいか
ぎりです。 また放送の偏向がひどすぎます。中国のような独裁政権の国営放送局と何故提携しているのですか。ウイグ
ル⼈チベット⼈にたいする残虐⾏為に加担しているとしか思えません。 

個⼈ ●２０１４年慰安婦強制連⾏が●●新聞の捏造報道だと判明し、●●新聞⾃⾝が記事取り消し、謝罪したにも
かかわらず同調していた NHK が未だに検証、反省、謝罪していない。  ●韓国政府⾃⾝が反⽇不買運動をしてい
る最中に韓国ドラマを買い付け総合テレビで放映する態度は国⺠の反韓感情など全く無視した売国奴の⾏為であ
る。  ●過去の戦争を侵略戦争であると決めつける姿勢は明らかに戦後の GHQ の WGIP プロバガンダ政策を７５
年も経過して未だに踏襲している。明らかに左翼思考のプロデューサーや在⽇局員が放送内容に関与しいる事を証
明している。 NHK 局内に新華社通信などが存在し、その意向が放送に反映している。明らかに公共放送としての中
⽴的⽴場を逸脱している。  ●局員の年俸１７００万円や７０００億円の内部留保など国⺠の４８０万円の
平均年俸から遥かに逸脱した待遇は視聴料値下げをするべきでる。 しかし、まったく値下げしていない。 局員の腐
敗度も凄まじく他企業の５０倍の犯罪発⽣率は、すでに解体すべき腐敗組織である事を意味している。 こんな
NHK に視聴料は払いたいとは思わない。 

個⼈ ＮＨＫ局内のチャイナ⼯作機関、⼯作員をすべて排除せよ 純資産が０円になるまで受信料を無料化せよ 極左プ
ロデューサーを全員断罪せよ 過去の偏向報道番組の誤りを認め検証番組放映の後、⽇本国⺠に謝罪せよ 海外の
ニュース報道は両論併記せよ ＮＨＫが過去に制作した番組は国⺠の⽀払ったお⾦で作られたものであり、 その著作
権は⽇本国⺠にある。 その国⺠の著作物を、ＮＨＫエンタープライズを通じて勝⼿に販売するな。 過去映像によって
得た利益をすべて⽇本国⺠に還元せよ 

個⼈ 国⺠から強制徴収しておいて反⽇放送を垂れ流し⽇本を貶める報道や反⽇国家を絶賛するプロパガンダの放送局
に受信料を⽀払いたく有りません。だからスクランブル化か解体すべきだと思います。公共放送局には反⽇国家の⼈や
共産党主義者を採⽤するのは如何なものかと思います。NHK の資産は莫⼤であり受信料はただでいいと思います。
そして NHK の新ビルに建て直しには反対です。 

個⼈ ドラマなどは内容の素晴らしいものが多いですが、とにかく報道 ドキュメンタリーに関しては「何処の国」と思える偏向に
満ち満ちてます。中国や半島へ阿った体質を即改善して頂きたい。 

個⼈ 現在の受信料制度について不満を持っています。未来永劫この制度が国⺠から⽀持されるとは思えません。如何に
最⾼裁判所の判決があろうとも国⺠の⽀持が得られなければ継続することは出来ないでしょう。NHK に求めることは
国⺠が納得する公共放送制度の在り⽅を⾃ら⽰し、国⺠の理解を得る努⼒をすべきではないでしょうか。多少の受
信料値下げをしたとしても、現在の放送、ネット環境下に於いて妥当性を⾒出せません。国⺠が仕⽅なしに税⾦の如
く負担し続けていてはいつかは破綻し、その時点で対策を講じるのでは NHK にとっても良い姿にはならないと思いま
す。その時がいつ来るかは分かりませんが、意外に時間は残されていないと考えます。 

個⼈ ・１ページ⽬「NHK らしさを実現するための⼈事制度改⾰」とありますが、どういった⼈が「NHK らしい」のか不明です。
媚中、媚韓の⼈になるのでしょうか。また、⽇本国籍のない社員がいるとの噂もお聞きしています。いかがなものでしょう
か。 ・２ページ⽬「正確で良質」との記載がありますが、表現があいまいです。現状、「貴局の報道姿勢は⾮常に悪質
であり、裏どりもされておらず不正確である。」というのが⼩⽣の感想です。また、海外に⾏った際、「⽇本の国営放送」
と名乗る事例も聞き及んでおり、悪質と考えます。この状況で「正確で良質」とはこの事例を進めるということなのか、改
めるということなのか曖昧と考えます。 ・４ページ⽬「事業⽀出⾦」の⾦額について記載がありますが、配送費が発⽣し
ないことを考慮すると⾦額が⼤きすぎると感じます。社員、役員の給与について⾒直しを図るべきではないでしょうか。 ・
（別添）2 ページ⽬「根拠」との記載がありますが、根拠になっていませんし分析できません。したがって意⾒を募集し
ても無意味です。最低限、過去 5 年間を出し、増減の分析結果を記載していただけなければ客観的な意⾒募集に
はならないかと考えます。 ・貴局は俗にいう⺠放とは異なりますので、視聴率の考慮は不要と考えます。バラエティーに
出演される「芸⼈」を切るだけで相当なコストカットが可能と考えます。⼩⽣は⼦供のころ「クイズ⾯⽩ゼミナール」をよく
視聴しておりましたが、司会者の●●●●アナウンサーが、その番組において時代劇コントを⾏う際、無名の劇団や劇
団員を起⽤することで劇団員の出⾝地域の視聴率、受信料を上げる⼯夫をしたとお聞きしたことがあります。また、毎
回劇団を変えることで、⼩規模劇団にお⾦が落ちたことでしょう。このような⽇本各地の⼈々、⼀⼈ひとりを考えられる
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ことが「NHK らしさ」なのではないかと考えます。現状、貴局の放送は⽇本⼈を「グロス」で考えているように受け取ら
れ、⾮常に不快に思います。 

個⼈ １．組織の基本⼤改⾰を⾏うこと。経営⽅針、放送⽅針、⼈事管理、財務など全般を経営陣が権限と責任をもつ
こと。現在は総責任者が誰なのか解らない無責任体制である。 ２．放送内容は 中⽴公平を旨とすること。これも
責任者が不在である。 ２．放送受信料を下げる経営努⼒をすること。特に職員給与の検討が必要。 ３．中国の
テレビ⽀局を NHK 会館内に置く契約を解約すること。 ４．職員は⽇本国籍を持つものに限ること。 ５．商法でい
う監査役を置き、経営陣の監査も⾏う事とする。                         以上 

個⼈ ①⽇本国⺠が国益を考える為の国際情勢についての報道を「事実に基づき政治的中⽴」で報道する事。 （例、東
トルキスタンの強制収容と臓器摘出における各国報道や、2019 年参議院における⼭⽥宏議員の質疑を中継では
⼀切流さず、⼀次資料で史実に基づかない事が確定している従軍慰安婦等のニセ史実を、本当にあったかのように
放映し過去の⽇本⼈を貶めるクローズアップ現代のような偏向番組が散⾒される。どちらが国際社会上で重⼤な⼈権
侵害にあたるか、事実に基づいているのかは既に明⽩となったにも関わらず、中共に都合の悪い事実は報道せず、中
共や北朝鮮に都合の良い番組を放映する事は、特定国のプロパガンダと⾔われても反論出来ない）  ②①が 2021
年で年間通じて遂⾏出来ない時は国益を損なう「名前だけの中⽴公的報道機関」である事を⾃認し、国営放送機
関に変わるべく総務省へ⾃ら提⾔する事。 達成基準は⺠間企業のファクトチェックとし、DHC ⻁ノ⾨ニュース毎週⽔
曜の BTO コーナーで偏向報道や切り取り報道を、2021 年で 1 回も取り上げられない事が最低条件だと考える。  
③新社屋は国⺠に不要。純資産ゼロ円になるまで視聴料を無料にする事。  ④社員平均給与を商⼯会議所所属
企業の平均給与と同額まで下げる事。または北海道や⼭陰地⽅などの所得⽔準が低い都道府県の地⽅公務員の
平均給与と同額でも良い。  達成⼿段として娯楽番組等の不要な番組作成の完全中⽌（作成済み番組の再放
送は可）⺠間に任せるべきメジャーリーグ中継など巨額の放映権を獲得した番組の中⽌。またスポーツ⼤会等のスポ
ンサーを廃⽌し、3 ヵ年で最⼩限までの業務縮⼩を⾏う。  2024 年以降は、国⺠が事実に基づき正しい判断材料
となる為の情報を「政治的中⽴」で提供する為の公的報道機関の役割のみとして最⼩限に留める（活動家のいない
共同通信のような存在で良い）  ⑤中共肺炎について、暴露者数をいまだ感染者数と事実誤認させ、国⺠の不安
を煽る報道を「全国⺠が誤った認識を正せる期間、⽅法で」訂正と謝罪報道を⾏う事。  ⺠間地上波は株主総会か
ら責めるが、⾼齢者で NHK がウソ⾔わないと信じてる国⺠は⼀定数存在するので、確実に訂正すべき事。データとエ
ビデンスに基づく正しい感染症対策といたずらに不安を煽らない為のデータも「中⽴的に」公開する事。  ⑥海外への
情報発信について、政治的中⽴に基づかないばかりか、事実歪曲された従軍慰安婦（sex slave）等の単語を使
⽤し、海外在住⽇本⼈への⾔われもない差別で⼦供が迫害されている事案も⽣じている。  海外向け報道では事実
に基づいた発信は⼤前提であるが、何より⽇本の国益に基づく発信をすべき。かえって不利益を被るような情報発信
を⾏うから「敵国内包の反⽇機関」と NHK が揶揄されるし、SNS やネットが発達した現在、必ず悪事は暴かれるの
でそういった「⽇本の国益に叶わない」⾏動がある限り、NHK 解体運動は終わらない事を理解すべし、10 年前とこの
後は⼤きく違う。 

個⼈ 野球の放送を廃⽌してください  MLB、⾼校野球、プロ野球と⼀⽇に何時間も放送するのは公共放送としてあまりに
もおかしいです スポーツニュースでは毎⽇野球の時間が⻑すぎて不公平です 視聴率が低いのに BS1 は野球中継と
野球専⾨番組ばかり放送していて公共放送とは⾔えませんし、そんなものに受信料は払いたくないので早く改善してく
ださい 

個⼈ ・「１．安全・安⼼を⽀える」について 放送基盤だけではなく、放送内容の正確性を考慮するべき。近年の報道は、
思想的に偏ったもの、⼀部の思想家に肩⼊れしたものが多く、放送法を遵守しているとは⾔えない。安⼼安全な情報
発信ができていないため、その考慮するべき。 ・「２．新時代へのチャレンジ」 求めているのは正確な情報発信であ
り、３D や AR・VR ではない。それをするくらいなら、受信料を下げて欲しい ◆保有するメディアの在り⽅について 地
上波も１波化をすすめるべき。なぜ衛星波、⾳声波だけなのか説明してない。  ・中国の⾔い分をそのまま流すのを辞
めて欲しい ・海外メディアの⾔い分をそのまま流すのを辞めて欲しい  →検証するか、両論併記する ・⼈事について  
公平中⽴ではない⼈が幹部、上層部から追い出すべき。活動家、他国勢⼒に加担していると思われる⼈は、排除し
なければ、公平中⽴な報道はできない 
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個⼈ ・中国政府のプロバガンダを流さないでほしい。 ・受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべきだと思います。（⺠
間企業でないため） ・極左の活動⽕家をやっているプロデューサーやディレクターを起⽤しないでほしい。 ・社員、役員
の給料が⾼すぎるのではないか。 ・海外ニュースは両論併記してほしい。 

個⼈ 受信料⾦の算出について、保有資産 8000 億円の取り崩しで削減 戦争に関する特集報道を通して軍備反対プロ
パガンダをすることを取り⽌めし費⽤削減 中国・韓国の擁護報道を取り⽌めし費⽤削減 共産圏外国⼈、極左活動
家、しばき隊所属等の反⽇活動家採⽤取り⽌め 国内・海外ニュースは、両論併記を厳守、公共放送に徹する 放
送法 4 条違反を繰り返す報道を取り⽌めし費⽤削減 無駄な BGM を取り⽌めし、BGM 使⽤著作権料、選定・編
集作業費削減 イラネッチケーによる NHK 電波フィルター付きテレビの不受信締約 

個⼈ 「受信料の価値を最⼤化」について ・NHK の報道は偏りがあり、印象操作がひどく、受信料を払う価値がないと感じ
ます。 例えば、「中国のプロパガンダ放送局のように中国に都合の悪い報道はしない」「アメリカは⺠主党推し、共和党
政権を貶めるような報道」国内については、「政策を否定するような⽅向に世論誘導」をしているようにも思えます。 こ
れは報道とは⾔えず、ワイドショーの類と変わりません。受信料の価値を最⼤化というのであれば、右・左関係なく中⽴
の⽴場で事実を報道するべきだと思います。 また、中国⼈向けの無料放送は何なんでしょうか︖「量から質へ」をめざ
しているのとは真逆の施策のように感じます。 こういった不満の声が、受信料の⽀払い率の低下の原因になっているこ
とを⾃覚されているのでしょうか︖国⺠の NHK 評価を客観的な視点で検証されているでしょうか︖  左派に偏る偏向
報道や世論誘導、国際情勢の偏向、特亜に気を使った報道などが今後も続くようであれば、受信料の⽀払いを停⽌
することも検討しております。 

個⼈ ・真の国益を最優先とし、左翼よりの報道を是正すること。 ・中国の報道機関（新華社）への施設提供を即刻排
除すること。 ・偏向した意⾒や⾒解を排除し、両論をしっかり報道すること。 ・職員に対し、⺠間企業と⽐べても、極
めて⾼額な給与を⽀払い、  その上、有り余るほどの純資産を持ちながら、視聴料を課すことは断じて  容認できな
い。 ・何故、TV の買い替えごとに登録が必要なのか理解できない。  その仕組みは即刻解除すべき。 ・放送内容に
異議ある際に繋がりやすい専⽤電話番号を明⽰願いたい。 ・⽇本国の公共放送として、真に知らされるべきことが知
らされていない。   愛知県知事のリコ－ル問題の根本は少⼥像などではなく、天皇のご真影を   燃やし、⾜で踏
みつける画像であるにもかかわらず、ほとんどスル―している。 ・公共放送ならば、絶対に真実を選別して報道してはな
らない。 ・報道しない⾃由は認められない。 ・中国、朝鮮のプロパガンダ組織として偏向報道しているかぎり、  視聴
料は⽀払いを拒否する。 

個⼈ ※公共放送であるＮＨＫが偏った情報を扱い公平な放送をしていない真実をまげて、または真逆の意味になるように
放送しているものを正してください。(放送法４条違反をやめてください)  ※海外のニュースを取り上げる際に偏った情
報しか流さないのでバランスをとって公平な情報を流してください。(反対側に位置するメディアの意⾒がまるでない)  ※
「受信料の最⼤化について」スリムで強靭なＮＨＫといいながら受信料の最⼤化を図るとはどういうことか︖⾒る価値
がないと思われているから受信料を払いたくない、または下げてほしいという意⾒があることから⽬を背けるべきではな
い。受信料を払ってもいいと思える放送や番組を作ることが受信料の最⼤化につながることだ。今やスマホなどで情報
が⾒れる社会だ。今存在意義を⾒出せなければ永遠に信頼されることなどなくなる。どうせなら⼀度スクランブル化しど
れほどの⼈が期待しているのか統計を調べたほうが今後のＮＨＫにとってはいいのではないか︖スクランブル化すれば
国⺠の不平もなくなる。⾦の亡者と⾔われたくないのであれば何かしらの対策をけんとうしてほしい。  ※⽇本を貶める
ような放送はやめていただきたい。  ※安定した収⼊があるにもかかわらず減収とはどういうことか︖  ※私たちが知るべ
き情報を報道しない⾃由で報道しないことは国⺠の知る権利をないがしろにしている。特に尖閣諸島や中国、韓国の
問題をほとんど取り上げないのはいかがなものか。私たちが知るべき権利を阻⽌するのをやめていただきたい。 

個⼈ 受信料について 受信料については、当⾯ 0 にする。純資産が 1000 憶を切った場合には、⽉ 100 円にする。職員
給与の年収を 1000 万以内にする。中共を意識した番組（ニュースも含む）は放映しない。ＮＨＫ は⽇本国⺠の
ための公共放送であるということを⾃覚しなければならない。今の放送は中共の放送である。不祥事を起こさないため
にもＮＨＫ 職員の徹底教育。会⻑は外からのバッタものを起⽤するのではなく、ＮＨＫ 内部からの⼈を起⽤する。
今の●●●●●上がりの前⽥は最悪。ＮＨＫ は、ただでさえ⿊いのに、更に⿊くしてどうなるのですか。最後に私を
ＮＨＫ に⼊局させていただいたら、ＮＨＫ はバラ⾊です。ＮＨＫ の健闘を祈ります。決して消えないように︖ 
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個⼈ ・中国のテレビ局の⽀社が NHK 内にあるようですが、⾹港弾圧、武漢肺炎隠蔽、ウイグル⼈権弾圧など、している
ような国の⽀社あることは、NHK はそのような事を容認しているように思える、今後このようなことが続けば、視聴料は
払いたくない。 最近、テレビはほぼ⾒ておりません、テレビ、ビデオは売却しようと考えている。そのような事を許容してい
るようなら、視聴料は徴収しないでほしい。 

個⼈ 番組がつまらなすぎます。(お笑いを⼊れてということではありません)  経営委員には優秀な経歴をお持ちの⽅々がたく
さんいらっしゃるのに、これでは只の受信料泥棒です。  その上で、幾つか提案です。  1.番組のウェイトの半数を政治
番組とし、常に討論をさせることで国⺠に国家の課題についての関⼼をもってもらう。主張は左右公平に。  2.出演者
については、過去の主張内容によって出演制限をすることのないように。公平な議論の為です。批判なら公に批判す
ればいい。  3.内容はお任せしますが、１⼈１⼈の⽇本⼈が⾃信と誇を持つことができる内容にしてください。先⼈達
の偉業や国が紡いできた⽂化継承など。 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」 「衛星波 3 波→2 波の整理」は当然ながら、「⾳声波 2 波への削減」には反対
です。再考をお願いします。  ラジオ波、特に AM 波は、受信できる場所、シチュエーションから利⽤範囲も広く、放送
の基本です。また、R1 の情報伝達機能は必須です。更に R2 は、例えば語学講座、⽂化講演などを中⼼とする共
⽤番組のベースであり、これも必須のものと考えます。⼀⽅、FM 放送は FM 放送で、⾳楽番組のベースと考えられ、
この⾯での必須波だと考えます。  中でも、R1 と共に R2 は絶対に無くすべきでないと考えます。FM 放送は受信範
囲が制限されますし、仮に R2 の内容をインターネットに移した場合にも、利⽤者、利⽤シチュエーションが制限されると
考えます。  AM 波の R2 は絶対に無くさないで頂きたく、利⽤者の⼀⼈として切望致します。 

個⼈ 今朝未明のＢＳ１を途中から、たまたま⾒たがその内容が”⽀那が世界によい影響を与えている（テーマは正確には
覚えていない）”との報道であった。途中でチャンネルを変えたが、これは全くの⽀那のプロパガンダではないか。ナレーシ
ョンの⼥性アナウンサーは⽇本⼈か。⽀那は⽇本をはじめ世界中に喧嘩を売り、孤⽴しているではないか。ＮＨＫは
殊更偏向報道すると評判が悪いがこれでハッキリ分かった。担当部署にどこかの国の輩がやっておりＮＨＫ内部は黙
認しているのか、社内⽅針なのか。とにかく、⽇本の公共放送がやることではない。公共放送を⼒説して視聴料の納
付を促しているが、こんな放送局には払いたくない。偏向報道は放送法に違反ではないのか。３０年位前はこうでは
なかったような気がするが。ＮＨＫはどこかの国に乗っ取られるぞ。もう乗っ取られるているからＮＨＫは解体しなけれ
ばならないとの話があるのだな。ＮＨＫをぶっ壊すと⾔っている⼈たちは元職員でそういう内情を⼗分知っている⼈たち
なのだ。 この意⾒を扱う⼈は真⽇本⼈ですか。国籍だけの⽇本⼈ですか。この意⾒を握り潰すことのないように内部の
⼼配している真の⽇本⼈に知らせてくれ。 

個⼈ 1 CCTV ⽇本⽀局を NHK 放送センターから追い出すことを要求します。 ２NHK の報道番組、ニュースは NHK の
⼀⽅に偏った意⾒、論評を加えるな。両論公平に扱え。（報道しない⾃由を都合よく振り回すな。）   NHK は国
⺠の受信料から成り⽴っている。中国のプロパガンダ報道の垂れ流しや NHK が取材した我が国の機密情報を中国に
漏洩している疑いがもたれる。また、左翼（リベラル）の偏向放送に意⾒が異なる⾃分がなぜ受信料を払って協⼒し
なければならないか納得できない。 

個⼈ 私は衛星契約で受信料を払っています。実は WOWOW やスカパーも契約しています。WOWO やスカパーは NHK
の番組編成に⽐べれば私の趣向に合った内容が多めで番組リクエストにも応えてくれる時があり継続契約しています。
それにいつでも⽌めることができます。 ⼀⽅、NHK の地上波はほとんど⾒るべき番組がありません。情報⾃体はインタ
ーネットなどから⼊⼿できますので。唯⼀ BS4K の番組の中に興味があるものがいくつかあるので契約している状態で
す。この状況で年間２万５千円を⽀払う価値は感じていません。ぜひ受信料を半額（≒⽉額千円程度）へ引き下
げる経営改⾰をお願いします。 あるいは CAS 機能を使って視聴したい番組のみに視聴料を払う⽅式へ改定してくだ
さい。 今時、（現状の）押し付け放送⽅式では NHK 関係者以外に賛同を得ることは難しいと考えます。早晩、オ
ンデマンドで視聴する⽅式に変更せざるを得ないと思います。現在の７０才台以上が TV を⾒なくなったらそうなるで
しょう。今から NHK の経営改⾰を進めて適切な受信料で運営できる体質へ改善してください。さもないと国⺠から⾒
捨てられる⽇が突然来るのではないでしょうか。  次に私が NHK 地上波を⾒ないのは時折偏向報道やどこの団体の
番組なのと思えるようなものがあることにあります。公平、公正、両論併記な調査報道をお願いします。⾒るに堪えな
い、聞くに堪えない政治的な偏向報道を⾒かけた場合は報道⽅針を確認するため NHK へメールすることがありますが
回答が来ることはありません。たぶん答えること⾃体が NHK の⾃⼰⽭盾となるためと邪推します。少なくとも私の世代
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以下はインターネットへのアクセスが可能であり⾊々な⾓度で情報⼊⼿が可能です。偏向報道（番組）を⾏うと
NHK への信頼低下となり→受信料は払えないなぁ、、となります。NHK が国⺠へ視線を向けた報道であれば私は⽀
持します。 真⾯⽬な NHK を⽀持しています。政治偏向した裏のある NHK は⽀持しません。  以上です。 

個⼈ NHK といえば信頼できるメディアであったはずがここ数⼗年放送法違反、ご⾃⾝が広く広報しているような公共放送
の名に恥じるような報道、番組が⽬に余ります。  ●「社会的基盤としての情報」を提供するなら、両論をしっかり提⽰
すべき。海外メディアも両論からとってくるべき。特にセンシティブなテーマ、歴史などにかかわるものについては慎重に。 
●中共「社会への貢献」と思われる放送が⽬につきます。●●●⽀社を排除してください。 ●極左活動家のプロデュ
ーサーやディレクターを即刻おろしてください。 ●NHK が「⾃主性」を保つ企業であるかどうかは国⺠に審判を仰ぐべき
で、その審判は受信料を任意にして仰ぐべき。 ●海外向けの英語発信は、信頼に⾜る検証を経て確定した事実は
報道してよいが、偏った⾒地に基づいた意⾒やプロパガンダなど、国益を損なうものは出してはいけない。 

個⼈ 経営については、受信料を⼆分の⼀程度（ラジオ、テレビ第⼀）にしてほしい。その他衛星放送は、スクランブル化で
対応しする。オンデマンドは今までの放送を全て検索と閲覧できるよう充実してほしい。 放送内容については、海外の
ニュースで⽶国の放送はリベラルのみを放送している。フックスニュースも報道すべきである。韓国との貿易規制と表題を
出していたか輸出管理の強化ではないか、変ににコメントをつけず政府の⾔っている通りに報道すべきである。さらに、
新型コロナの報道も国⺠に恐れを増⻑させるのではなく希望が持てるように発表（ロシアの報道）すべきだ。 

個⼈ 余剰⾦ 8000 億円を契約者に還付せよ。もうけすぎだ。年収 100 万円以下の私がどうして平均収⼊ 1800 万円
の NHK 職員のために受信料を払わなくてはならないのだ。もっと給料を減らせ。番組がちっとも⾯⽩くない。中国の放
送局の下請けとかしており変更が甚だしい。特に韓流ドラマは⽌めよ。⽑嫌いしている受信者もいるのだ。また、バラエ
ティーは⺠放に任せて全部⽌めよ。全く⾯⽩くない。国会放送でも流しとけ。契約解除の仕⽅を教えよ。もうテレビなど
観たくない。 

個⼈ 「受信料について」 NHK 放送を⾒る、⾒ないに特定せず NHK が映ると⾔うだけで徴収している受信料は⾼すぎる。 
現⾦・預⾦・国債・不動産等の総資産が莫⼤であきれる。 何故 NHK が預⾦しなければならないのか、資産運⽤が
本来の仕事なのかと思う。 財政に余裕があるなら受信料を⻑年徴収されてきた、真⾯⽬な私達に還付して欲しい。 

個⼈ ラジオ放送２チャンネル廃⽌、１チャンネル化について １．残してもらいたい番組  第⼀放送、１２時２０分から
放送の「昼の憩い」  第⼀放送、早朝６時からの放送の「ラジオ体操」  これらの放送は⽇本⼈の⽂化の⼀部となっ
ており存続を強く希望します。  ２．空いたチャンネルへの新チャンネルの設定  BBC 放送の「WORLD NEWS」の
放送権を購⼊、そのままの英語放送を実施する。   製作費なしでのチャンネル存続実現   アメリカでは公共放送
PBS の空き時間を上記放送で⽳埋めしている。⽇本⼈の英語の  会話能⼒が向上しないのは⽇常英語に接する
機会がないため。常時英語の放送をする  チャンネルを新設、その役割を果たす。私の住む浜松では⺠放のラジオは
１チャンネ  ルしかなく NHK２チャンネルを含め３チャンネルしかない。NHK 教育は昼間の多く  を外国語の学習、
外国語のニュース、気象情報に費やしており⾃分の興味のある時間  帯以外は無⽤の時間帯となる。さらに NHK
第⼀、⺠放で気に⼊った番組がない場合  ラジオは OFF するしかない。BBC から番組を購⼊することにより制作コス
トの発⽣  はなくラジオの有効性が発揮できることになる。  ３．現第⼀放送の内容の改善  現状番組内容が軽す
ぎる。⺠放放送と変わらない。もっと⽇本⼈の個々の⼈⽣の話、  ⼀般の⼈の意⾒を聞くことにより掘り出される⽇本
の社会の問題提起、将来に対する  解決策提⽰など問題の解決の⽅向性を⽰すなど国⺠が⼀体となって国を考え
るような  番組作りをしてもらいたい。 以上よろしく。 

個⼈ ⽇本の放送局として⽇本の地位を貶めるような偏向報道を今後⼀切しない  ＥＴＶ２００１問われる戦時性暴
⼒やＮＨＫスペシャル東京裁判等の過去に⾏った偏向報道の謝罪を⾏う  中国共産党のプロパガンダを報道しない  
受信料徴収は強制せず契約するかしないかは個⼈の⾃由にすべき 

個⼈ ヤラセ・歪曲・捏造・偏向報道する利益追求団体はいらない。公共放送の役⽬は終わってる。 
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個⼈ NHK には⽇本の国益になるような報道をしてほしい。 他国の意⾒を優先し⽇本の意⾒を蔑ろ、若しくは付けたしのよ
うな報道はまるで他国の放送局のようだと感じる事が多いです。 国⺠の受信料で成り⽴っている放送局なのだから⽇
本の国対を壊すような報道。 例えば昭和天皇を断罪する模擬裁判はあり得ない売国⾏為です。 JAPAN デビューも
酷いものだった等、⽇々繰り返されています。 局内に外国⼈が⼊り込み⽇本の報道を乗っ取られているのでしょうか。 
外国⼈職員を排除する事は差別ではありません、国防です。 偏向 NHK は反省と建て直しが必要です。 そして、⺠
間放送局が政府の発信を正しく報道しない現在では多くの国⺠が正しい情報を得る事が出来ていません。 NHK が
国⺠の信頼を得るためには娯楽番組などいらないので国⺠が知るべき正しい情報を漏れなく報道する事に努めてくだ
さい。 なぜ NHK は⽇本の⽂化、国体を壊そうとするのか、なぜ国防の邪魔をするのか、なぜ隣国を擁護し⽇本を蔑
ろにするのか。 とても悲しいです。 ⽇本の為の公共放送になりますように願っております。 そういえば、局内に極左の活
動家をやっている職員がいますよね。 そのような⼈が作る番組などいりません。 世界のニュースを報道する場合は偏ら
ず放送法を遵守するために両論併記でしてください。 偏向報道を続ける NHK に受信料を払っている私達の悲しみを
理解してください。 局内の危機感の有る職員の⽅々、⽬覚めてください。 よろしくお願いします。 

個⼈ １．純資産が０になるまで受信料は徴収しないで下さい  ２．インターネットなど TV 以外のメディアに進出する時
は、次の条件で⾏って下さい （１）受信料を使⽤しないことを保証するため会社を分けて下さい （２）同⼀企業
で⾏うなら放送⽤周波数を返却してからにして下さい  ３．海外メディアのニュースを再配信する時は必ず両論併記
して下さい。 

個⼈ ・中国のプロパガンダを流さないでください ・特定の政治活動家を「⺠間団体」「ボランティア団体」のメンバーとしてしか
報道しないのを改めてください。 ・現在、NHK と受信契約していますが、スクランブル放送化すべきです。受信料を払
っていない⼈も⾒ることができてしまうのは、正規に受信契約している⼈にとっては不公平です。 ・受信料は、利益追
求の⺠間放送ではできず、公共放送でしかできない番組制作に使われるべきです。(⼤河ドラマ、教育、ドキュメンタリ
ー、災害/緊急/政⾒放送など) ⺠間放送でもできるバラエティーやアニメ、海外ドラマの配信などに受信料を使⽤すべ
きでは有りません。(これらに受信料を使われていることには⼤きな不満があります) 

個⼈ （経費削減について） ・地上波以外の放送を全てやめて経費を削減すべき ・職員の給与を公務員レベルに下げる
こと  （可能であれば、受信料徴収→税⾦で運⽤に変更を検討すべき） ・ニュースを主体とし、ドラマなどは廃⽌し
経費を削減すること （肥⼤化防⽌） ・４Ｋ８Ｋなどの⾃主研究はやめること  国（経済産業省、⽂部科学省な
ど）が別途予算をとり、ＮＨＫ以外に委する形式に改めるべき ・新規の研究項⽬を公開し、受信料⽀払者の投票
（賛否）を受けること  ※投票（賛否）もリアルタイムに公開すること （偏向報道について） ・外部第３者の偏
向報道防⽌委員会を設けること ・⽇本国籍以外の職員を雇わないこと（２重国籍も認めない） 以上 

個⼈ NHK の存在価値が有りません。解体してください。 理由は、たとえば中国ぼＧＤＰでも、中国政府発表をそのまま
報道しているし。何のための駐在ですか。せめてネットと同等の情報発信⼒がなければＮＨＫの存在価値が有りませ
ん。⾒たくない⼈からもお⾦を盗ってたいした情報ありませんし、中には放送法に抵触した内容も散⾒されます。反社で
すか︖ 貯め込んだ８０００億円は返⾦お願いします。 

個⼈ ○そもそも、「NHK らしさ」とはどんな姿、有り様のことをいわれているのでしょうか。 ○社会問題に対する様々な意⾒・
報道があるなかで、すべてとは⾔いませんが、少なくとも、相当な違いのある意⾒については、その客観的な根拠(客観
的な根拠が提⽰されていない場合には、その旨)を紹介し、視聴者の適切な判断に資する報道に徹するべきであり、
NHK あるいはキャスターなどの感想、意⾒などは⼀切不要だと思います。 ○解説委員などによる時事問題の解説番
組がありますが、対外情報・官庁提供資料の分析、⼀般に刊⾏されている書籍の咀嚼、IT メディアの把握などの点
において、相当勉強不⾜の⾮難を免れ得ないと思います。不要な番組ではないでしょうか。 ○番組製作の裏側をこと
さら紹介するような番組は⾒苦しいと思います。 ○中国報道機関が局内に同居しているのは、NHK らしさと関係があ
るのでしょうか。「極めて⾼い中⽴性の維持」は「NHK らしさ」の中には含まれていないのでしょうか。 ○中期計画の中
には「NHK らしさ」を個別具体的に、存分に展開していただきたい。 
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個⼈ 受信料を律義に払っている国⺠の安全、安⼼を確かなものにする上で NHK には⼤いに期待しています。特に、朝どら
等のドラマ、LIFE 等の娯楽番組、国内、海外の⾃然、⼈々の様々な営みを紹介する紀⾏番組は最近のコロナ禍に
あって、⾒る⼈の⼼を癒し、勇気づけてくれています。 しかし、政治、社会、経済等の報道番組の姿勢や組織の経営
姿勢には、以下のような点等から⼤いに失望しており、最近は NHK の報道番組等は家族含めて⾒ないようになって
います。せめて以下に挙げる点に対して、反省、改善することで、報道においても、国⺠の安全、安⼼を⾼めることを⼀
視聴者として願っています ①コロナの感染の報道に関して、当初から今に⾄るまで、国⺠の不安をあおっているだけ
で、感染状況、患者の状況等の正しい客観データの基づいて、国⺠を安⼼させるということを前提に報道内容を考え
てほしい。 ②中国に関する報道は、ほとんど共産党政府のプロパガンダをそのまま報道することがほとんどで、⽶中対⽴
の本質を踏まえて、あくまで、国⺠(孫⼦の世代も含めて)の安全第⼀という⽴場にたって報道する内容を取捨選択し
てほしい。 ③アメリカ⼤統領選を含めた⽶国の報道に関して、世の中では⾃明になっている、アメリカの主要メディアは
半トランプで決してアメリカ世論を代表していないということを踏まえて、より幅広い取材に基づいた報道をすべき。 ④⼀
時話題になった受信料の⾒直しはどうなったんでしょうか︖今回のコロナで国⺠⼤半は経済的、精神的に苦しんでいま
す。今は国⺠全員がお互い助けあい、励ましあわなければならないと思います。このような時期に、本来利益をだして
はいけない NHK が、数千億の余剰⾦がありながら、受信料とういう国⺠の負担軽減の軽減を考えないというのはどう
でしょうか︖このような姿勢では私も含めて⼤多数の国⺠の⽀持、理解を確実に失うと思います。 

個⼈ 1、中国電⼦台テレビ（CCTV)は中国共産党の下部組織なので⽇本国⺠のためのテレビと名乗っている NHK の中
に置かないで下さい。 2、スクランブルをかけ、お⾦を払わない⼈は⾒れないようにして下さい。 3、数々の偏向報道は
⼼ある⼈から●●●●と同列とみられている。名誉回復を図る気持ちはありますか。 4，モリカケで我らが代表安倍
総理を蛮組中睨み付けた●●アナと●●アナを免職処分にお願いします。 

個⼈ 「視聴・利⽤環境の変化」で「旧来のテレビとは異なるコンテンツ消費」との記述がありますが、最近⺠放のアニメーショ
ンなどのコンテンツを NHK で再放送しています。公共放送として⺠放のコンテンツを再放送するのは、「質の低下」を招
き、好ましく無いと思います。  主たるスローガンとして「NHK らしさの追求」とありますが、10 20 年前と⽐べてニュース
番組の客観性・公平性が、極端に悪い⽅向へ変化していると感じます。 ニュースキャスターがニュースを伝えるより先に
⾃分の感想を述べる⾏為は、⾒る側に特定の⽅向性を与える⾏為になると思います。 例としては、とある役⼈が辞任
するニュースを伝える際に、「国⺠の声に押され、辞任となりました」などと、内容を伝える前に⾃分の意⾒を⾔うキャス
ターがいますが、これは本当の辞任理由が違っていた場合、⾒る側に別の⽅向付けを⾏うことになり、問題⾏為である
と思います。 最近、ストレートニュースの番組でさえ、⼀⾔付け加えるアナウンサーが多く、「NHK らしさ」とは、政治的
な私⾒を⾔うことなのか、と疑わしく感じられます。  制作費⽤がかかる豪華な番組で、かつ⺠放のような視聴率をとる
ことを優先した内容の番組では無く、公共放送として、「正確」「客観的」「シンプル（わかりやすい）」な番組（特にニ
ュース番組）を⼼がけて欲しい。 いわゆる「バラエティー番組」や「ドラマ」「アニメーション」などの本数は、もっと少なくて
も良いと思います。 

個⼈ 1.NHK に中国のテレビ局、新聞社を排除して NHK が中国から独⽴してください。  その結果北京の報道センターか
ら⼊場許可が取り消されても構いません。アメリカのメディアはそうやって報道の⾃由を守っています。 2.韓国など他の
国の報道機関が⼊っていれば、同様に排除してください。 3.変更したキャスターやプロデューサーの排除  国際ニュー
ス 2020 の●●キャスターのように反トランプ、反⽇、親中国を伝える番組があります。必ず両論併記が原則です。●
●●や●●●●●●のみ伝えますが、これは⺠主党です。●●●●●●●や●●●を⼊れないといけません。また
NHK はウイグルやチベットの実態など中国を刺激する番組は作れません。誰にチェックされているからですか︖ 4.政府
発表を正確に報道する。  多くの⺠放や現在の NHK は政府発表を無視する。または部分を切り取り歪曲して伝え
ろメディアが多く⾒受けられます。また捏造も多発しています。今回コロナではワイドショーで政府の悪⼝はたくさん聞きま
したが、政府や専⾨家会議が何を⾔っているのかが伝わっていませんでした。終わってみると⽇本は世界の優等⽣で欧
⽶が⽇本の対策を研究しています。ワイドショーの報道は何だったのでしょうか︖NHK 国際報道も同じです。⾸相や
官房⻑官の発表は誤解なく伝えるだけでなく、YouTube などで会⾒全部を伝えるなど、事実を正確に国⺠に伝える
テレビ局になってください。 5.従業員に⾼給与を払っていること、資産もたくさんあることは広く知られていますが、受信
料を半額にしてください。 
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個⼈ しばき隊の活動家の●●●⽒などの極左活動家を雇⽤しているそうですね。NHK は国営放送ですよね。こんな⼈が
ディレクターやプロデューサーをしていて偏った思想の番組を垂れ流しているようでは受信料なんか払いたくありません。
偏らず、真実を放送できるようになってから国⺠にお願いして下さい。しかも、純資産 1 兆円もあるのにその上、受信
料を国⺠からむしり取ろうとは⾍が良すぎます。活動家などを養う事に協⼒するつもりはありません。税⾦をそんな事に
使っているのに、その上、受信料を無理⽮理、徴収しようとは酷すぎませんか︖ 

個⼈ 何もしなくても、受信料が⼊ってくるために、経営努⼒を今⽇まで怠り、受信料をいかにして徴収するかばかりに注⼒し
ているのが、今の NHK です。全ての⼈に安⼼安全、正確良質なコンテンツとはどの⼝が⾔っているのでしょう。公共放
送であるにもかかわらず、他の国のプロパガンダを広め、⽇本を咎める報道放送の数々。切り取りや偏向報道の
数々。国⺠は怒っています。最近、⽇本⼈には受信料をとり、中国には無料で配信というニュースがありましたが本当
でしょうか。受信料の減収といわれていますが、職員の年収⾼すぎ、⼦会社多すぎ。⾃分達で⾃浄努⼒をされてはい
かがでしょう。国⺠は NHK に⺠放のような番組を望んでいません。切り取りなしの事実を誠実に放送してくださればい
いのです。また職員の国籍を明らかにしてください。今後職員の採⽤は⽇本国籍のみに統⼀してください。受信料値下
げしてください。⾼すぎます。 

個⼈ まず、この意⾒に個⼈情報はいらないと思う。 それと、「コピー・貼り付け」が出来なくて⾮常に⾯倒くさい。広く意⾒を
募る態度に⾒えない。 NHK は意⾒を募集しているともっと宣伝した⽅がいい。今朝（8/26 AM8:00）とあるネット
番組を⾒るまで知らなかった。  では、本編。 ▼チャンネルが減るらしいですね。減る分、受信料減らしてほしい。  
（純資産をた〜っぷり、留保されているらしいですし） ▼報道はファクト重視で。公共放送が偏向は許されない。  
意識的な切り取り、ゲスト・専⾨家の偏り、データ・グラフの読み込み・提⽰の誤りをしない。 ▼特にスペシャル番組で
のイデオロギー表現が過剰でひどい。  ▼ＮＨＫプラス・オンデマンドを会員登録しなきゃいけないのが嫌。 ▼公共放
送で製作・放送されたものは公共物なんだから、無料で無制限にアーカイブが⾒れるチャンネルが欲しい。  ソフトを売
っていないものもあるし、CS はお⾦がかかるし、再放送ばっかりするくらいなら、⾃分で⾒たい番組が選べる媒体が欲し
い。  そんなんだから、Youtube に違法動画が氾濫するんですよ。 ▼地元の放送局が全然⾝近じゃない。⼊りにく
い。公式ショップとかがあればいいのに。  ▼⾃然番組は好きです。NHK でないとできない番組は多い。 ▼海外に⾏き
づらい今こそ、⽇本の⾃然・⽂化・技術の魅⼒をもっと取り上げてほしい。 ▼⽇本⼈が活躍するマイナースポーツの世
界⼤会とか放送してみては。 ▼海外のドキュメンタリー番組も好きです。特に科学系。動物系も。  ▼ドラマは BBC
が好きです。中国・韓国等のドラマは好みません。 ▼まともに時代劇を作れるのは NHK だけとはいえ、⾯⽩いものが
いい。  原作も⼤事ですが、⾒せ⽅をもっと⼯夫してほしい。 ▼NHK のドラマはいつの間にか始まっていつの間にか終
わっている印象。  話数が少ないので、クールの感覚で⾒れない。無駄にだらだらやるよりいいけど。  ▼話題の web
漫画「ヤンキー君と⽩杖ガール」「⻘春マイノリティ︕︕」を取り上げて、アニメ化してほしい。  広告が付きにくいアニメこ
そ、NHK が作るべき。出版社が強く絡んでいない web 漫画は⽳場。 ▼よそが作ったアニメを放送する基準が何かは
わからないが、名作でほかの BS のチャンネルが放送しいないもの、「アドベンチャータイム」などの海外作品は放送して
ほしい。 ▼NHK がアニメを作るときには制作側に⼗分な資⾦と労働環境を⽤意すること。   ――やっぱり、チャンネル
数が多いんだと思います。番組数を管理しきれてない感じがします。 減らして、受信料も減らしてください。 

個⼈ 「受信料の価値の最⼤化」について 報道内容の真実・中⽴性を求める、報道番組の⽂⾯に必ず付く「・・・のよう
だ、・・・のもようだ」など論点をぼかしつつ⾃らの思想を訴え、⼗⼋番である「NHK[を忖度した専⾨家の発⾔、素⼈イ
ンタビュー報道は禁句」で対極⼆⾯の中⽴報道を⽬指せ 局内から中国メディアの追放 局員・社員の外国⼈国籍
の開⽰ ⼤河のイデオロギー⾊の払しょく 例えば「麒麟が来る ⽴膝問題」これが歴史にかなっているなら、派⼿な「農
⺠⾐装」「主⼈公の髪型」「⼥性俳優の⾔葉使い」などもこれに従い歴史歪曲をしない 内部留保⾦ 8000 億円の
即時返還 
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個⼈ 「”＜公共メディア・ＮＨＫ ５つのキーフレーム（重点投資先）＞４．社会への貢献”について」 ⽂中に「⽇本の放
送・メディア業界の発展に貢献します。」との記載がありますが、 放送界の発展には視聴者の信頼が重要ではないかと
考えます。 その観点から、放送法第 4 条第 1 項 『放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送
等」という。）の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 ⼀ 公安及び善良
な⾵俗を害しないこと。 ⼆ 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意⾒が対⽴している
問題については、できるだけ多くの⾓度から論点を明らかに すること。』 において規定されている内容を順守すべきで
す。  「”「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策”について」 ”◎⽀払率向上と視聴者の満⾜度をとも
に⾼める営業・視聴者コミュニケーション改⾰”の中で、”契約をいただいている⽅への接点強化や満⾜度を⾼める取り
組みを放送とも連動して推進し、ＮＨＫの信頼向上を図ります。”とありますが、満⾜度の向上のためには『順法精神
ある適切な報道倫理に基づく放送』が前提となるのではないでしょうか。 その観点から、放送法第 4 条第 1 項 『放
送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」という。）の放送番組の編集に当たつては、次の各号
の定めるところによらなければならない。 ⼀ 公安及び善良な⾵俗を害しないこと。 ⼆ 政治的に公平であること。 三 
報道は事実をまげないですること。 四 意⾒が対⽴している問題については、できるだけ多くの⾓度から論点を明らかに 
すること。』 において規定されている内容を順守すべきです。  放送法第 4 条第 1 項に関しては、あなた⽅の報道に
関しては、各号において違反する報道が散⾒されると感じています。 特に第 2 号に関しては、国内の政治に関しても
世界における政治に関しても放送時間やその内容、及びアナウンサーやナレーターによる⾳声に関しても偏りが⽬⽴つ
と感じます。 また、第 3 号に関しても特に新型コロナに関する報道で⽬⽴つように感じています。具体的には、次亜塩
素酸⽔に対する NITE が「試験継続中のため効果は確認されていない」とした発表を「NITE は使⽤を控えるよう呼
び掛けている」といった事実とは異なる報道をしたり、数⽇前の●●●●医師のモニタリング指標に関する発⾔も、指
標の説明をあたかも都の指標の⽅が優れているとの誤解を受けるナレーションを付けていたりと、事実をまげることを⽬
的とした報道が⽬につきます。  あなた⽅は、放送法第 64 条に基づく受信料の徴収を盾に契約を強制しているわけ
ですから、同法に対して順法であることは必須でありダブルスタンダードはあり得ない話です。  

個⼈ ＮＨＫは、あまねく伝えると、⾔っていますが、⼟曜⽇と休⽇のローカルニュースが東京発になり、地元のローカルニュー
スを⾒られなくなりました。これ、経費節減とはいえ、⽭盾しています。 経営とは、関係ありませんが、らじるらじるで、⻑
野放送局限定の番組が、リアルタイムで聴くことができません。改良してほしいです。 電波の数を減らす計画ですが、ラ
ジオ第１とＦＭは、放送内容があまりにも違うため、⼀波に纏めることができません。 いろいろ、⾔わせてもらいました。
ちなみに、受信料制度は、このまま、維持してほしい。視聴者に媚びてほしいからです。 

個⼈ ▼新社屋建設について 全くの不要と考えます 受信料徴収からなる純資産が 8，000 億があるなら、受信料引き下
げ、もしくは無料化をすべきと考えます ▼偏った報道による、世論のミスリードを画策する事を辞めて欲しい 報道では
なく、ある政治勢⼒のプロパガンダ機関の様に映る 左翼活動家が番組制作に関わる事を辞めて欲しい 放送法を遵
守し、両論併記での報道をお願いしたい 
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個⼈ はじめに。普段、この様な個⼈意⾒を SNS 等を含め投書することは少ないのだが、今回はどうにも必要だと感じ、あえ
て申し上げる次第です。 以前には、⼈に対しても『NHK は⺠放が作らない、作れない良質な番組を届けてくれるか
ら、私は喜んで受信料を⽀払う』と伝えていたものだが。そして最近では、ドラマ部⾨においても、朝ドラ・⼤河にあぐらを
かくことなく、⾮常に意欲的で⾯⽩いドラマを数多く企画・提供していてくれると。  まず、経営計画でも繰り返し記載さ
れている「NHK らしさ」に関して。 この計画に書かれている内容以前に、“公共放送”“メディア”“受信料に⽀えられて
いる”を標榜するので有れば、なぜ基本となる報道部⾨において、現政権におもねった報道ばかりするのか。 以前は政
⾒放送等でも広く均等に紹介しようという姿勢を感じたものだが、現在ではまったくもって時間・内容ともに現政権の
“政府広報”に成り下がっているではないか。まともな国会中継もせずに、国⺠はどこで偏りのない国会を⾒れば良いと
いうのだろう。国営放送ではなく、企業の広告収⼊によってでもなく、国⺠の「受信料で⽀えらる NHK でしか創り出せ
ない価値」、そして「信頼される情報の社会的基盤」を⽬指すのであれば、現状の、内閣に忖度・癒着し⾸根っこを押
さえられた様な憐れでみすぼらしい報道ではなくなるはずであろう。 余談だが、まさか「NHK 関連団体の機能を純化」
とは、天下り先を増やすことに専⼼する、という意味ではないでしょうね。 郵政のかんぽ報道の時もしかり、何故⽴派な
ドキュメンタリーを折⾓創っておいて、上からの圧⼒で続編放映が差し⽌められるのか。そんな上層部のいる組織である
限り、国⺠の受信料を使う権利はないし、そんな上層部の給料などにびた⼀⽂使って欲しくない。また最近の⼈事を
拝⾒する限り、このご⽴派な経営企画、「職員⼀⼈ひとりの創造性を最⼤限に⽣かせる」組織になるのか甚だ怪しい
限りだろう。「⼈事制度を抜本的に改⾰」などと⾔われても、政権に不都合な記事を出す記者を、また⾶ばしまくるよう
な報道局⻑⼈事にはじまる組織づくり・労使協調を強化するつもりなのか。  折⾓、どの⺠放でも取り上げない様な、
この国の歴史を反省点も含め、つまびらかにする丁寧で偏りの少ないドキュメンタリーを制作・放映し啓蒙してくれてい
ても、傍らで例えば、●●⽒外しの●●⽒ばかりの偏り解説で憲法改悪・戦争まっしぐらな現政権に都合の良い編集
報道を流していては、かつての⼤本営発表報道機関と何が違うのか。 また例えば、地⽅局の⾮番組とはいえ『ひろし
まタイムライン』での朝鮮⼈問題への⾮難に対するあの公式回答内容では、最近関東⼤震災時の朝鮮⼈虐殺を記
録から削除した現政権の意向を意識したぞんざいさ・姿勢、と受け⽌められてしまっても仕⽅あるまい。  「未契約の⽅
を対象とした公平負担徹底の取り組み」を考える前に、是⾮とも“受信料⽀払いは法律で定められています”と主張す
る組織が果たすべき『義務の遂⾏』と、それが可能な組織づくりを。 それが貴組織⾃⾝で叶わないのであれば、現状の
様な情けない態に対する、⺠主的な選挙制度に代わる様な、私たち国⺠による NHK の厳正な評価制度が必要な
のではないか。こんな形ばかりの『意⾒提出』ではなく。それが受信料⽀払いを定められている我々国⺠の権利でもあ
ろう。  この意⾒が今後反映されないようであれば、私は喜んで受信料の⽀払い拒否をさせていただきたい。なぜなら
貴組織の計画する『NHK らしさ』追求の根本が出来ていないからである。そしてそれが唯⼀、政権以外が貴組織に意
⾒表明する確かな⽅法でもあるからである。  以上、乱筆乱⽂失礼いたしました。 

個⼈ ・受信料を徴収しているのなら、主観でなく、あくまでも客観的に公平な報道をしてもらいたい。（偏向報道が甚だし
い、いったいどこの国の公共放送か︕） ・⽇本放送協会ならば、過度な利益を追求することは、間違っている。  過
度な内部留保を蓄える前に受信料へ還元すべき。  受信料徴収しない、もしくは、引き下げを検討すべきである。 ・
経費の節減をして、番組の質を落とす前に、⼈件費等の経費削減に努めるべき。  ⺠間企業であれば、もっと努⼒を
している。 ・番組は国⺠の受信料で作られているのであれば、番組アーカイブは国⺠の財産であり、もっと⼿軽に開放
すべきである。（なぜ有料なのか︖） ・このアンケート⾃体、どれだけの⼈が解っているのか︖もっと多くの⽅々に真剣
に、本気で周知すべきと考えます。 ・最後に NHK を⾒ない権利もあって良いと思います。 

個⼈ １、⺠放とともに電波を国家に返納して、空いた電波は携帯電話や通信に利⽤する ２、放送局はすべて、パケット
通信を利⽤して放送する ３、NHK はスクランブル化して、受益者負担にする 

個⼈ ご意⾒します  〇 放送法第 4 条を厳守しろ、それができなければ組織を解体しろ 〇 ⽇本を敵視する国が発する
「ニュースの体裁をとるプロパガンダ」を放送するな 〇 雇⽤は帰化⼈を除く⽇本⼈のみとし、反⽇活動をしている⽇本
⼈を雇⽤するな 〇 海外からのニュースについては 必ず同量の 両論併記をしろ 〇 在⽇外国⼈について 例外
なく受信料を徴収しろ 〇 ⽇本を敵視する国が視聴できる放送については受信料を徴収し、納付しなければ視聴で
きないようにしろ 〇 組織を⼆つに分割し、⼀つは国営放送の報道機関とし、もう⼀つは処分しろ 〇 ⽇本を敵視す
る国の⼈⺠、及びその国から帰化した者を NHK の建屋、組織から、完全に締め出すべきだ、さもなければ⽇本国⺠
は NHK を⽀持しない  以上 
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個⼈ ・NHK 構成員(⼦会社含む)について   国籍を全て明らかにしてください。極左活動運動に参加している⼈員の排
除 ・中国や韓国のプロパガンダ放送の廃⽌ ・海外ニュースのバランス化(放送法遵守) ・純資産ゼロ円になるまで、
受信料無料化。   受信料徴収こそ使命という企業体型を改⾰すべき ・スクランブル放送の採⽤。   ニュース・天
気予報・緊急災害・国会中継以外の娯楽番組を登録なしに⾒れないようにする。 

個⼈ 番組内容について︓ニュース番組でバラエティー系はつまらない。純粋な報道に徹するべきと思います。政治系報道特
集は総じて国⺠を暗くするような内容が多く、前はよく⾒てましたが、今では、まったく⾒ません、この辺、ご考慮くださ
い、娯楽番組にしろとは申しません、また、NHK は中⽴が基本です、偏向報道にはもっと厳重に気を付けてください。
ウイグル問題も BBC なみに報道できないんですか。  ⾒ている番組︓チコちゃん、ブラタモリ、天気予報、科学系特
集、BS ワールドニュース、これ以外がほとんど⾒ません。たまに、新⽇本紀⾏ぐらいです。  受信料について︓⾼すぎま
す、テレビがあれば強制性がありますので、やくざな組織だと思われないように現実的な料⾦にしてください。⾒たくもな
い番組にお⾦は払いたくありません、基本料を安くして、従量制をいれるなど、改善してください。 

個⼈ 偏向報道を今すぐやめてください。 国営放送らしく、国益を考えて報道するべき。あまりに左に偏っている。 局内に極
左活動家がいても良いのでしょうか︖ 放送料を取っているのだからアーカイブは無料で公開するべきです。国⺠の財産
のはずです。 ⺠法を含めてあまりに報道が偏向しているので、１チャンネルを政府の広報チャンネルにするべきだと思い
ます。 これらができない場合は、⺠営化するべきだと思います。 今のままの放送姿勢であれば、NHK が⾒れないテレ
ビの購⼊を真剣に考えます 

個⼈ ⽇本の歴史⽂化を貶め、歪曲する放送をやめてください。 NHK の受信料に納得できないのでテレビを捨てました。 
昨今の⽇本国とテレビ放送の発展を妨げているのは NHK です。 公⾦をもらっているのですから１００％諸外国の⼯
作活動関与を切り捨て、古来から続く⽇本国の存続と発展に寄与すべきです。 受信料は純資産が０になるまで⾏
い利益を求めない NPO 法⼈への切り替えをすべきです。 ⼀⾔、⼼情を記すならば、 恥を知れ 

個⼈ 経営計画にある NHK らしさというものが全く不明瞭。弊社はカナダ系企業で世界に 46 箇所拠点をもっているけれ
ど、国外の社員から⾒ても今の番組制作、報道に関しては甚だ疑問がある。 外国⼈からみても、酷い偏向報道やプ
ロパガンダがあまりにも多すぎる。これが⺠放であれば、取材対象者のコメントの全⽂を使わず、勝⼿な編集をしたり、
切り取るなどの印象操作も「報道の⾃由」ということでありえるけれど、国⺠から受信料をとり、仮にも「国営放送」として
存在するのであれば 襟を正してメディア本来の責任をはたすことを期待します。 

個⼈ ▼受信料を徴収している以上は経営として⿊字を出す必要がない。  利益剰余⾦があるのならコロナの時期なのど
で受信料の減額でなく，  ⼀時徴収を停⽌するべき。 ▼特定の思想を持った者に協⼒するべきではない。中⽴性を
持っているので受信料を  払う気になる。勝⼿に特定思想で放送をするのなら払う必要性はない。 ▼⼀番信⽤され
ていたニュース報道であったはずが，最近は⼀部の思想に  偏った報道がみられる。それについての再発防⽌もされて
いないようだ。 ▼関連会社を多く持たれているようだが，廃⽌すべである。  ⼦会社へのコンプライアンス維持ができな
くなるため，問題をおこしたら⼦会社が  やりましたでは，すまされない。 ▼番組の質の低下がひどすぎる。視聴率＝
番組の質ではない点を良く考える  必要がある。特にアナンサー教育はなっていない点を考えてほしい。 

個⼈ 是⾮スクランブル放送⽅式にすべき。緊急放送時は WOWWOW のように無料放送に切り替えれば問題ありませ
ん。 公共放送にこだわるのなら国営放送にすべきだと考えます。 

個⼈ 中国のプロパガンダ番組をやめて欲しい。 海外のニュース報道は両論併記でお願いします。⺠主党よりの番組ばかり
では偏り過ぎです。 極左の活動家をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しないで下さい。 

個⼈ 中国との関係を⾒直してほしい。 中国ではなく⽇本に寄り添うべきである。 
個⼈ 「受信料の価値を最⼤化」という⾔葉が意味不明です。 価値観は個⼈個⼈で千差万別で基準が曖昧です。 価値

を最⼤化の前に、観てもいない放送から⾼い受信料を徴収する無慈悲でアンフェアーな⽅法を改めて下さい︕ まずは
wowwow やスカパーの様なスクランブル化した放送を実現して下さい︕ 
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個⼈ 「受信料の価値最⼤化」について  公共放送を⽀える受信料負担者の 1 ⼈として意⾒を述べさせていただきます。 
基本は受信料の⽔準をを維持しながら内容やサービスの充実を図る考え⽅ではなく、公共放送として⾝の丈に合った
サービス提供と受信料⽔準に転換を図るべきということです。現在の⺠放も充実し有料放送も増え、ネット番組が多
数ある放送環境の中、⺠間や視聴者に圧迫や負担を求めるのではなく公共放送らしい番組・経営体質に脱⽪を図
っていただきたいこと。 ⽀払っている受信料の価値は年々低下していると感じています。 テレビ放送の視聴者層は⾼
齢化し若者はもはやテレビを離れ、視聴率の挽回はほぼ不可能であり、いずれビジネスモデルとしても破綻し受信料
制度は今よりもさらに激しい⾮難にさらされるのは明らかだと思います。 以下現状認識と提案を述べさせていただきま
す。  ■現状認識  ①偏向報道がひどく公共放送・報道としての価値が著しく低下  受信料を⻑年払っておりますが
番組の質が年々劣化してゆくのを実感しております。 特に報道番組は切取り報道や印象操作を意図したかのような
政府批判や特定の主義思想信条や他国への無批判な擁護などが⽬⽴ちます。 最近では原爆投下時の広島県知
事の布告の⼀部を切取り軍国主義を強調し現政府の対応が⾮⼈道的であるような、印象操作を意図した発⾔を⼀
⽅的に放送するなど、 公正であるべき公共放送の姿勢としては「ガバナンス」が⽢く放送法抵触の恐れもある。 また、
特定の国に忖度し海外で報道されているニュースが全く流れず、重要な情報源としての価値を⼤きく棄損している。 
各政府の⾒解を垂れ流すだけではなく事実関係を取材しジャーナリズムとしての誇りをもって公正中⽴な報道をしてほ
しい。 スポンサーに忖度する必要のない公共放送の報道がこれでは話にならない。 ⼀部には製作スタッフに活動家が
紛れておりプロパガンダに利⽤しているという情報も流れている。事実とすれば由々しき問題である。  ②エンタメ系の番
組は明らかな⺠業の圧迫  テレビの普及期ならともかく現代に公共放送が⺠放と同様な娯楽番組を⾦をかけて制作
するのはもはや時代錯誤。 受信料の価値は⺠放が逆⽴ちしても作れない番組品質の維持であり同時に⽇本の国
益に叶う「正しい」啓蒙活動にある。 ⺠放と視聴率を奪い合うような番組構成ではなく公共放送としての意義を経営
として再認識していただきたい。 若い世代では紅⽩歌合戦ももはや⾒る価値もない番組と化している。まったく興味を
ひかない番組ばかりでは受信料の無駄使いに感じるようになる。   ③放送内容に⽐して異常に⾼額な受信料  ①②
で記述したように公共メディアとしての価値が著しく劣化しているなかで現状の 2，000 円を超える受信料は⺠間の
有料放送と⽐較し異常に⾼額すぎる。 放送内容の充実で納得性を得ようとする考え⽅は番組の嗜好性が広範とな
りまた多様化している中で全てを網羅することは不可能でありそれは⺠間の役割だと考える。 競争にさらされてない公
共放送としての基本は広報、報道、⽂化教育、災害時緊急放送などの品質の維持であり余計な番組は削減⽅向
で考えるべき。  ■提案  ①国⺠の受信料で製作した過去の番組ソフトを営利化し利益の内部留保ではなく受信料
値下げに使い受信料の納得性をあげるべき  現状で過去の放送ソフトは⼦会社が販売し利益をあげていると聞いて
いる。 利益があがっているなら更に過去の名作や貴重な映像を有料チャンネル化するなど積極的に営利に活⽤し運
営や受信料値下の原資とするべきでは。 過去の番組制作の努⼒の成果を営利化し受信料負担者にも還元するの
であれば賛同が得られるのでは。  ②番組の評価を広く受信料負担者に求め内容の改善に  聞くところによると番組
制作と営業組織がまるで別会社のように分断されており視聴者の声が届いていないとのこと。 番組内容の正しい視聴
者(受信料負担者)評価が制作側に届かないで「受信料価値の最⼤化」はありえない。 視聴者の意⾒やクレームが
経営や制作側に届く仕組みの構築をお願いします。  ■最後に  最近の受信料集⾦のトラブルや受信料裁判などの
原因は⾼額な受信料に⽐べ番組内容がもはや⾒合っていないことが主な原因であろう。 情報化社会が進展する
中、番組に過剰にお⾦をかけることで挽回できることではない。ましてや放送センターを建て替えても批判の対象としか
ならない。 経営陣には、時代の変化と肥⼤化し官僚化した官庁のような体質を冷静に⾒つめなおしていただきたい。 
１視聴者としては⺠放各社も番組内容の劣化や偏向が激しいので、このままでは次の買い替え時には NHK が映ら
ないテレビにするか、テレビを廃棄し受信料契約を解除することになると考えています。 以上乱筆乱⽂のほどお許しくだ
さい。 

個⼈ 私⾃⾝、昨年より TV を⾒ない⽣活をしているが、最近はネットで、Amazon プライム、YouTube、Abema などが
あり、これらは、無料や安価で速報性もあり⽇常的に 何の不⾃由も感じない。 そうした中で、今回の NHK 経営計
画を拝⾒して感じるのは、既得権益にしがみついて、 毎年寝ていても受信料が⼊ってくる前提で、⽢々の経営計画を
策定した様に感じる。 下記に箇条書きで、私の提案をしたい。 1.スクランブル化で国⺠の不満の解消、営業経費の
⼤幅削減。 2.政治的に偏った director などを排除して、公平な視点での報道。 3.娯楽、スポーツ番組などは、廃
⽌するか、コマーシャルを⼊れて独⽴採算化。 4.地⽅局の廃⽌と思い切った統合。地域のニュースはネット投稿で充
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分。 5.お客様センターの廃⽌。制作現場にフィードバックされない窓⼝は経費の無駄。 上記により⼈員と経費の⼤
幅削減を実施し、受信料は⽉ 300 円程度に出来るはず。 そういう経営計画を作るのが、経営陣の真の仕事と思い
ます。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流すな︕ 純資産が０円になるまで受信料をとるな。 
個⼈ ▼中国のプロパガンダを流さないようにしてください。 ▼受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべきだと思います。 

▼極左の活動家をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しない。 ▼海外のニュース報道は両論併記。 
個⼈ 受信料について  払わない⼈が放送を受信できないようにしてください。⻑年 20 年以上受信料を真⾯⽬に払い続け

ています。総額 20 万以上です。いっぽう払わず逃げてる⼈がたくさんいます。しかも BS も払わず⾒ている⼈もたくさ
ん。なぜこのような不平等が許されるのですか。⼤変怒りを感じています。怒りの先は払わない⼈ではなく NHK で
す︕︕なぜこのような根本的な問題を解決しないのですか︖今すぐスクランブル放送を始めてください。 

個⼈ 台⾵や豪⾬の報道などの時に、温暖化が関係していることをきちんと伝えて欲しい。気候変動に対して海外メディアは
しっかり報じているが、まだ NHK さんの報道も少なく、BS1 などで報道されていることはありますが、BS 契約してない
⼈は⾒れないので、地上波でも⾒れるようにして欲しい。それが公益性のある放送だと思います。気候変動にによる災
害が増えれば、それだけ⼈も亡くなり、税⾦も災害対策に⼤きく割かれてしまいます。 

個⼈ NHK についての要望 ・強制加⼊の NHK は必要ないし、いらない。 ・純資産がゼロになるまで受信料はとらない。 
個⼈ ●ＮＨＫの経営委員も政治家と同じようにを全員国⺠による選挙で選出してください。 ●中国や韓国等、他国の

⽀局がＮＨＫ内にあるとの噂がもし本当であれば、即刻退去いただくべきだと思います。 ●歌番組やバラエティは必
要ありません。ニュースや天気予報等のみで⼗分です。 ●政治を扱う場合には、必ず両論＋中道の３意⾒を⽰して
ください。 ●しばき隊等、バックグラウンドがある⼈が出演する場合には、必ずその旨の表⽰をしてください。 ●政党を
評論する場合には、実績と問題点の両⽅を伝えてください。現状は政府の問題点ばかりで、選挙のたびに⾃⾝で調べ
ないと正しい判断ができません。  ＮＨＫの受信料を⽀払っている⼤半は⽇本⼈だと思います。姑息な世論誘導など
せず、⽇本⼈のためと思える放送内容であるべきだと私は思います。 

個⼈ いつも拝⾒しております。と⾔いたいところですが、⼀部 BS の番組を視聴しております。視聴料を払っているので、何か
番組が無いかと探す状況です。 以前より、中⽴的報道とは思えてない為、ニュース番組は⾒ていません。また、興味
がをもてる番組は少な過ぎます。なぜ、視聴料は国⺠の義務なのですか︖国⺠の安全を守るため︖ドラマの制作は
安全に必要ですか︖強制的に⾒ろということですか︖ 私は国益を守ることが重要と考えているので、報道に関して御
社の考え⽅には賛同出来ずにいます。国営放送を否定する物ではありませんが、安全を守る上で必要な番組は切り
離し、視聴料をミニマムに設定するべきでは。そして他に⾒たい番組があれば、オプション契約でいいのでは︖当⽅では
J-COM と契約していますが、強制的に視聴料の⽀払分が乗せられていますが、弱者に対する御社の姿勢はひどい物
だと感じます。⼀般の会社では通⽤しないですよね︖︕ 

個⼈ 偏った偏向報道はせずに、客観的な報道を期待しています ⽇本の正しい歴史授業の番組がみたいです 純資産が 0
になるまで受信料をなしにして下さい お⾦のためではなく、⽇本の未来/⽇本の国⺠のための機関であってください 歴
史を参照し、⽣まれた国を⼦供が好きになる番組をみたいです ⺠主主義/社会主義/共産主義のメリット・デメリット、
歴史を知りたいです 不正のない公平公正な組織になるための⾏動を望みます すべての社員が豊かな価値観を持て
るように改⾰/勉強会を期待します 売れるためのもの、ではなく価値のあるものを掘り出す番組を期待します  ⽇本国
⺠が正しい知識をもち、幸せに⽣きていける⼿助けをしていただきたいです 

個⼈ ○まず、偏向報道を⽌めて下さい。⼀⽅的な主張だけを放送するのではなく相反する意⾒も同じ様に放送して下さ
い。公共放送なのだから。 ○受信料が⾼すぎる。公共放送なのに莫⼤な純資産は異状。我々の受信料で運営して
るのだから余剰⾦は返⾦するべきだろう。出来ないのなら純資産が実質 0 になるまで受信料 0 円にして下さい。公共
放送なのだから。 ○ちゃんと受信料を納めているのに中国や韓国のプロパガンダや偏った偏向報道を⾒させられる事に
憤りしか感じない。新⼿の詐欺か︖ ＮＨＫの存在について今後、きちんと国会と世論で話し合われ本当に公益性の
⾼い組織に変わる事を願って⽌まない。 視聴者舐めんな。 

個⼈ TV を持っていないし、携帯も持っていないのに NHK の集⾦⼈に脅迫に近い徴収を 3 度以上受けました。未だに忘
れられません。  HP を拝⾒しましたが、アニメやバラエティ等本当に必要なのでしょうか︖  災害などの緊急情報はラジ
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オとインターネットで⼗分です。 NHK は既に公共放送の役⽬を終えてもいいのではないでしょうか︖  そのくらいの危機
感を持たれた⽅がいいと思います。 

個⼈ 公共放送なのですから、純資産がゼロになるまで受信料を徴収してはいけません。 受信料で制作したコンテンツを⼦
会社が販売していることも許されません。 今後、ＴＶ受信機を持たない⼈からも受信料を徴収しようとする企みもある
やに聞きますが、あり得ないことです。 そもそも、ＮＨＫは 24 時間報道に特化するべきであり、それ以外の⺠放と競
合するような番組を作りたいのであれば、切り離して純粋な⺠放として出直せばよい。 勿論報道においては、事実の
みを放送すれば必要⼗分であり、局の考え⽅など放送してはならない。 尚、●●●⽒のような左翼活動家を雇⽤す
ることなど⾔語道断である。そのような費⽤を受信料として徴収するなど絶対に容認できない。 

個⼈ ●太平洋戦争について  太平洋戦争に突⼊せざるを得なかった⽇本側の⽴場。ルーズベルト⼤統領は⽇本との戦
争を望んではいなかったのか︖⽇⽶に対するソビエトのスパイ⼯作あったということですが、いろいろな事実が報道されよ
うな番組にしてほしい。  両親の⽣きた⼤変な時代の事実を知りたい。 ●慰安婦について  当時の売春をせざるを
得なかった社会の実態を加味すべき ●出演者  いかにも左翼…というコメンテーターや評論家が多すぎると思います
がなぜですか ●ＷＧＩＰについて、番組をつくってほしい 

個⼈ 国⺠の安全を守る放送とありますが、中国をメインとした外国の脅威について全く的を射た放送がなされていません。そ
れどころか中国共産党のプロパガンダを広め⽇本国⺠の⽣命、財産を危機にさらし国益を損なう放送しかしていませ
ん。 そんな放送局に公共性など認められるはずもないので受信料の強制徴収を即刻停⽌してください。 スクランブル
放送にし、あなた⽅が⾔う緊急時にはスクランブルを解除すればなんら問題はありません。 

個⼈ ⽇本を貶める放送や偏向報道は、⽌めてください。 ウイグルやチベットの⼈種差別問題へもっと切れ込んだ取材や報
道をお願いします。 中国で無料放送するなら⽇本でも無料にするべき。 左翼活動家のような社員は、辞めさせるべ
き。 両論併記でお願いします。 

個⼈ 「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策についてーーー 来年には⻑期出張が終わり帰国しますが、
NHK も海外のテレビ局のように 早くスクランブル放送でもして、⾒たい⼈だけが⾒る環境に移⾏してください。 ヤクザの
みかじめ料みたいな脅しのような強制徴収は実に恥ずかしい限りです。  1.安全・安⼼を⽀えるについて 我が国の国
益を損ねるような報道や情報の出し⽅。いい加減やめてください。 なので NHK は⾒ないし⼦供にも⾒るな︕と⾔って
います。 歪曲報道、印象操作が酷すぎますね。どこの国のテレビ局なのでしょうか。  2.新時代へのチャレンジについて 
⾒たい⼈がお⾦を払って⾒たいものを買う、という常識にせめてチャレンジしてください。  3.あまねく伝えるについて 緊急
事態の場合のみはスクランブルを外し、誰でも⾒れるようにすれば良いでしょう。 後はこんなひどい害悪な情報、⺠業
圧迫、、、しないでください。  4.社会への貢献について ⾃分の⼒で存在できる会社にでもなって下さい。また、溜め込
んだ現⾦を視聴者に還元しましょう。放送センターはどっかの地⽅に地域活性のためにでも移動して下さい。通信の時
代に東京にいる必要はありません。  5.「NHK らしさ」を実現するための⼈事制度改⾰について ⽇本国籍を持たない
ものを正社員にしない。経営やマネジメントに⼊れない。 番組の構成や制作に⼝出しさせない。左翼系の偏った思想
の⼈間は採⽤しない。 ⽇本の歴史も伝統も⽂化も⼤切にしない社員は⾸。ろくな NHK らしさはないので これからは
⾃分で⾦を稼げる⼈材を集めて、勝⼿にやって下さい。  保有するメディアの在り⽅についてについて 時代遅れのプラッ
トフォームを強引に公共公共と騒ぎ、⽇本国⺠に押し売り 押し付けするのをやめて下さい。取捨選択の時代に⽇本
⼈の倫理観や価値観を 先頭に⽴って⾜を引っ張る仕組みであり、団体です。教育テレビだけ残して 後は解体して下
さい。  計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅について 総務省の天下り官僚を受け⼊れ、ともに⾃⼰保⾝を結託し、 
⽇本国と⽇本⼈の精神も経済も将来も圧迫する計画を続けるのをおやめ下さい。 ⾒たい⼈だけ⾒る仕組みに早く変
えて下さい。⾃分の実⼒で勝負すれば良いでしょう。 事業を削減しないで溜め込んだ国⺠のお⾦を返して下さい。  
(2) 国際放送について ⼀体どこの国の利益のための放送なのでしょう。 全くもって有害。歴史についても海外に英語
でデマを流し続けて国益を 損ねる努⼒はやめて下さい。隣国の悪辣さでもせっせと流せば良いものを ⾃国を悪く⾒せ
る NHK の国際放送は最悪です。チャイナや半島の⾔い分そのまま 放送しているのを⾒て愕然としました。 この体制
を続けるなら、やめるか完全国営で⽇本国の国益の為に放送するかから ⼀択でお願いします。  (5)その他 印象操
作で NHK の温存とかやめて下さいね。冷静に客観的に考えたら 放送法を変えよう︕︕と報道するべきなのに、⾃⼰
保⾝からできない。 憲法の問題も指摘できない。最悪です。 
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個⼈ 報道姿勢について。 国⺠にとって多くの賛同を得られるような報道姿勢が重要だと思う。 現在、先の⼤戦の評価は、
⽇本が防衛戦争を戦った。侵略戦争ではないと戦勝国アメリカから評価されている。 証拠として、1995 年に公表さ
れたベノナ⽂書で、”開戦の契機になった、ハルノートの作成者及びハル国務⼤⾂は、ソ連ｺﾐｭﾝﾃﾙﾝの諜報員だった”と
解明されている。さらに、当時のニューヨーク総領事:若杉要が”当時のルーヴェルト政権内は、ソ連ｺﾐｭﾝﾃﾙﾝスパイが
跋扈し、反⽇宣伝を⾏っているので注意”との外務⼤⾂宛て秘密報告書（1940 年 7 ⽉ 25 ⽇︓●●●●著
「⽇本外務省はソ連対⽶⼯作を知っていた」）を送っていた。⼜マッカーサー元帥も 1951 年⽶軍事外交委員会
で、「⽇本の戦争は防衛戦争だった」と証⾔している。 さらに⾔えば、ハワイ⽶軍記念館の表⽰板の⾔葉が、最近”⽇
本軍は侵略戦争をしたのではなく正義の戦争をした”旨変更されている。 以上などから、戦後体制への評価を⾒直さ
なければならないと思う。 私も⽇本は侵略戦争をしたと⽇教組の先⽣から学んだ。 今はその歴史認識が間違いだっ
たと分かった。 数年前、インターネット TV「⻁ 8 ニュース」で、元共同通信社の国会議員がある華僑からの情報とし
て、”中共は、⽇本の⼤⼿マスコミへ強い働きかけをしている。太いパイプがある”旨公表されていた。是って、CCTV ⽀
局のある NHK，⼈⺠⽇報⽀局がある●●新聞のことではないですか︖NHK も疑われています。 国⺠のお⾦を徴
収しながら、公共放送として、公正な報道を願います。 中共のプロパガンダ報道に協⼒しないでほしい。 また、事実が
確認できない場合や、確認のできない数値には出典を明記して欲しい。 

個⼈ １，NHK の受信料を取るのであれば⽇本に有益な情報を放送、報道、発信するべき ２，偏向報道が多すぎて特
異な感じがする ３，中国の放送局が何故 NHK の建物の中に賃料なども⽀払わずに存在しているのか意味が不明 
４，偏った思想のプロデュサーやデレクターを採⽤しているのは何故か?採⽤基準やスクリーニングが出来ていないので
はないか? ５，建物の改築をする前に NHK の純資産８０００億円を全額受信料の⽀払いに当て受信料の無償
化にするか受信料を返⾦するべきでだと思います ６，そもそも NHK が必要か?偏向報道で⽇本国⺠を愚弄する様
な内容の放送を多々⾏うのであれば⼀般の放送局と同じような扱いにするべきではないか? 

個⼈ (1) NHK には純資産が８０００億あり、NHK 社員の年間平均給料は 1100~1300 万なのに、この受信料の
⾼さは納得できません。純資産が０円になるまで無料にすべきです。  (2) 公共放送と称して、NHK を⾒ない国⺠か
ら無理やり受信料を徴収する⾏動は⽌めるべきです。  (3) 外国のプロパガンダを流さないでください。また、海外の報
道を流す場合は両論を報道すべきです。  (4)反⽇報道はやめて下さい。反⽇を⾒て育った⼦供は国を愛せなくなり
ます。 

個⼈ 価値の最⼤化について。 「真実を伝えること」に努めてほしい。そこに細⼼の注意を払ってほしい。⽇本国内の放送法
を遵守し、アメリカで流れたニュースを⽇本国内で放送する時は、反対の意⾒のニュースも流すなどして、世論操作をし
ないようにしてほしい。 

個⼈ ⽇本放送協会の全体について。NHK としての経営は今の時代には合ってない。ラジオの放送波と BS チャンネル削減
などのことも考えて公共放送から半公共半⺠間放送にすることで⽇本放送協会本体から放送事業を完全⼦会社化
した⽅が良い。更に教育部⾨を協会から独⽴・分離すること。つまり地上波では北海道、東北、関東甲信越、中部、
関⻄、中国、四国、九州の各地域ブロック 8 つの事業者と BS と国際放送の NHK 放送グループ 10 社に移⾏す
る。地上波は関東甲信越はキー局と同等であるため NHK としてそれ以外は NHK〇〇（地域名)と BSNHK とする
こと。なお、地上波の地域 NHK 内の県別放送はいままで通り残す。チャンネル別番組編成も変えてほしい。地上波
はニュースや全国放送向けスポーツ中継及び地域向け番組全般を編成するチャンネルと娯楽、ドラマ、アニメなどを編
成するチャンネルに⾒直す。BS では⼀部の地上波番組を BS に移⾏して他の BS 局に対抗できる編成とする。教育
部⾨を本体から独⽴は教育専⾨の放送事業者は我が国に有ってほしい。教育放送事業者として協会からラジオ 1
波と BS1 チャンネルを譲り受ける。そしていままでになかったこともやってほしい。その中で受信料を⼤幅に安くして地上
波の娯楽系チャンネルや FM のみのチャンネルでは広告放送(CM)が可能にしてほしい。ただし番組本編中は⼀切流
さず番組と番組の間だけ CM を流す。ラジオ放送では⺠放 AM 局が FM に移⾏する動きがある中 NHK としては AM
放送も FM で聴けるようにしてほしい。ラジオも実質 FM2 波化になる。ただし、いままでの FM 放送は FM のみのチャ
ンネルとして残してほしい。チャンネルの名称も地上波テレビでは NHK〇〇１と２にし、ラジオではそれぞれの愛称がつ
いた名称にする。本体である⽇本放送協会は⺠間の放送持株会社化のすることで経営改⾰を⾏ってほしいです。 

個⼈ あまりにも偏向報道が酷いと思います。受信料を⽀払っているのがバカらしくなります。 結論ありきではなく、両⽅の意
⾒を出して視聴者に考えさせるようなニュースや番組を作ってください。 
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個⼈ 中国のプロパガンダを流さないようにしてください。 極左の活動家をしているプロデューサーやディレクターを起⽤しないよ
うにしてください。 アイヌが先住⺠族という主張に対する反論があります。偏りの無い検証番組を作ってください。 NHK
職員の中の外国籍の職員の詳細を明らかにしてください。 娯楽番組は NHK に必要とは思えません。豪華な演出、
施設など必要ありません。無くしてください。その上で受信料を決めて下さい。 国防、災害に貢献する⾃衛隊をもっと
讃える番組を作ってください。 

個⼈ 【閉局を切望】致します。 ＮＨＫ本局内に中華の⽀局が有り、⽇本国を潰す偏向報道ばかりしている 【偏向報道
局】は不必要ですので、即刻閉局し放送免許を返納せよ︕︕。 中華の⼿先で偏向報道機関は⼊りません。 職員
の給与が⾼すぎる︕︕。職員の平均給与は５００万円で良い。  とにかく役に⽴たないＮＨＫは即刻閉局せ
よ︕︕。 

個⼈ NHK を観てもいないのにお⾦を詐取するのはやめて下さい。サービスを享受してないのに⾦銭を請求し強制的に幕あ
げる事、それは犯罪⾏為と同じです。 ⼀⽇も早く NHK が解体される事を強く望みます。 番組内容にしてもとても放
送法第 4 条を遵守しているとは思えない偏向ぶりです。 もはや NHK は⽇本国⺠にとって有害な存在でしかありませ
ん。その意味から早急な解体を望みます。 

個⼈ 経費削減 ・中国の報道機関の事務所の退去 ・蓄財資産による運営（ゼロになったら、利益がゼロになるような運
営） ・芸⼈・芸能⼈を排除し、社員による運営による経費削減 ・給与の削減（新聞社等は給与の削減が進んで
おり、そんなに⾼い給与でなくても  優秀な⼈材を採⽤できる） ・⾒ていないのに経費が⾼い番組を流すのはやめて
ほしい。（受信料は⽀払い中）  ⾦のかかる豪華な番組は⾒ていない⼈には迷惑。経費と受信料のマッチポンプ。 
受信料等 ・チャネル別の課⾦料⾦の採⽤（総合と教育に料⾦を分けて、選択制にする） ・社員の個⼈思想が⼊っ
た番組の排除 ・過去の放送分の無料閲覧できるように改善（受信料によって作られた番組の公開）  現在のよう
に有料にするのはおかしい。 ・悪徳な受信料契約委託先の排除（社員が実施） ・双⽅向による各種意⾒のアンケ
ート調査（受信料・政党⽀持率・ｎｈｋの在り⽅）  こんな意⾒の募集をするより、告知し、視聴者全員から意⾒
を聞けば良い。  それができる機能を有している。それを活⽤してください。 ・ｎｈｋが映らないテレビの発売をしてほし
い（受信料トラブルの防⽌） ・韓国・中国に配慮し、事実を事実として報道しない姿勢が⾒える。国内・海外に  
向けて、事実を事実として報道する姿勢を取ってほしい。 ・視聴率を気にせず番組を作れるのだから、ファクトを積み
重ねる歴史を放送し、  いつでも⾒れるようにユーチューブ等にアップしてほしい。 

個⼈ NHK はバラエティ番組をやめて報道に徹してください。受信料も最⼤限下げるべきと思います。また現在中国の横暴と
世界中で戦う態勢になっていますが、NHK 内の職員に左翼的な思想を持つ⼈間が多いと思います。偏向報道をや
めてください。このままでは NHK は国⺠から⾒捨てられますよ。正直に今の NHK に受信料は払いたくありません。 

個⼈ ※中国や韓国側だけに偏った報道ばかりなので⽇本の放送局として辞めてもらいたい。 ⽇中報道協定の破棄希望。 
※⽇本の側に⽴った報道をしてもらいたい。 

個⼈ 現在、国営たる弊社をはじめ偏った報道に呆れてしまいテレビを⾒る⼈やテレビを所持していないなど視聴しない⽅が
います。  それにも関わらず弊社ではテレビを持っているというだけで、個々の視聴状況を問わず弊社の関連会社を通
じて受信料の強制徴収をしておりあまりテレビを⾒ない私にとって正直困っています。  なので⻑期計画とかそんなのは
良いから、直ぐに受信料の任意徴収を⾏って欲しい。 

個⼈ ・受信料について ここ数年、特定の政治思想が強く出ているため NHK を全然⾒ていません。⾒ていないにも関わらず
受信料を⽀払っています。基本的に受益者負担ではないでしょうか︖ですのでスクランブル放送にしてみる⼈だけから
取って欲しい。スクランブルをかけるのが嫌なら契約を「する」「しない」の選択肢が欲しい。 
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個⼈ ▼報道スペシャルは、過去の放送で「東京裁判」等何度も中華⼈⺠共和国が作成したと思われる様な番組、韓国
が作成したと思われる番組を作成し、視聴料を払っている者として絶対許せません。⼀部は英語版を外国へ販売する
等到底⽇本の放送局とは思えぬ悪⾏犯して来た反省・改善が無いので、記名記事がある様に記名作品としてプロデ
ューサの顔を社外に明らかにし、⾃信ある番組を作るべき。尚、同居の「新華社」を切り離すべきです。▼社員の給与
レベルが⾼すぎます。国⺠からの放送受信料で経営されている公共放送 NHK ですから、平均的給与が妥当であり
ポストの給与表を公開すべきです。更に、関連会社が多過ぎるし下請け制作させ買い上げる様な経営はヤラセの基
になりますので責任ある制作を望む。現状は絶対に⽀持されません。▼同⼀ニュース記事でありながら国内放送と違
う偏向国際放送されている場合があります。▼選挙開票報道において⼀⼈だけ顔写真を載せないで報道する等信じ
られない偏向報道にはうんざりです。昔の NHK 体質に戻って下さい。▼社屋の新築は必要ありません。増改築で⼗
分です。蓄財があるなら期限限定で無料放送すべきです。▼毎⽉永年視聴料⾦を⼝座引き落とししている者とし
て、絶対に納得できないのは、料⾦⽀払ってない者が視聴している事です。直ちに亭波措置⼜は⽀払案内画⾯にし
なさい。▼株・社債運営に切り替え⼀般放送局と公共放送部⾨とに分かれ、重要な電波公共放送部⾨に特定外
国籍の社員・隠れ反社・左翼活動家を採⽤されないことが公共放送のガバナンスでは有りませんか。▼⽇本政府の
様に常に簡略⽅式で「意⾒」を募集すべきです。電話しても制作側に意⾒が届きません。有料受信者の意⾒は謙虚
に受けるべきでしょう。▼番組放送・作成上の「お詫び」をする時は、決まった時間帯に⾏うべきで、夜の「７時のニュー
ス」の最後に放送する事を定着させてはいかがですか。その際、制作責任者と現場責任者が顔出しし原因を述べ謝
罪すべきです。▼番組宣伝が多過ぎますので控えるとともに画⾯上の「番組表」を⼯夫すべきです。NHK ファンは、い
かなる宣伝も聞きたくないのです。⺠放は全て録画して⾒ている⽅が増えています。限りある時間を有効に使うためで
す。理解して下さい。▼国際放送する国内経済・政治・社会ニュースは国内放送時画⾯にテロップ⼜はマーキングし
て告知すべきです。▼⼀⽇の放送開始・終了時には「国歌・歌唱」「国旗」を流すべきです。教育基本法に「国を愛す
る態度を育てる」、公⺠教育指導要領に「国を愛する⼼情を育てる」とあり、⽇本国の法に叶うものですので公共放
送として気⾻をお⽰しください。尚、国際ラジオ放送も同様です。▼⽇本と他国の外交問題について特別番組を編成
し、⾸相・官房教官・担当⼤⾂を迎え「⽇本の基本的考え」を発信すべきで、これが公共放送局であって NHK にし
か出来ません。▼放送は、ファクトが重要で、他局のように平和記念⽇の「切り取り」「偏向」報道は絶対に慎むべき
で、このような報道があった時には、懲戒委員会を開き適正に処断すべきです。▼最後に、NHK は「放送法遵守」で
す。屁理屈の労組とは正しく対峙し、遵守出来ないときは公共放送を放棄し、亭波の上⺠放になって下さい。国⺠
は、新たな公共放送を⽴ち上げます。 

個⼈ BBC のように信頼される公共放送になるために︓  テレビライセンスという視聴料がある英国 BBC は国⺠の信頼が
ありますが、NHK にはありません。経営計画とは、会社の⽅向性から定義する必要あり。  （1）最近の NHK は政
治的な中⽴性がない。 → 左翼活動家の、●●●●ディレクターが再び現場の番組作成に復活していること、NHK
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞの、●●●●●⽒も北朝鮮の主体思想に染まり、⽇本⼈を貶める番組を作成しているが、このような⼀
⽅的な偏った思想に基づく番組作成をすると、ネットですぐにファクト・チェックされて晒されていることに、経営層は気づ
かないのでしょうか︖  上記理由により、ネットを使いこなせる世代は、NHK を信⽤していない。故に、受信契約が減
っている理由だと思われる。  （2）⺠放のようなバラエティは NHK で放送するべきではない  CM が不要な NHK だ
からこそ、良質なドキュメンタリーや、世界各地の放送局のニュースを流せる。⺠放と競うべきではない。 → BS１は、
世界の放送局のニュースと、海外のドキュメンタリー、NHK 国際放送（英語版）を⼀⽇中流していればよい。SKY 
News のような、ニュース専⾨チャンネルは、いつでも最新ニュースを⾒れるという安⼼から、かなりの視聴率がある。  
また、BS２や BS3 では、⺠放が放送しない海外のスポーツや（テニス、ゴルフ）、国内のマイナースポーツ（柔道、
剣道、空⼿、フェンシング、乗⾺）海外の良質なドラマなどの専⾨チャンネルで良いと思われる。  （3）ニュースの報
じ⽅に恣意的な表現を使わない 地上波にニュース９●●キャスターが中国韓国に好意的な偏向報道をすることは
既に有名ですが、ニュース番組に個⼈的な意⾒をはさむのはやめ、淡々と、事実のみを報道していただきたい。 → 特
にひどいのが、BS の毎時 50 分から流される 10 分間のニュース。「〇〇の狙いがあると思われる」などと、さらっと、印
象操作を⼊れている、⾃⺠党と安倍⾸相が嫌いなのだな、と、視聴者に意図がバレていることに気づいていないようで
すが、ニュースの作り⼿が、世論を誘導するような⾏動をするから、信頼を失ていることに気づくべき。  → 海外ニュー
スの放送局も、⼀つのソースではなく最低 2 つの政治的⽴場の異なる放送局のニュースを流すべき。例えば、アメリカ
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の場合は、現在 NHK が流している●●●，●●●は、アメリカ国内では左翼のメディアです。ケーブルの視聴率で、
10 倍以上の視聴者のいる●●●●●●●を放送しないのは、NHK が左翼放送局なのでという理解でよろしいでし
ょうか︖ ●●●に⾄っては極左メディアとなり下がり、視聴者も 10 万⼈以下の放送局のニュースをもとに、アメリカを
語るコメンテーターのどこかの⼤学の教授とか、少しおかしいということぐらい、普通の⼈にはわかりますよ。  総括︓ 今
までのようにテレビで⺠意を誘導するという時代は、ネットの普及で終わりつつあります。新聞の発⾏部数の低下も著し
い今、事実だけを淡々と伝える中⽴な報道を期待できるメディアは、NHK しかありません。（残念ながら今はそうでは
ないです） ⺠放のワイドショーと遜⾊なく、偏った思想に基づき作成された、NHK の報道番組が、どれほど NHK が⻑
年構築した信頼を損ねているのか、検証して、次世代の「信頼できる情報源、プラットフォーム」としての NHK に改⾰
してください。 

個⼈ 1. 法律的な強制⼒を持って国⺠から受信料をはぎ取る NHK の職員の給与は、国⺠の平均値以下にすべき。異
常に⾼すぎる。 ２．NHK の職員に今の給与が取れるほどの専⾨性や能⼒はない。給与を半分以下にすべき。 
３．社員全員が Silent invasion を読んで理解し、わが⾝に振り返り、対中国対策を打ち出すべき。 ４．過去の
3 代にさかのぼり、外国籍の者、特に中国籍のもの、韓国、朝鮮籍の者は組織から排除（⾸に）すべき。今の NKH
は⽇本⼈の為の放送ではなく、中国、韓国、朝鮮擁護の為の放送局になっている。どうして⽇本を貶め、中韓を褒め
るのか。 ５．アメリカのニュースは ABC、 CNN、 NY times、 Wall street journal ではなく、Fox News を配信
すべき。 ６．過去に●●●●はクローズアップ現代で、天安⾨事件では⼤きな虐殺は無かったと⾔ったが、そのことに
対する NKH ⾒解は今も変わらないのか。 ７．チベット、ウイグルの惨状を、どうして最近の NHK は報道しないのか。 
８．中国での臓器売買、収賄贈賄社会、農⺠⼯差別、武漢ウイルス製造、●●●、低開発国での⾼利貸し商
売、⽇本でのスパイ活動、⽇本⼈拉致、WTO 違反（裏⾦商売）、技術の盗⽤、⼈⺠解放軍によるネットの不正
侵⼊等々の違法⾏為を報道しないのか。 ９．●●●●はかつて朝鮮半島から多くの朝鮮⼈が無理⽮理⽇本に連
れてこられたと⾔った。その嘘は是正して欲しい。実情は職を求めての、密航ではないか。それを是正するまで、●●●
●は NHK で雇うべきではない。 10．何を⾔っても NHK はその横着な態度を改めないであろうから、また⽇本の為
にはならないであろうから、NHK は⾃⾝を潰す検討をすべき。 11. 国⺠から巻き上げた⾦で、⾃⾝のビルを建て直す
とは、もってのほか。 12. 海外放送はどうしてあのようなバカな、⽇本⼈も⾒ないような放送ばかり流すのか。社員の
給与を半分以下とし、その⾦で国際放送の内容を充実させるべき。⽇本の意⾒を代弁する放送を流すべき。今の
NHK 海外放送は韓国以下のレベル。恥ずかしくないのか。 13. 私の意⾒を真摯に効くつもりはあるのか。 14. とに
かく今の NHK は上から下まで腐っている低能⼒集団だとおもう。 15. どうして⽶国⼤統領の⺠主党候補であるバイ
デンにボケが始まっていることを⾔わないのか。どうしてトランプを⾺⿅にし、バイデンを褒めたたえる放送をするのか。 
16．すべて意⾒は全ての意⾒を紹介すべきで、左巻きの意⾒だけを紹介するのは、まともな放送局とは⾔えない。国
⺠から無理⽮理料⾦をむしり取っているのに。 17. ⽇本の為に働けない職員、給与を低くすることに反対する職員は
⾸にすべき。 

個⼈ ①番組、放送内容について・・・公営放送としてニュース、天気予報、災害情報、スポーツ中継に特化し、バラエティー
番組、歌番組は⺠放に任せるべきである。そうすれば多⼤な製作費も、ギャラを含む⼈件費、設備投資も⼤幅に削
減出来る。またチャンネル数も若⼲は返上出来、電波オークションで既存の偏向メディアに替わる斬新なメディアの登
場を促進する。またこれにより⼤幅な⼈員削減が可能となり、従来の⾼額報酬の⾒直し等で、視聴料は取らずとも
（譲って⽉額数百円）国の予算で⼗分対応出来る。 ②中⽴性、両論併記について・・・昨今の放送においては、
何処の国の放送局かと思う程、偏向が⽬に付き国益を損なう場⾯もあり、反安倍、反トランプ、親韓、媚中が露⾻に
出る場合がある。かって話題になった極左暴⼒集団の活動家ディレクタ－はまだ在籍しているのか、中共のテレビ局の
⽀局はまだ間借りさせているのか、隣の⼤国からサイレントインベーションが有るのではないか等、阻害要素が不安です
ので、国⺠のこの不安を解消頂いて放送の中⽴性を守ってもらいたい。 ③透明性について・・・職員の給与の概要を
クラス別に公表するべき（視聴料の⽉額数百円が実現すれば不要）。職員の国籍を国ごとの⼈数で公表願いま
す。 

個⼈ ・新華社通信の⽀部を置かないこと。 ・スクランブル放送を実現させること。 ・中国、韓国寄りの偏⾒報道をやめるこ
と。 ・正社員の年収を 50%カットすること。 
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個⼈ 報道の中⽴性について疑問があります。国内での政治的に偏った放送であるとか、歴史認識についても中国韓国に
偏りすぎた報道が⽬⽴ちます。実際の歴史に基づいた報道をしてほしいです。また、海外の報道（特にアメリカ）で左
翼メディアの翻訳だけしていて、偏っています。フォックス TV などの報道内容にも触れて貰いたい。 携帯オンデマンドな
ど必要な⼈だけが買える課⾦制度にして下さい。国⺠から集⾦するのであれば、ドラマや歌番組、バラエティは縮⼩し
て、ニュースを中⼼に⾃然災害、国会中継などして欲しい。 ニュース報道中⼼で、バラエティなどは分けて分社して欲し
い。 左翼活動家のようなプロディーサーやディレクターの登⽤は、⽌めてください。 ⼥性天皇と⼥系天皇では⼤違いな
ので、国⺠のみんなが理解できるような番組を作るようにして欲しい。旧宮家についても正しく報道して欲しい。 中国
共産党から意⾒が⼊らないような仕組みを作って下さい。 

個⼈ 純資産が 0 円になるまで受信料をなくすべきだと思います。 
個⼈ 新しい「ＮＨＫらしさの追求」について  透明性を⾼めることによって報道組織としての NHK への信頼性を醸成する

必要があると考えます。  そのためには、  1. 放送法第 4 条第 4 項に基づき、報道においては賛否両論を必ず明記
する事。 詳細︓ コロナウイルス については、PCR 検査⽅法の詳細を報じると共に、「全員検査」の弊害についても必
ず明確に⾔及する事。また、政府の取り組みについて、各官公庁ウェブサイト・報道資料等の⼀次資料に必ず⾔及す
る事。 国際ニュースの発信については、例えば⽶国メディアであれば CNN/ABC/MSNBC/CBS だけでなく FOX の
素材も使う事。それが不可能な場合は「報道内容は現地放送局の⾒解です」等の表記を⼊れる事。  2. 報道への
責任を担保するにあたり、担当プロデューサーの実名・所属部署名・（外部組織の場合）所属組織名を常時公開
する事。 詳細︓  「シリーズ JAPAN デビュー」に代表される、党派性の強い⼀部制作スタッフによる過度に偏向的で
不正確な情報発信による⽇本国⺠に対する不必要な⾵評被害を防ぐため、番組制作前から第三者委員会を常設
し、賛否両論の議論をする場を別途複数回必ず設け、放映映像内またウェブサイトにおいて議論の内容や結果を隠
蔽する事なく必ず全て公開する事。  3. 国外放送組織⽀局との提携においては、節度を保ち、各種法令を厳正に
遵守する事。 詳細︓ 中国共産党に代表される、⽇本国や⽇本国⺠に対して世論形成等の何らかの影響⼒の⾏
使を企図する特定の党派の介⼊に対しては厳格にこれを拒否し、その後、介⼊に関する事実関係を必ず全て公開
する事。 NHK 局内にて勤務する⼈物については、国外の政治勢⼒との関係について、事前に⼗分な調査が⾏わ
れ、関係があると判明したものは勤務させない事。また、その関係について⽇本国⺠より照会があった場合は遅滞なく
必ず情報提供を⾏う事。 

個⼈ 放送法や国営放送という⽴場をもっと真摯に受け⽌めて、中国や韓国、北朝鮮よりの偏向報道をやめてください。国
⺠は国営放送に対して、中⽴的でまっとうな放送を求めています。 

個⼈ ２児の⽗です。ＮＨＫ様の経営計画を拝⾒させていただき僭越ながら意⾒させていただきます。  インターネットメディ
アが台頭しオールドメディア（テレビ、新聞）が凋落の⼀途をたどる中、その理由として下記は周知の事実です。  ・フ
ェイクニュースや偏向報道 ・世論操作のツール ・報道しない⾃由（真実を報道しない）  昭和のような情報取得ツ
ールがない時代にはオールドメディアは⼤きな影響⼒を発揮できたかと思いますが、今後５年以内にもはやオールドメデ
ィアは⽣き残れない可能性が⾼いところまで来ていると思います。  貴社に限っては公共放送にも関わらず、上記のよう
な内容が多々⾒受けられもはやみていられない状態です。（⺠放は⾔うまでもなく）次代を担う⼦供たちにも上記理
由でテレビ⾃体を⾒ないよう教えております。ただ、これは本来正しい教えではないと思っておりますし、⺠放はともかく
公共放送たる貴社には事実を正確に報道してほしいと切に願っております。  いつから（中国）共産党の出先機関
になってしまったのか︖●●●●●のような詐欺のような会社に委託するような運営⽅法はこの際とやかくは⾔いませ
ん。⽇本国の公共放送機関であるのであれば偏向なく「正しく」「真実」を放送することを望みます。 

個⼈ 受診料について   純資産がゼロになるまで受信料を減額或いは無料にすべき。 番組について  全くつまらない。⺠
放よりましだが、おちゃらけっぽいふざけた番組が多く、  これが国家を代表する放送局かと危惧する。⽇本⼈を「井の
中の蛙⼤海を知らず」  に陥れようとしているようにも感じる。  そこには極左や共産党の意図が⼊っているのでしょう
ね。  最近では、南シナ海や尖閣の情報を正確に放送しないし、アメリカの⼤統領選挙も  そう、 テレビばかり⾒て
いる近所の⼈とそのような話題をしても、⼤きな意⾒の  違い・⼊った情報の違いに驚く。  ⺠放を含め、メディアが⽇
本を壊している。 何とか公共放送の基本に⽴ち返っていただけませんかね︖ 
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個⼈ 極左の活動家のスタッフを使⽤しないで下さい。 海外ニュースは両論を併記すべき。オタクの都合のよいニュースを抜
粋して流すな。 バイデンの演説が素晴らしかったと︖⾒た⼈は寝てましたよ︖⼤丈夫ですか︖  中国のプロパガンダを
流すな。 中国⼈⽤の NHK の受信料は誰が払ってるんですか︖⽇本⼈も無料にしろ。そもそも、偏ったニュースを流
す局に受信料払いたいと思うの︖ 中国寄りでいる限りあなた⽅は終わり。 

個⼈ 「おはようにっぽん」について。 朝からネガティブな話題ばかりで観ていると気分が暗くなります。⽇本⼈が元気に⼀⽇を
過ごせるように。良い⾯を伸ばすような報道をお願いします。 特に最近はコロナで不安を煽るものばかりで、ひど過ぎま
す。 それと公共放送なのだから⼀部の会社名は避けるべきです。 ディレクターが CM 代を受け取っているとしか思えま
せん︕  「プロフェッショナル」について。とても良い番組だと思いますが、逆に技術を盗もうとする中国のような国や⼈に
対しては技術流出になります。その点を特に注意しながら放映してください。⽇本の国益を考える放送をお願いしま
す。 

個⼈ ・受信料を払いたくないのでスクランブル放送にしてほしい ・スクランブル放送にできない、どうしても受信料を⽀払わな
ければならないのであれば、歴史の誤報や曲解した報道をしないでほしい。国内や世界の情勢の偏向報道をしないで
ほしい。偏向された報道にお⾦を払いたくありません。 ・受信料を⽀払っているのに何故 NHK オンデマンドなど別途料
⾦を⽀払わなければならないのかわかりません。受信料を⽀払わなければならないのであれば、NHK オンデマンドなど
有料の放送を無料にしてほしい。 

個⼈ 原価意識の⾼揚・紀⾏番組などにタレントなどの出演は不要。(出演料などの削減)(内容を深めるために必要の場合
に限り学究者・学芸員などにする)・紀⾏番組(「世界が輝く瞬間」「⼀本の道」ほか)アナウンサーなどの報奨と思える
派遣は不要。(経費などの削減) ・⺠放テレビと紛うようなお笑い系タレント起⽤が漸増(番表・番宣で知る)している
が、局のアナウンサー・キャスターでまかなう。(出演料などの削減)(NHK らしい矜持を保つ) ・ナレーションの番組(「世
界ふれあい街歩き」「シルクロード」ほか)などにタレントを起⽤しているが、局アナまたは名もない貧しき声優にされたし。
ニュース(気象含む)番組などの態勢改善・アナウンサー・キャスターが画⾯に出る必要無し。原稿内容を的確に報道
することが第⼀、そして映像は画⾯全⾯をより有効に使うべし。・華美になりがちな服装など、の問題もある。 

個⼈ 純資産が約 8000 億円もあるのであれば、受信料の価値を⾼める前に受信料を 2 年は取らなくても放送できるので
はないでしょうか。 そこまで⼤きなコストカットをせずとも、可能かと思います。 また、放送法に則った放送が必要かと思
いますので、海外の報道番組を放送するのであれば両論併記の放送が必要かと思います。放送法を改めてご確認を
ください。 また、現代においてはテレビ放送を⾒ていない⼈も多い状況の中、テレビモニターがある家庭からは受信料を
徴収されていますよね。 拝聴の有無を精査せずに徴収するのであれば、せめて全ての放送をインターネットからアクセス
できるようにできないのでしょうか。 ご検討のほど、強くお願い申し上げます。 

個⼈ ⼤項⽬に「国⺠の信頼を取り戻す」という⽂⾔を⼊れるべきです。政治的に偏向した放送内容、受信料取り⽴ての反
社的な実態が⾒られる等、今の NHK は全く信頼されていないように思います。少なくとももそう思わせるような今の
NHK には問題があると思います。個⼈的には、政治的に偏った報道だけでなく、教育放送にまで影響が出ていると感
じています。英語教育番組でトランプ⼤統領を貶めるようなニュアンスを感じ不快になりました。○ 報道に関しては両
論併記を実践すべきです。○ 教育番組に政治⾊を⼊れないようにすべきです。N 国党と真摯に向き合うべきです。N
国党に票を投じた国⺠に対して誠意を持って向き合うことになるからです。N 国党に投票しないまでも、NHK に不信
感を持っている国⺠は⾮常に多いと思います。○ N 国党⾸の会談申込には真摯に対応すべきです。○ N 国党との
やり取りは公開すべきです。NHK のプロデューサーやディレクターには政治的に偏った⽅が多いという印象を持っていま
す。国⺠の多くは、こうした⽅々に⾼い給料を出すことを快く思わないと思います。東京裁判を肯定するような⽴場を
取っている NHK には、偏向と感じる報道が常態化している実態とあわせると、⽇本のための放送局とはとても思えませ
ん。○ プロデューサーやディレクターはじめ、社員の⽅々に偏った政治思想がないかどうかしっかり調査すべきです。○ 
問題のある社員はやめさせるべきです。 ○ その詳細はきちんと発表すべきです。⽇本を侵略する意図を持つ china
や⽇本を敵視する韓国とは距離を取るべきです。そして、尖閣問題や TikTok 等の危険性、⾹港・ウィグル・チベット・
内モンゴルの⼈権侵害、臓器売買と⽇本の医療の問題、●●●●などの実態、国籍の厳重管理の必要性といっ
た、今の⽇本⼈が知るべき報道を⼼がけるべきです。○ NHK 内にある新華社通信のデスクは排除すべきです。○ 
中国語の放送は直ちに取りやめるべきです。⽇本政府や国会等に関する報道をきちんとこまめに⾏うべきです。すべて
の事案を取り上げ、重要法案が報道されないままに通っていたということがないようにすべきです。そのために NHK オン
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デマンドを活⽤すべきです。○ NHK オンデマンドは有料ではなく、無料にすべきです。○ 全ての報道や放送内容がい
つでも何処でも⾒られるようにすべきです。予算をどのように使っているのかもっと細かく公開すべきです。純資産が多す
ぎるのに受信料を取ろうとすることに国⺠は反感を持っています。個⼈的には NHK も⺠放も信⽤ならないので、テレビ
を⼿放してもいいとさえ考えています。姑息なことは考えずに、⽇本の放送局として⾃信を持って伝えられる番組内容
で勝負すべきです。○ NHK オンデマンド（無料）やホームページで会計情報を公開すべきです。○ 受信料は、純
資産が０円になるまでは減額すべきです。○ ワンセグから受信料を取るのはやめるべきです。○ 放送のスクランブル化
を検討すべきです。 以上 

個⼈ 国営放送なのに、●●グループみたいな偏向報道はやめてください。 中国のプロパガンダを流さないでください。 純資
産が 0 円になるまで受信料は無料にしてください。 極左のプロデューサー、ディレクターは起⽤しないでください。 海外
の報道は両論併記でお願いします。 

個⼈ 現在、私はテレビ受信機を持っておりません。従って受信料も払っていません。その最⼤の理由は、NHK の報道体質
にあります。NHK は何故、GHQ のウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムに毒された⾃虐史観を、戦後 75 年も
経っていまだ堅持するのでしょうか。  インド初代⾸相ネール「彼らは謝罪を必要とすることなど我々にはしていない。そ
れ故インドはサンフランシスコ講和会議には参加しない。講和条約にも調印しない」  ビルマ初代⾸相バ・モウ「我々を
⽩⼈⽀配から救い出してくれたのは⽇本だった。我々は⼤戦終盤には⽇本を⾒限ったがその恩は決して忘れない」
「⽇本ほどアジアに貢献した国はない。⽇本ほど誤解を受けている国もない」  マレーシア⾸相マハティール「⽇本の戦
争責任を問うならば、それ以前に⾮⼈道的⽀配と収奪を続けた欧⽶宗主国の責任はどうなるのか」  インドネシア⾸
相ナチール「アジアの希望は植⺠地体制の粉砕でした。⼤東亜戦争は私たちアジア⼈の戦争を⽇本が代表して敢⾏
したものです」  タイ⾸相プラモード「⽇本のおかげでアジアは独⽴できました。⽇本という⺟は⺟体を壊してまでもアジア
諸国という⼦どもを産んでくれました。今⽇アジア諸国が欧⽶と対等に話ができるのは誰のおかげか。それは⾃らを犠牲
にして⽣んでくれた⽇本という⺟があったからだ。12 ⽉ 8 ⽇は、⺟が⼀⾝を賭して重⼤な決意をされた⽇である。さら
に 8 ⽉ 15 ⽇は、⼤切な⺟が病の床に伏した⽇である。我々はこの⼆つの⽇を忘れてはならない」  エジプト２代⼤
統領ナーセル「アジアには⽇本がいた。アラブには⽇本がいない」  GHQ 司令官マッカーサー元帥「⽇本には⽯油がな
い、鉄がない、ゴムがない、綿もない。その供給を全て絶たれたら、どんな⼩国であっても戦争を決断するだろう」  戦争
は、決してこれを繰り返してはならない。そのためには真実（少なくとも両論併記による偏らない事実）を、後世に伝え
なければならない。 物事には何事にも光と影がある。なぜ⽇本は無謀な戦争を決断したのか。ハルノートの存在もベノ
ナ⽂書の解読も、真珠湾攻撃や満州事変と等しくこれを、公正に報道すべきだと思慮いたします。  収奪のみを⽬的
とした欧⽶列強の植⺠地⽀配と、インフラ整備や教育まで含めた⽇本の併合統治を⽐較検討した放送を、NHK は
かつて⼀度でもしたことがあるのでしょうか。同じ併合統治領でありながら、台湾がなぜあれほど親⽇で、韓国がなぜあ
れほど反⽇なのか。その歴史と本質を、⼀度でも突き詰めて検証したことがあったでしょうか。寡聞にして私は知りませ
ん。  本来、東京裁判史観の虚妄から⽇本国⺠を解き放つ義務を負うべき公共放送でありながら、いまだその亡霊に
呪縛される（偏向報道は⼀部の”活動家”の職権乱⽤と思いたいですが、最終的責任は⾔うまでもなく局にありま
す）体質を拭えないからこそ、NHK は国⺠から反⽇偏向報道を指摘され、信⽤を失ったのではありませんか。  切り
取りや偏りの⼀切ない公正な放送が為されるようになれば、再びテレビを持ち、受信料を喜んで⽀払う所存です。 どう
か、中⽴公正な、放送法を遵守した番組を、常⽇頃から⼼がけてください。 

個⼈ ■⽶国ではプロパガンダ機関として認定されている中国 CCTV の⽀局が NHK 内にあると思いますが、放送の公平
性の維持や、安全保障的な観点から、このような海外エージェントの⽀部は即時廃⽌して下さい。  ■放送の公平性
を保つため、極端な政治思想をもった⼈物のプロデューサーやディレクターへの登⽤は避けるようにお願いします。  ■
受信料の強制徴収を⾏っている国営放送に準じる事業体として、放送コンテンツに関しては、公共放送として必須な
コアなもの（例えば、災害放送や、政府広報、教育コンテンツなど）へ集約すべきと思います。それ以外のバラエティー
コンテンツ（ドラマ、映画、スポーツ、⾳楽、アニメ、ドキュメンタリーなど）に関しては、分社化して⺠放で対応すべき内
容ではないでしょうか︖ 

個⼈ 決して安くはない視聴料を払っているので⾒逃し配信は無料にして欲しい。 それと NHK プラスでも視聴できない番組
があるのは納得できない。  それから●●●●●●に登録させようとする意味がわからない。  NHK オンデマンドと
NHK プラスを統合して新しいものを作り視聴料を払ってる国⺠に⼿軽に利⽤できるようなものを作って欲しい 
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個⼈ ・中国、韓国寄りの放送をやめてください。  焚⽕や川のせせらぎなどの映像がひたすら流れているほうがよっぽど有益
です。 ・偏った⽬線での放送をやめてください。 （トランプ⽒ VS バイデン⽒において、バイデン⽒の魅⼒のみを放送す
るなど） ・純資産がなくなるまで受信料を無料の案に賛成です。 （家族が受信料を払っているが、⾼すぎます。特に
地⽅は局数が少ないため、複数の有料チャンネルに登録します。たった２チャンネルで 2000 円以上とか、ぼったくりに
等しいです。しかも内容が中韓寄りで、汚職や反社会的勢⼒との繋がりがあるとか、詐欺に感じます。） ・NHK を⾒
ていない世帯や、スマホ・ネット環境のある世帯からも受信料を取ろうとする動きをやめてください。全国⺠から無理やり
取るなんて税⾦と同じでは︖ 

個⼈ ●NHK 職員の⼈件費について 国⺠から広く強制的に視聴料を聴取している以上、税⾦に準じた扱いと同じであり、 
NHK 職員の⼈件費⽀出の詳細を積極的に情報開⽰公開すべき。 

個⼈ 現状の NHK に感じている疑問を記載します。  ・放送内容に偏向性を感じる。2000 年くらいまでは偏向性をあまり
感じなかったが、現在の放送内容では偏り過ぎていて情報源としての価値を全く感じない。 特に中国韓国などの主要
アジア各国やアメリカの情報は偏った内容が⽬に余る。NHK を⼤きな情報源として⽣活している国⺠が多くいることを
今⼀度認識しなおしてほしい。 内容に対して意⾒を述べるのは⺠放に任せ、NHK の公共放送という⽴場としては、
賛成反対双⽅の視点で事実のみを放送すればよいと思う。海外報道に関しても、賛成反対双⽅の視点でバランスよ
く事実のみ放送し、内容の判断は国⺠にゆだねるのが筋だと思う。偉そうなことを⾔う解説員や評論家の偏った意⾒
は全くいりません。 また、偏向報道防⽌のため番組制作の責任者クラスで政治的に偏った意⾒を持っているものは関
わらせないようコンプライアンス強化することも必要かと思います。  ・⼈件費について疑問を感じる。なぜ世間⼀般とは
かけ離れた給与⽔準なのか。国⺠をなめているとしか思えない。今の⽔準の三分の⼀以下でないと国⺠は納得しない
と思う。  ・受信料のシステムについて疑問を感じる。今のようなあいまいな運⽤でやる意味が分からない。公共性をう
たい放送していくのならば税⾦として⼀律に徴収し、その代わりに第三者機関のチェック、定期的な国⺠への報告を義
務付けるようにすればよい。巨額の資⾦を半強制的に国⺠から集め好きに使⽤している今の状況は⾔い⽅悪いが合
法的なヤクザにしか⾒えない。  ・受信料の⾦額について疑問を感じる。経営をスリム化し、1 軒当たり⽉ 500 円年
間 6 千円程度の受信料が現代の⽣活⽔準では妥当ではないか。 この⾦額でも前に書いた通り受信料の仕組み⾃
体を⾒直し、放送内容をよくしていけば経営も成り⽴つ収⼊になりますし、国⺠も納得するのではないでしょうか。 ⽣
活インフラにかかる費⽤として上下⽔道料⾦よりはるかに⾼い今の⾦額は理解ができないし納得もできない。⽣活して
いく中で上下⽔道はないと困るが、今の NHK はなくても全く困りません。  最後になりますが、ここまで内容としては厳
しいことを書いてはおりますが、個⼈的には公共放送として NHK は必要と思っております。 今後国⺠から愛され、必
要性を感じる団体になっていくことを切に願います。 

個⼈ 何千億円もカネが余ってるなら、過去の放送を全部無料で⾒せてほしい。 
個⼈ 野球偏向報道がひどすぎる なぜ甲⼦園だけここまで特別扱いするのか ⾼校⽣のスポーツは競技⼈⼝に応じて報道

しろ メジャーリーグに受信料払いすぎ プロ野球チームを企業名で呼ぶな サッカーに対しあまりに冷淡すぎる 
個⼈ NHK は⺠法のように、広告収⼊がない スポンサーへの配慮が要らないので 元来、特定の企業を放送しないようにし

ていたのに 今はなんでしょう。特定企業、団体を卑しいほど放送している 利益供与と⾔われても致し⽅ない  8000
億の内部留保がありながら 数⼗円の値下げを⼤げさに、⾃慢げに放送する厚顔無恥さも びっくりです  そんなに資⾦
的余裕があるから４K５K を⾔いだすのでしょうが それではコロナで収⼊が激減した⺠間の⾸を NHK が閉めるような
モノです  なにより、⽉数千円徴収する番組だと思いますか︖ ⼤河は合戦なし、予算を使わない、三英傑を主役にし
ない 歴史の脇役ばかりでつまらない  ニュース、情報番組は公共放送とは思えない 偏った出演者と内容 ドキュメンタ
リーは⾔うに及ばず  NHK は⽇本⼈の視聴料で⽇本⼈の為の放送局のはずですが ⾃覚があるとは思えません  ⼀
部番組のように、視聴率を気にしない 良質な番組を作るべきではないでしょうか  紅⽩は、ここ１０年は⾒ていません
が ピークを過ぎた曲と売れてない曲、過去売れていたらしい曲 しかも、⼦供から⼤⼈なまで幅広く歌⼿を集めて ⻑時
間の番組で昔のような視聴率があるはずはありません  録画などで不確定な視聴率など無視して 視聴率⽬当てのド
ロドロしたドラマでなく ⺠放で出来ない１０年後でも再放送できるドラマ、 ネットのつぎはぎでない取材⼒を⾒せつけ
る 真実と公平な番組を作っていけば NHK をぶっつぶすという政党が議席を取る事はないと思いますし 視聴料拒否も
ないと思います  あと、BS のメジャー放送で、銀⾏の CМ選⼿ばかりなのも 偏っています。彼だけでなく、もう少し幅広
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い試合を⾒たいです 放映権料は、こういう場所にぶちこんでください ダゾーン、Amazon プライムもあるので無理なら
いいですが 早朝でも深夜でもいいので、、録画できますので 

個⼈ ＮＨＫが⾏っている⼾別訪問は、勝⼿にＮＨＫの電波を各世帯に送りつけて、ＮＨＫを⾒ていなくても集⾦する送
りつけ商法です。 国⺠が「ＮＨＫは⾒ていないので、受信料は払いたくないです」と⾔っても、強引な集⾦⾏為により
被害者が絶えません。ＮＨＫ集⾦⼈のトラブルを解決するために、集⾦⾏為が必要ないＮＨＫのスクランブル放送
化の実現してもらいたいです。ＮＨＫのスクランブル放送化は多くの国⺠が望んでいるにも関わらず、これまで NHK 内
での議論は皆無です。 

個⼈ 受信料の減額してください。テレビ１台では、地上波と衛星放送のどちらか⼀⽅しか視聴できない。よって、地上波と
衛星放送の受信料を取られるのは納得いかない。地上波のみの受信料で、衛星放送も視聴できるようにすべきと思
う。消費税１０％、コロナの影響で経済が冷え込むなか、受信料の減額をお願いします。業務の効率化、チャンネル
数を減らすなど、業務を⾒直しスリム化し受信料を減額してください。また、放送法を守って、公正、公平な放送をお
願いします。インタビューなど、切り取り放送をやめてください。どのような⼈が番組を作っているのか、給与など、受信料
を払っている⼈に情報開⽰してください。 

個⼈ 受信料とは、主に放送番組の制作に使われます。そしてＮＨＫ本来の⽬的とする放送は、公務員である権⼒者の
監視（⼀部の国の権⼒者によって戦争が起こらないように監視するため）にあります。なぜなら、公務員は国⺠の個
⼈情報の閲覧をしたり、犯罪者を裁いたり等、様々な権⼒を持っているからです。その権⼒が正当に⾏使されている
か、きちんと情報を国⺠に提供するのが公共放送ＮＨＫの仕事なのです。国⺠である私たちは、本来ならば受信料
を⽀払って公共放送ＮＨＫ受信料に公務員や⼤企業を監視してもらいたいところですが、実はＮＨＫは本来の⽬
的以外の放送番組に無駄な経費を使っているのです。例えば、ドラマ、紅⽩歌合戦、メジャーリーグ中継、海外の映
画・ドラマ等。⺠間放送やブルーレイなどで視聴できるものまで受信料を使っています。ＮＨＫの設⽴当初、ＴＶはＮ
ＨＫしかなかったので、娯楽番組を作る必要性がありましたが、多メディア時代となった今では、ＮＨＫに娯楽番組を
作る必要性はありません。営利⽬的では成⽴しない番組に特化するのが本来のＮＨＫの仕事なのではないでしょう
か。営利⽬的でない番組とは、報道・教育・福祉に関するものです。ＮＨＫが報道・教育・福祉に特化した番組を作
った場合、受信料は⽉額 100〜300 円となります。それだけ娯楽番組には多額の経費が掛かるのです。なぜなら、
他局との競争が発⽣し、価格が⾼騰するからです。しかし報道、教育、福祉は営利を⽬的としないため、安価で出来
ます。 

個⼈ NHK にしかない放送とは︖  偏った放送で、⺠放と⼤差ない質の放送をするなら本当にいらない。 法律に守られたぬ
るま湯放送には反対。 ただ、下請けの受信料徴収⼈の強引な訪問を受け、⾦は払っているので、⺠放各社には真
似できないファクトにフォーカスした放送をしてくれれば、喜んでお⾦を払う。 演出いらない。 ⺠放と競う必要ないから。 
国⺠から⾦取るんだから、国⺠が知りたい事実だけを放送してほしい。  決して、中国のプロパガンダ放送は流さないで
ほしい。  もう⼀度いう。  国⺠から取りっぱぐれがほとんどない受信料で経営をし、8000 億もの余剰資⾦がある
NHK だからこそできる⽇本の放送局という姿勢を是⾮みせてくれ。 

個⼈ 構造改⾰について数年かけて⽀出の削減を申されておられますが、このデフレ下で削減することは NHK の⾃⼰満⾜
にしかなりません。割を⾷うのは制作会社です。固定費で最も削減するべきは⾝内の⼈件費ではありませんか︖ ま
た、災害時の情報発信はもう国⺠⼀⼈⼀⼈の携帯電話に直接送信されております。携帯電話を所持していない⼈
でも周囲で⼀⻫に着信⾳が鳴れば緊急事態を悟ります。 加えて、停電時などで電話やネットが使⽤できない状況に
なった場合は電池で動かせるラジオの⽅が重要です。 災害時におけるテレビの役割はもう終わっています。特に新型コ
ロナウィルスの惨禍の中ではテレビ全体が不安を煽ることに⾎道をあげてらっしゃる。正確な情報を伝えようとしている姿
勢は全く⾒られません。(※現在我が家のテレビは映らないのでネット上での引⽤からの間接的な評価ですが) 速報性
についてもネットや SNS の普及により⼀次ソースを直接⾒ることができます。海外の情報や何やらでしたら共同通信の
RSS でもフォローしていれば⼗分です。 番組内容につきまして。放送時間と⾔う限られた枠の中で取捨選択の必要
があるのは理解した上で、放送法で定められているはずの両論併記についてはきちんと⾏われているとは⾔い難い状況
であることはお分かりのはずです。 切り貼り編集をして意図を捻じ曲げられて放送されているということも SNS などで取
材を受けた⽅が告発しているケースは枚挙に暇がありません。 さらには数年前、⼤雪で外出⾃粛を報道しておきなが
ら NHK 関係者が⾞で外出し⽴往⽣、救助に向かった⽅が亡くなるというとんでもない事故をおこされている。 ニュース
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を⽇々⾒ていれば毎年 NHK 職員が犯罪を犯したニュースを⼀件は⾒かける。 職員の⼈間的資質も疑わしい組織
であるように⾒受けられます。 番組を作る体制も、作る⼈々も、作った内容も国⺠から強制的に視聴料を徴収してま
で⾏うものではないと思います。  もうテレビは斜陽の時代を迎えつつあります。思い切って NHK の解体を検討される
のが国⺠にとってもベストであると考えます。 もし NHK が無くなっても、平均年収 1200 万円の優秀な⼈材ならばどこ
へ⾏っても引く⼿あまたでしょう。うらやましい限りです。  次善策として、スクランブル放送を導⼊するべきです。 これは
報道の⾃由と報道しない⾃由を放送局側が⾏使する以上、視聴者側にも⾒ない⾃由があって然るべきであるという
考えからです。 スクランブル解除のための契約情報からの統計データを⽤いれば今以上に視聴者の望む番組制作に
も寄与しますし、正確な視聴率も把握できるでしょう。 漠然と⾔葉を並べた経費削減策よりも現場に即した適切な経
費使⽤につながり最終的には極めて視聴者満⾜度が⾼く、かつ効率的な経営を⾏う唯⼀無⼆の放送局になるはず
です。  以上になります。 否定的な意⾒なので⼀顧だにされないとは思いますが声をあげないよりはと思い参加いたし
ました。 

個⼈ NHK らしさってなんでしょうか︖ 偏向報道をする、ということでしょうか。 お⾦を取っておいてそれはいけないと思います。
特に安倍政権になってからはみっともないくらいです。公正、中⽴を確実に守ってほしいです。 また、視聴料の徴収に
回る⼈が必ず２か⽉分の請求書・領収書を持ち、その２か⽉⽬に集⾦に来るのはやめてほしい。⽇本全国の、⼀⼈
暮らしを始めたばかりの世間知らずの学⽣が、１か⽉分をだまし取られています。私も妻も弟も、先⽉まで親元にいた
のに取られたしまいました。詐欺⾏為だと思います。絶対にやめてほしいです。 

個⼈ 5 つのキーフレームとありますが、NHK は災害時くらいしか役に⽴たないので 1 を強化してそれ以外の分野はグループ
から分離されてはいかがでしょうか（受信料負担の性質と根本的に合致しないため）。  ⼈事制度改⾰をなさるとの
ことで、●●●●⽒や●●●●●⽒のように⾃⾝の政治信条を番組制作に⾊濃く反映するのみならず、そのためで
あれば他国のプロパガンダに協⼒することも辞さない⼈材が排除できるような改⾰を、受信料負担者の 1 ⼈として強く
要望します。さすがに cctv の⽀局は排除されたようですが、こうした現状は公営放送としてコンプライアンスをあまりに
軽視していると思います。  前述したように受信料を負担している 1 ⼈ではありますが、私はワンセグ機能付きの携帯
電話を所持しているだけで、利⽤することは全くありません。現⾏法ではこの状態でも⽀払い義務有と解釈するのが⾃
然だと思いますが、⾮常に不⾃然な契約であり、将来的に必ず何等かの法改正が為されると思います。その時に社員
が路頭に迷わないよう今から少しでも国⺠の理解を得られる改⾰を進められることを期待します。 

個⼈ ■計画全般について ＴＶを持っているので強制的に受信料徴収されていますが、現在の放送内容は全く視聴する
気になりません。もっとこんな番組をやって欲しいとか、視聴者の多様な要望・意⾒があることは分かりますが、私のよう
に殆ど視聴しないのに受信料だけ払わされているという⼈も数多くいると思います。 ですので、現在の収⼊を維持する
前提で計画策定するのではなく、根本的に組織のあり様を変える計画を政府と検討して欲しいです。国⺠から⼀律に
受信料をとるのですから全国共通の放送内容（ニュース、災害情報、国会中継など）だけに限定し、チャンネルは１
つ、受信料は１０分の１ぐらいにして、⼤半の事業は⺠間に売却した⽅がいいと思います。 それから、ニュース番組は
⼗分な取材に基づく事実のみを放送し、異なる⽴場があるような政治的な話題は両論を公平に報じるなど放送法を
⼗分に遵守した活動をお願いします。 以上、繰り返しになりますが、ＮＨＫの分割・譲渡による根本的な組織再編
をご検討ください。よろしくお願い致します。 

個⼈ ⽇本国憲法には専制と隷従にみんなで協⼒して地上から除去すると書いてある。nhk の中には専制国家の放送局
の⽀所がある。その国家はチベット、ウイグル⼈さらに今⾹港の⼈達を捕まえて内臓を取ってます。隷従といえる。国⺠
のお⾦を使って憲法違反団体を運営している。即刻中国の放送局を追放してください。憲法違反団体が国⺠のお⾦
を取るとは酷い。 

個⼈ 視聴料及び職員について・・・公共放送なのに 8000 億もの資産があるのはおかしい、国⺠に還元するように、視聴
料をなくし、職員の給料も⼀般⼈と同等にするべきである。 プロデューサーの資質について・・・しばき隊の残党のような
プロデューサーを置いておくことになんの意味があるのか理解できない。 組織について・・・china の新華社通信か社内
にあることが世間からどうな⾵に思われているかかんがえるべきである。china がどれほど悪いことが昨今分かってきている
のにその⽀社があること⾃体間違っている。 放送法について・・・地上波の中で⼀番に放送法を遵守し、⼿本を⾒せ
なければならないところが、それを守っていないことは問題である。 
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個⼈ ●2 ページ４.社会への貢献について →放送法により、公平な報道が求められているが、⼀⽅的報道や偏向した報
道姿勢では到底社会への貢献はできない。抜本的な改⾰が必要。 ●2 ページ 5．「NHK らしさ」を実現する⼈事
制度改⾰ →あまりにも⾼給で国⺠の理解を得られない。抜本的改⾰が必要。また、不祥事・犯罪を起こす職員が
多すぎる。ガバナンス・コンプライアンスが徹底していない。 ●3 ページ①構造改⾰について →純資産 8000 億円と
いう膨⼤な資産及び内部留保をどうするのか、視聴者に還元をしっかりすべき。削減規模があまりにも少なすぎる。例
えば、スクランブル化して数百億円かかる⾮常に評判のよくない受信料徴収⼈の全廃をしないのか⼤いに疑問。抜本
的経費削減ができていない。 ●4 ページ計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅ →前提が違うのではないか、受信料
は、NHK を⾒たい⼈のみに⽀払わせる。地上波・BS・ネットでのすべてのあらゆるサービスを合算して、消費税込み
1000 円以下になるようにすべき。そこから逆算して事業計画を⽴てるべき。なお、インフラを負担していないネットの同
時配信や将来的な受信料負担については、国⺠に疑念を持たれないように明確に説明すべき。 

個⼈ 下記を⾏う事で、公共放送として放送法の遵守等、最低限の義務を⾏ったものとし、「提案事項の全ては下記を全
て遵守しない限り、達成不可能であり、少なくとも私は今年度内に達成出来なければ、⽇本⼈から受信料を徴収し
つつ、⽇本⼈差別をする団体」として、⽇本国⺠からの協⼒は得られないものと進⾔する。 (無視されるのであれば、
⽇本⼈差別を⾏う団体には⼀銭も払いたくなく、また、無視=⽇本⼈差別を⾏ったと判断し、放送法を遵守する形で
解約し、⾦輪際契約しないことを宣⾔する。) ・過去に⾏った⽇本⼈差別への訂正放送  ヘイトスピーチに関する、
「ヘイトスピーチを⾏った」とされる側の訴えや、「ヘイトスピーチを反対する」側が⾏った犯罪、暴⼒⾏為を含む事件、国
会議員を含む⽇本⼈差別の⾔動等、「放送法第 4 条を厳守する、平等且つ事実を客観的に」報道する、公共放
送として当然の義務を果たす ・国外放送機関の排除  新規に事業所を構築するのであれば、公共放送としての「⽇
本国外への秘密の厳守」スパイや⽇本国⺠への害となる⼯作員の排除する観点から、現在 nhk 放送局内に駐留し
ている ccna 等の外国の放送局員は全員排除すること  ・しばき隊をはじめとする⽇本⼈差別の暴⼒集団や犯罪集
団に加担する職員の排除  実際に居た事は素⼈でも調査できる事、⽇本⼈から得た受信料で⽇本⼈差別やジャ
パンディスカウント運動を⾏っているのは許せない為、あくまで「事実を平等に伝える」メディアになる為に必須。 ・国外
放送も平等な視点で報道  特に⽶国に関する報道は「●●●等の極左報道機関」の内容のみ報道しており、明ら
かな「放送法違反」である。 国⺠へ受信料を求めるのであれば「放送法の遵守」は報道の⾃由(または放送しない⾃
由)より遵守すべき最低条件だと断罪する︕  最低限、上記 4 点を⾏わない限り、 「放送法を⾃ら違反するのに、放
送法を元に受信料を搾取し、⽇本⼈を差別、⽇本国外の評判を事実に基づかない事柄で辱める」団体だとしか思い
ません。  上記を改善し、「事実に基づく、⽇本⼈、並びに⽇本国の国益に貢献する」団体への体制変換を強く求め
ます。 

個⼈ 受信料の価値の最⼤化について  価値を認める⼈々のみからの集⾦をすれば最⼤化になります。  売上の最⼤化は
値上げすれば良いだけです。  受信料を払ってまで⾒たくない”個⼈の権利”を守る⼿段を講じてください。 ⼈権のない
独裁国家の様な⼿法による⾦銭の略奪に感じます。 植⺠地政策の搾取にも似た⼿法です。 反社会的勢⼒による”
みかじめ料”と同じです。  NHK 職員が胸を張って仕事が出来るように略奪、搾取、強奪的な⼿法ではなく 世間⼀
般の国⺠と同じ様にまっとうな経済活動で収益を上げ、存続すべきです。  そうすれば必然的に NHK の価値は⾒直
され、受信料の価値の最⼤化は図れます。                                以上 

個⼈ 1. 中国共産党の宣伝部を置くのをやめて欲しい。⽌めなければ不払いも考慮する。 2. 社員、社外にかかわらず左
翼活動家を使わないで欲しい。 3. ⾯⽩くもないお笑い芸⼈を排除する事。 4. ⾼額と思われる⼤リーグ中継などは
不要。 5. 放送法を遵守し、公平な報道を。 6. 以上ができなければ、無料の災害時公共放送に特化するべき。 

個⼈ ⺠間放送のようなくだらないバラエティー番組は辞めろ。コント番組もいらない。⽼⼈向けの歌番組は仕⽅なく認めよ
う。特に●●がやっているコント番組は不快です。●●は不倫をして裁判になって判決で別れるように結審しても不倫
を辞めなかった。そんな奴に受信料を払いたくない。●●●●●●●●も未成年淫⾏で本⼈から告訴されているのに
反省もなくテレビに出ているこんな奴の⽣活費を受信料で払いたくない。お前たち NHK はもっと芸能⼈のコンプライア
ンスを確認しろよ事務所の⾔いなりかそれなら事務所から製作費をもらえよ。もっとタレント出演者の⾝体検査をしっか
りしろ。普通の社会⼈なら下半⾝事件はクビだぞ。世間を舐めてるようなバカバカしいタレントに⾦をやるのは嫌だ。来
年からもう受信料を⽀払わないから思い知れよ。 
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個⼈ 1.放送チャンネル数が多すぎる 2.受信料が⾼過ぎる。   3.スクランブル化を進めてください 4.チャイナの放送局に
忖度しないでください 5.センター建替えに反対です 6.予算 6000 億円は、使い過ぎ。半分以下にして下さい。受信
料を下げれるはずです。 NHK を視聴していない国⺠からも徴収しているのだから。 7.娯楽番組は、必要ありません。
⺠間に任せるべきことです。 

個⼈ 受信料の減額の最⼤化を⽬指すべきである。 そのためには、国⺠の安全確保と公正なニュース報道に限定すべきだ
と思う。 NHK 内に新華社や中央電視台の⽀局があるというのは本当ですか︖ 本当なら排除しないと中国寄りの報
道しか出来ません。 尖閣、⽵島、北⽅領⼟に関する報道を強化すべきです。 ⽇本と⽇本⼈のためになるほうどうに
努⼒して下さい。 受信料の不払いを防ぐために WOWOW のように契約しないと受信出来ない仕組みにすべきで
す。 

個⼈ 安⼼安全について ▼NHK への不信感につながるので中国のプロパガンダを流さないようにしてください。 ▼極左や極
右の活動をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しないでください。 あまねく伝える事について ▼ニュース報道
は両論併記を遵守してください。 

個⼈ ・受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべき︕ ・⽇本の公共放送なのに反⽇的な報道はやめて頂きたい︕ 
個⼈ NHK の受信料が NHK を⾒ない⼈でも強制的に徴収することについて、NHK の番組を⾒たい部分のみスクランブル

放送にし、受信料徴収を⽌める事。もしくは、受信料を半額以下にすること  NHK 社員の平均年収が 1000 万円
以上なのについて、普通の⺠間企業並みの 500 万円位にしないと、殿様商売に胡坐を組んでコスト意識が無い  
NHK のニュースが反⽇なのについて、「⽇本放送協会」の看板を下ろし、⺠間放送並みにするべき  無駄な TV チャ
ンネルが多いので、地上波・BS、ラジオで１局ずつに減らすべき  偏向報道を⽣み出す原因として、社員の国籍を問
わないことについて、報道の独⽴と公平性のために、⽇本⼈のみに絞るべき  NHK に改⼼が⾒られない場合、⽇本⼈
全てが NHK の受信料を拒否出来るようにする 

個⼈ 24 時間政府広報やニュースのみで受信料をさらに引き下げるように努⼒してもらいたい。もはやＴＶに余計なコンテン
ツは不要だし公共放送であるならば全国⺠が納得できる内容を反映してもらいたい。 

個⼈ はっきり⾔って NHK は信⽤できないので、個⼈情報を添付しての意⾒募集には疑⼼暗⻤です。中国、韓国を⼤事
にして⽇本国⺠の⽅を全く⾒ていない放送局だと思います。出来れば⼀旦解散なり廃⽌して改めてちゃんと国営放送
にして貰いたい。⺠放並みの下らないバラエティ、ドラマ、反⽇プロパガンダばかりやって国⺠から無理⽮理受信料を脅
し取る泥棒みたいな会社だと思います。世間からかけ離れた⾼給をとり、⽇本の国を貶める事ばかりやっていてあなた
達は恥ずかしく無いのですか︖⼀刻も早く廃局して下さい。宜しくお願いします。 

個⼈ 中国のプロパガンダに沿った番組は、⼀切やめてほしい。 2001 年「問われる戦時性暴⼒」 2009 年「JAPAN デビュ
ー 世界の⼀等国」 2016 年「NHK スペシャル 東京裁判」など。 また、 新華社通信、CCTV とも縁を切ること。 
反⽇左翼の社員及び関係者を排斥すること 以上。  実施されない場合は、公共放送とは認めません。 よって、電波
使⽤権を返上して下さい。 もしくは、こちらから、受信契約を打ち切らせてもらいます。 当⽅、⾮常に⽴腹していること
を、申し添えます。 

個⼈ ３．あまねく伝える 中国向けには受信料取ってないまま普通に放送されてるそうですね。向こうの都合の悪い部分は
ブラックアウトするそうですが。  ◆「受信料の価値を最⼤化」するためのマネジメント施策 ソレなら新華社の⽀社を廃
⽌してもらえるとあり難い上に、そもそも「公共放送」であるなら受信料がほぼ義務化されてるのが既に問題だと思いま
す。 それなら受信料収⼊で⿊字が出て関連会社まで運営できるのが既におかしいと思います。  国営ではないのに受
信料義務化みたいなのは正直勘弁願いたいです。  受信料払いたくないのでスクランブル化する選択肢を⽤意する
か、事実のみを伝える国営放送にしてもらう⽅が分かり易い。 既に御社に活動家在籍してたのは明らかになっておりま
すので。 

個⼈ 受信料は純利益が 0 になってから徴収してください。⾼すぎる。 あまりにも反⽇的な放送が⽬⽴ちすぎる。どこの国の
放送局か︕︖ 

個⼈ ・バラエティーはともかく報道番組はかなり変更していると⾔わざるを得ない。  公共放送として偏った政治思想を持っ
た社員は排除すべき（●●●など） ・純資産が８千億以上あるのならば、それがゼロになるまで受信料を徴収すべ
きではない。 ・当家は受信料がゼロになるか、受信選択制になるまで視聴するつもりはない。  それでも受信料を徴
収するのならば、放送法第 4 条を守って公平な放送をするべきだ。 ・貴協会の姿勢には⼤変な憤りを抱いている国
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⺠は私の周りにも多くいる。  そういう国⺠の意⾒にも真摯に⽿を傾けるべきである。 ・こういった意⾒を、「貴重なご
意⾒をいただきありがとうございました」などと紋切型で対応を済ませて欲しくない。意⾒を聞くのなら電話で回答するな
どきちんと応えるべきである。  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

個⼈ 「NHK らしさ」がよくわかりません。左派系の思考で番組を制作することなのでしょうか︖私たちはただ事実を知りたいの
であり、番組制作者の意⾒を聞きたいのではありません。番組制作者の考えを専⾨家と称する⼈に代弁させるやり⽅
は本当にやめて貰いたいです。私たち⾃⾝が考えて、それぞれが判断できるように、両論併記の番組づくりをお願いした
いです。もう⼀部の知識⼈が⼀般⼤衆を騙して扇動していくやり⽅は通⽤しないと思いますし、そうすべきではないと考
えます。 

個⼈ 公共放送を標榜し、半強制的に受信料を徴収する以上、捏造改変を直ちに⽌め、偏向報道を是正することを要求
します。これは受信料を⽀払っている視聴者の権利として要求します。 また、●●●のような活動家を直ちに解雇す
ることを要求します。 NHK が放送法を遵守することを説に希望します。 

個⼈ 1)中国や韓国に配慮した様な偏向報道を流さないでください 2)同様に⽇本の⾃虐感を煽る様な番組の作成またそ
れら番組の海外輸出などを⽇本⼈から徴収したお⾦で作成することをやめてください 3)内部留保のお⾦が無くなるま
で受信料の徴収をやめてください(純資産が 0 円になるまで) 4)NHK 社屋の建替等の費⽤負担を視聴者に付け替
える様なことは⼀切しないでください(社屋の建替に反対します) 5)偏向した思考をしている番組作成者、活動家、を
雇わないでください。また、その⼈達が作成した番組を流さないでください。 6)海外番組の報道は両論併記してくださ
い 

個⼈ ・純資産が 0 円になるまで受信料は無料とすべき（資産を蓄えられるほどの受信料は取りすぎではないかと思え
る）。単年度予算で運営すべき。 ・設備の更新は不要であり、既存の設備でやれることを考えるべき ・⼦会社的な
会社が多過ぎる（天下り的に⾒えるほど）ため、整理すべき。外部監査により、無駄遣い体質を改善すべき。 ・社
内に存在する中国の⽀局を閉鎖すべき。偏向報道の根本、偏向報道をやめられない体質が腹⽴たしい。 ・中国のプ
ロパガンダはやめるべき。 ・極左の活動をしている者を製作の⽴場につけるべきではない。 ・誤報、捏造を⼀度整理
し、再発防⽌の体制を講ずるべき。 2001 年 ETV2001 問われる戦時性暴⼒ 2009 年 NHK スペシャルシリーズ
JAPAN デビューアジアの⼀等国 2016 年 NHK スペシャル東京裁判 どれも公共放送を実施していると⾔うには腹
⽴たし内容であった ・偏向報道を改善できないのであれば、ニュースの事実だけを放送するようにすべき ・コメンテータ
ーを起⽤するのであれば、放送法第 4 条を遵守すべき ・⽇本⼈のために働いている局員の⽅が報われる、やる気に
溢れる職場に時間をかけて構わないので、少しずつ改善していってほしい （●●●●、●●●●、NHK は捏造・誤
報機関と⾔われてることは知っているのに、虚しくなりませんか︖） 

個⼈ ・NHK らしいとは具体的にどういうことでしょうか ・受信料は NHK の純資産が０円になるまで無料にしてください ・極
左の活動家のプロデューサーを起⽤しないでください ・海外のニュースを取り上げる際は全ての情報を出してください
（放送法４条守る） ・中国のプロパガンダを流さないでください ・中国、韓国への忖度はやめてください（⾦、⼥に負
けないでください） ・⾔うまでもありませんが正しいニュースを流してください（切り取りは無し） ・歴史を勉強してくださ
い（東京裁判を肯定するとか有り得ない） 

個⼈ ・中国共産党がウイグル⼈を強制収容し臓器売買していることは重⼤な⼈権侵害である。⽇本⼈も問題意識を持つ
ように⽇々状況を報道してください。 ・政策議論の報道では、各政党の主張を同じ時間だけ放送してください。NHK
の意⾒を報道する必要はないです。 ・戦争反対を主張する番組では、現在の中国共産党が南沙諸島を武⼒による
実⼒⾏使で⽀配している内容を報道してください。 

個⼈ ・アンケートでありながら、個⼈情報を登録しないといけない姿勢にも共感できません。数をしぼりた意図が感じられま
す ・公共放送でありながら、⺠間放送と同じ放送をするのはなぜですか︖どこに NHK の利点があるんのでしょうか︖コ
ロナ、検察庁法案、種苗法と様々な意⾒⼯作がなされたのに、⺠間と同じ視点で放送して、NHK になんの意味があ
るのでしょうか︖ ・また、偏った放送をするのはなぜでしょうか︖親中な公共放送はいりません。 ・公共放送なんだか
ら、Fact チェックのような⽴場を取るべきです。 ・従業員の給料⽔準は業界⽔準ですか︖ ・8000 億もの資産をお
持ちなら、余っているってことですよね。放送料の減額・返⾦をされたらいかがですか︖ ・正直、NHK は⾒ていません。
ニュースは YouTubu 番組、⺠法を⾒るのはドラマだけです。私は放送料⾦を払っている恩恵は受けていません。 
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個⼈ 5 つのキーフレームの 3 あまねく伝える に関して 最近の NHK の偏向報道はひどいです。 放送法 4 条政治的に公
平であることに明確に違反しております。 実例を挙げると、最近では、アメリカ⼤統領選挙に関する報道において、あか
らさまにトランプ叩き、バイデン推しの報道がなされており、⾮常に不快です。 公共放送として、このような偏向報道を
⾏うことに関して、NHK 社内のコンプライアンス的な視点からはどのように考えているのでしょうか︖視聴者からしたら、
なんらかの“意図“があってこのような放送をしていると勘ぐりざるを得ません。 そのような政治的な活動を背景とした偏
向放送を“⾒せられる“ことに対して、視聴料を払う価値は、無いです。 ニュースウォッチ 9 の●●キャスターのニュース
の締めのコメント、●●さんがどのような思想をお持ちであろうとそれは⾃由ですが、公共の電波を使ってそれを流すには
あまりにも偏向しています。そもそもキャスターの“意⾒“はニュースに必要でしょうか︖淡々と事実のみを報道していただ
いた⽅が、受け取り側としては誤った捉え⽅をせずに物事を客観的に判断できるようになるので、有⽤であると思われま
す。 “あまねく伝える“のであれば、放送法第 4 条に従い、政治的に公平な報道を⼼がけていただきたいです。 

個⼈ 我々の受信料で経営されている NHK は我々⽇本⼈と⽇本にとって有益な情報を伝える義務がある。しかるに貴社
にはそのような姿勢を全く感じない。こうした意⾒は私だけではなく多くの⼈が感じております。今我が国は中国発⽣の
コロナ、中国の軍事的 思想的な侵略の危機に瀕している。しかるに NHK にはそのことに対する我が国 国⺠を守ろ
うとする姿勢が全くない。現在は中国共産党による超限戦を強烈に仕掛けられていることに対する危機感もなく（わざ
とですか︖）CCTV を同じビル内に置いている。記者が⺠間の会社であれば何も⾔わない。しかし国⺠から⾦を強制
的に取りながら⽇本と対⽴、侵略しようとしている国の放送局である。また⽇本の公共放送でありながら特定の思想
信条を持つプロデューサーが偏向した番組を作るのも外国⼈が⽇本を貶める番組を作るのも許されない。受信料を払
いたくない。 

個⼈ 1．ニュース報道について  公共放送として中⽴の⽴場での報道が全くできていない。 特にニュースウォッチ 9 の●●
キャスターの⾔動は酷い。 また、番組構成も左に傾いた内容ばかりであり公共放送という⾃覚が全くない。 ディレクタ
ーやプロデュサーも共産党ではないかと思うくらいの内容ばかりである。 BS 放送は海外にも流れており⽇本の国益を
損なう内容で国⺠の受信料徴収以外に国家予算も出ていることを軽んじています。  中国向け放送を無料で発信す
るなど⾔語道断︕ その費⽤はどこから調達するのか︖ 中共の寄り添ったプロパガンダ的な放送も⽬に余るものがあり
ます。 NHK ではなく CHK と揶揄されているのも否めません。  昨今はフェイク番組も社員の不祥事も多く余りにも国
⺠をバカにしている。 その番組制作姿勢、企業としてのコンプライアンスは⽇本国および国⺠を裏切っており国賊としか
いえない。  今後は●●キャスターを始めとする極左社員を排除して本当の意味での公共放送の確⽴出来るよう改
⾰を望みます。  2．オンデマンドで料⾦を取っていることにも疑問があります。  著作権は形式上 NHK に帰属します
が、番組作成にかかわる経費その他全ては国⺠から徴収したお⾦から出来ています。 よって本当の意味での著作権
は国⺠にあるのではないでしょうか︖ それを番組を⾒るという観点でオンデマンドでお⾦を取るというのは⼆重取りでは
ないですか︖ ⺠放や映画配給会社などと同等に現法に当てはめることは違うような気がします。  3．暴⼒団等の排
除について  暴⼒団等の排除について指針は表明されていますが、反社会的団体や⾏為をする⼈物の排除には⾮
常に消極的だと思います。 ⽇本国に於いて NHK には反⽇活動家が社員にいる、CCTV(中国国営放送)が社内に
あるなど 1．に述べた番組制作にも影響が出ているのではないですか︖   総合的に⾒て NHK は⼀度解体して公共
放送部⾨と営利部⾨を分けて別会社にし、本当に必要な放送は国⺠の受信料で賄い、それ以外は⺠放と同じ経
営業態で⾏うことが望ましいと思います。 地上波 1 チャンネル、BS1 チャンネルで⼗分ではありませんか︖ それ以外
は電波オークションで売り払って国⺠に還元すれば良いです。 インターネット放送に参⼊し、より多くの貧困層から受信
料を搾取するなど以ての外です。 それが出来ないようであれば受信料⽀払い拒否をされてもやむを得ないと思いま
す。 

個⼈ 全体について 国営放送局にするべき。国家予算で運営する。事実を伝えるのみとする。評論、解説、誘導しない。 
個⼈ 〇やるやるといいながら実現させない地上波２局、BS２局の４つの放送枠を早急に整理統合して受信料の引き下

げを⼀刻も早く実施してください。 〇受信契約が国⺠の義務というのなら、報道を中⼼とした主放送局のメインの⼀
枠は義務として契約します。ラジオも災害時に必要というなら⼀局で充分です。それも含めて義務として契約します 〇
ヴァラエテイ、ドキュメンタリー、ドラマ、教育コンテンツ、映画等は別途有償契約として⾃由選択できるようにしてくださ
い。正直、観ていません。御局に⽀払う契約料を削減し、NET、ケーブル TV などでで契約、視聴したい番組は多々
あります。当⽅で選択します。 〇視聴全国⺠から公平に受信料を徴収してください。 〇上記を実現いただき⽉間
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200 円〜300 円くらいの負担であれば税⾦として我慢いたします。 〇危機感を持って、真剣に早急な検討をお願い
します。本当に我慢がならない状況です。 

個⼈ 〇「１．安全・安⼼を⽀える」について  ▼放送法４条を守ってください、偏った放送をするのではなく両論併記で。 ・
最近のテレビの⾒⽅としてどのように偏った放送を流してるのかを探してしまう。 ・偏った報道により、誤った情報を持った
⼈たちが⽇本を滅ぼすのではないかと不安になる。  ▼特定の政治思想を持った活動家をやっているディレクターやプロ
デューサーを起⽤しない。 ・例えば「●●●はしばき隊の⼤物で、共産党員」という情報があるが、特定番組の放送を
⾒ているとそうかもしれないと思える。  ▼コロナウイルスの報道で不安を誘う報道ばかりするのはやめてください、報道し
ない（取材しない）⾃由を⾏使するのもやめてください。 ・⽇本と外国は明らかに死者数も違うのに感染者、死者数
を⽇本⼈と外国⼈の⽐率を報道しない。 ・年齢別、持病の有無等の重傷者数、死者数の分布を報道しない。 ・季
節性のインフルエンザで、１シーズン１万⼈死ぬこともあるという報道しない。 そのせいで何を注意したらいいかわから
ず、過剰に恐れをいだかせ、過剰な⾃粛を誘い、経済を破壊しているとしか思えない。また⾃殺者も増えるのではない
か︖ 公的機関が発表しないから発表できないなら取材すべきでは、記者会⾒で理由を説明して質問すべき、私に⾔
われる前にそんなことは⾃分で考えて⾏動すべき、下⼿な解説は不要だから、取材したデーターを提⽰し視聴者に考
えさせるべきでは︖  ▼新華社通信の⽀局を即刻排除してください ・中華⼈⺠共和国の尖閣諸島への侵略について
の報道があまりにはされないのはそのせいですか︖ ・ウイグルやチベット、内モンゴル等の中華⼈⺠共和国占領地域に
おける弾圧についての報道がないのはそのせいですか︖ ・ＴｉｋＴｏｋにおける個⼈情報の中華⼈⺠共和国への
送信問題の報道も単にアメリカがいちゃもんつけているような印象を受けるのもそのせいですか︖  ▼終戦の⽇前後の
戦争特集を⾒てると「戦争は悲惨だ、体験を過去に伝えよう。⽇本が悪い。」というだけで「なぜそのような戦争を起こ
したか、その原因はなぜか」という話が全く⾒えない。 ・こんな報道では悲惨な戦争を今後どうやって回避するのまったく
かわからない。 ・⽇本には警察官がいるのに⽇々犯罪はなくならない。ましてや世界に警察官はいないのにどうやって国
同⼠の争いを防ぐのか︖⽇本の置かれている状況は︖など分析した報道が必要ではないのか︖ ・ワザ報道していな
いとなると、また戦争をて⽇本を滅ぼしたいのかと勘繰りたくなる。  〇「４．社会への貢献」について  ▼受信料は純
資産が０円になるまで徴収しないようすべきです。 ・⽔道、電気もお⾦を払わなければ⽌められるのにコロナでこの苦し
い中、受信料の強制徴収を⾏うのはいかがなものか︖  ▼公共放送として「ニュース、災害報道」のみとし強制徴収
受信料は１００円程度、「スポーツ、ドラマ、バラエティー」はスクランブルをかけ別途受信料を設定してほしい。 ・「ス
ポーツ、ドラマ、バラエティー」は⺠放に任せればよい NHK が強制徴収する受信料で製作するのはあきらかな⺠業圧
迫である。公平な競争のもと、放送業界の健全な発展を⽬指すべきでは︖  〇「インターネット活⽤業務」について  
▼絶対反対、テレビを⾒る家族がいなくなったらテレビをすべて破棄し受信料を払わなくする予定のため ・受信料を強
制徴収している会社が参⼊し、何で細々とインターネットで⽣計を⽴てている⼈たちを追い詰めるのか︖これ以上の⺠
業圧迫はないと思う。 

個⼈ 公共放送としての⽴場を遵守していると胸をはって⾔えるのか︖ 恥を知れ︕ まずは、中国や北、南朝鮮の制作担当
者を外せ︕（今後の採⽤も不可） 視聴料をぶんどっているのなら正しい報道をしろ︕ 公共放送とまがりなりにもいう
のであれば、国益に反する報道をするな︕︕ ⽇本⼈の為の報道をしろ︕ 偏向報道、切り取り報道、今までもひどか
ったが最近、拍⾞がかかってますね。料⾦に⾒合う報道︖どの⼝がそんな事を⾔ってるんだ。 爺さん婆さんを騙す為の
放送局としか思えない放送を毎⽇毎⽇してることをあんたらは知ってるはず。特に朝のニュース、19 時、21 時のニュー
ス、あんたらの看板番組になってる報道番組のキャスターはクズだ。お涙ちょうだいみたく、芝居じみたアナウンス。そんな
に芝居をしたいのであれば、俳優になればいい︕受信拒否措置をしたテレビでの料⾦徴収に関する裁判でもあんたら
負けたんでしょ︖国⺠の信頼を裏切った NHK の罪は重い︕︕︕︕︕何百、何千万⼈を騙してきたんだぞ︕︕  意
⾒公募をしているので、変わる気があると 1 ㎜だけ信じてメールします。 変わらないのであれば、受信料は今後⽀払い
たくない︕間違った放送に何故お⾦を⽀払わなければならないのか︖正々堂々と説明しろ︕︕ 
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個⼈ ○すべての⼈に「安全・安⼼」と「正確、良質で多様なコンテンツ」を届け、信頼される「情報の社会的基盤」としての
役割を果たし続けること とありますが、まず現在「正確、良質で多様なコンテンツ」を届けられて”いない”という現実を認
識し、それを是正する事こそが NHK の最⼤の重要課題です 多くの国⺠からすでに現在 NHK は信頼される社会的
基盤ではない、と認識されている事は、NHK から国⺠を守る党のようなワン・イシュー政党が台頭してしまった現実から
明確です。国⺠の１％から、他の政治的案件よりも NHK を消滅させることが優先されると考えられているという認識
を持つべきです ○国際放送のコンテンツを、放送だけでなく、インターネット配信を効果的に活⽤してきめ細かく内外に
提供し、⽇本への理解促進や訪⽇・在留外国⼈に対する情報提供にいっそう資するようにします。 とありますが、あな
た⽅の役割は⽇本に対する貢献です。在留外国⼈ではなく、在外国⽇本⼈への情報発信の強化が本来 NHK が
果たすべき役割です。それを差し置いて在留外国⼈への対応強化とは、⽇本の名前を冠する放送局の⾃覚が不⾜
していると思われます。⽇本⼈に貢献しない放送局が⽇本⼈から⾦を巻き上げるというのは間違っています ○各現場
も、マネジメント層も、プロフェッショナルとしての能⼒評価・登⽤を徹底するとともに、⼈材育成・開発を強化します。 ま
ずは極端な思想を持っていたり中国や韓国の⼯作を受けている⼈員を排除しない事には、現状放送されているよう
な、公平性と正確性を⽋く歴史修正主義的な反⽇プロパガンダであったり⼤衆迎合主義的な無価値な番組ばかりに
なり、能⼒以前の問題のゴミ組織を抜け出せないかと思います。⼤晦⽇に韓国の宣伝番組やるとか頭おかしいでしょ
う︖⽇本⼈にとって価値のある番組が作れない⼈間は NHK として価値がある⼈間ではないという認識を持ってくださ
い そのあたりが認識できていない経営層や執⾏部も、教育基本法の第⼀章第⼆条の五 伝統と⽂化を尊重し、そ
れらをはぐくんできた我が国と郷⼟を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこ
と。 これをちゃんと憶えて、反⽇的な歴史的根拠に基づかない⾃虐史観的な番組や、フェイクニュースを制作⾆⼈間
を評価していかねばなりません。 2019 年の例でいうと、クローズアップ現代で「表現の不⾃由展その後」を制作した、
⽇本の法律の⽬的に反するような展⽰に国費が使われたという問題を、表現の⾃由という問題のすり替えを⾏うよう
な、左翼活動家を排除していけないようなら、NHK にはますます⽇本にとっての存在価値がなくなっていくことでしょう  
というか、「社会への貢献」 の予算が 7000 億の収益にたいして 5 億、0.1％以下の規模でしか社会貢献する気が
ない企業とか、公共の名を冠したら駄⽬でしょう︖ 社会貢献のために存在する部署を残して分割し、その部署のみを
受信料で賄い、あとは通常の放送局と同じ⼀般企業にするのが正しいあり⽅だと思います すでに⼀般の放送局が複
数存在し、インターネットによって情報が相互発信される時代に⾄り、NHK はその役割を終えました。粛々と分割解
体しなくなるのが、これからの時代に NHK に必要とされる役割かと思います 

個⼈ ◎海外及び国内のニュ－ス報道は真実を正確に中⽴的に報道すべきである。⼜は両論併記すべきと思います。 ◎
受信料の有り⽅について、地上波・BS 放送で⼆重に取られ、挙句には、インタ－ネット配信で三重払いとなる。これ
は通信業者へのただ乗りではないか。国からも補助⾦が出ているので無料にすべきである。 ◎NHK 局内の⼀刻も早
く CCTV を排除して頂きたい。⼜中共のプロパガンダを流さないようにしてください・ ◎極左の活動家をやっているプロ
ジュ－サやデイレクタ－を起⽤しないでほしい。 

個⼈ 1 秒でも早く解散して下さい。 偏向報道ばかりしている報道機関は不要です。受信料の強制は契約の⾃由に反し、
⺠法違反です。垂れ流している電波は受信したくてしているものではありません。 

個⼈ 具体策すべてを普通にやってください。 あたりまえです。 これまで全くできていません。 受信料を無駄にしないでくださ
い。 このままでは解約せざるを得ません。 

個⼈ ＮＨＫオンデマンドについて 無料とするべきである。営利企業ではなく、公共放送を標榜する NHK が 8000 億弱の
内部留保を持っていながら、有料としている事に納得がいかない。⼦会社への天下り役員の報酬を視聴者に負担させ
ようという魂胆か、と勘繰りたくなる。あるいは勘繰りではなく、事実そのものか︖ 

個⼈ ⼥優●●●●の起⽤をやめてください 理由は下記スレッドを参照です   
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/uwasa/1598172571/ 前スレ 
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/uwasa/1597885974/ 

個⼈ 「あまねく伝える」「社会への貢献」も要らない。 国⺠が本当に望んでるのは受信料違法徴収がなくなり違法徴収に関
与した社員と経営委員が⼆度と表社会を⽣きれない程破滅する事。  4K に需要があるという捏造資料を提出する
時点で現実の⾒えない脳が既に腐った低俗で幼稚で低能しかいない。 
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個⼈ 中国のプロパガンダを流さないで下さい。 受信料は純資産が０円になるまで無料にすべき。 極左の活動家をやってい
るディレクターやプロデューサーを起⽤しない。 海外のニュース報道は両論併記 

個⼈ ○中国のプロパガンダを放送しないで下さい。  御社の施設内に特定国家の報道機関を⼊れないで下さい。  御社
駐⾞場に、特定国家の外務⾞両が多数駐⾞されていることを現認しております。 ○受信料は純資産が無くなるまで
無料としてください。  特に、天候等の⾃然状況等を無償で外国に提供しないで下さい。  御社においては、情報の
価値を⼗⼆分にご理解されていると考えています。 ○活動家と思われる⼈物を上位職(ディレクター・プロデューサー・
経営関連)に起⽤しないで下さい。  過去、SNS 等で御社社員を名乗る物が反社会的活動をしていることを現認し
ております。 ○海外のニュースは両論併記で放送するようにして下さい。  BS ｰ NEWS 等は特に酷く感じています。  
御社の「公共放送」の名に恥じない⾏動を期待しております。 

個⼈ １．地上波しか受信料が⽀払えない者としての希望① 放送法（以下、法という）６４条における基本的な受信
契約は地上波のみとし、ＢＳ放送はスクランブル化して付加事業として、⺠間衛星放送は⾃由に視聴できるようにし
ていただきたい。② インターネット事業も、もともとオンデマンドで配信しているので、現⾏どおり付加事業としていただき
たい。２．意⾒の募集の姿勢について８⽉４⽇にテレビで、意⾒募集を告知されたが、それ以降何回告知されたの
か。私は⾒た覚えがない。それがＮＨＫ受信者に対して広く意⾒を求めている姿勢といえるのか。地上波では、ＢＳ
番組の案内よりは、この計画案の意⾒募集をもっと全国⺠に問うべきではないのか。少なくとも⺠放からはそのような報
道はできない。ＢＳ放送スクランブル化や、インターネット活⽤業務の意⾒募集の時もそうだったが、それを後で知るこ
としかできなかった。ＢＳ放送スクランブル化に関しては、全くといっていいほど⼀般受信者からの意⾒はなく、関係省庁
の⽅々の意⾒が数件あっただけだと記憶している。これでは、ＮＨＫが、関係省庁および政府と結託し、ＮＨＫの要
望どおり淡々と事を運んでいるとしか疑わざるを得ない。３．⽇本放送協会の受信料の在り⽅について我家では、受
信料の⽀払いの関係でＢＳ放送は視聴できない。今現在、地上契約が約８割、衛星契約は約５割と認識してい
る。中には、受信料の契約をせず、視聴している⼈もいるのかもしれないが、我家と同じ事情で衛星契約できない⼈も
いるのではないかと推察している。法１５条や、前⽥会⻑のお⾔葉、経営案にも掲げているが、「あまねく伝える」とい
うことに関して反してはいないのか。我家では地上波しか頼ることができない。また衛星放送に関して、⺠放で視聴した
い番組があっても、ＮＨＫの受信料の関係で、衛星放送⽤受信アンテナが設置できない。これは憲法で保障されて
いる⾃由や独占禁⽌法に抵触しないのか。４．地上契約と衛星契約の受信料の収⽀について事業収⽀の資料に
ついて、２０１９年度決算概要、および計画案別添資料においても地上波とＢＳ放送の事業における収⽀が明
確に⽰されていない。別添資料に地上波の⽀出は約６５３億円、ＢＳプレミアムの⽀出は約２７７億円、取材費
は約１９２億円と記されている。ＢＳ３波を２波にするとのことだが、実際、地上波より映像容量が⼤きく、そのため
の機材も地上波より⾼額なものになると推察する。その意味も含め、現在の地上波とＢＳ放送の収⽀（その他収⼊
も項⽬だて、経費はインフラ等も含めて按分する）を全国⺠に開⽰すべきだと考える。そもそも我家では４Ｋが受信
できる設備ですらない。５．ＢＳ放送のスクランブル化について「ＮＨＫのＢＳ放送のスクランブル化」に関する郵政
省の意⾒募集に対し、ＮＨＫは平成１０年１２⽉１７⽇に意⾒を提出し、スクランブル化実施を検討するための
条件を国に提⽰している。その中でＢＳ放送がすべてデジタル化された段階で改めて検討するとしていたが、平成２
３年７⽉２４⽇に完全移⾏となった。その検討経緯を⽰していただきたい。その他ＢＳ放送は、地上放送の難視聴
解消の役割を担っているメディアと位置づけしていたが、現在はどうなのか。受信料の窓⼝の放送受信料契約数統計
要覧（令和元年度）の各管内の放送受信契約数と衛星契約数を確認したが、差引きでゼロの村は⾒当たらな
い。現在でも地上波が届いてない地域はあるのかお⽰しいただきたい。また総務省が平成１５年２⽉に⾏った「ＮＨ
Ｋの衛星放送に関するアンケート調査結果」においても、約半数がスクランブル化を⾏うべきと回答している。もしその
調査が古いということであれば、再度総務省より各家庭はもとより、ホテル事業者等も含めたアンケート調査を⾏うべき
と考える。６．雑感① 新たな公共メディアの可能性についてＮＨＫがその事業を⾏うことは否定するものではない
が、通信分野等までをも含める事業を法６４条に絡ませることは、絶対に許容できない。② 今回の計画案は、法６
４条を盾として使い、こっそりと改正して正当化させる計画の第⼀歩としか⾒えない。少なくともインターネットは放送を
受信するための設備とは想定していなかった。③ そもそも放送法は、昭和２５年に制定された法律で、時代の進化
によりその都度改正をしているが、法第三章は当時制定された主旨からは、随分と乖離し始めているのではないか。④ 
⽇本国も省庁を⼤きく変⾰させて来ている中で、放送法や電気通信事業法等も抜本的に⾒直し、法８７条により
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⽇本放送協会を解散し、新しい法体系の中で新たな組織へと変えていく時代に来ているのではないか。■バイト数 
※全⾓＝2 バイト、半⾓＝1 バイトとして換算。改⾏は 2 バイト。3996■全⾓・半⾓共に 1 ⽂字として換算した⽂
字数 1929■全⾓＝1 ⽂字、半⾓＝0.5 ⽂字として換算した⽂字数 1927■全⾓・半⾓共に 1 ⽂字として換算
した⽂字数（改⾏、空⽩は除く）1915■全⾓＝1 ⽂字、半⾓＝0.5 ⽂字として換算した⽂字数（改⾏、空⽩
は除く）1913■バイト数（改⾏、空⽩は除く）3826■⾏数 72 

個⼈ 0 
個⼈ ＮＨＫ経営計画意⾒募集係御中拝啓  ＮＨＫのラジオ削減について、意⾒を表明します。AM アナログ放送と

FM ステレオ放送のこれまでの区分け（AM はおしゃべりを主体とした番組、FM は⾳楽を主体とした番組）をやめる
べきです。⺠放ラジオ局は２，３年後には全てが FM ステレオ放送局になります。FM ステレオ放送を聞いた⽿で AM
アナログ放送を聴くとどうしても声がこもって聴こえます。特にバラエティ系の番組で複数の出演者がワイワイしゃべってい
ると、どうしても聞き取りづらい事があります。これまで、おしゃべりを主体とした番組を流していた AM ⺠放ラジオが、FM
ステレオ放送に移⾏する以上、ＮＨＫもおしゃべりを主体とした番組も FM ステレオ放送で流すべきです。次に、第２
で流している語学番組は⼤幅に減らして、集約すべきです。また再放送が、とても多いので、これも減らすべきだと思い
ます。そもそも再度聴きたい⼈は始めから録⾳しているでしょうし、聴き逃した⼈はらじるらじる等で聴き返せるようになっ
ているのであれば、再放送を過度に流す必要はないでしょう。また、これら語学番組は、AM で流せるのであればそのほ
うが良いと思いますが、AM の現在の第１は頻繁に交通情報、気象情報、地震速報が割り込んで来るので、語学番
組は FM で流すしかない、という気もします。そして、この速報を流す事についてですが、ニュース速報として地⽅の知事
選挙市⻑選挙が割り込みで放送されますが、これは速報として流す必要がありますか。⼈々が情報を知る⼿段が
TV、ラジオしかない時代ではもうありません。⻑年の慣習も⾒直すべきです。FM についても、再放送がとても多いで
す。FM の再放送はやめるべきです。またクラシックの番組が多過ぎます。もっと集約すべきです。語学番組、クラシック
番組、速報の流し⽅、FM ステレオ、AM アナログ番組の区分け等の⻑年 NHK の慣習として⾏ってきた放送形態を
根本から⾒直すべきです。私の好きなラジオ番組は ラジオ第１で⽇曜⽇に放送している「らじらーサンデー」ですが、こ
の番組も FM ステレオ放送で流して欲しいと思います。良い意味で従来のＮＨＫらしさのない番組で、聴いていてとて
も楽しく、いつも笑いながら聴いています。このＮＨＫらしさという⾔葉が計画案の中でたびたび出てきますが、どういう
意味で使っているのか、厳密には分かりません。しかし、⼀般的にＮＨＫらしい番組というとお硬い番組、真⾯⽬な番
組、という印象です。私は、ＮＨＫが、ＮＨＫらしさにこだわる事に危惧を覚えます。昨今、ＮＨＫはＴＶ・ラジオ共
にとてもバラエティ⾊が強くなっています。これに⼤賛成です。放送局として⾒ている⼈、聴いている⼈に楽しんで欲し
い、笑って欲しいと思うのは当然です。もちろんＮＨＫのドキュメンタリーはとても⾒応えのある素晴らしい番組で、今後
も続けるべきですが、バラエティ系の番組で、お笑いタレントが増えて、とても楽しく⾯⽩く番組を聴く事が多くなったの
は、良い事です。もう⼀点、緊急事態宣⾔以後、ラジオ番組の多くが再放送となりました。⺠放ラジオ局は放送を続
けていたのに、なぜＮＨＫのラジオは放送をやめることになったのでしょう。ＮＨＫは受信料で成り⽴っています。これは
新たな放送をするために払っているのです。再放送を流すためではありません。再放送を２ヶ⽉３ヶ⽉と流していました
が、私たちが払った受信料で成り⽴っているにもかかわらず新たな放送をしなかったという事は、リスナーとしては納得が
できません。ＮＨＫは⺠放以上に、放送を続ける義務があります。そもそもなぜ⺠放が放送を続ける事が出来て、Ｎ
ＨＫに出来ないのか、理解に苦しみます。再放送ばかりになった時期はその番組を聴いていたリスナーとしてはＮＨＫ
のラジオ放送がストップしたのと同じ事です。今後はどのような状態になっても絶対に新たな放送を続けて下さい。また
受信料は、私個⼈としては、変更する必要はない、と思っています。敬具２０２０年８⽉２５⽇個⼈神奈川県４
０代男 

個⼈ ①公共放送のくせに純資産を貯めこみすぎている。国⺠の安⼼・安全に寄与する為に現在の純資産 8000 億円が
1000 分の 1 になるまで、受信料を無料にすべき。 利潤を追求する必要が無い公共放送局が⼗分に儲けている意
味は無い。 ②「事実を客観的に伝える」事に終始して欲しい。NHK らしさなど不要である。 ③中国共産党の⽀援を
している⼈材を起⽤しないでもらいたい。 

個⼈ ☆ 真逆の発信で料⾦を取る詐欺会社になってしまってお年寄りを騙さないでください。 ☆ 国会議員で⽇本に被害を
与えた売国 左派議員の名前をあげてください。 ☆ 社員さんが左派思想、韓国系しかいないのはなぜですか︖右派
思想の⽇本⼈も 雇ってください。 
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個⼈ ▼皇室に対する敬語は皇室典範に則ったものを使って下さい ⾔葉のハンドブックという独⾃のガイドラインを持っている
ことは存じていますが、我が国の公共放送としては、皇室典範という法律に則った⾔葉を使う⽅が適切と考えます  ▼
災害や疫病の報道について、今後どのようにすればよいか等を多⾓的に専⾨家の意⾒を報道して下さい。 例えば、
洪⽔被害について被害状況を伝えることも重要であり、その点は良く報道されていると思います。しかし、今後洪⽔被
害を減じるためにダム建設等、具体的にどのような対策が必要なのかを⼟⽊の専⾨家の意⾒を多⾓的に報道すること
を希望します。⾃然災害に対し、個⼈が出来ることをやるのも重要だとは思いますが、我が国は先進国であるため、技
術によって⾃然災害被害を減じることが出来ると考えています。  ▼新時代のチャレンジについて、最先端科学につい
ての報道強化を希望します。 御社の科学番組を拝⾒すると、その専⾨性の⾼さは感じます。また、科学に関する報
道はコストがかかることも存じております。受信料という安定的な収益体制を持つ御社には、コストがかかる科学技術に
関する報道を強化して頂き、⽇本⼈が未来に希望を持てるような番組作りを希望します。 

個⼈ ○公共放送の使命を全うしていただきたいと思います。⺠間の番組と同じ、若しくはパクったようなものが多く、●●のタ
レントの多⽤は⽬に余ると思います。公共放送の使命は、バラエティーではないはずです。⺠間にできることは、⺠間で
いいはずです。平⽇の朝から、美尻とかセックスレスとか、取り上げる意味もわかりません。我々の受信料で経営してい
るのだから、視聴率を気にしバラエティーを制作する必要はないと思います。報道に特化してもいいと思う。 ○受信料
についても、内部留保の⾦額が、あまりにも⼤きすぎると思います。職員の給与も公務員に準拠すべきであり、国⺠に
対し受信料の⼤幅な減額が必要と思います。系列の⼦会社による営利活動や、100 円ショップでも売るようなキャラ
クターの権利販売など、国⺠の受信料で、収益を上げ、職員が天下る等は容認できるものではありません。 ○報道
姿勢について、なぜ、ニュースキャスターがニュースに関する⾒解を発⾔する必要があるのかと思います。⺠間の偏向とも
思われる番組に影響されているのか、おかしいと思います。公共放送である以上、事実をバランスよく報道すべきです。
批判するだけが放送ではないはずでもあり、両論併記は当然であると思うが、残念ながら現在のＮＨＫは、⼀⽅⽅向
に寄りすぎていると感じる。改善が必要ではないでしょうか。放送法の遵守は公共放送として当たりませではないでしょ
うか。 ○新局の建設については、内部保留資⾦を使⽤するからいいのではなく、削減に努め、残⾦は国⺠に返還す
べきです。また、国⺠の受信料で経営しているのに、中国のＴＶ局に貸し付けていることは理解できません。公共放送
としてのバランスを考えても、好ましいことでゃないと思いますし、ＮＨＫの放送における中国の報道にも影響しているの
ではないかと、思う放送もあります。特に、現在の世界の情勢から⾒ても 新局においては、解消するべきと思います。 
○改善がされない場合に、公共放送として容認できない国⺠も多数いると思います。ＴＶがあれば受信料を徴収す
るのではなく。必要としない国⺠には拒否できる制度をも必要ではあると思います。 

個⼈ ●税⾦の投⼊、受信料を徴収しているのだから、公共放送として国⺠の安⼼安全のための政府の情報、会⾒等を、
常に過不⾜なく放送し続けるチャンネルを確保して欲しいと思う。 ●報道において、思想として偏った⾒解のものをみ
るが、多⽅⾯から取材し、事実を放送して欲しい。 ●外国籍者は雇⽤しないようにして欲しい。 

個⼈ 受信料について 現在地上波の受信料を払っておりますが、コロナによってテレワークとなりニュース、情報番組に触れる
機会が増えました。そこで気が付いたのですが⺠放のニュースが報じているような中国のプロバガンダをそのまま報道する
といったような公共性・中⽴性に⽋ける番組が貴社においても増えている（左に寄りすぎ）ように思われて⽀払う気が
なくなってきております。 ⾮営利⽬的企業である貴社が内部留保 8000 億あるという情報も出ている中、私たちがす
すんで受信料を払いたくなるような、政府の⽴場に⽴った正しい報道(常に中⽴)に努めていただきたいです。（⺠放の
ように政府⾼官の発⾔について悪意のある切り取りを⾏うようなことは絶対にしないでほしいと考えます） 期待していま
す。よろしくお願い致します。 
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個⼈ 提⾔の前に何故ワード等で作成した⽂章を⼀括ペーストができないのか︖こんな無駄こそがこの提⾔を受けている業
者さんの独断なのか︖さもわくば NHK の指⽰なのか、この時代になって閉鎖的な姿勢の提出に嫌気がして短縮した
ので⽀離滅裂な⽂書になっているかも知れませんが・・せめて⾃分の書いた⽂章位印刷かコピーできるようにして欲しか
った。会⻑には提起したいと思います。これが NHK なのでしょうか︖  2021 年-2023 年度の３ケ年計画案の発表
の中から 特に①チャンネルの減少提案②受信料提案について提⾔します。 ①ＢＳ放送を４チャンネルから３チャン
ネルにすることには反対であり問題でもある。各チャンネルが出来た⽣い⽴ちには⽬標⽬的使命を持っていたと思いま
す。⺠間との差別化ではＢＳがあるからこそ NHK ではないでしょうか。今回の経営計画のキーコンセプト「NHK らしさ
の追求」基本⽬標は『すべての⼈に「安⼼・安全」と「正確良質で多様なコンテンツ」届か。信頼される「情報の社会的
基盤」としての役割を果たし続けることだと考えている』のであれば逆に BS チャンネルを細分化、多様化すべきと提⾔し
ます。 ラジオ放送は３チャンネルから２チャンネル（AM，FM)に削減するのは時代の流れかと致し⽅ない。 私は
NHK の BS 放送の多様化こそが時代に呼応した、⺠法ではできない、次の時代に向けた新しい NHK らしさの訴求
だと思います。それは⽇本のチャンネルのみならず世界の情勢を常時放送する経済状況チャンネルがあっても良いので
はないでしょうか︖ ②受信料収⼊についての提⾔ ２０２０年の 6974 億円をピークに３カ年は延べ 6700 億円
に推測されていますが、コロナ禍では⼀層鎮静が達するまで私は推測するなら毎年 100 億円筒落ち込み 2023 年
には 6500 億円以下になると推測します。もう少し受診料を頭柔らかく考えてみると 政治的は⼿段でテレビが装着さ
れている媒体から、新品で出荷する時から媒体に媒体価格の配分をして⾃動⾞税では有りませんが NHK 税的なも
のを付けて販売すれば受信料未納での経費等を考えるとよほど特策だと思います。 2020 年第⼀四半期の従来型
の携帯電話やスマホの合計出荷台数を基礎として年間約 3100 万台、カーナビ 164 万台肝⼼のテレビは 460 万
台になり、私の推測として合計 3724 万台になり、単純に計算すれば 1 台 1.8 万円で現在の受診収⼊がまかなえ
ます。勿論⾼額な媒体をそれなりに価格設定すればスマホは 2〜3 千円で⾞負担は 5〜6 万でこれも国に定めても
らうべきだと思います。 販売価格に充当すれば、未払いの⼿間もなくなります。昔検討した時期があったように記憶し
ていますが、今と昔ではテレビ媒体が何千倍にもなっています。 再度安⼼・安全に加えて公平を軸にして検討してはい
かがでしょうか︖厳しい経営環境下でも⼯夫・努⼒・誠意・感謝で解決できる⽅法もきっとあると思います。 最後に
『NHK らしい」充実したコンテンツをより最適な多様化媒体を通じて。合理的なコストで提供し続ける、続けることがコ
スト構造の改⾰に結びつきます。将来に渡り存続・持続可能な業務体制となり、それは時には NHK のみならず
NHK グループのスリム化と間接コストの合理化を図れば間違いなく、昨⽇のための今⽇ではなく明⽇のための今⽇で
あって欲しいと願い提⾔を終了します・  終わりに提⾔したことがコピーすらできないのでメールにコピーして送付ください。
宜しくお願いします。 乱⽂お許しください。2 度と読む気がしません。すいません。 こんなこと書いているから今⽇ BS モ
ニター不合格でした。残念 ありがとうございました。合掌 

個⼈ 内部留保が何千億とあり、社員平均年収１千万ある会社が、社屋建て替え︖ なに考えてるの︖ 報道は左よりだ
し。 いい加減、受信料下げろよ。 毎年、いくら払ってるかわかってるのか︖ 

個⼈ まず郵便番号を⼊⼒させておいて都道府県や住所を聞く意味が解りません（理由があるなら解りやすいところに記載
したほうがいいです）、またネットができる⼈間だけでなく、受信料を払ってる世帯にも郵送で送付し、広く意⾒を集め
るべきではありませんか︖こういうことにこそ予算を使うべきだと思うますが︖やっつけ仕事感が半端ないです  では意⾒
を箇条書きで記⼊します １、NHK は純資産がありますよね︖つまり私の受信料を過剰に今まで取っていたということ
です、であるならば純資産が無くなるまで受信料を徴収するのをやめるべきです  ２、特定の思想や圧⼒団体との関
係を持った⼈間が番組制作に深くかかわるのは問題だと思います、また、その職員を解雇せずそのまま雇⽤を継続して
いるのは NHK の政治的中⽴性に深く疑問を持つ⼀因になります対応すべきです  ３、アメリカのテレビ局は⽇本と違
って特定の政党を応援して良いことになっていますが、そのテレビ局の流してるニュースをそのまま流すのは政治的中⽴
性が求められる NHK がすべきことではないと思います、きちんと両論併記で番組制作をするべきです  ４、⺠間から経
営陣を⼊れすぎればどうしてもそちらに利益を誘導するような流れになります、中⽴性を保つためにも紐づけされていな
い⼈間で経営陣を構成すべきです  ５、それでも私は NHK を信じ応援しています、あなた⽅の先輩は誇りをもって⽇
本の放送界を成⻑させてきたのです、今の貴⽅たちにだってできるはずです、頑張れまともな局員︕ 
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個⼈ 中国出先機関を内包し、中国共産党のプロパガンダを垂れ流すような放送局は信⽤出来ない。 放送法を遵守し、
反対意⾒等もきちんと報道して欲しい。とても公正中⽴な⽴場であるとは受け取れない。 国⺠の知りたい情報を流さ
ない姿勢は批判されるべき。関⻄⽣コン・尖閣の現状等、事実を曲げずに報道して欲しい。 内部留保がとんでもない
⾦額なのに、受信料を下げない理由が理解出来ない。 スクランブル化を強く望む。公共放送と⾔う⾔い訳を述べるな
ら、緊急放送の場合だけ、スクランブルを外せば済む。 

個⼈ 国⺠から視聴料を徴収している以上、国営放送に準じます。 にもかかわらず、事実と異なる他国のプロパガンダを垂
れ流すのをやめていただきたい。 報道は⾃由ですが、現状では⾼額な視聴料の⽀払いに強い抵抗を覚えます。 

個⼈ ▼中国・韓国・北朝鮮のプロパガンダを垂れ流すことを⽌めてください。  （東京裁判を礼賛するなんて、信じられませ
ん。） ▼中国共産党や朝鮮半島系の組織を社内に⼊れないでください。 ▼海外のニュース（特に⽶国）は、左派
系メディアだけでなく、右派系メディアの報道も取り上げてください。 ▼上記が解消されたことが⽰されるまで、政治論
評の番組は放送しないでください。 ▼純資産がなくなるまで、受信料を無料にしてください。 

個⼈ 「HNK らしさ」とはどのようなことでしょうか︖⽇本の公共放送が、国益を貶める報道姿勢である限り、経営計画の内
容以前の問題です。受信料の価値最⼤化も、⾔い換えれば受信料は値下げしない。の意志表明でらっしゃると思い
ますが、ドラスティックな改⾰をしてから、請求してほしいと思います。「国⺠の安⼼・安全」が⼤切ならば、昨今のコロナ
報道も不安を煽るだけでなく、正しい医科学的を伝えてください。 NHK にしかできない放送があり、期待しているの
に、とにかく「偏り」が酷く残念です。 

個⼈ ⽇本⼈に、帰化した在⽇韓国⼈、在⽇朝鮮⼈の社員を番組を製作に、携わることを禁⽌してください。 中国のプロ
パガンダを流さないようにして下さい。  極左、左翼の活動家をやっている、プロデューサーやディレクターを起⽤しないで
下さい。  海外ニュース報道は両論併記。 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべきです。  以上の事ができ
ないようであれば、放送免許を返せ︖そして、解体しろ NHK を︕  貴様等は、売国奴や︕  解体し、NHK の⾦を
全国⺠に分配せよ 

個⼈ １．【安全・安⼼を⽀える】について 受信料を取る⾔い訳に「災害時の⾮常放送としての NHK の責務」などとうそを
つかないでください。災害時こそ、公共放送なら、スクランブルを解除して全国⺠に情報提供するのが、基本中の基本
でしょう︖ ２．【新時代へのチャレンジ】について ・NHK に置かれている中国の放送局の⽇本⽀店を排除してくださ
い。NHK が中国に侵略されていることを改めることこそが、最も重要な新時代へのチャレンジじゃないでしょうか︖ ・過
去の NHK の偏向報道（2001 年 ETV2001 問われる戦時性暴⼒）がその後の歴史の経過による検証によって
誤りであることが証明されています。私たち国⺠は番組制作当時の NHK を⾮難しているわけではありません。ただ、
NHK は⾃ら、前回の番組と同じ放送時間を費やし、検証番組を作って報道すべきです。⾃⾝の誤りを素直に反省
することからしか、国⺠の幸福追求を最終⽬的とする公共放送はその使命を果たせないと思います。これこそが新時代
へのチャレンジではないでしょうか。 ・政治的な報道では常に両論を紹介し、視聴者に公平な判断ができる材料を提
⽰してください。⼀⽅の意⾒だけを好意的に報道し、意図的に国⺠を洗脳するような偏向報道を辞めてください。私た
ち国⺠は NHK の意⾒なんか求めていません。世界で起こっていることがどんなことなのかを正確に知りたいのです。その
うえで、⾃分で判断したいのです。評論家、知識⼈なる⼈の意⾒を報道する場合も、⼀⽅の意⾒のみを提供する今
の報道姿勢は著しく不公平だと⾔わざるをえません。  ０．【受信料制度】について ・受信料の不法な取り⽴て⾏為
をやめてください（私の息⼦が学⽣割引されずに受信料を取られていた分を返してくださいとお願いしても貴社は返し
てくれていません） ・6000 億円ともいわれる内部留保を使い切るまで、受信料は無料にしてください。 また、国⺠所
得や公務員給与を⼤きく上回る NHK 職員の給与の⾒直しを⾏ってください。その後でスクランブル制にしてくださ
い。 ・インターネットの普及した現代においては、もはや NHK の存在意義は⽼⼈などの情報弱者にしかありません。そ
の⽼⼈から⾼い受信料を搾り取った上に、インターネットにまで課⾦しようとすることなどは論外です。そんなことをすれば
全⼒で反対します。 

個⼈ 受信料は資産がなくなるまで取らないで下さい。 ⺠放でもやっているようなドキュメンタリーやドラマなどと、国⺠にとって
必要なニュースなどをわけて、両⽅⾒るひとは受信料をとってもいいが、ニュースのみしかみないような⼈には受信料は無
料にして下さい。今のやり⽅では税⾦の徴収と変わりないと思います。 



183 

 

個⼈ 1、反⽇的な偏向・印象・歪曲報道はやめてください。 2、ＮＨＫ内にある新華社の⽀局を排除追放してください。 
3、ＮＨＫ職員は⽇本国籍者に限るべきです。 4、受信料についてーーー。私は住⺠税⾮課税の低所得者世帯で
す。ＮＨＫで私が⾒る  番組と⾔えば、ＢＳ1 のＭＬＢ位で、あとは上記の理由から⾒たい番組は何もあり  ま
せん。なのに受信料は年 25460 円も否応なく強制徴収されます。理不尽だと思  いませんか︖スクランブル化する
とか、所得に応じた受信料の軽減をぜひお願い   します。 

個⼈ NHK の完全なる⺠営化をお願いし、⼀般的な放送業者と同じようにスクランブル化をお願いしたい。 左派的な報道
番組が多い。また、特定国の指⽰を率先している番組制作者がいるとの報道もあり、本当に⽇本国のために、その特
定思想番組制作者の判断、政治的意図による判断で番組がプロパガンダのようになっている可能性があり、添加の
NHK ニュース番組を信じていない。また、⽇中の報道条約が憲法の国⺠の知る権利以上の位置にあり、きちんとした
報道がされていない場⾯を観て呆れるばかり。これも特定思想を持っている報道関係者による報道のねつ造なのだろ
うか。報道に対して、きちんとした社内資格を持った有識者判断が成されていないように⾒受けられる。 ⼀例とするな
らば、例えば、国益となる尖閣諸島の脅威などをなぜ、毎⽇、報道しないのだろうか︖⽇本国⺠には知る権利があ
る。また、国会などでもあったが、中華⼈⺠共和国の国旗の下に⽇本国旗を置くなど、他国の国営放送では絶対にや
らない国⺠意識のない⾏為を⾏うこと⾃体、⽇本国⺠の私には信じられない。⽇本国の国営放送である⽴場や責任
が、他国の国営放送局として劣っていることを再認識し、NHK ⾃体が、⽇本国の放送局であることの再認識をして欲
しい。どこの国でも国⺠は⾃国に誇りを持ち、活動しているのに、思想の⾃由だけで、公平にと⾔いながら、結果、⾃
国に対する報道への軽視は他国より劣り、甚だ、他国として劣勢である。また、視聴料を⽀払っているか不明な⼈物
集団で構成された市⺠団体の意⾒のみを聴いて、⼀般の視聴料を⽀払っている国⺠の話を無視するやり⽅は問題
あり。 また、尖閣諸島の中華⼈⺠共和国の巡視船の違法⾏為など国⺠が本当に知りたい情報をせず、報道しない
⾃由を履⾏しているのは、憲法上おかしい。そのためにも、中⽴な報道を⾏うように左派的な思想を持っている放送制
作者の排除、中⽴的報道に向けた教育の徹底を⾏って欲しい。 ⿊字経営になった場合、利益を国⺠や国庫に返
納する形を取るべき。資⾦をプールするのであれば、その⽬的を番組で国⺠に広く説明する必要、義務がある。 国営
放送で、しかも視聴料を国⺠から取っている割に、番組で財務報告が⼀切ないのはおかしい。そのため、番組で財務
報告を⾏うか、全視聴料納付者に、経営状況報告書を送付する必要、義務があるのに、それをおこなっていないのは
おかしい。 また、簿価などすでに償却している設備を使⽤する場合、その費⽤がかかっていないため、その分を含めた
視聴料の⾒直しを⾏うべき。 どんな僻地でも視聴料⾦はちゃんと徴収するのに、⽇本のどこでも視聴できる環境にな
いのは、税務上でも問題があるため、⾄急、整備を⾏うべき。 

個⼈ 中華⼈⺠共和国と⼤韓⺠国と朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国のプロパガンダ「捏造された歴史」を流さないで下さい。  
受信料は純資産が無くなるまで「０円」無料にして下さい。  他国の⼀⽅的な思想に感化されたデレクターやプロヂュ
ーサーを起⽤し、偏向や虚偽報道をやめてください。 

個⼈ ★China の電⼦台を、NHk の建物内に置かないでください。China に都合の悪い事実も報道を。 ★外国⼈職員
は⼊れないでください。現在の外国⼈職員の国籍と⼈数を明らかに。 ★活動家を職員にしないでください。 ★犯罪
事件報道は、通名ではなく本名で。 ★偏向報道改め、東京裁判史観から脱却した番組作りをしてください。 ★戦
後「真相はかうだ」を放送し続けたことを国⺠に謝罪してください。 ★関⻄⽣コン事件など、朝鮮総連が関わる事件の
タブー無き報道を求めます。 ★拉致被害者、特定失踪者問題について毎⽇報道してほしい。解決に必要なことは何
か、尽⼒しておられる専⾨家の意⾒を国⺠に知らせてください。 ★⽵島、北⽅領⼟、尖閣諸島について毎⽇報道
し、学ぶ番組を政策してください。 ★尼港事件、通州事件、通化事件など、戦後の⽇本⼈が知らない無惨な事件
を、それが起きた⽇に合わせて報道してください。 ★憲法前⽂や 9 条について、議論する番組を作ってください。 ★8
⽉ 15 ⽇。⽇本こそ核を持つべき、と考える被爆者の意⾒も報道してください。 ★経営をスリム化し、平均年収
2500 万を改め、受信料を 500 円以内に。できなければスクランブル化してください。 

個⼈ ■中国のプロパガンダを放送しないでください。 ■特定の思想に偏っている⽅をプロデューサーとしないでください。 ■
海外のニュース報道は両論併記をして下さい。 

個⼈ 失礼しました。 平均年収 1700 万の誤りでした。 いずれにしても、貰いすぎではないでしょうか。 
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個⼈ 計画期間中の収⽀と受信料の考え⽅について、純資産が半減するまでは受信料を値下げしてください。 新しい
NHK らしさの追求について、特に海外への英語放送の発信と海外の NEWS 番組の国内への紹介に際して、公正さ
や中⽴性に⽋ける報道が散⾒されましたので、以下の放送法第四条 2 号及び 3 号を遵守し、放送番組の編集に
当たるよう徹底してください。 ⼆ 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 

個⼈ ＜受信料について＞ NHK は国からの予算と受信料で運営されていると思いますが、 受信料を納めていない⼈がい
るのが現実です。 それは多様性の社会ですから、知りたくない情報に対してまで料⾦を払いたくないという思いからそう
なるのだと思います。 私から経営の⽅向性として提案したいのは、国⺠の選択の⾃由として、ニュースや災害情報、国
会情報などのチャンネルと、ドラマやバラエティ番組などを分け、前者のような国⺠⽣活に必要不可⽋なチャンネルは無
料化に近づけていっていただきたい。 後者の有料チャンネルにおいてのみ課⾦制にして、その範囲で NHK らしさを追
求していくことをぜひお願いしたいです。 

個⼈ ◆極左の活動家を⾏っている⼈物を番組制作サイドに起⽤しないでください。 ◆海外のニュース報道は両論併記し
てください。これまでは⼀部の報道メディアのみを紹介した報道が⽬⽴ち、あとで⾃分で調べてみると実態と異なってい
るものも間々⾒受けられました。⽇本の放送法にも「両論併記」について明記されていると思いますので、釈迦に説法
かもしれませんが、放送法を順守した番組づくりをしてください。 ◆中国のプロパガンダを考えなしに報道し、中国の魂
胆に加担しないでください。 

個⼈ 1、受信料の使われ⽅の問題 ⺠放なら収⼊源として視聴者数確保のために芸能⼈の起⽤、過剰な演出などをする
のは分かるが、受信料による収⼊が確保されている NHK はそれらを必要としなくても良いはずなのに近年特に⺠放と
差異がない番組が多くなっていることがおかしい。 ⺠放と同じなら NHK は必要ない。  2、放送内容の偏向 裁判にも
なった NHK の「JAPAN デビュー」に代表されるように、特定のイデオロギーに偏ったと思われる作りの番組が多すぎる。 
また国外との案件においては、国外側の⽴場に⽴った論陣が多く「⼀体どこの放送局なの︖」と⾸を傾げることが多い。 
極左や外国のプロデューサーが制作しているなどの噂を聞くが、番組を⾒る限り信憑性は増すように思う。 両論紹介し
ている場合でも、⽚⽅の意⾒は少なくアリバイ作り程度に紹介されている事柄も多々⾒られる。 放送内容について、
個⼈の好きにさせるのではなく組織としてチェックすべきではないか。  3、組織としての犯罪率 NHK の職員等の犯罪
率が⾼すぎる。放送内容によっては他者（他組織）を批判する事柄も出てくるが、NHK にその資格があるのか疑問
だ。 2 の件にも共通しているが、採⽤する前にもう少し調査すべきではないか。 

個⼈ 1︓テレビがないのに受信料を払えと NHK の者と称する輩が来るとゆう話をよく⽿にするが、まず悪質な受信料の請
求を⽌めろ。2︓中国のプロパガンダを流さないようにしろ。3︓公共放送なのだから極左活動家の職員（プロヂューサ
ーやデュレクター等）の起⽤を⽌めろ。4︓公共放送なのだから資産を使い切るまで受信料を国⺠から取るな。5︓
中国で NHK の放送を流していると聞いたので是⾮中国⼈からも受信料を取ってくれ。6︓NHK 報道の能⼒が低す
ぎて⾒る気にならない多⽅⾯の意⾒情報をもっと併⽤しろ。 

個⼈ 【ラジオ波（AM、FM）を現在の３波から２波にすることについて】 ・ラジオ波を２波にすることを検討しているようです
が、⺠放の補完 FM と、あまねく 国⺠全てにサービスする使命を持つ公共放送としての NHK では、放送の⽬的が異
なる ということに関⼼を持っていただきたいと思います。 ・⺠放の補完 FM は都市部のビル内などで中波放送が聴取し
ずらいといういう点、地震 などの災害により中波⽤の⼤きなアンテナに事故があった際などに、FM であればそれらの問
題に経済的にも、ハード⾯でも対処しやすい⾯はあると思います。 ・しかし、公共放送の使命を持つ NHK は、誰も
が、どこでも、簡単に、いかなる条件の下でも聴取できるという⼤前提に考えていかなければならないと思います。  ・電
波送出の⾯では、FM の⽅がアンテナも⼩さくでき、都市部のビル内でもクリアに 聴取可能と思われます。しかし、FM
の周波数帯では、遠くまで電波が⾶ばないというデメリットがあります。また、電波の性質上、下記のスポラディック E 層
による混信対策も必要となります。  ・それに対して AM 放送は、アンテナのメンテナンスなどには経費はかかるかと思い
ますが、中波帯を使⽤するので、サービスエリアが⼤きく、また、⼭間部など電波の伝わりにくい場所でも聴取可能で
す。また、ラジオの構造も単純なので、災害時にも簡単にポケットラジオで聴取可能という利点があります。もし、AM の
サービスエリアを FM でカバーしようとするとかなり多くの中継局を建設する必要があります。  ・ラジオの⽬的も第⼀放
送はニュース、情報などの総合編成で、地域向けの放送も送出しています。⼀⽅、ラジオ第⼆放送は、教育⾯を強
化したものであり、互いに相容れないものであります。また、ラジオ第⼆放送は出⼒が⼩さい局が多いのですが、夜間
は、東京・秋⽥・札幌・熊本の各５００KW 送信、⼤阪の３００KW 送信の５局でのうち、どれかの周波数で聴
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取できるようになっていると聞いたことがあります。  ・FM ラジオは、電波特性を⽣かしたきれいな⾳で、⾳楽などを提供
してくれます。また、時期的には⾼校野球の地区予選などラジオ第⼀放送の補完を⽬的としている場合もあります。ま
た、災害時（震度６以上の地震）にはテレビも含めて全波⼀⻫放送を⾏うなど、緊急時にも対応しています。  ・東
⽇本⼤震災の際は、ラジオ第⼆放送は英語、ポルトガル語、中国語、韓国語の４か国語で緊急ニュースを繰り返し
放送しております。  ・総合編成のラジオ第⼀、教育放送主体のラジオ第⼆、⾳楽主体の FM と、そもそも、放送の⽬
的が異なるのに、これを１波減らすなどという意⾒は公共放送の使命を持つ NHK に相応しくはありません。  ・どうか、
これまでと同じように、ラジオは３波体制で継続していただきますようお願い致します。災害時に、パソコンやスマートフォ
ンでラジオを聞くというのは、電源確保の理由から反対です。  経営⾯（予算⾯）だけのことを考慮すると、衛星放送
の８K の開発を辞めるべきと考えます。  ・最初にも書きましたが、ラジオ第⼀放送の FM 補完局は、あくまでも都市
部のことを考えて⾏った事情があり、⼭間部や離島など電波の届きにくいところのこともご考慮の上、ご判断をいただき
たいと思います。  以上、よろしくお願いいたします。 

個⼈ ４ページの(２)「新時代へのチャレンジ」は、私がＮＨＫに⼀番期待している部分だ。⺠法は、スポンサーやタレント事
務所の縛りがみえて、「忖度」がちらつく。ＮＨＫは、ほとんどが、責任を持って演出された台本ありきと聞いている。その
ためか、あまり不愉快な発⾔もないので、信⽤できる。しかし、度が過ぎると誘導される感じになると思うので、そこは気
をつけてほしい。 ５ページの(６)その他、については、受信料を下げてその代わりに税⾦のように徴収してもいいのでな
いかと思う。そう思えるぐらい、近頃の⺠放は信⽤度が下がってきている。 同じく、その下にある「インターネット活⽤業
務」も期待している⼀つだ。今、販売されているテレビはかなり⾼額だが、その分、今まではパソコンでしか⾒られなかっ
た有料テレビなどが、リモコンの操作だけで簡単に⼤画⾯で⾒られる(その分、信じられないくらい複雑なリモコンになって
いる)ようになってきた。ネットとテレビの境⽬がなくなってきている。後発のネット側が、どれだけテレビに進出してくるのか、
あるいは、テレビ側が今まで通り優位に⽴ってネットを取り込むのか、それによって番組作りがどう変わるのか興味があ
る。 しばしば問題になる「受信料を払いたくない」⼈たちが、お⾦を払ってでもみたい番組や信⽤度の⾼い情報番組を
作り続けてほしい。スポンサーが国⺠であるＮＨＫならできるはずだと思う。 とはいうものの、今⼀気気になっているの
は、４k８k 放送のことだ。我が家は１５年たっている集合住宅なので、共同受信のための整備は⾦額的にほぼ不
可能で、視聴するなら光ネットで個⼈的に整備するしかない。しかし、そこまでしてきれいな映像をみたいかというとそう
いう気が起きない。今でさえ鮮明になりすぎた画⾯に映るタレントさんの劣化は、気の毒に思える。⼤画⾯の８ｋまで
いていってしまったら、たぶん、タレントとは、顔やイメージのデータ提供者になり、あとは⾼度なＣＧで済ませてしまうよう
になるのではないだろうか。「ターミネーター ニューフェイト」のメイキングを⾒てそう感じた。死んだ⼈や⾼齢になったはず
の役者が、ごく⾃然な新しい映像で出てくる。建物や街並みさえもだ。これを⾒てしまうと映像そのものの信頼度が揺ら
ぐことになると思う。事実、ネットでは、フェイク動画が問題になっている。ドラマ以外には使ってはいけない、ぐらいの法律
がほしい。その上で、「ＮＨＫが⾔うなら事実なんだろう」という基準の局になってほしい。そのためにも不祥事だけは絶
対に避けてほしい。 

個⼈ ★インターネットの活⽤に関し、⽇本語放送に関する視聴料は⽇本を含む全世界の視聴者から徴収すべきであると
考えます。世界中の⽅々の視聴が可能であるため。 ★インターネットを含む海外向け外国語放送に関する費⽤は国
からの交付⾦の範囲内にするべきであると考えます。海外への⽇本 PR は税⾦等、国に収めたお⾦で⾏うべきもので
あり、⽇本国⺠の TV 受像機等の所有の有無で徴収されるべき性質のものではないため。 ★「安全・安⼼を⽀える」
について、「中共（中国）」を褒めるだけでなく、その脅威（⼈権侵害、軍拡による他国侵略、議員や官僚の懐柔
等々の実態）についても⽇本の国益を考慮して報道するよう提案致します。なお、報道内容について、中共（中
国）やその他の国、団体（⺠団、総連等）、グループ、個⼈等々から「お願い」「要請」「要望」「脅迫」「忖度の強
要」等々が有った場合には、速やかに「その内容」及びそれに関する「⼝⽌めの有無」を（例え⼝⽌めされたとしても）
ニュース速報で公表して頂きたく。 ★内部留保に当たる「余剰⾦」は視聴料を⽀払った⽅々に速やかに返却されるべ
きであると考えます。⼀般企業と異なり、売り上げが略保障されており貯め込む必要がないため。⾚字にも⿊字にもな
らないように経営して頂きたく。 ★「国⺠」「市⺠」について、どこの国の「国⺠」なのか、⼀般の⽇本の「市⺠」なのか、
特定思想を持った「市⺠」なのか、区別がつくような報道をして頂きたく。 
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個⼈ ●内部留保の現⾦が多くあります。それが０円になるまで受信料の徴収の停⽌を提案します。 ●反社会的な組織と
の付き合いがある⼈員が、内部にいると思われます。コンプライアンス的に問題があるので、付き合いの停⽌を提案しま
す。 ●放送法には、異なる意⾒がある場合は、両論を放送するように指⽰されています。この場合、両⽅の意⾒は
同じだけの時間を使って放送すべきです。これまでの放送では、同じ時間を使った放送を⾒たことがありません。偏った
時間の使い⽅が常態化しています。是正をすべきです。出来ないなら、⽇本放送協会を解散すべきです。 ●チャンネ
ル数が多すぎます。縮⼩して、「ニュースのみ」「スポーツのみ」「教育のみ」、「エンタメなどのみ」の４つのチャンネルに集
約すべきです。 ●中国や韓国のメーカの製品について、製品名をそのまま出して放送しています。以前は、歌詞に「ポ
ルシェ」などの製品名があった場合、歌詞を変更させて放送していましたが、なぜ、中国や韓国のメーカの製品は、製品
名をそのままにしているのでしょうか。コマーシャルと同じになりますので、コマーシャル料を徴収して、受信料の徴収をや
めるべきです。 

個⼈ ・中国のプロパガンダを放送しないように。 ・受信料をゼロにする。内部資産が膨⼤にあるので，還元してください。(数
百円下げただけで宣伝しないでいただきたい) ・しっかりと中⽴の⽴場で報道をしていただきたい。 ・ニュースはニュースと
して正しく中⽴に報道し，アナウンサーの個⼈的，NHK としての「意⾒」を⾔う場合は，しっかりと「意⾒」として流す
ように。公的放送機関としての役⽬を果たすこと。 ・BS1 の朝の World News Network 等，海外ニュースに余計
な⽇本⼈の左翼フィルターを掛けないでいただきたい。淡々と海外ニュースを流していただきたい。 ・BS2 で中国のドラ
マを放映するのを⽌めていただきたい。ここは⽇本です。 ・視聴料を取ったうえで，オンデマンドで更に⾦を徴収するの
はおかしい。無料にすべき。  以上の事を改善頂かない場合は，テレビ受像機を廃棄しますので，⽀払いを停⽌しま
す。(判断期限 2020 年 12 ⽉末⽇) 

個⼈ ･⾒れば内容に頭にき､⾒なければお⾦をドブに捨てる事になる始末｡年間 2 万円以上⽀払う価値など⽑頭ないの
で､公平なニュース番組のみにし､⽉額 300 円以下にするか､最低でもスクランブル放送にしてもらいたい｡このご時世
に⾒たくもないものにこれほどのお⾦をかけなければならない合理性は全くない｡ ･視聴料を""盗る""放送局が●●●
●●や●●●●タレントの媚的起⽤なんぞは全く不要｡ ･世界は広い｡にもかかわらず中国､韓国のドラマなどに偏向
し過ぎる｡なにか意図を感じざるを得ない｡ ･｢記録映像｣をいいことに本物の｢死体｣をやたら⾒せたがる｡予告でも⾒
せる始末｡戦争などの悲惨さをそのような表現でしか伝えられないのならば､公共材なる放送をやめてもらいたい｡死体
フェチなのか､変態なのか不愉快極まりない｡ ･年間 7000 億円以上の収⼊がある放送局などない｡他の業種を含め
⼀般企業がそれだけの収⼊を得ようとしたらどれだけの努⼒がいると思っているのか｡にもかかわらず税⾦同様の視聴料
にあぐらをかき､コストかけ放題でどうでもいい番組を作る｡ただ､ほんの少しだけ気がひけるのか､いかにもコスト削減して
いるかのように｢⼝コミ｣させるために出演者のギャラを低⽔準にし､⾃分達の給料に回すなどする｡それでもお⾦が余る
ために⾃⼰資産と権益を拡充する事に躍起になっている｡やっていることは独裁国家の⾸領と同じである｡ ･あげく偏光
報道やら番組をバカみたいに多くのチャンネルを使って毎⽇垂れ流す｡今や旧来のマスコミの欺瞞に満ちたやり⼝は私
達にバレている｡NHK は先頭を切って縮⼩均衡すべきだ｡何⼗年も視聴料という名の税⾦を払い続けた者の､もはや
怒りともいうべきものを真摯に受け⽌めるべきだ｡ ･保有資産を担保に借⼊⾦で運営するという経営における視聴料に
してもらいたい｡それ以上の公共放送の必要性などない｡情報弱者保護は NHK が莫⼤なコストをかけてやらなくても
良い｡もっと格安な⽅法はいくらでもある｡ ･いや､ならば情報弱者向け放送に限定した企業になってもらった⽅が良
い｡ ･スポンサーである私達に社員の給料⽔準と在籍者国籍構成を公表してもらいたい｡そうする義務がある｡ ･ごく⼀
部の外国メディアを社屋内に寄⽣させているのはなぜか｡理由を公表してもらいたい｡まっとうな理由があるとは思えない
が｡この世の中､⾒たい者がカネを払う､⾷べたい者がカネを払うのは当然のことである｡頼んでいないもの､⾷べたくもな
いものを勝⼿にテーブルにのせ､｢⾷べないのはあんたの勝⼿｡だが､⾦はおいていけ｣という⾷堂があったら NHK はどのよ
うに報道するのか是⾮とも教えていただきたい｡法律などで決まっているから仕⽅がないと報道するのだろうが､そんな意
識から垂れ流される放送局に⾦をむしり取られ続けなければならないのは何とも情けない｡それを引き継がれる⼦供､
孫たちがかわいそうでならない｡なぜこのような負の遺産を許さなければならないのか全く理解できない｡""世の中に不
要なもの""が最も⼤きな資産を持ち続ける事に断固反対する｡全てスクランブル放送にすべきだが､まずは情報弱者
向け放送まで縮⼩し視聴料⽉額 300 円以下を""盗る""､それ以上はご⾃慢のコンテンツなのだろうからスクランブル
放送で堂々と視聴料を取る｡どう考えてもこれ以外に合理性は⾒当たらない｡今迄を猛省し､これ以上負の遺産を垂
れ流し続けないようにしてもらいたい︕︕ 
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個⼈ 今回の中期経営計画案で、前⽥晃伸会⻑は「NHK を本気で変える覚悟を⽰した」というが、そもそも NHK が⽇本
の公共放送としてどうあるべきかの指針が⽰されていない。⼀企業として経営安定化を⽬指しているようだが、元々
NHK は⽇本の公共放送を謳うマスコミ故に、国内で唯⼀⾒る⾒ないに関わらず強制的にほぼ全ての⽇本⼈から受
信料を取ることが許されている。しかし現実は、安定した財源に胡坐をかき、⺠法の番組と企画や出演者がほぼ同じ
バラエティ番組（有吉のお⾦発⾒等）や、⾼品質な番組とはいえ要は豊富な予算と時間をたっぷりかけた結果の番
組（NHK スペシャルなど）などが多く、⺠放や有料の BS や CS、インターネットなどの番組と変わらないものが多い。 
NHK は他⼈事のようにサンプル数の貧弱な独⾃のアンケート結果に基づく政府の⽀持率等も報道しているが、NHK
の⽀持率はどうなのか。NHK は⽇本より中国韓国などの利益代表ではないかとの不信感をもって受信料不払いを続
けている⼈もいる。 災害時の放送やニュースなどは公共放送としての意味はあるが、公共放送として受信料を強制的
に取る範囲を明確化すべきで、有料放送として選択的に選ぶことができる番組や局は別の局として分割すべきだ。他
のメディアと似たような内容はそぎ落とし、公共放送の意味、受信料を強制的に取る意味を再考し、⽇本の公共放送
として⽇本と⽇本⼈の利益に資する番組作り、それらを提供する局に特化すべきだ。 

個⼈ ニュースは⼀切の偏りを持たず公平性を保ち両論併記で報道すること それができないなら偏る番組関係者の解雇を
すること 最近の⼤河ドラマは真⽥丸を除いて視聴率も低迷しているのは、シナリオに問題があると思うので安直なもの
にしないでほしい 

個⼈ 1:海外ニュースは両論併記でお願いします。(CNN/BBC ⼀辺倒) 2:中国尖閣含む外圧の危機に関して随時報道
をお願いします。 3:特定企業の推奨をおやめ下さい。(例:ファーウェイ) 4:1 に付随しますが、全ての報道は偏向のな
きよう強く求めます。(例:⽶国⼤統領選の妙なバイデン 推し) 

個⼈ ４．社会への貢献の「持続可能な開発⽬標（SDGs）の考え⽅を軸として実現します。」という記述内容について、
より詳細な記述をしていただきたいです。  ＳＤＧｓのジェンダー平等に関する内容を希望します。 例として、「出演
者の男⼥⽐に配慮する」や、「コンテンツ作成にジェンダー平等の視点を持つ」などが考えられると思います。  （参
考）朝⽇新聞 出演者の男⼥⽐を半々に 英ＢＢＣの番組に起きた変化 
https://www.asahi.com/articles/ASM6S5D8QM6SULFA02C.html  5.「⼈事制度改⾰」 の内容に、⼥
性管理職⽐率を増加させることについての記述を希望します。（202030 は未達成ですが、今後、貢献を期待しま
す） 

個⼈ ２０２０年５⽉２５⽇にアメリカ、ミネアポリス近郊で、警察官の不適切な拘束⽅法によって死亡させられた事件
「ジョージ・フロイド⽒の死」に関するＮＨＫの放送に対し、⽶国のジョセフ・ヤング駐⽇臨時代理⼤使は、ＮＨＫ制
作のアニメ動画について「侮辱的で無神経」との⾒解を表明し、ＮＨＫは謝罪した。しかし、ＮＨＫ局内に根付く⿊
⼈への⼈種差別は物凄い。  ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」、ＮＨＫ教養
番組「私のこだわり⼈物伝」で取り扱っているジャズ界の⼤御所、⿊⼈のマイルス・デイビスの誕⽣⽇が番組内でみっと
もないほどに間違っている。⼈物伝を作成するのだから、取り上げるマイルス・デイビスの誕⽣⽇くらい、制作段階で調べ
ないのだろうか︖Wikipedia でも初めから「５⽉２６⽇（履歴表⽰の最古のページ）」として記されているし、「５⽉
２５⽇」は有名な間違い。当時、ＮＨＫに苦情しても⼀切、回答はなかった。代わりに、●●⽒のブログで私への意
味不明の罵詈雑⾔が書かれた。明らかにＮＨＫ局員の●●●●と●●●●●からの嫌がらせに思えた。  この番組
を担当した、ＮＨＫディレクター●●●●と制作統括の●●●●●は、反省も訂正もする気がなく、ＮＨＫという⼤
屋敷に巣⾷うネズミのよう。「私のこだわり⼈物伝」テキストも間違いだらけ。例えば、１２８ページの後に挿⼊された
写真で「７５年に来⽇したときのステージ」と書かれているが、これはまぎれもなく１９７３年来⽇公演の写真。もっと
驚いたのは、ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」が、放送批評懇談会で第４５
回ギャラクシー賞奨励賞を受賞していること。指摘されて賞を取り消されるのが、そんなにＮＨＫは悔しいのだろうか︖
それとも、⼈物伝で取り上げる⼈物の正確な誕⽣⽇すら調べられないＮＨＫ教養番組に価値があるとでも思っている
のだろうか︖それならば、訂正放送の必要性を明記した「放送法」すら理解していないことになる。  １９８３年出版
の「マイルス・デイビス 誰も知らなかった帝王の素顔（講談社）」では、●●●●に「世間じゃ私の誕⽣⽇を今だに
５⽉２５⽇と書いているようだが、５⽉２６⽇が正しいのさ。もう４０回も訂正してるのに」と述べている。４０回訂
正しても理解しないのがＮＨＫである。  ＮＨＫは、今からでも、ギャラクシー賞奨励賞の⾃主的な取り下げを申し出
て、会⾒を開き、ＮＨＫディレクター●●●●（「ネーミングバラエティー ⽇本⼈のおなまえっ!」も担当）とズブズブの
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関係の学歴詐称講師の経歴を調べ「●●●では●●⼤学中退と放送しましたが、ＮＨＫが調べたところ、⼀浪して
●●⼤学中退でした。●●●●⼤学からも⽋陥講義の指摘で教壇追放されていました。⼈物伝で誕⽣⽇を間違え
るという⼤きな誤りを訂正し、ギャラクシー賞奨励賞の取り下げを申し出て、謹んでお詫びします。」とＮＨＫの全国ネ
ットの放送で清く謝罪すべき。 ＮＨＫ前⽥晃伸会⻑と役員にも、ＮＨＫディレクター●●●●と制作統括の●●●
●●の杜撰極まる仕事振りを知ってもらいたい。懲戒処分の発表も待たれる。このデタラメなマイルス・デイビスのドキュ
メント番組制作者とテキスト制作部には、ＮＨＫ⼈気番組にあやかって「ボーっと⽣きてんじゃねーよ!」という⾔葉を是
⾮とも贈りたい。ＮＨＫへの抗議に使う予定の動画 https://youtu.be/o60DqYsRyK4 （まだ限定公開設
定）。  ちなみに、マイルス・デイビス遺族団体にＮＨＫの⿊⼈差別⾏動を通達しました。私が同時に提供した「●●
●●のジャケット」の写真は遺族代表の公式 Twitter 
https://twitter.com/NefofMiles/status/1296286393530904576 にあります（写真の右下に⻩⾊の⽂
字で●●●●●●●●●とクレジットあり）。早く懲戒処分の発表の対処しないと●●●●●●●●●●●●●
●●の弁護⼠から訴えられますし、全世界に配信されるＳＮＳ（英語）での公開質問状がＮＨＫに届きます。Ｎ
ＨＫ前⽥晃伸会⻑に必ず「美空ひばりの誕⽣⽇を教育番組で間違えていたら訂正しますよね︖⿊⼈差別を⽌めま
しょう。●●●●と●●●●●には懲戒処分が必要。」とお伝え下さい。明⽇、この書信を会⻑の机の上に乗せてお
いて下さい。  マイルス・デイビスが⽣まれたのは５⽉２６⽇。ジョージ・フロイド⽒の死は５⽉２５⽇。マイルス・デイビ
スの誕⽣⽇を５⽉２５⽇とＮＨＫのように間違えることは「侮辱的で無神経」な⼈種差別に間違いない。  ●●⽒
の学歴詐称は＞https://www.youtube.com/watch?v=w24Siy-VHdg  ●●●●●●と●●●は追放
済み。 

個⼈ 2020.8.25ＮＨＫ経営計画に対するパブリックコメント経営計画がどういう事を⽬的としているのか、パブリックコメント
がどういう事を求めているのかはっきり分らない。具体的に聞かれたらどうだろうか。その上で、個⼈の意⾒になるが、述べ
させて貰いたいと思います。（順不同）1. 報道の肝は『ニュース』(1) 国際、国内の政治家の発⾔。軍事⾏動や最
近例では尖閣問題、アジア、中東、EU、露、南・北朝鮮等折々の紛争やその関連事項の出来るだけ広く、深く報道
する。⻑期化するものは⻑期に亘って、その動向を常に報道する。感⼼を逸らさないように。(2) 経済動向 2. 知識を
得る。学ぶ。喜び。⼀体感を持てる。ニュースを知る、学習する、会得した喜び、他⼈の事も分かる事で⼀体感。(1) 
ラジオ第⼀、第⼆は共通に広く、多くの⼈が馴れ親しんだ番組が多い。⼿軽だ。仕事をしながら、勉強をしながらそれ
ぞれの喜びを享受して来た。これらは残して、本当の事を教える為にＮＨＫは頑張って欲しい。娯楽番組や交通情
報等々⺠間でやってる番組からは⼿を引いたり、後退してもいいではないか。3. これぞ「 ＮＨＫ」と⾔われる番組にし
て欲しい。⼤⾂が⾔われた「⺠度」は国際問題、政治、経済、知識・判断・発⾔が話しても、聞かれてもしっかり出来
るかどうかに関わるのではないか。⽇本⼈の対応⼒それが⺠度ではないか。4. その為には報道に掛っていると⾔える。
国⺠共通に⺠度が⾼くならなければならない。5. 今の報道は軽重が無いと感じる。広く、浅くで⼤事な事が内容が薄
い。どうでもいい事と⾔うと、関係者に怒られるかもしれないが、どんどん精査し、⽌めるべきものは⽌めて欲しい。6. 歴
史（⽇本、他諸国）、国際関係は知識の上に、現実を知らなければ、⾃治・主権・⼈権すら威圧・強圧されかねな
い情況。現実的対応が求められている事を⾃覚しなければならない。皆んなが正しい判断・⾏動が出来るように導い
ていくが報道の使命と考えるが、どうだろうか。以上 

個⼈ あまねく報道するということについて 現状、東京⼀辺倒の発信であり、東京のローカルニュースを全国放送で延々と流
されるのは 

個⼈ あまねく報道することについて 現状、東京⼀辺倒の発信となっており、例えば過去の豊洲市場問題など東京の⼀ロー
カルニュースを全国放送にのせ続けるのは如何なものか。あまねく報道するというなら現状をかえるべき。 

個⼈ 受信料についてですが、コロナで収⼊が減っているなかで NHK には蓄えがあるにも関わらず受信料の無料施策をしな
いのはおかしい。⼀律に半年無料を盛り込むべき 

個⼈ 受信料について  ⽀払い率を８０％以上とすることが⽬標のようであるが、放送法をかえて半強制的に徴収する⼿段
を講じることが必要。たとえば衛星放送には画⾯に放送契約の確認画⾯がでるが地上波ではどうなのか︖⾼い受信
料を払っている⾝からは１００％となれば受信料は現在の８０％となるわけで、もっと努⼒してほしい。 先般、⼤河
ドラマの特集を⾒ていたが、⼤道具、⼩道具のスタッフが画⾯には出ないが、細部にわたって本物感を出すための⼯夫



189 

 

を紹介していたが、視聴者には伝わらない、画⾯からは把握できないものは無駄であり、スタッフの⾃⼰満⾜ではない
か、コスト削減の観点から制作局内部で論議があってしかるべき。 

個⼈ 安全、安⼼について 気象報道について、特に豪⾬災害が差し迫っているときなど、⾬量計の設置者が国交省とか、
県であるとか、悠⻑に伝えるのはやめるべき。視聴者はいつ、どこで、どれほどの⾬量があったのかを知りたいだけで、⾬
量計の設置者がだれかは全く不要な情報である。⾬量計の設置者をそれほど伝える必要があるのなら、気象庁が設
置者であるものも伝えないと、徹底を⽋く。事程左様に公共放送を⾃負するからか、かたくなな姿勢、視聴者⽬線か
ら無駄と思えるものを削ぐことをしない。前例踏襲主義がはびこる体質がみえる。 

個⼈ ⼈事制度について 数年前、⼣刻の地元ニュースのなかで気象解説者から 12 ⽉ 8 ⽇は何の⽇か問われた男性アナ
ウンサーが開戦記念⽇を知らなかったことに驚いたことがある。中堅の御仁であったということもあるが、いやしくもマスコミ
に⾝をおくものが、これだけ無知なのか、とても失望した。福岡からしぶ 5 時なるふざけた名前の番組担当となり広島に
異動となったが。やはりＮＨＫにはコネ⼊社にはない深い教養と幅広い知識を持ち、マスコミ⼈としての熱量をもつ魅
⼒ある⼈材を採⽤して欲しい。 ＮＨＫの給与は⺠放に⽐べ低いのは周知の事実であるが、給与体系を抜本的に⾒
直し、優秀な⼈材にはより⼀層⼤きな果実がいくように、逆に親⽅⽇の丸の御仁には退場を促す組織のスリム化が肝
要。給与が低いのが原因し、過去使い込みなどの不祥事が起きているのも問題である。 

個⼈ ●偏向した報道や解説、意⾒の吐露をやめる。放送法を踏まえて公正、中⽴、多⾯的に。特に戦争物のスペシャル
は東京裁判史観、つまり悪いのは⽇本史観を脱すること。 ●⽇本の公共放送として外国⼈職員の⼈数、国籍、ポ
ストをあきらかにすること。 ●反天皇など偏った左翼志納の持ち主を報道現場などから排除すること。 ●内部留保が
ある限り、受信料を下げること。 ●受信料契約は、強制をやめ契約の⾃由に基づく⽅式に変えることを国会に求める
こと。 ●組織や⼈員、給与を⾒直し、削減すること。⼦会社も削減すること。 ●⽇本の国益に沿った国際放送を⾏
うこと。 ●本部に同居する中国メディアなどを排除すること。 

個⼈ 「受信料の価値の最⼤化」は、NHK ⾃体の価値の最⼤化＝公平性及び公共性の価値の最⼤化を⽬的とすべきで
あり、膨⼤な資産は施設や番組制作への無駄遣い(⺠法のようなバラエティは要らない)に充てるのではなく、受信料
の減額へと使うことの⽅がよほど「価値の最⼤化」です。 また、中国や朝鮮半島に忖度した報道＝偏向した報道があ
まりに⽬⽴つような放送局はもはや「公共・公平」を語れないので、即刻⽌めるべき。報道は事実をありのままに伝え、
国⺠の知る権利を補助するかたちで広範な題材を取り上げるべきでです。新華社通信などとの連携は「中国への忖
度」を助⻑するだけ。だから、⾹港、ウイグル、チベットなどに関する報道が殆ど無いのだと理解されます。果たして、それ
で良いのですか︖丁寧で且つ緻密に制作された番組がある⼀⽅で、⾃虐史観に基づく番組制作(古くは東京裁判や
慰安婦をネタにした、事実とは異なる内容の番組)や活動家と思しき局員(沖縄⽀局で地元の新聞社や中国・朝鮮
半島の活動家等と反⽇活動をしていた者や反天皇を鮮明にした番組制作を式したプロデューサー)の存在が公然の
事実である以上、それらをきちんと精査してこその経営改善であり「価値の最⼤化」です。近年、テレビ離れが進む要
因は、こうした特定の思想を背景とした偏った番組制作とねつ造番組の横⾏が引き起こしている以上、国⺠から直接
「受信料」を徴収している放送局こそが、それらの⾵潮を是正し、健全な放送局として存在することにその存在意義を
求めるべきです。 施設の拡充や⾃局の資産価値を⾼めるためだけに膨⼤な資産を使うのではなく、あくまで公共の電
波を「使わせてもらっている」⽴場としての矜持を今⼀度、考えて頂きたい。所謂⺠間企業とは違う⽴場である以上、
経営計画というからには、『このように皆様から徴収したお⾦を使います』という認識に⽴ち、体裁を整えた⽂⾔を並べ
るのではなく、我々に如何に有益な存在であるかを推敲した結果の⽅針を⽰して頂きたい。 そうでなければ、NHK は
事実をただひたすら伝え、天気を予報し、災害時の情報インフラとして機能するだけに存在すれば宜しい＝それなら受
信料を払う意味はある(勿論、今よりはるかに安く)。余計な電波帯の使⽤権利は返上し、そちらは国営放送として使
うか、既存の放送局以外の参⼊を広く公募して使わせるかの⽅が、よほど国⺠には有益です。 無駄な施設・設備の
拡充や偏向報道の是正、特定の国家への忖度(＝貴局は⽇本の⽇本⼈のための放送局です)の排除、局員のコン
プライアンスの遵守などを実⾏して頂く事を切に希望します。 

個⼈ 猛暑は地球温暖化が遠因になっていると、何年前かの BS スペシャルや NHK スペシャルで知った。この 8 ⽉に⼊って
からの猛暑も同じだと思う。また、豪⾬や台⾵が激しくなっているのも、同じ理由だと前述の番組で学んだ。⼈間は猛
暑も豪⾬も台⾵も、のど元過ぎれば忘れてしまい、冬になれば暖かい冬で逆に良かったとしか思わない、感じないように
なってしまう。御社に望みたいことは、⼈類にとって最⼤の危機である地球温暖化についての最新情報に基づく現状と
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将来予測を、繰り返し繰り返し、NHK スペシャル等で放送していただきたい。また、温暖化に対する緩和策や適応策
について、国⺠は何が出来るのか、何をすべきなのかを、分かり易い内容で放映してほしい。脱炭素社会に向けて、何
が出来るかを。よろしくお願いします。 

個⼈ ・我々が⽀払った受信料で中華⼈⺠共和国へ無料放送するのはやめて。どうしてもするなら我々から受信料を徴収
せず、まずは純資産がゼロになるまで国内も無料で放送するべきです。 ・偏った視点からのみのニュースは⺠放で⾒飽
きているので、国内・国外のニュースは両論併記の報道をしてください。 ・NHK スペシャルも視点・論調が常に偏向し
た内容で、これも⺠放で散々⾒てきてうんざりしています。両論併記して製作してください。 

個⼈ ⻑い間⾮常に偏った番組に頭を抱えてきました。 反社会勢⼒ともいえる CRACK（旧しばき隊）のメンバーであった
●●●⽒など、特定の⾮常に極端かつ暴⼒的な政治思想を以て活動する団体に所属する⼈間を排除してください。
（思想信条は⾃由ですので思想で差別せよという意味ではございません。） ●●●⽒に限らず⾮常に偏ったドキュ
メンタリー番組なども問題です。 放送法に乗っ取って、政治的に意⾒が割れるものは両論併記をすべきでしょう。 コロ
ナ報道についても同様です。恐怖報道で扇動するのではなく、重傷者がどれだけ出ているのか、死者がどれだけ出てい
るのか。感染者数などという無意味な数字ではなく、必要な数字を他国と⽐べ 10 万⼈当たりで⽐較しましょう。 意
味のある放送局になり、我々の収める事実上の税⾦「受信料」をこれ以上プロパガンダに使うのをやめていただくよう願
います。 

個⼈ サービスについて 防災パークなど、⼦供たちや若い世代、視聴者の皆さんが楽しめる NHK のイベントの充実を進め
て、NHK の取り組みについて理解促進を図り、より必要とされる NHK を⽬指して欲しいです。 

個⼈ ●国⺠は NHK に税⾦に準ずる形で視聴料を払っているのに、⽇本の陰の部分の番組が多すぎる、光の部分も公正
に報道して欲しい、戦時中の暗い社会派番組より、⽇本⼈が国内、世界で成した美談も取り上げ、⽇本を元気にし
て欲しい。特に、⽇本の軍⼈にも世界貢献した⽴派な⼈や、国⺠を命を懸けて守った⽅にも光を当て国⺠に感動を
与えて欲しい。 ●⾃由と⺠主主義を標榜して欲しい、特に、独裁国家やテロリスチの⼈権弾圧や侵略など、取材が
困難な問題や地域でも明らかにする、努⼒をすべきだ。反戦平和のプロパガンダや⽇本分断に組みしないで欲しい、
⾃由と平和は⼒でしか守れない歴史の現実を認識すべきだ。 ●国⺠はネットを通じて、分かっています、反⽇勢⼒、
外国勢⼒の活動家的デレクターを追放して欲しい。特に、NHK 内にある cctv とは縁を切る時期である。 ●お笑いタ
レントや役者を安易に使わず、教養豊かで質の⾼いアナウサーをもっと幅広く活⽤すべきだ。報道記者や特派員、解
説委員の押しつけがましい解説はいらない、事実を公平に報道して欲しい。特に、インタビューは編集⽅針に誘導する
インタビューが多い思う、また外国の報道機関の記事や番組を編集⽅針に沿って、都合良いところだけ取り上げる報
道が多すぎると思う。  ●視聴率や⺠報との競争より、英国の BBC 的に⽇本を代表する報道機関として、誇りを持
つべきだ。特に、他の報道機関のように、⺠主的の選ばれた政府の倒閣には関与すべきでない。 ●⽇本を元気し、
⽇本⼈に誇りを持たしてくれる NHK なら視聴料は喜んで払います。 

個⼈ ○中国のプロパガンダを流さないようにし      て下さい。 ○受信料は純資産が 0 円になるまで無料にし     て下さ
い。 ○極左の活動をやっているデイレクターや     プロデューサーを起⽤しないで下さい。 ○海外へ発信するニュース
報道は両論併記      して下さい。 

個⼈ ・偏向報道を廃⽌し、事実を忠実に報道してください。 ・外部の事業者から居住者情報を得ようとしているようです
が、国営放送としてふさわしくない放送内容が⽬⽴ちます、契約の義務化を継続されるならば、国営放送としてふさわ
しい内容の放送のみとすることを強く求めます。放送内容の改善を⾏うつもりがないのであれば希望者との契約制とし
てください、もちろん解約させて頂きますので。ふさわしくない内容とは、政権政党への不要なバッシング、国外問題につ
いて⼀部の国の問題については報道しない等です。 
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個⼈ ●受信料について。 この不況で貧困にあえぐなか、半ば強制的に徴収される⾼い受信料⽀払いは国⺠の⼤きな負
担。他国並みに下げるか、視聴したい⽅のみ徴収するべき。  ●放送法遵守について。 公共放送としての役割をはた
しているとはいえず、安⼼、安全、公平、公平な報道が出来てるとは思えないので、税⾦を投⼊するには疑問がある。  
●局員の⼈材について。 職員の不祥事、犯罪が多発しており、そのような局内環境、⼈材でまともな公共放送を担
う事が出来るのか、甚だ信⽤することはできない。  ●番組制作者について。 政治的活動家、他国の⼯作員など含
まれていないかセキュリティクリアランスチェックが急務。 政治的プロパガンダに利⽤されている可能性あり。  ●改⾰につ
いて。 ⼤幅な組織改⾰、縮⼩が必要。⼈員削減、給与⾒直し、必要以上の制作費、機材費縮⼩、多額の内部
留保削減が必要。  ●報道について。 ニュースなど情報に⼤いに偏りがあり、切り取り報道、印象操作、都合の悪い
ことは報道しないという隠ぺい、国⺠が知るべき情報が発信されていないことが数多く⾒受けられる。 国⺠を⼀⽅向に
扇動せず両論併記は必要。  ●バラエティー、ドラマについて。 役割分担で其は⺠間にまかせ、国、⾃治体、公的機
関や公共団体の情報発信を全⽂放送し正確に分かりやすく、偏りのないようにする。  ●海外の報道について。 国内
同様、偏りが⼤いに⾒受けられるので、イデオロギー、政党、に関係なく満遍なく複数の情報を⽰すか、解説者を⼀⼈
ではなく複数の違う論説を⼊れ、多⾓的な解釈が出来るように報道すべきである。  ●歴史を扱う番組について。 こ
の場合も偏りがあり、１有識者だけの⾒識ではなく、複数の識者と歴史資料とを組み合わせて、なるべく史実に基づい
た正確で公正、公平な歴史考策になるよう努める必要がある。  ●教育番組について。 政治的な番組になっている
事があるのでやめるべきであるし、教育上、悪影響を及ぼさないかと思うことがある。    はたして、NHK は国⺠から多
額の税⾦と受信料を⽀払うだけの価値はあるのか。  国⺠の為の公共放送としての役割を果たしていると⾔えるのか。  
インターネットで沢⼭の情報を得られるようになり、明らかにこれまでのような番組制作では太⼑打ちできない。  多数の
国⺠から、NHK は必要ない。と思われていることに真摯に⽿を傾けるべきだと思います。  いまいちど、局員、上層部は
襟をただし NHK は公共放送として国⺠から信⽤される報道、番組制作をしてほしい。 

個⼈ 1、⽇本の⾃虐史観情報が多すぎる番組（例として東京裁判、慰安婦報道）、歴史の再検証を⾏う事を願う（⽶
国ウォー・ギルト・インフォメーションプログラム検証、教科書検定等偏向） 2、極左プロパガンダのプロデューサー、デレ
クター等の活動家の採⽤をしない。 3、反⽇国（韓国政府、中国政府）のテレビ局の⽀局の社内に常設不可（Ｋ
ＢＳ、中国電視台等） 4、ＮＨＫの利益余剰⾦が０円になるまで受信料の徴収は⾏わない（受信料⽀払い者
の資産を勝⼿に使わない） 5、アーカイブスの無料化 （受信料⽀払者の資産であるためＮＨＫのものではない） 
６、偏った報道はしない 第３者検証委員会を作り検証をニュース番組で放送する。21 時ころ 7、国際ニュースで
偏った報道は⾏わない。 例として⽶⺠主党系●●●●●●●●●●、●●●等ばかり 8、職員の給与額が⾼い
ため⽇本⼈の平均年間給与⽔準４００万にする及びＮＨＫ会⻑ 年間給与は最⼤ 1200 万円 9、定年及び退
職後ＮＨＫ関連団体へ斡旋は⾏わない（天下り禁⽌） 10、⽇曜討論にて各党の国会議席数にて持ち時間決
める 11、意⾒書に対しての報道を 20 時台に毎週伝える 

個⼈ (NHK の経営について) ⼿元に資料がないので、⼤まかなことしか書けませんが・・・ ・良く利益を出してますね。給料
が⾼かすぎです。税⾦で経営してもらった⽅が不満がなくなります ・今の受信料は⾼すぎますので、⽉額 1000 円程
度にしてください ・できなければ、スクランブル制度を導⼊してください。今は⽀払いたくない、⾒たくない⼈はかなりいると
思います ・海外での視聴は無料と聞いています。海外の視聴料も徴収してください ・ネットや携帯でも視聴料をとるよ
うになるとか︖恐ろしい組織ですね  （番組について） ・朝ドラ以外はほとんど無駄な番組です ・朝から晩まで
NHK，教育、BS 等で番組を作っていますが、そんなに多くつくる必要がありません ・天気、災害、戦争等必要情報
が即時に流せるように体制を整えてください。そのためには、放送しない休憩の時間がたくさんあってもかまいません ・よく
偏向的な放送がありますので、番組を作る前、作った後、みなさんでチェックしてください。チェック結果を番組放映後に
つけてください ・中国⼈が NHK 建物に⼊っているのは、どうでしょうか。早く追い出してください  （NHK の今後の在り
⽅） ・NHK は１局のみ ・ずうっとは放送しない。空き空の番組プログラムを提供する ・国⺠の⽣活に必要な情報を
柱に番組をつくる ・⽉額１０００円の受信料。利益がでたら、視聴者に返還する ・ネットには⼿をださない ・⽇本国
籍がない者を雇⽤しない  今後 NHK 存在の必要性はさらに低くなると思いますので、経営陣には思い切った⼿腕を
発揮してもらいたいところです。が、できますか︖︖ 
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個⼈ 前略 ＮＨＫ経営計画（２０２１―２０２３年度）（案）について、意⾒を申し上げます。よろしくお願い致し
ます。  １．５つのキーフレームごとの具体施策について  計画案は、「ＮＨＫらしさの追求」の具現化として５つのキ
ーフレームを掲げている。放送の媒体・⼿法に関する記述が多い⼀⽅で、放送の中⼼である「番組内容の基本⽅針」
が抜けている。つまり、⼟台がない。  経営委員会の皆様は、現状をご存じでしょうか。総合テレビ、⽉曜〜⾦曜の朝
「ＮＨＫニュースおはよう⽇本」（約３時間）の半分は、職員が次々と登場して、“職員のためのお楽しみコーナー”
の様相です。  受信料によって成り⽴つＮＨＫは、質の⾼い番組内容を提供すべきであり、そのことを経営計画に盛
り込まねばならない。  ２．保有するメディアの在り⽅について  計画案に次の記述がある。  ⾳声波については、⺠
間放送のＡＭ放送からＦＭ放送への転換の動きや、聴取者の意向などを考慮しつつ、さらなるインターネットの活⽤
を前提に、現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を⾏い、計画
期間内に具体案を⽰します。   上記についての意⾒ （１）⺠間放送のＦＭ放送への転換の動きを考慮する こと
について  都会ではＦＭ放送への転換が可能らしいが、地⽅では受信しようとしても雑⾳が⼊って放送を聞き取れな
い地域が極めて多い。したがって、「⺠間放送の動きを考慮つつ検討する」という趣旨の記述は、削除すべきである。 
（２）さらなるインターネットの活⽤を前提に具体案を⽰す ことについて  パソコン・スマートフォンが普及して、インタ
ーネットのＮＨＫアプリ「らじる・らじる」でラジオ放送を聴くことが可能になった。しかし、従来のラジオに依存するしかな
い国⺠が、⾼齢者を中⼼に絶対数が極めて多い。したがって、計画期間内に具体案を⽰すのは拙速である。  な
お、ＡＭ第 2 放送（Ｒ２）は、いわゆる“ラジオ講座”が主体であり、中学⽣から⾼齢者まで、勉強からカルチャーま
で、圧倒的な⼈気を持つ。したがって、第２放送（Ｒ２）は、丸ごと存続させなければならない。  意⾒は以上でご
ざいます。よろしくお願い申し上げます。 

個⼈ 「ＮＨＫらしさの追求」競⾺レース名の改称、ギャンブル番組の降板 ・競⾺の『ＮＨＫマイルカップ』というＧ１レース
があるが、ＮＨＫが公営ギャンブルを推奨しているような誤解を招きかねず、レース名の改称を⽇本中央競⾺会（Ｊ
ＲＡ）へ申し出るべきである。 ・ＮＨＫはダービー、天皇賞など、競⾺の主なＧ１レースを中継するが、そもそも競⾺
に限った中継が必要なのか甚だ疑問である。同じ公営ギャンブルで競輪、競艇、オートレースは中継しないこととの整
合性がとれない。公営ギャンブルは⺠放で中継していることもあり、ＮＨＫが中継する必要性がないことから、公営ギャ
ンブルの中継番組から撤退（降板）し、経費削減に努めるべきである。  「安全・安⼼を⽀える」視聴者の⽴場での
報道姿勢について ・ニュースシブ５時、ニュース７、ニュースウオッチ９など報道番組で、取材者（インタビュアー）の
腕章の未着⽤が⽬⽴つ。特に⾸都圏で取材する記者・アナウンサーの未着⽤が⽬⽴つ。ＮＨＫの取材であることを
明確にし責任ある取材であることを⽰すため、腕章の着⽤は必須で徹底してほしい。（地⽅局では着⽤が徹底され
ている） ・視聴者提供映像は別にして、ニュースのＶＴＲ映像に取材者の後頭部や横顔など不要な映像（カメラア
ングルの悪さ）が使われている。冒頭の顔出し（取材者を明からにする）は良しとするが、その後は取材を受ける⽅
（インタビュイー）だけの映像で良いはずで、取材者の不要なＶＴＲ映像は編集で削除すべきである。特に⾸都圏
で取材する記者・アナウンサーの不要な映像が⽬⽴つ。 ・⾸都圏ネットワークにおける、男性キャスターの不要なワイプ
（⼥性キャスターのワイプは無い）が⾮常に⽬障りなので⽌めてもらいたい。 

個⼈ ＜報道について＞  報道以外の番組は楽しく⾒させてもらっている。しかしながら最近の報道は左傾化が酷く、⾒るに
堪えない。報道は中⽴であるべきであるが、両論併記がなかったり、変な刷り込み、画像や発⾔をカットし、印象操
作、つたえるべき内容を伝えていないなど朝⽇、毎⽇と同じ路線となっている。  ⾃由、⺠主主義、基本的⼈権、法
の⽀配、市場経済の価値観を共有しない国、「中国」の中央電視台⽇本⽀局が NHK 内にあるのもおかしい。国益
にも反している。これらのことに⾮常に危うさを感じ、受信料を払うことが正解なのか、考えさせられる。  ＜経営的な観
点から＞  8000 億もの資産は不要。職員の平均給与も⾼すぎる。これらを考えれば受信料はもっと下げられるはず
だ。 

個⼈ 放送法の遵守、意⾒の並列が必要なのにニュース 9 の●●は⼀⽅的な意⾒を⾔う傾向が⽬⽴つ。 報道しない権
利の濫⽤や編集権の独⽴は⺠放は許されるが NHK には許されない 放送法を守らない番組を過去に何度も放送し
ているにも関わらず、放送法を盾に料⾦を徴収するのはおかしい 好きな放送をするならスクランブルで特定の⽀持者
向けの番組を好きに作れ 公共性を主張するなら、剰余⾦は返還すべきである なぜ中国では無料放送始めるのか︖ 
放送法違反者に対する関係者の処分が⾏われていない 国⺠からお⾦取って、反⽇プロパガンダを⾏う理由に対して
説明してない BS ⽌めろ 
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個⼈ ・⽇本⼈が受信料を⽀払っている⽇本の公共放送内になぜ「新華社通信」があるのですか︖撤去することを要望しま
す。  ・偏光放送はしないでください。中⽴公平な放送であることを望みます。  ・ニュース等の⼀部が切り取られた内
容にしないでください。信頼できません。  ・ニュース番組のアナウサーが２⼈〜３⼈も不要ではないですか︖１⼈で原
稿を⼿にして読まれたらいいのではないですか︖⼈員削減をして受信料の引き下げをしてく ださい。 

個⼈ ■受信料について、スクランブル放送を導⼊して、公共放送から、⺠間放送にして徴収してください。 ■公共放送に
ついて、⺠間放送にして、CM を導⼊してください。 ■持っている資産を売却して、視聴者に還元してください。 ■電
波について、公共放送を続けるならば、国に BS 放送含めて返却してください、地上波のみで⼗分なはずです。無理
なら⺠間放送に変えてください。 ■ネット放送について、放送法には、ネット放送はないはずです。やる場合は、⺠間
放送にしてください。 ■放送局について、公共放送であるなら、全国にある必要はないはずです。地⽅放送局を廃⽌
してください。 

個⼈ 「ＮＨＫ経営計画（2021〜2023 年度）（案）」 NHK（⽇本放送協会）の名の通り、⽇本国に於いて放送
業を営む筈が、⽇本国⺠にとっての反⽇を続ける国（中国・韓国・北朝鮮）に与する放送を続けていることに、嫌悪
と少しの恐怖と⼤きな怒りを感じます。  組織が肥⼤化し、莫⼤な受信料という利権を⼿にすると、どうしても強欲な輩
が寄ってくる。在⽇という⽇本を貶める⽬的で利権に近付き、⼊り込んだ組織を使って⽇本叩きをする存在が、NHK
の放送で⽇本国⺠を騙していることを看過出来ない。  もしも、NHK 内部に⽇本を想い、⽇本の為に働きたいという
⼈が残っているのなら、NHK 内の汚鮮を正し、除鮮に勤め、本来あるべき⽇本の為の放送に戻してほしい。  ⽶国⼤
統領選挙で、⺠主党バイデン候補を持ち上げ、トランプ⼤統領を⼀⽅的に下げるのは、中国や⾃称リベラルの野党や
在⽇朝鮮⼈の為であるのなら間違ってる。 ⽇本は５-eyes に加わり、中国以下⾚組に鉄槌を振り下ろそうとしてるの
に、仮にも社名に⽇本が付いた放送局が、⽇本と相対する側に与するのは厳罰の対象になるということ。  以上、
NHK は反⽇を⽌めなさい。 

個⼈ 「ＮＨＫらしさ」の基本と考える公共的な価値について  「視聴者・国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発
展（発達）に貢献」とあるが、反⽇・極左・リベラル系の偏向報道により知る権利が充⾜されているとは到底思えな
い。同様にまるで共産主義国家を推奨するような内容で健全な⺠主主義の発展の妨げとなっていると判断する。 
「視聴者⼀⼈ひとりの⽣活の安全、豊かさ、⽂化創造に貢献。」 とあるが、中国・北朝鮮の⼈権侵害や他国への脅
威を正しく報道せず、⽇本⼈の危機意識をぼやけさせ、安全を脅かす原因となっている。また最近の例では愛知トリエ
ンナーレを税⾦で開催する是⾮についてもほぼ報道しない、しても偏向報道するなどし⽇本⼈に多様な考え⽅を知ら
せる報道になっていない。 「⽇本の地域コミュニティやメディア産業の維持・発展に貢献」「⽇本と国際 社会の相互理
解に貢献」「視聴者と強固な信頼関係を築き、視聴者への提供価値の最⼤化を図る。」とあるが韓国や北朝鮮、中
国および他メディアと結託して捏造半⽇報道を⾏い⽇本⼈の尊厳を著しく損ない、醜い安倍批判により国会で本来
しなくてはならない審議を妨げ、⽇本への侵略に加担し、⽇本を滅ぼそうとしている。そんな NHK が掲げた基本姿勢
にこのようなきれいごとをいい、掲げているものと実態とのひどい乖離があるままでどちらに進もうと良くなるわけがない。お
⾦を取る資格はないし、信頼関係などとよく⾔えたものだと思う。 

個⼈ Nhk は放送法第 1 条第 2 項に違反している。⽇曜討論然り NHK は私たちが偉いんだと⾔わんばかり、真摯に答
えてください、上から⽬線。放送の内容に問題あり⼀例だが辺野古の基地反対のデモに向かって反対派が数名出て
いました。あとは視聴が判断する。恣意的に⾁付けは無⽤。 ⾔葉のひとつひとつも慎重に選んで欲しい。テレビに出演
する司会者はふざけ半分でやってる聞きたくもないことをベラベラ。 頻繁に必要以上に現政権を批判することが多い⾃
分たちの NHK の評価についてのアンケート調査は 1 度もしたことがない⼈のこと⾔うなら⾃分のこともやればやって欲し
い。 安倍政権はオーストラリアの⼤学やアメリカの⼤学から有能な政治家として賞賛されているがこのような報道は聞
いたことがない。 パリティー テレビは総合 1 教育テレビ 2 チャンネルのみ他は不要。経費を削減しろ ラジオは従来通り
1.2 ⾒たくもないドラマが多すぎる、⾒たい⼈は DVD や映画館で 1 番良い  芸⼈を使いすぎ基本的には教育された
アナウンサーだけであれば良い  テレビやラジオの存在価値はなくなっている︖ YouTube はすぐ今中国のミサイルを打
ったらすぐ報道される。 ●●、●●、nhk 左翼か︖ Nhk は⾔葉でもやばいとかヤクザ⽤語を使ったりとんでもないこと
を連発するこれから育ってくる⼦供たちに正しい⽇本語を報道してほしい。 ちこちゃんは⼤⼈を⾺⿅にしてる●●とは
何事だもう⼼から組織が腐っている証拠だ。 



194 

 

個⼈ コロナが始まってから、御社のニュースは不安を煽るばかりで嫌な気持ちになります。 ニューノーマルなどといっています
が、誰もワクワクもしないし楽しい気持ちにもなりません。  また、⼀つの意⾒を報道したら、別の意⾒もセットにして放
送すべきではありませんか︖ 意図的で偏った報道は信頼を失います。  テレビを⾒る⼈が減ったのは、時代のせいでは
なく、信頼できないからではないのでしょうか。 ネットテレビや YouTube があっても、おもしろければみんな地上波テレビ
を⾒ると思います。  このままで 10 年後、20 年後、テレビを⾒る⼈がいるのでしょうか。私は今あるテレビが壊れたら、
もう買うつもりはありません。  コロナでは、御社の⽇々繰り返される報道のおかげでうちの両親も含め、⾼齢者と呼ば
れる多くの⼈々が、多⼤な恐怖⼼と、他者への疑念を抱くようになりました。先が短いのに残りの⼈⽣を謳歌できない
なんて気の毒だと思いませんか︖ カラオケも旅⾏もできないんですよ。  「テレビは嫌な気持ちになるから⾒ない」という
⼈が結構いることをご存知ですか︖  そちらにはそちらの意図がおありなのでしょうが、現在のような報道で、国⺠の信
頼をいつまでも得られると本気で思っているのでしょうか︖  あなた⽅が⾏なっていることは実際、お⾦を取って⼈々を不
安にさせているだけです。 ⼀体誰のための情報を流しているのですか︖  ⼩さい頃からずっと NHK を⾒てきたし、これ
までおもしろい特集や楽しいドラマもありましたが、この頃の報道には本当に残念でなりません。  もっと国⺠を楽しく前
向きな気持ちにさせる報道の仕⽅と内容をご研究ください。 

個⼈ 受信料が⾼すぎます。純資産が 0 円になるまで受信料を無料にしてください。 料⾦はサブスクにしてください。 宜しく
お願いします。 

個⼈ 「受信料の価値の最⼤化について」  ⽇本の国家予算を使って運営をすれば 受信料を徴収する際の無駄が無くなり
ますし 視聴率や受信料に囚われずにすむので良いと思います。 

個⼈ ・純資産（約 8000 億円）がゼロになるまで、受信料は徴収しない。 ・澁⾕の放送センターから、CCTV ⽀局の排
除︕︕︕ ・活動家のプロデューサー、デレクターは、番組制作に関与させない︕︕︕ ・報道番組において、海外や
国内の報道を引⽤する場合は、放映時間換算で両論併記する︕︕︕ ・ニュースなどの報道番組において、取材ビ
デオの意図的な切り取り編集は絶対に⾏いで、真実のみを放映すること︕︕︕︕︕ 

個⼈ ・⽇本の税⾦を投⼊されているのに中国のプロパガンダを放送しないでください ・受信料は純資産が０円になるまで無
料にするべきだと思います ・受信料の徴収の根拠に放送法を⾔うのであれば、海外ニュース報道で両論併記しないの
はダブルスタンダードなのではないでしょうか ・これだけサブスクリプションが広く認知されている時代に、観たくないあるい
は観る価値を感じられない放送を強制的に有料配信しているのは不⾃然になっていると感じます。公共性がある放送
以外のスクランブルを検討し、公共放送部分の無償化を検討するべき時期にあるのではないでしょうか 

個⼈ 新華社通信を排除して欲しいです。中国共産党に⽇本の TV 局が監視されているように⾒えます。 国⺠の恐怖を煽
るような報道はしないで欲しいです。例えば毎⽇新型コロナの感染者数(本当はただの PCR 陽性者数では︖)を報
道するのも、煽りかと思います。 NHK 内の外国⼈を排除して欲しいです。番組がプロパカンダを広める⼿段にされそう
です。帰化⼈も同様です。 極左的、⽇本⼈を貶めるような⼈物を排除して欲しいです。 純資産が８０００億円あ
るということですので、それがなくなるまで受信料を無料にして欲しいです。 無くなったあとは、災害、有事、気象情報、
国会中継以外の放送は有料で、観たい⼈がお⾦を払って観る⽅式にして欲しいです。 インターネットで外国向けの放
送は無料ということですが、今は⽇本を貶める放送を無料で⾏っていそうで⼼配です。 戦後の WGIP を払拭する、反
⽇的プロパカンダを払拭する放送はガンガン無料で⾏って欲しいです。 

個⼈ 国営化しろ 
個⼈ １、偏った報道はしないでください。例えば、⽶国の News 報道。●●●の News を流していますが、誰も知っての

通り、⺠主党⽀持の放送局。共和党⽀持の●●●News も流さねば偏向報道に繋がりかねない。 ２、極左の活
動家をしているディレクターやプロデューサを起⽤しない。イ，例えば、●●●、共産党員でしばき隊の⼤物。ロ、慰安
婦問題で天皇を裁判にかける番組を作った●●●●プロデューサー ハ、最近では、福島放送局の処理⽔を汚染⽔
と意図的に報道するあくどさ。共産党に乗っかかる。アンケートで「Q 汚染⽔の処分を海洋放出という⽅法で・・・」 汚
染⽔でなく処理⽔が正当なのにこのようなアンケートを放送する偏向報道。 ３、中国を擁護し、⽶国トランプ⼤統領
を悪くいうようなニュース報道が⽬につく。ウイグル⼈弾圧やチベット問題など全然報道されない。あまりに中国に寄った
報道が多すぎる。 ４、以上のような、政治的プロパガンダを NHK が⾏うのであれば、受信料を払う気持ちが失せる。
巷間いわれるような、⾒たい⼈だけお⾦を払う⽅法の⽅が良い。 ５、中国の放送局が NHK の建物内にいることこそ
中国よりといわれても仕⽅がない。●●●ニュースも NHK 内に⼊れるべき。あるいは外にだし、中⽴を保つべき。 ６、
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中国⼈や韓国⼈が NHK の職員になるというのはおかしい。万が⼀、有事の際には NHK が乗っ取られ、国⺠に⼤き
な損害を与える。国の安全保障の観点から職員採⽤を考えるべき。  ７、国⺠が信頼できる本当の不偏不党の
NHK に戻ってもらいたい。 ８、「報道しない⾃由」でなく両論併記の報道をぜひされたい。                  
以上 

個⼈ 令和⼆年⼋⽉⼆⼗七⽇ある時ビル・ゲイツが⾔ったという。「昔は家から⾒えるのは外の景⾊だけだった。テレビができ
て地球の裏側も⾒えるようになった。今はインターネットを使ってリアルタイムで世界中に⾃分を⾒せることができる」かつ
てテレビはマスコミと呼ばれ、１対不特定多数の関係で情報を発信していた。現代は端末の前の⼀⼈ひとりがテレビ局
である。情報や娯楽を求めてテレビを⾒る必要はない。しかし NHK は受信料の⽀払いを強制する。⾒てもいない衛
星放送を含めて年間２５、３２０円も⽀払わなければならない。⼀般の市⺠は、たとえば⾖腐屋であれば⾖腐を⼀
丁売って初めて何⼗円かの収⼊を⼿にする。NHK は集⾦に回るだけで何千億円もの収⼊が得られる。不公平では
ないか。市⺠の不満は募る。需要が低下したサービスは収⼊が減り、存続できない。NHK にこのメカニズムは働かな
い。需要低下が収⼊曲線に影響しないからである。未来は、常に、現在の延⻑線上に描かれる。今回の経営計画で
も事業収⼊は現状維持で置かれている。新型コロナの影響で売り上げが⽴つかどうかわからない⾃営業者にも「放送
受信料払い込みのお願い」を送り、法律の条⽂を引⽤して、⽀払いを迫る。どうしたらこの不条理を解決できるのか。
⾃分たちも必死で経営努⼒を重ねていますと⾔われれば、受信料⽀払いに納得感が出てくる。経営計画には”スリム
で強靭な NHK へと変わる”とか”NHK らしさを追求する”とかの⾔葉がある。しかし、これらの⾔葉は経営努⼒を感じさ
せない。経営とは現実との闘いである。現実とは数字（お⾦）である。「受信料引き下げに向けて、事業収⼊の減少
を前提に計画を⽴案しました」と⾔われて、初めて納得できる。しかし、そのような経営計画が現場から上がってくること
はない。トップが現場に対して、「今度の計画は事業収⼊の⼀〇％減少を前提に作成してくれ」と指⽰しない限り、作
られることはない。指⽰に従えと現場を動かすには、具体的な⽅法も教えてあげなければならない。過去の成功例を使
って説明すると現場は理解する。もう⼆〇年も前のことになるが、当時の⼩泉内閣は「⺠にできることは⺠に」という政
策⽬標を掲げ、規制改⾰に乗り出した。採⽤した⼿法は市場化テストである。こう⾔うと、「NHK の事業は公共性が
⾼いから市場化テストにはなじまない」と反論される。本当にそうか。NHK 学園という組織がある。通信制の⾼等学校
を運営している。この組織を市場化テストにかけたらどうなるか。映像を使った通信教育がテレビで受けられなかった時
代であれば、NHK がやらなければならない事業である。しかし今はインターネットを使えば誰でも映像を使って通信教
育が提供できる。当の NHK 学園もネットで授業を配信している。NHK 学園でなければならない必然がどこにあるの
か。経営計画では「NHK 関連団体の機能を純化し、『量から質へ』をめざす」としている。純化が⾏き着く先は市場化
ではないのか。だからと⾔って、全ての事業が市場化テストになじむ訳ではない。市場化によって、NHK が体現する価
値が失われる分野があるからだ。報道が⼀例である。ネットには様々な映像が流れている。どれが本当かわからない。
だが、NHK のニュースが採り上げると「本当なんだ」と思う。⺠間放送だと、スポンサーの意向が反映されているのではな
いかと疑う。海外の報道になると、なおさら信頼が⾼まる。聞いたことのない国にも駐在員がいて、その⼈が⽇本語で対
象となった出来事（ニュース）を説明してくれる。それで初めて何があったのか分かる。CNN も報道する。しかし CNN
はアメリカのテレビである。報道にはアメリカの視点が反映される。NHK は違う。NHK は⽇本の公共放送である。⽇本
の視点に⽴って、⽇本語で出来事を伝えてくれる。話は⾶ぶのだが、BS フジに「プライム・ニュース」という番組がある。
⼆時間にわたって世の中で関⼼の⾼い問題を議論する。キャスターの●●●⽒が、専⾨家や政治家に対して鋭く迫
り、問題の本質を⽰そうとする。残念なことだが、NHK には●●⽒のような⼈物がいない。個性と公共性が相反してし
まうためなのか、それとも、特定の主張に傾くと、その主張に反対する⼈々から受信料⽀払い拒否の動きがでてくるのを
恐れているためなのか。しかし、●●⽒は⽇本共産党の志位委員⻑もゲストに招き、1 対 1 で議論する。⽴場は不
偏不党だ。加えて、BS フジは受信料を請求してこない。「NHK らしさの追求」というキャッチフレーズのもと、個性ある
⼈々が排除されそうなのが⼼配だ。「５．『NHK らしさ』を実現するための⼈事制度改⾰」では、職員の個性尊重・
個性発揮について、何も触れられていない。個性豊かな⼈材を評価し、この⼈たちのためなら受信料を払おう、と決意
させる「NHK らしさ」を是⾮実現して欲しい。以上 
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個⼈ 命と暮らしを守る報道地域密着型が望ましい。全国的なものは概要だけでいい。地域に根付いた情報が役⽴つ。テ
レビもインターネットもいい。ラジオももっと有効に活⽤して欲しい。防災・減災に役⽴つ情報は常⽇頃からの備えであ
り、それらの情報をしばしば報道するのがいい。災害は忘れたころに来るという。忘れないように常⽇頃からの情報発信
が求められる。災害後の⽀援活動の情報も⼤事。どこに連絡すればいいのかの報道があるが、よくあるケースは電話が
繋がらない。その対応を報道でできないか。インターネットの活⽤今⽇の時代、インターネットの活⽤は不可⽋。スマホ
もそうであるが家庭・職場にあるパソコンによるインターネットの活⽤も多くされる。テレビがインターネットとつながっている
ことも多い。インターネットによる情報発信は不可⽋である⼀⽅、双⽅向による情報確保も⼤切。4K、8K や最新技
術についてそれほど必要とは思わない。デジタル化によって今も画⾯は綺麗。4K などによる技術⾰新は特殊。ただ市
⺠にとって⽇常に⾒られない⾓度などによる技術は参考になるように思う。ただこれにあまりコストをかけるものでない。
多様な地域社会への貢献地⽅分権、地域社会の活性の視点から、中央からの報道は限定的でいい。政治、国際
問題、環境、経済、防衛などは全国的な情報発信が求められるが、それ以外は地域放送がいい。地域に根付いた
報道が役⽴つ。⼈々は地域に暮らし⽣活しているのだから、遠いところの話題を多く流されても⼼に残らない。しかし、
その情報が地域にとって役⽴つであろうと思われるものは流していい。国際社会への情報発信どのような⽬的で情報
発信するかをよく検討して流して欲しい。⽇本の出来事を海外へ流すにしてもその対象者は、外国⼈であるのか海外
で暮らしている⽇本⼈向けか。⽇本の情報を流す⽬的は何か。ただ、このような情報は⾒ていないのでよくわからない。
受信料の公平負担について受信料の公平負担は重要、⽀払っていない⼈たちが 30％程度に上っている。なかなか
ナーバスな問題。NHK の番組内容も影響しているのではないか。また、負担の基準がはっきりしない。また明⽰されて
いない。たとえば、病院での⼊院患者が利⽤する受信機、ホテル・旅館の受信機、⼀家に何台もテレビがある場合、2
世帯・3 世帯住宅の場合の取扱い、企業が所有している受信機の取扱い、NHK を⾒ていない⼈への対応、受信料
に関する多くの情報をしっかりと発信する事。効率的で透明性が⾼い経営職員の給与⽔準を明らかにすること、NHK
の職員は⾼級取りであることと⾔われているが本当か、番組内容が政権与党寄りともいわれているが本当か、政府の
広報機関化しているという意⾒もあるが本当か、安倍総理に忖度している NHK ともの意⾒も有るが本当か。このよう
な疑問に正⾯から答える経営姿勢が必要。報道機関が政権に迎合するようでは報道機関の存在価値なし。その様
な疑念を払拭する透明性が求められる。その他受信料の引き下げ、衛星放送が⾼い、経営委員の選任⽅法の改
⾰、報道の中⽴性確保、地域からの報道のより充実、東京からみてその他の地域を「地⽅」との呼び⽅は廃⽌する
事、⾸都圏という⽅と関東地⽅との⾔い⽅の区分が分からない。少々巨⼤化し過ぎている、⺠放と同種の番組は必
要ない、⼀度原点に戻って NHK の有り⽅を検討することは必要ではないか、戦後 75 年で時代も変わった、今まで
の NHK でいいのかどうか。NHK の存在意義・⽬的はどこにあるのか、夜 7 時のニュースで⼤して特別な内容でないに
もかかわらず天皇陛下に関する報道が延々と流していた。ほかのニュースがないかのように、極めて強い違和感を覚え
た。ところで、最近 NHK の FM ラジオをよく聴いている。全体的にいい雰囲気である。いい点は、⺠放ではない古典
的・伝統的な⾳楽の放送がある、⾳楽内容が多様なである。歌謡スクランブルもいい。クラシックもいい。洋楽もいい。
⾳楽に特化している。ラジオの夜の深夜便は⼈気番組でしょう。ただ、東京からの放送が多すぎる。各地域からの放
送ももう少し増やしその中で地域の特異性を発揮する⼯夫が求められる。 

個⼈ NHK5 つのキーフレーム ・2.新時代へのチャレンジについてです ⽂⾔の中にインターネットという⾔葉が⼊っています
が、これは電波を通して配信される放送とはまったく性質の違うものです 既に放送という枠を外れて、受信料で海外
向けインターネットサービス等が始められてしまっておりますが、完全に放送とは分けた別の採算を得た資⾦からサービス
を提供する事を当然望みます  ・3.あまねく伝えるについてです ⾒たくもないバラエティーやスポーツ等の、直接的に国
⺠の利益にはならない番組が多く⾒られます これらについて、⼀⽅的かつ強制的ににあまねく伝えるのでは、所謂とこ
ろの押し売りにしかなりません ここで⾔うべきは、「伝えられるようにする」でしょう  別のところで「受信料の価値の最⼤
化を図る」と書いてありましたが、発想や考え⽅が全く順逆で、受信料は規定路線、それに合わせた番組作りで無駄
遣いをするのではなく、「必要とされる価値に合わせた受信料設定」で、本当の意味での「スリムで強靭な NHK」を⽬
指すべきです 少なくとも、公共放送にそぐわない部分の番組への視聴料は、⽀払いたくありません  ・事業費の構造改
⾰について そもそもの、不要な番組の制作費を無くすか、有料番組化をしてください その上で、ニュース、E テレ等の
国⺠に不可⽋な情報は税⾦徴収化を望みます そうすれば、訪問要員は全くの不要となり、削減額 80 億どころか
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500 億ぐらいは望めるのではないでしょうか 不要番組の制作費も無くなれば本来の料⾦も激減され、且つ税⾦徴収
となれば、NHK 批判も激減されると個⼈的には考えております  ご検討のほどお願いいたします 

個⼈ ・当⾯減収となる⾒通しを懸念しているように⾒受けられますが、多額の資産を保有していることを鑑みると、それほど
の懸念ではないように⾒受けられます。 むしろコロナ由来の不景気を救援すべく、今こそ保有資産を活⽤し、受信料
の減額などを⾏うことが国⺠の活⼒につながると思います。  ・インターネットの普及などメディアの多様化に伴い、契約
の在り⽅の変更は必要と考えます。 とりわけインターネットにおいては、契約者のみに番組を提供する形にするべきと思
います。 また、全番組⼀括での契約ではなく、番組ごとに契約できる形が望ましいと思います。  ・国内の報道におい
ては、極⼒恣意的な編集を廃し、⼀次資料に近い報道姿勢を期待します。  ・対外放送に関しては NHK ならでは
の活躍を期待しています。 我が国の魅⼒を発信し、また不当な不名誉を払しょくされることを期待します。 とりわけ最
近はヴェノナ⽂書が解析されるなど、⼤東亜戦争以降に我が国が負った不当かつ過剰な不名誉の払しょくが可能な
資料が⾒つかっているようですので、 その広報に期待したいです。 

個⼈ BS1 と BS プレミアム、ラジオ第 1 とラジオ第 2 の統廃合に反対します。  この統廃合が実施されるとしたら、教育番
組や⽂化的な番組は、野球などのスポーツ中継の合間や、スポーツ中継が中⽌になった時だけくらいにしか放送されな
くなるであろうということは⽬に⾒えています。  ⼤体、ラジオの語学講座はどうするつもりなんですか︖  この統廃合が
実施されたら、英語以外の⾔語の番組は排除されるだろうし、英語の番組も⼤分削減されることになるでしょう。1 ⽇
は 24 時間しかなく、1 チャンネルで 1 ⽇ 24 時間しか放送枠がないのですから。  私は語学学習が趣味で、よくラジ
オ第 2 を聞いています。いくつかの⾔語を何年も続けているので、語学によってはテキストを買わずに聞いているものも
あります。だから最近は NHK 出版の売り上げにはあまり貢献できていません。テレビの語学講座もありますが、週に 1
回 30 分しかないのであまり役に⽴っていません。何年も聞いているのに、あれはそういうことだったのかという発⾒があり
ます。勉強している⾔語の番組がなくなってしまったら悲しいし、勉強を続けていくモチベーションを保てるかも分かりませ
ん。  語学学習は⺠間の会社を利⽤して、地⽅の⼈はオンライン受講してくださいということですか︖ということなら、受
信料を⼤幅に下げてもらわないと困ります。地⽅でネット環境がない⼈はステイホ－ムで気軽に語学学習するのが難し
くなります。  以上のような理由で、BS1 と BS プレミアム、ラジオ第 1 とラジオ第 2 の統廃合に反対します。特にラジ
オ第 1 とラジオ第 2 の統合には断固として反対します。 

個⼈ 中国⽀社について BS 等において共産党の論旨をなんの持論もなく垂れ流していいんでしょうか︖ ⽇本の公共放送
としてやるべき事をまず出来ていないにも関わらず、⾦、⾦、何かにつけて⾦の無⼼をしてくる嫌われ者というイメージが
定着してると思います。 営利を⽬的としてるのかどうかもあやふやですが、平均年収を⾒れば誰でも搾取されていると
感じるでしょう もう少し⼈の⼼を持ってください 

個⼈ 気候変動のテーマの⼤事さを踏まえ、⼤きく取り上げるべきです。 政治のこと(地⽅レベルも世界レベルも)もしっかり教
育するべきだと思います。 

個⼈ 構造改⾰ 固定費について 1 千数百万円と⾔われる平均賃⾦について 貰いすぎではないでしょうか︖ 給与に関し
てまったく触れないのは問題です。  投資について ⼈事制度改⾰に 10 億円投資 何故お⾦が必要なのでしょうか︖ 
例えば ⽇本電産 会⻑ 永守⽒は⾔います。６ｓ 整理、整頓、清掃、清潔、躾、作法をきちんとすれば会社は
良くなる。  投資できる⾦はない という意識の元でなければ構造改⾰などできません。  以前 ｎｅｗｓ ｗａｔｃ
ｈ ９だと思いましたが、●●●●さんの本の売り上げが 1 位と 3 位になったと紹介がありました。しかし、２位には●
●●●⽒が⼊っているにもかかわらず、映像で●●⽒の本をわざと端の⽅に置き、さらにインサートの⽂字で本が⾒え
ないようにするという⼩細⼯までしていました。これを⾒て ＮＨＫの中には、いまだまるで⼩学⽣、中学⽣のような意地
悪い⼈間（いわゆる左翼系 昔の労働組合のような 国労、その他・・・）が巣くっているなと感じました。 よってそんな
簡単に構造改⾰などできるはずもないし、10 億を掛けますと⾔った時点でウソだとわかります。  ＪＡＬの件を忘れま
したか︖ あの時ＪＡＬは何を経験しましたか︖ ＮＨＫに破綻はないのだから、気楽なものでしょう。とりあえず構造
改⾰という⾔葉 を出しておけば国⺠は納得するだろう くらいにしか考えていないのでしょう。  10 億の投資はなしにし
て国⺠に返してください。  以上 

個⼈ NHK は必要ないので廃⽌を⽬標に、規模の縮⼩をしてください。 ⺠放でやっていること、ドラマ、歌、バラエティー、オリ
ンピック、などは受信料で作らないでください、CM 流してそのお⾦でお願いします。 盗りすぎた受信料を返した⽅がいい
と思います、資産が 0 になるまで無料にしてください。 
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個⼈ 最初に匿名で良いとしながら、住所、電話番号、メールアドレスが必須なのはおかしいと思います。 ◆インターネット活
⽤業務について 外国語での無料配信を計画していると聞いていおります。 受信料を払っていない外国⼈、ネットなの
で⽇本にいない⽅向けのサービスを強化するより、受信料を払っている⼈向けのサービスを強化するべきなのではない
かと思っています。  過去のコンテンツを使って収益を上げるのは良いことですが、外郭団体に収益を貯め込んで本体が
⾚字だというのであれば、外郭団体では無く⼊札などによって決めた⺠間企業に販売を委託するようにしたほうが良い
と思います。 また、ネットを使って直接販売するのも、システムを委託する業者を⼊札で決める等の透明性が必要だと
思います。  優良なコンテンツを提供していただけるのであれば受信料を払うのはやぶさかでは無いですが、科学的な正
当性に疑問がある構成（インパクトを求めたり、判りやすくするために正しく無い表現を使ってしまう）ことや、結論あり
きで歴史的事実に反する事や⼀部の結論に合う事象だけを取り上げる構成の番組が⽬⽴っています。 ⾃分が詳しく
ない事でも、ネットで検索すれば番組の結論が正しく無い事も容易に判る時代です。 このような⾒るに値しない番組
ばかりになるのでしたら、スクランブル化を検討するか、税⾦でまかなって政府のチェックが⼊るようにしていただきたい。 

個⼈ ２０２０年５⽉２５⽇の「ジョージ・フロイド⽒の死」に関する放送に対し、ジョセフ・ヤング駐⽇臨時代理⼤使は、
ＮＨＫ制作のアニメ動画について「侮辱的で無神経」との⾒解を表明し、ＮＨＫは謝罪した。ＮＨＫ会⻑と役員
は、課題「ＮＨＫ経営計画＝⿊⼈差別を⽌める」に取り組むべき。  ＮＨＫの⿊⼈差別の⼀例。ETV 特集「疾⾛
する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」、「私のこだわり⼈物伝」で取り扱っているジャズ界の⼤御所、
⿊⼈のマイルス・デイビスの誕⽣⽇が番組内でみっともないほどに間違っている。⼈物伝を作成するのだから、取り上げ
るマイルス・デイビスの誕⽣⽇くらい、制作段階で調べないのだろうか︖Wikipedia でも初めから「５⽉２６⽇（履歴
表⽰の最古のページ）」として記されているし、「５⽉２５⽇」は有名な間違い。ＮＨＫに苦情しても⼀切、回答な
し。マイルス・デイビスは⿊⼈の英雄、モハメド・アリも、マイルスの⾔動や⾏動に影響を受けていた。  この番組を担当し
た、ディレクター●●●●制作統括の●●●●●は、反省も訂正もする気がなく、ＮＨＫという⼤屋敷に巣⾷うネズ
ミのよう。「私のこだわり⼈物伝」テキストも間違いだらけ。例えば、１２８ページの後に挿⼊された写真で「７５年に
来⽇したときのステージ」と書かれているが、これはまぎれもなく１９７３年来⽇公演の写真。  もっと驚いたのは、
ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」が、放送批評懇談会で第４５回ギャラクシ
ー賞奨励賞を受賞していること。指摘されて賞を取り消されるのが、そんなにＮＨＫは悔しいのだろうか︖それとも、⼈
物伝で取り上げる⼈物の正確な誕⽣⽇すら調べられないＮＨＫ教養番組に価値があるとでも思っているのだろう
か︖  １９８３年出版の「マイルス・デイビス 誰も知らなかった帝王の素顔（講談社）」では、●●●●に「世間じ
ゃ私の誕⽣⽇を今だに５⽉２５⽇と書いているようだが、５⽉２６⽇が正しいのさ。もう４０回も訂正してるのに」と
述べている。４０回訂正しても理解しないのがＮＨＫである。私も２０回以上、ＮＨＫに苦情しているが⾳沙汰な
しで、返信らしきものが来たのは●●⽒からの意味不明の罵詈雑⾔ブログ。
http://web.archive.org/web/20160626020251/http://www.kikuchinaruyoshi.net/n-k-blog/ 
明らかにＮＨＫ局員の●●と●●が関与した嫌がらせ（苦情の⼿紙をそのまま転送したはず）。マイルスのために、
４０回以上苦情するつもり。  ＮＨＫは、ギャラクシー賞奨励賞の⾃主的な取り下げをし、会⾒を開き、●●●●
（「ネーミングバラエティー ⽇本⼈のおなまえっ!」も担当）と親しい学歴詐称講師の経歴を調べ「●●●では●●⼤
学中退と放送しましたが、ＮＨＫが調べたところ、⼀浪して●●⼤学中退でした。●●●●⼤学からも⽋陥講義の
指摘で教壇追放されていました。⼈物伝で誕⽣⽇を間違えるという⼤きな誤りを訂正し、ギャラクシー賞奨励賞の取り
下げを申し出て、謹んでお詫びします。」と放送とホームページで清く謝罪すべき。 ＮＨＫ前⽥晃伸会⻑と役員にも、
ＮＨＫ局員の●●●●と●●●●●の杜撰極まる仕事振りを知ってもらい、懲戒処分が必要。ＮＨＫへの抗議
動画 https://youtu.be/o60DqYsRyK4 （まだ限定公開設定）。  マイルス・デイビス公式団体にＮＨＫの
⿊⼈差別を通達済み。同時に提供した「⼭本寛斎のジャケット」の写真は代表の公式 Twitter 
https://twitter.com/NefofMiles/status/1296286393530904576 にあり（写真の右下に⻩⾊の⽂字
で●●●●●●●●●●●●●●●）。早く懲戒処分の対処しないと●●●●●●●●●●●●●●●から
訴えられますし、全世界に配信されるＳＮＳ（英語）での公開質問状がＮＨＫ会⻑宛に届きます。ＮＨＫ前⽥
晃伸会⻑に必ず「美空ひばりの誕⽣⽇を教育番組で間違えていたら訂正しますよね︖⿊⼈差別を⽌めましょう。●
●●●と●●●●●には懲戒処分が必要。」とお伝え下さい。  マイルス・デイビスの誕⽣⽇を５⽉２５⽇とＮＨＫ
のように間違えることは「侮辱的で無神経」な⼈種差別。受け取りメールが来るまで何度も送ります（４０回以
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上）。マイルス・デイビスが⽣まれたのは５⽉２６⽇。ジョージ・フロイド⽒の死は５⽉２５⽇。  ●●⽒の学歴詐称
は＞https://www.youtube.com/watch?v=w24Siy-VHdg  ●●●●●●と●●●は追放済み。 

個⼈ ●受信料について  スクランブル放送にすべきだと思います。  ⺠放はネット配信ではなくテレビで⾒たいですが NHK
があるためテレビを購⼊できません。  ●内部留保について  公共放送なのでいったん 0 になるまで視聴者に還元す
べきです。  新型コロナで⼤変な時期であり 電気・ガス・⽔道に⽐べて⽣活に必須ではないので受信料を 0 にすべ
きです。  そのための内部留保ではないでしょうか︖  ●報道姿勢について  両論併記で報道すべきです  (特に海
外の報道ネタで)ある⼀⽅の⽴場に偏った内容だけを報じる事は問題があると思います。  ●職員の給与について  
公共放送であるならば公務員と⽐べて⾼すぎると思います。  いろいろと問題を起こしていますし本当に優秀なスタッフ
を採⽤できているでしょうか︖  ●採⽤について  帰化⼈や在⽇の⽅は申し訳ありませんが公共放送の職員としてふ
さわしくないと思います。  すでに所属の社員については⺠間の関連制作会社に異動でよいのではないでしょうか。  
●企業年⾦について  受信料は公⾦のようなものなので⾼額すぎる仕組みは改善した⽅が良いと思います。  ●チャ
ンネル数について  地上波 2 チャンネルだけで良いのでないでしょうか  ●ネット配信について  受信料を徴収するつ
もりなら⽌めてください。  報道はは無料視聴、その他のコンテンツは有料会員登録が必要などであれば存在価値が
あると思います。 

個⼈ ・公共放送である限り、政府に対してもフェアーな意⾒を申す番組を制作願いたい。  会⻑にメガバンク出⾝者が就
任であるが、かつて、バブル崩壊時の⾦融界にメスを⼊れた番組やかんぽ⽣命問題報道のようなあの姿勢を堅持すべ
きである。 ・●●●●●●や●●●●●●等を起⽤して、⺠放とほぼ同様で安易な番組作りは、品質、経費上再
考すべきと思う。最近、視聴率を意識した傾向を感じるが、⺠放でうんざりするタレント多⽤の番組は避けてほしい。  
例えば、「⼩さな旅」は、タレントを採⽤するでもなく、アナウンサーが訪問する  が、地域に住む⼈々の取り上げや紀
⾏としての紹介が本当によくできている。 

個⼈ 「あまねく伝える」の番組について、テキシコーのようなプログラミング思考の番組はぜひ続けてください。わかりやすくプログ
ラミング思考が紹介されていて嬉しいです。  重点投資について、「新時代へのチャレンジ」の詳細はもっと明確に書いて
欲しいです。また、「安全・安⼼」と「新時代へのチャレンジ」のコンテンツで気候変動の番組も含めて欲しいです。 選挙
と発電会社の討論番組などを⾒たいです。全世界で話題になっている気候危機はこの３年が勝負の正念場であり、
公共放送としての役割を期待しています︕ 

個⼈ NHK の地上放送について意⾒があります。  環境問題についての番組や報道が少なすぎるのではないか、また報道
の仕⽅に問題があると思います。  事実を正確に素早く⽇本で放送するべきだと思います。  視聴者の興味がないか
ら、視聴率が低くあまり放送しないという理由もあると思います。  しかし、今の若い世代は環境問題にとても関⼼があ
ります。勉強したいと思っています。なぜなら未来を⽣きるのはわたしたちだからです。  社会問題について、NKH さんで
の世界のメディアからの情報と同時くらいの⽇本での放送を要望します。  テレビでの放送はネットの環境がない⼈々に
も有効です。  よろしくお願いします。 

個⼈ 受信料について ①純資産が膨⼤な⾦額と聞いています。是⾮、受信料を値下げ願います。 放送内容 ①韓国では
間違えた歴史認識に基づく反⽇教育を未だに実施しています。このような国のドラマを購⼊し放送すこは反社ではな
いですか ②放送が偏っています。アメリカニュースに関して反トランプのニュースに偏っています。アメリカの報道機関の選
択の誤りと思料します。放送法に基づく対応を願います。 コンプライアンスについて ①数年前、甲府放送局の某ＮＨ
Ｋ記者が業務で知りえた情報をもとに⼥性を殺害したと聞いています。その後の貴局の対応をお聞きしたいです。其の
記者は東北のＮＨＫ放送局へ異動したうえ、またも⼥性を殺害したと聞いています。 以上 4 点についてご意⾒等を
お聞かせ下さい。 

個⼈ 【受信料について】 定額制をやめて観た⼈が観た分だけ⽀払うシステムを構築して下さい。 例えば・・・○○さんは今
⽉５時間観たから受信料 500 円  【番組構成について】 中国や韓国のプロパガンダに加担する様な番組は製作し
ないで下さい。 ●●●●●が実は慰安婦じゃなかった様に、彼らは⾃国の利益の為に平気で嘘をつきます。 番組の
中で外国⼈にインタビューする場合は、話した内容の裏をしっかり取って下さい。※裏が取れない場合は放送しない。  
【ニュースについて】 ⺠間を含め⽇本では⽇常の国防に対するニュースが少なすぎると思います。 尖閣問題をたまに取
り上げる程度です。 航空⾃衛隊のスクランブル発進が年間 900 回を超える事を私の周りの⼈はほとんど知りません。 
実態を報じて下さい。お願いします。 
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個⼈ 私たちの貴重な受信料で韓国ドラマなどを購⼊し放送しないようにお願い致します。 
個⼈ 気候危機は、⼈類が直⾯している緊急性を要する最重要課題です。ここ危機により、世界はすでに⼤きく変容し始め

ており、これにどれだけ早く良い対策を実施できるかで、⽇本に住む⼈を含む、⼤変多くの⼈の命、健康、⽣活の安全
や社会、経済の安定への影響の度合いが⼤きく⼤きく変わります。  数百年に⼀度あるかないかの、しかも⼈類の存
在危機という点では初めての、⼤きな変化の時代に⼊ったその時に、公営の放送局としての役割、義務をもう⼀度考
えてください。この計画に、気候変動の⾔葉が出てこないなんて、ありえません。  気候変動への対策が進んでいる国に
共通して⾒られるのは、メディアによってこのトピックが⾮常に多く取り上げられていることです。イギリスの Gardian など
が良い例です。  NHK さん、私たちの未来のために、頑張ってください。応援しています。 

個⼈ 安全性について、防災など伝えるという項⽬があったと思いますが、もちろんそれらもとても⼤切です。 それに加えて、根
本的な解決に⽬を向けた放送も必要かと思います。 気候変動が起きている最中、これについて、あらゆる災害との関
連を、認知している⼈は多くありません。また、気候変動における⼈為的要因を考えると、その対策も⼈が⾏えるはず
です。 まず NHK の⽅々に、これらを知るきっかけを国⺠に与えてほしいです。 

個⼈ 「安全・安⼼を⽀える」について。 ⾮常時はラジオにて政府・⾃治体等の情報をいただければよく、「安全」に関しては
それ以上に価値を⾒出せません。  根本的にスクランブル放送に変える事を望みます。 最低限、国⺠に周知が必要
な部分は国費（税⾦）にて放送することを希望します。 インターネット放送で受信料を徴収するのは反対です。ネッ
トインフラに NHK は貢献せずに「タダノリ」せんとする姿勢には反感しかありません。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流さないでください。 受信料は純資産が 0 になるまで無料にすべきです。 極左の活動家をやっ
ているディレクターやプロデューサーを起⽤しないでください。 海外のニュースは両論併記にしてください。 

個⼈ ・⽇本の周辺諸国の利益を代表するような報道はやめること。 ・⺠主主義の理念に反する報道が多い。左翼思想の
報道としか思えない。これではテレビ朝⽇、TBS と同等の低俗番組。おかげでニュースはネットのみとなった。  受信料
⽀払いに⾮常に懸念がある。 ・太平洋戦争報道でも昨今明らかになっている真実の検証を⼗分にし、制作された
し。  戦争体験した亡⽗の話でもマスコミは偽の報道をしていると⾔っていた。 

個⼈ １）⽇本の国営放送と⾔ってもいい存在のＮＨＫ。なのに、なぜ、反⽇的かつ事実に基づかない放送を続けるので
すか。⽇本のため、⽇本国⺠のための放送を⾏うよう希望します。 ２）ＮＨＫを⾒たくない⽇本⼈が多数います。そ
の理由は、ＮＨＫの偏向報道にあります。そのような⼈たちから無理やりに受信料をとることをやめてください。 ３）Ｎ
ＨＫ職員の不祥事の件数は群を抜いています。なぜここまで職員の質は劣化してしまったのでしょう。原因の究明と職
員の資質向上を求めます。 ４）アナウンサーの質が低すぎます。また、教養の無さも近年⽬に余るものがあります。個
⼈的に⾼校教員の時代、放送部の顧問をしており、ＮＨＫコンテストにも参加したことがあります。正直⾔って、現在
のＮＨＫのアナウンサーは、⾼校⽣のレベルに⽑が⽣えた程度です。なぜ、Ｎコンの優勝者がＮＨＫに⾏かないのか
と毎年思っています。せめて、昭和４０年代半ばぐらいのレベルに戻ってくれれば、と思います。思えば、ＮＨＫアナウ
ンサーの⻩⾦期は、東京オリンピックのころだったのだと思います。 ５）ＮＨＫ内に中国共産党の宣伝機関（ＣＣ
ＴＶ）があるのは、ゆゆしきことです。直ちに、排除を願います。国を売るようなことはやめてください。 ６）今後も⽇
本のためにならない放送局であるなら、解散することを強く求めます。 

個⼈ ＮＨＫは国⺠から集めて余剰⾦があふれるばかりにある。 本来は返⾦するべき⾦であるにもかかわらず、勝⼿に使っ
ている。 このような腐敗した組織は直ちに解体するべきだ。 現代テレビなどというものになんの価値もない。 ネットに番
組を流すなどと⾔っているが、なにかひとつでも価値のあるコンテンツがあるか︖ 全くない現状で経営が成り⽴つとは思
えない。すぐに解体してつぶすべきだ。 しいていえば、国会中継だが、これも現状は⼀部を流すのみで国⺠の要望はま
ったく無視されている。あってはならない団体、それがＮＨＫだ。 すぐに解体しろ。 

個⼈ bs プレミアムと 1 統合した場合は bs 受信料の値下げをして欲しい。 
個⼈ ・⽇本を貶める番組を作る「活動家」が、NHK 内に蔓延っている（いた）。  なぜこのような状態に陥ったかを検証し

てほしい。  ・NHK の社屋内に中国の放送局の⽀社がある。  たとえ場所を貸しているだけであっても、中国の宣伝
活動や情報操作  （スパイ活動）に利⽤されるので、⾒直してほしい。  ・第⼆次⼤戦における⽇本の反省のみを
強調する番組を作るのではなく、  最近明らかになった「ヴェノナ（VENONA）⽂書」をもとに  共産主義者が、アメ
リカや⽇本に対して⾏った謀略を、  戦前から戦後にかけて検証する番組を作ってほしい。  ・現在、中国がウィグルや
チベットで⾏っている⼈権弾圧を  しっかりと伝えてほしい。  ・全国⺠から強制的に受信料を徴収するのであれば、  
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役員報酬、社員の給与⽔準を⺠間企業並みに下げるべき。  （あるいは、番組を⾒たい⼈が料⾦を⽀払う、スクラ
ンブルにすべき） 

個⼈ ⽬の前の視聴率やスポンサーへの忖度等に関わりなく公共放送として何が出来るか、これからの社会をどういう⽅向に
持って⾏くべきか、を⻑期的な視野で捉え番組作りが出来るのは⽇本では NHK だけです。 上から⽬線での番組では
なくそれでいてきちんと問題を掘り下げ、取材して、観た⼈が⾃分で考えられるような番組を作っていただきたいです。 
問題提起、解決法の模索等視聴者が考え、⾏動できる⼟台となる様な番組をお願いいたします。 特に地球環境に
関する番組に期待しています。 私を含め、今までの世代が排出してきた物や環境に与えた負荷のせいで次世代や途
上国の⼈々が犠牲になったり、理不尽な⽣活を送らねばならない、そんな未来に希望はありません。 どうか希望の持
てる未来のた 頑張ってください。 

個⼈ ▼⽀那及び朝鮮のプロパガンダを流さないようにしてください ▼海外のニュース報道は両論併記してください ▼極左
活動しているディレクターやプロディーサーの起⽤をやめてください ▼受信料は貴社の純資産が０円になるまで無料に
すべきです  純資産が０円になった後は、スクランブル放送にするのが公平と考えます 

個⼈ このサイトを知らなかったので，さっきメールでの問い合わせに書いてしまったのだが，ここに再⾔したい。 チャンネル数を
減らすにあたって，ネットを⼗分に活⽤するべきだと思う。語学講座などはむしろネットでいつでも何度でも⾒られた⽅が
便利である。語学講座を⾒聞きする⼈ならネットがわからないという⼈はまずいないと思う。⾼校講座についても然り。 
また，２４時間テレビ・ラジオで放送するのも，昭和５０年代に省エネの観点（深夜までテレビをつける⼈が⽇本中
に増えるから）から疑問視されたが，今，まさに環境への配慮から電気消費を抑えるためにも２４時間放送は控え
ていいと思う。緊急時にだけ放送すればいい。 ＢＳも２K４Ｋ８K ものチャネルはいらない。どれかはＣＳに移して収
⼊減にしてもいい。どうせ４Ｋも終了するはずだから，４K に巨額を投下するのは無駄である。８K が登場した以
上，４Ｋはどうせ過渡的なチャネルである。 

個⼈ 受信料の逆累進性は受け⼊れがたいものがある。ワンコインとまではいわないが２コイン、すなわち 1，000 円/⽉が
⼀般庶⺠には上限であり、その程度で番組配信ができるよう経営すべきである。⺠放で代替可能なバラエティ番組、
安易なドラマの制作を廃⽌し、華美を極める⼤河ドラマも再考して徹底的にも徹底した⼤胆なコスト削減を断⾏すべ
き。NHK スペシャルは良質な番組が多く評価するが、発話、発声の訓練を受けたことがないと思われるナレーターとし
ては素⼈のタレント起⽤は⾮常に聞き苦しく直ちに⽌めてもらいたい。くだらない番組に湯⽔のように⾦を使うのはやめ
てもらいたい。 

個⼈ BS チャンネルの削減について。私は減らさないで欲しいです。歴史、美術、紀⾏、スポーツや映画等、様々なジャンル
の良質な番組を⾒ることで、毎⽇楽しみながら⾃分の知識を深めることが出来ていると感じています。たしかに本やネッ
ト等、他にもツールはありますが、テレビをつけて受動的に得た情報から思いがけない発⾒があったり、家族で共有でき
たりと、テレビにしか出来ないこともあると思います。(海外のドキュメンタリーや教養番組は、なかなか NHK 以外では⾒
る機会がないので、録画して何度も⾒たり、家族に紹介して⾒せたりしてます。後から放送に気がつくことも多いので、
何度も再放送してくださるのもありがたいです。)NHK のチャンネルが減ってしまったら、益々⽇本⼈の質が低下するの
では︖とすら考えています。これからも、NHK らしい番組を沢⼭⾒せていただきたいと、切に願います。どうぞよろしくお
願いいたします。 

個⼈ 全体について。昭和３０年代のものでしょうか︖NHK らしさとは具体的どいうことでしょうか＞ 社会への貢献をことさら
強調していますが、 公共放送の使命そのものではないですか︖それを書くということは」、違うことを経営陣が役割とし
て想定しているとうがってみます。 気候変動問題は⽇々深刻化しており、 BBC などでは連⽇それをトップで報じてい
ます。また SDGs というグローバルな国際課題も最重要課題です、多くの企業の経営計画書にはこの２つについての
経営戦略を描くのが常識になっていますが、⽇本を代表する公共放送が⼀⾔も触れていないのは、わが⽬を疑いまし
た。これだけ気象災害が起き、コロナで世界が変わっている中で、それについての問題意識がない、経営計画書。 部
品メーカーだとしてもあり得ないのに、社会と直接向き合って最も敏感であるべき NHK がこれって、もっとあり得ない。は
っきり⾔って、こんなふざけたことに７千億も予算を獲ること⾃体、壮⼤な無駄遣いであり。公共放送の役割は終わっ
たと、認識しました。 NHK 解体という政策についてはすべて賛同する気になるような、経営計画です。これで OK だと
思っているとしたどれだけ国⺠の知性をなめているのか。こんな計画を平然として出す、経営陣の神経を疑います。
NHK をぶっとばす、という政党はあまりに過激で賛同できませんでしたが、この計画書をみると理解できます。 
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個⼈ ①現状規模が⼤き過ぎる、予算、⼈数、施設全て  ②本来、NHK は基本的な情報のみ発信（なるべく未加⼯
で）でよい    論説委員の余計な解説など不要  ③受信料が⾼すぎる、ある意味逆進性が甚だしい。所得層に
よっては NHK 受信料の負担が⼤きいことを、認識していないのだろうか 300 円/⽉くらいが妥当・・・そのレベルまで、
経営規模を⼩さくすること④娯楽系の番組はほとんど不要、⺠放に任せたい ⑤スクランブル放送にすべき、⾒る⼈だけ
が⽀払う⽅式で良い⑥地⽅医局は、整理し、ただの事務所で OK⑦海外ニュース酷いの⼀⾔…現在の NHK ニュー
スは⾒る必要が無い状態 中国のニュースなど、例えば BBC の情報に衝撃を受けたが NHK がそんな内容は聞いて
いない、⑧NHK の給与は、公務員並みにすべき、…平均年収 1200 万円て本当︖⑨関連会会社（天下り
先︖）は、ゼロにしたい  以上 

個⼈ NHK の存在がなくなること（廃局）を切に祈ります。 
個⼈ NHK に対する意⾒はインターネット上に⼤量にあるのでここに送っておきます 

https://www.youtube.com/watch?v=n7jRl-RtZUA&t=77s より  べほいみとんぬら 1 ⽇前 特定の⺠間
企業＝NHK の為に、ガス会社や⽔道会社が個⼈情報を⽬的外に使⽤する事は許されないね。 NHK が公共放送
なら良いのだが、⺠営化しちゃってますからね。桃乃⽊坂 1 ⽇前 公共放送なんて中途半端な⽴場でいるからだよ。 
反⽇中韓と●●と●●●●を排除して、国営放送にしたら良いのに  おにぎり 1 ⽇前 NHK は「ヤラせ」などが酷く、
公共放送ではないし、 公共放送と⾔うなら、⾼額な年収を公務員レベルまで下げるべき。  柿の種 1 ⽇前 ＮＨＫ
はマジで解体した⽅が良い。そもそも国⺠に求められていない。 料⾦徴収とか泥棒と⼀緒だ  快⼑乱⾺ 1 ⽇前 その
前に受信料制度そのものを廃⽌すれば徴収コストは確実にゼロになるぞ。 ⼈の財布をアテにしてとことんまで寄⽣しよ
うとするような機関は滅亡すべきだ。 どこまで腐ってんねん。  管勝 1 ⽇前 NHK も衛星テレビみたいに有料契約をし
ないと視れないようにすればいいんじゃないでしょか︖ 視る⼈が少ないからしないんでしょうね︕ 平等な視点からスポン
サーを付けていないようだけど、果たして本当に平等か怪しいものです  新垣玲⼦ 1 ⽇前 NHK は徴収する事を考え
る前に、国⺠が求める、払いたくなる姿勢、番組作りを⽬指せ。 次に、ガスなんか競合他社がなくライフラインでもある
から契約者は開⽰を拒否出来ない環境である。 こんなのを認めたらしい⽇本は中国と同じだ︕仮に政府や裁判判
決で合意とかなったらマジで⽇本は終わっている。  福寿園伊右衛⾨ 1 ⽇前 実際に⼈が住んでて⽣活している家か
どうかの把握ですかね︖ ストーカー防⽌とか、制度をよく知らないとかで引っ越しても転居届出さない⼈もいるので。 今
どき⼿紙を出さなくなったし固定電話も引かない⼈多いし、 光熱費等すべて引き落としなら登録と実際の⽣活の住所
⼀致してなくても⽇常⽣活は不便ないですしね。  しかしここまでやるとさすがに気持ち悪いですね。 やってることストー
カーと同じ。  ZYOGO 1 ⽇前 よそはよそだろ。 それにそもそも個⼈情報でしょ︖ プライバシーの侵害だろ。 早くサブ
スクにして、どれだけ NHK が必要とされてないか数字で⾒ろ。   暴れん坊性分 1 ⽇前 ドイツがどうとかはどうでもいい
し、⽐較にならない。 国内法だって違うし・・・ 完全国営化もスクランブル化もする気が無く、運営⽅法を変えたく無い
のであれば、最低でも職員の賃⾦を含めた⼈件費を⼤幅に下げないとね 職員の給料を⼈⼝的に⼀番多い中⼩企
業並み下げてから⾔ってくれ︕ NHK に今のような予算は要らないはず。  Y nowi1 ⽇前 NHK に有利な例だけ出
して「海外ではこうなんです」みたいな卑怯な真似しないでもらいたいものだね。 外国を基準にするなら統計情報から
論理的に議論するべき。   ああ 1 ⽇前 いや草 そんな⾦が欲しかったら⾃販機の下でも漁っとけ  Kama Piyo 1 ⽇
前 ⾰命起こるぞ、この腐った資本主義もどき  因幡秀紀 1 ⽇前 今はコロナで家に勧誘員を⾏かせられないから、い
つもの重要って書いた NHK の契約書を無差別に送りつけるんでしょ。 その為に⼊居情報をガス会社等から確認した
いんだと思う。   ta ｋｅｎｊｉ 1 ⽇前 NHK ガチの反社会的勢⼒じゃねぇか︕︕︕ そこまでするなら、N 国党を
政権与党にして代表を⾸相に据えて対抗するしかないぞ︕  てっこちゃん 1 ⽇前（編集済み） チャイナには無料で
放送しておきながらこっちでは搾取しか考えてない組織 概ね契約してるからこれ以上増やす必要ないんだよ よほど全
世帯から徴収したいんだね。TV なくても徴収したいんだもんねあいつら これ以上こいつらに国⺠から⾦絞らせて国は何
の得があるのか理解できないわ  mag-fanir 19 時間前 こいつらも財務官僚と同じで NHK の利益とか国益とかそう
いうのどーでもよくて 単に実績作って出世したいだけなんだろうな ほんとこの国は浅慮な⼤⼈ばっかりになっちまった  
Masa K. 21 時間前 NHK はくそ、以上もうね今⽇も問い合わせをしたんだけど、話し中に話を遮って向こうの話を押
し付けてくる。逆切れのような⾔い⽅する。ってか、コールセンターで通常禁⽌されているようなこと平気でする。質問の
内容を濁して回答するし、こりゃダメだと思いました。（内容は内緒）  green. East.Mt. 22 時間前 法⼈で国営
でもない、利益を 1000 億以上ありながら国庫に納める事もない。 
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個⼈ いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな⽂化を分け隔てなく伝えることを基本的な役割として担っており、特
定の勢⼒、団体の意向に左右されない公正で質の⾼い番組の提供をすることで受信料を取っている準国家組織の
NHK。 本当にそうか、特に 8/15 に再放送した「東京裁判」は、偏向そのものだった。特定の勢⼒、団体の意向に左
右されない公正で質の⾼いとは、誰から⾒たもの︖いつもの、⾃意識だけは⾼く、建設的な⽅向へ⼀歩たりとも導けな
い⾔ったきり雀の無責任な⾃称知識⼈︖「先⽣と⾔われる程バカじゃなし」それを都合よく利⽤する NHK 内部（獅
⼦⾝中の⾍に⾷いつくされている︖NHK ニュースを聞けば、⾍の信ぴょう性⼤）。NHK ⾃ら歴史を歪曲化した作品
を巨額な製作費を投じて国⺠の税⾦を貪るのは「特定の勢⼒や団体」とどこが違う︖ 素朴な疑問です、国⺠を家畜
か⾃分たちの⾦づるだと思ってます︖貧しい私たち（国⺠）は、⼈の⾦で肥えるだけ肥える暴⼒団に受信料を搾取さ
れるのを、断固、拒絶します。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流すために受信料を払っているのではない。 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべきと
思います。 極左の活動家をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しない。 放送法に基づいて海外のニュース
報道は両論併記。（現状は放送法違反を⾏っている） 周囲 100 名以上の意⾒としてスクランブル化必須。 

個⼈ NHK のバラエティー番組の番組の質の向上を求めます。 平⽇の昼間（PM0:20〜0︓45）の番組は、現在⽉曜
〜⽊曜まですべて「⾷べ物」がテーマですが、なぜ⾷べ物ばかりなのか疑問に思います。午後 1 時からの「ごごナマ」も、
⽉曜と⾦曜は、テーマが「⾷べ物」です。視聴者は、それほど⾷べ物の番組を⾒たいと望んでいるでしょうか。  お昼の
25 分間とはいえ、番組を作る費⽤がかかっています。その原資の殆どは、国⺠からの受信料です。だからこそ、偏ったテ
ーマで番組作りをしているように⾒える今の番組制作に疑問を持っています。  例えば、⾳楽であれば、「名曲アルバ
ム」（5 分間番組）の少し⻑いものを 2 つ組み合わせた番組や、NHK アーカイブスから NHK が所蔵する昭和や平
成の⾳楽番組から放送する試みなど、費⽤をかけずに作れる番組があると思います。  25 分間あれば、もっと違った
形で、地⽅の様⼦を伝える番組も制作出来るのではと思います。それには、芸能⼈主導ではなく、NHK のアナウンサ
ーが担当して、地⽅の活性化を⽬指す番組であって欲しいと考えます。  他のバラエティー番組でも、視聴者の個⼈
宅の⾵呂を借りに⾏く「サンドのお⾵呂いただきます」では、なぜお⾵呂を借りる番組をテレビで放送しなければならない
のか、理解に苦しみます。NHK では、昔から視聴者が参加する「NHK のど⾃慢」、最近では「鶴瓶の家族に乾杯」な
どがありますが、お⾵呂は異質に感じます。各地の様⼦を伝えるのに、⼊浴は必要でしょうか。各地の様⼦を伝えるな
らば、⼩さな祭りに焦点を合わせるとか、もっと淡々と伝える番組作りもあると思うのです。ここでも、芸能⼈主導という
⾯が⾒られます。  NHK では、最近「NHK+」が開始され、これは便利でよく拝⾒しています。今後も継続して欲しい
です。ただ、「アーカイブス」だと有料になるので、今後はもっとテレビ番組として、「アーカイブス」からの放送をして頂きた
いと思います。現在、⽇本は⾼齢化社会に進んでおり、そうした再放送番組を⾒たいと希望している視聴者は多いと
思います。現在、平⽇の午後、以前の朝ドラを放送していますが、もっといろいろなドラマなどの再放送をして欲しいと
思います。  ラジオでは、「聴き逃し」が出来るようになり、こちらもよく利⽤しています。ラジオ番組は、テレビよりも録⾳
が難しいので、「聴き逃し」が出来て助かっています。ただ、「聴き逃し」出来ない番組があり、不便です。 具体的には、
「ラジオ深夜便」午前 2 時台「ロマンチック・コンサート」、午前 3 時台「にっぽんの歌こころの歌」、2 つのコーナーです。 
深夜番組なので、聴けない聴取者も多いと思います。なぜ、「聴き逃し」の対象にならないのか、いつも疑問に思ってい
ます。（たまに、聴き逃し出来る場合があります。）ぜひ、聴き逃しで聴けるようにするか、平⽇の午前か午後に再放
送番組を放送してください。  NHK では、BS プレミアムで、平⽇午後 1 時から「BS シネマ」が放送されています。名
作の放送は、楽しみにしている視聴者が多いと思います。しかしながら、洋画は常に、吹き替えではありません。何作に
⼀本は、吹き替えで洋画を放送するのも、違った味わいで、視聴者に寄り添った番組になると思います。是⾮、番組
担当で考えてみてください。  NHK には、今後も更に公平な視点での放送を希望しています。ニュースでは、国⺠の声
を街頭で聞く場合が多いですが、いろいろな考えの声が番組で放送されているか、疑問に感じることがあります。私は、
いろいろな考えの声を、NHK のニュース番組で⾒たいです。  NHK は、国⺠が⽀払う受信料で番組が作られていま
す。だからこそ、公平でしっかりした番組を制作して欲しいと思います。それには、特定の芸能プロダクションに依存するこ
とのない番組作りなど、今後取り組んで欲しい課題があると思います。  どうぞ、よろしくお願いします。 

個⼈ NHK 経営計画について 意⾒をします  １．放送法第 4 条を厳守しろ ２．⽇本を敵視する（中国、北朝鮮、
韓国ほか）が発する「ニュースの体裁をとるプロパガンダ」を放送するな、どうしても放送するならば 毎回その直前に「こ
れはニュースではありません、プロパガンダです」と伝えろ ３．反⽇活動をしている者（過去にしていたものを含む）を 
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雇⽤するな ４．海外からのニュースについては、必ず同量の 両論併記をしろ ５．海外での視聴は有料にしろ 
６．NHK の組織を 国営放送の報道機関と、その他に分割し、その他の組織は解体処分しろ ７．外国⼈、帰化
者を NHK から完全に締め出せ 以上 

個⼈ 気候変動の適応・緩和策について、特に緩和策の部分についての番組を増やしてほしいです。  気候変動はこの 3
年にかかっていると⾔ってもいいほど危機的なものになっています。このような時こそ、公共放送の⼒が⼤切だと思いま
す。  ぜひ前向きな検討をお願いしたいです。 

個⼈ 全世界での共通の⽬標である SDGs は今まさに国⺠が関⼼を深め、取り組んでいく課題です。「NHK 経営計画案」
では社会貢献の最後に１⾏記載があるのみで、扱いが⼤変⼩さく不⼗分だと思います。実際にはニュースや特番など
でも良い番組が作られているので、⼀層注⼒することを経営計画に積極的に組み⼊れて下さい。 「持続可能性」「環
境」「気候危機」どの課題にも横断的に関わる「ジェンダー」についてしっかり明記し、より発信していただくよう、また弱者
の意⾒を積極的に聴き取り、番組に活かすことについて検討をお願します。 影響⼒と責任の⼤きな NHK に期待して
います。 

個⼈ 放送波の削減は放送番組の削減につながりますが、⼈気番組は削っても、⺠放では⼿の出しにくい⼈気のない分野
や少数者向け番組は決して削らないでください。 特に教育、教養、福祉分野の削減は無い様にしてください。AM1
波分は E テレ、インターネット等々への移⾏を⾏い、その受け⽫として E テレを 24 時間化してください。 BS 各波の統
合で仮に 4K または 8K 放送のみになった場合、4K8K 放送を⾒ることができない⼈のために BS 放送も NHK プラス
での配信を⾏ってください。 

個⼈ 年⾦⽣活者にとって、受信料がおもにです。 昨年から BS が視聴できずにいたが、テレビがある限り⽀払い義務がある
とかいてありました。それで泣寝⼊りです。貧乏⼈の娯楽はテレビのみ。絞っても絞っても⽂句を⾔うすべのない庶⺠で
すから、⾼給取りの皆さんに嫉妬する毎⽇です。⼥性アナウンサーの服はオーダーメイドで毎回違う服きていいきなもん
だなー。 またこれからの時代、スマホが不可⽋であるのに視聴料をとるつもりとは、ごうつくばりですね。⾼給取りの公家
衆には庶⺠の怨嗟は聞こえないのでしょうね。最後に中国の映像欲しさに中共のプロパガンダのお先棒を担ぐくらいなら
中国映像要らない。 中国の悪いことは放送するなといわれてるんでしょ。相互主義でいこうよ、中国の反⽇ドラマや南
京事件のウソも⽌めさせて頂きたいと思います。 

個⼈ いつもお世話になっております。 まずもって 1 か⽉の受信料が 1000 円を超えるということに驚異してます。 ⺠間他社
が無料で放送してる中、殿様商売をなさっている感があります。 NHK オンデマンドを有料で配信してますが、 受信料
払ってる⼈からさらに徴収する意図が不明です。 同じ内容の番組を配信しているのですから 契約者は無料で⾒れる
べきにすべきではないでしょうか︖ 他の動画配信サービスと⽐べても⾼額、画質も低いです。 地⽅の放送局にいくと椅
⼦から階段の⼿すりまで⽴派な設備で驚きます。 最近受信料を 2~30 円安くしたようですが、 それで市⺠の⽣活が
救われるでしょうか。 テレビで社会的成功者を使ってエールを送る放送⾒ると 「私たち低所得者への厭みか︖」と思っ
てしまいます。 そう思うほど NHK の受信料が⽣活を圧迫してます。 お願いですから受信料を安くしてください。 NHK
の受信料はせめて 1000 円以下にすべきです。 1000 円は私たち低所得市⺠には⼀⽇の⾷費以上に相当する額
です。 理想は⽉ 300 円くらいです。 テレビ所有全世帯から 300 円ずつ徴収すれば ⼗分すぎる資⾦だと思いますが
いかがでしょうか。 市⺠から糧を奪わないでください。 このままでは市⺠も⽴ち上がるを得ません、⽣きるためです。 総
務省も黙ってはいないと思います。 共に⻑く共存するために、今⼀度貧しい市⺠の声を拾い上げてください。 

個⼈ 8k 放送について 今後放送について検討とのこと ８K チューナー内蔵の TV を購⼊しましたがとても残念に思いま
す。旅 ⾳楽 絵画等旅⽂化的な放送内容に期待していました。特にトラムの旅などの番組を楽しんでいます、再放
送流しでもいいですが充実した内容の放送を続けてください。 
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個⼈ 「あまねく伝えるについて」 １．「あまねく」に障害者は含まれているか︖例えば⾃治体の⾸⻑等の会⾒に同席してい
るのに⼿話通訳者が映ってない。字幕も読みやすいとは⾔えない。「⼿話ニュース」を別枠で設けているから⼗分と考え
ているのか︖話すスピードも字幕などのビジュアルも、もし障害者にやさしい放送になっていたら、これから急増する⾼齢
者にもわかりやすい放送になる。実際に障害者に尋ねれば改善はたやすいはずだ。 ２．「あまねく」にネットリテラシー
またはコンピュータリテラシーの低い視聴者は含まれているか︖皆が皆スマホやパソコンを持っているわけではない。それ
なのに困っているひとを救う電話番号を伝える際など１回さらっと読んで「詳しくはホームページで」などと⼿を抜いてい
る。これでは安⼼・安全が担保されていない。そういう存在も意識して伝える努⼒をしてほしい。 ３．「あまねく」に⼦
供は含まれているか︖「チコちゃんに叱られる」が⼈気だそうだが「ボーっと⽣きてんじゃねーよ」などの⾔葉づかいが挑発
的で⼤⼈が楽しむにはかまわないが、⼦供も⾒ることを忘れていないか。⺠放の「●●●●●●●●●」にも賛否両
論あるが、もっと違う⾔葉づかいでもチコちゃんのようなキャラクタは作れたはず。昔と違って⼦供の就寝時刻が遅くなって
おり何時でもアクセス可能で、どの番組も⼦供が⾒るかも知れないという視点が必要だ。 ４．「あまねく」に有⾊⼈種
は含まれているか︖数年前「サタデー（サンデー︖）スポーツ」でアメフトの⼆⼈のトップ選⼿を紹介した。⽩⼈選⼿の
説明の後、⿊⼈選⼿の経歴の最後にひとこと「４代前は奴隷でした」。いっしょに⾒ていた９０才近い家族でさえ「今
なんて⾔った︖」と⽿を疑った。次の週当然お断りがあると思いきや完全にスルー。信じられず抗議のメールを書くと「⼈
種差別と思ってません」との返事。この担当者は⾃分の⿊⼈に対する気持ちに気づいていないし、⽩⼈にとって⾃分も
有⾊⼈種で差別の対象になりうることを知らない。さらに信じがたいのは、他の制作担当者も出演者も何も思わなかっ
たのかという点だ。アメリカ⼈だからか︖現在活躍している●●●●●選⼿や●●●選⼿だったら考えられないだろ
う。ブラックライブズマターだけでなくエニーライフマターズを忘れないでほしい。 ５．「あまねく」に庶⺠は含まれているか︖
最⾼級の⾷材を⼀流のシェフが料理した絶品を出演者が⾷べておいしいと⾆⿎を打つ。⺠放の番組ではない。受信
料で成り⽴っている公共放送の NHK でだ。出演者はギャラをもらって無銭飲⾷。そんな料理など普段到底⼝に⼊ら
ない庶⺠がどう思って⾒ているか︖⼀⽅ NHK のコンテンツを使って関連会社は⼤きな収益が上がっていて NHK から
の社員の受け⽫とか。税⾦同然の受信料を湯⽔のように使う、感覚が⿇痺した社員が NHK グループ内でほんとにコ
スト削減などできるのか︖聞けば⼀般的な会社員の給料の３倍︖４倍︖もっと厳しい社外監査が必要だ。 最後に
「NHK らしさ」とは「スポンサーは国⺠」ということに尽きる。番組制作も受信料の使い⽅にしても、それを⾃覚して改⾰
してほしい。 

個⼈ 「技術⾰新の加速」の項⽬についてのコメント ・新技術を活⽤したサービスの⾼度化・効率化 ・新たな「公共メディア」
としての可能性 意⾒ NHK の技術開発につきまして。  総論 世界の中で研究所を持っている数少ない放送局とし
て、その開発技術が世界のスタンダードになるような開発テーマの設定と研究開発が必要と考えます。 また、他の⽇本
の放送局が実現出来る開発をベースに置くべきかと考えます。  各論 １．８K 放送⽅式の技術開発では、放送以
外の医療分野での貢献等もあり、その点は必要な技術開発でもあると考えます。その意味では放送以外での貢献も
重要であると考えます。 放送⽅式としての８K は将来をどのようにすべきと考えられているのでしょう。 NHK 以外で世
界中の放送局が８K 放送を計画していない中、⺠間放送事業者の参⼊は８K 放送の制作費が⾼いこと及び設備
や運⽤コストなども⾼いことなどから、将来の参⼊の壁は⾮常に⾼いものと考えます。 このことから、８K 放送の将来計
画は、既に課題として挙げられていますが、明確に国⺠に⽰すべきものと考えます。 なお、⼀部、韓国の政府内では、
８K 放送計画もあると発表していますが、果たして、８K 放送を本当にやるのか︖また、やるとしても、アメリカの
ATSC ⽅式採⽤国の韓国がどの⽅式でやるのか︖などの問題もあります。 また、８K 放送の⾳声システムの２２．
２チャンネルは、その⾳声が再⽣できる環境は、NHK 内の特殊な環境のみにしかありませんが、⼀般視聴者が体験
できない２２.２チャンネル⾳声収録を全ての番組ではないと思いますが、⾼いコストをかけて⾏うことについての⾒解
の明⽰が必要と考えます。  ２．アメリカで ATCS３．０の技術募集時、ヨーロッパやアジアなどの放送関係の研究
を⾏っている世界の企業や研究団体からは、次世代の伝送⽅式は時分割伝送⽅式が提案され、その⽅式が採⽤さ
れましたが、NHK だけが従来のセグメントを分けた周波数分割⽅式を提案されました。 ⽇本での８K 放送の技術開
発では、今でも周波数分割⽅式を研究されていますが、海外のスタンダードとの整合性は、どの様に考えられているの
でしょう︖世界標準を⽬指すうえで、伝送⽅式の違いは障害にならないかと懸念致します。  ３．現在も「⽴体テレ
ビ」の開発を⾏われていますが、それは８K 放送の次にくる放送の⾼度化の位置づけでしょうか︖８K 放送でも⺠放
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からしますと採⽤が難しいと考えますが、更に⾼度な⽴体テレビを放送で⾏なう考えなのでしょうか︖             
以上 

個⼈ 国益を守ため、最低限、以下の施策実⾏をお願いします。 1）中国・韓国・北朝鮮のプロパガンダを流さないこと。 
2）「報道しない⾃由」と称する隠蔽⼯作、「印象操作」による歪曲報道をしないこと。 3）純資産が 0 円になるまで
受信料を徴収しないこと。 4）極左活動をしているプロデューサー、ディレクター、キャスターを起⽤しないこと。それらに
よる偏向番組を取りやめること。 5）海外のニュース報道は両論併記すること。 6）海外向け放送を使って、意図的
に⽇本を貶める内容を放送しないこと。 7）放送済コンテンツはすべて国⺠の財産であるから、アーカイブしたコンテン
ツを無料で国⺠に開放すること。 8）国会中継や審議の録画を⼀切、中国共産党に提供しないこと 9）戦後の公
共放送としての役⽬はすでに終了しており、全チャンネルを返還した上、ネット配信にも進出しないこと 

個⼈ 真っ当なことの実現しがたい今の世の中で、その真っ当さを守るべく⽇々努⼒くださっている多くの NHK 職員の皆様に
敬意と感謝の意を表します。新たな計画をお⽴てになるとのこと。その時に当たり、NHK に期待する者の⼀⼈として、
四つの観点から意⾒を述べさせていただきます。  ①「四権分⽴」という観点から 今回のコロナでその脆弱さが露呈した
ように、社会も政治も不安定な時代を私たちは⽣きています。それだけにしっかりとした羅針盤が必要です。メディアに
はその役割を期待します。公共放送としての NHK には「四権分⽴」といったほどの気概をもって、国⺠のサイドに⽴っ
て、事業に当たってほしいと願います。国⺠からお⾦を取って政権よりの放送をする なんぞ許されることではありません。
放送⼈の誇りにかけて、権⼒からの距離を置いた放送を期待します。  公共放送の使命から このところの NHK のゴ
ールデンタイムの番組は、「⺠放化」を⽬指しているのか、と思わせるものが多いと思います。バラエティーは基本「⺠放」
に任せましょう。テレビに対してかつて「⼀億総⽩痴化」を進めるものだとという批判があったと思いますが、現状はまさに
その観あり。⽣きることに困難さを増す時代に私たちは向き合っています。それを⽣き抜くために、私たちは賢くならなけ
ればなりません。その⼀翼を担うことを NHK には期待します。「クローズアップ現代」がゴールデンタイムにあった意味はと
ても⼤きいのです。世界に誇れる番組編成だったのです。「NHK スペシャル」もしかり。このような良質の番組を視聴率
の鎬を削る時間帯に、どんと提⽰するのです。国⺠に思索を促し、⾃分たちの⽣き⽅を考えさせる材料を提⽰するの
です。公共放送でなければできないことを⼤事にしてください。公共放送の責務を⾒失わないでください。伝えるべきこと
を伝えてください。  ③防災⾯から テレビ以上にラジオを愛⽤しています。リスナーに寄り添った番組の多いのが嬉しいで
す。今回、チャンネルを削減するとのこと。反対です。第⼀には第⼀の、第⼆には第⼆の役割というものがあると思いま
す。殊に、国⺠の学びを保障する第⼆を守ってほしいと思います。 更に、災害の国ニッポン。その災害は増加の⼀途を
たどっています。そんな中でラジオの役割は益々重要度を増すと思われます。⼆つの局の継続を願います。 BS に疑義
を感じる⽴場から 近年、興味ある番組があるとそれは「BS〇〇」となっていることが増しています。⼀⽅の地上波といえ
ば、バラエティー三昧(NHK も危うし)。利⽤者に、安く、良いものを提供するのが企業の努⼒するところと思うのですが
残念。現状ほどのテレビチャンネルが必要なのでしょうか。みんなの電波をもっと⼤切に使ってほしいと思います。芸能⼈
の遊び場のような番組を整理して(多くは⺠放に望むことではあるのですが)、庶⺠の為の地上波の充実を望みます。 

個⼈ ＮＨＫの運営は我々国⺠の⾼い受信料で⾏なわれています。その事を踏まえてＮＨＫの職員は⾏動してほしいと思
います。ＮＨＫの放送番組は国内政治報道以外は、⺠放と⽐べて、⾼い品質内容で⾼く評価できます。しかし、国
内政治報道は誰が責任者か知りませんが、朝⽇と同じく⾊が付きすぎです。この責任者は恐らくジャーナリストは、政
権は⾮難すべきであるという底の浅い考えと、⾃分達が国⺠を指導してやるという思い上がった意識で⾏動していま
す。まるでＮＨＫが左翼に乗っ取られている感じです。例えば、夜９時からのニュース番組の●●キャスターはモリカケ
問題の時、安倍⾸相に対し、推定有罪であるかのごとく報道していました。その時以来、１００％信⽤していたＮＨ
Ｋの報道番組は⼀切信⽤しなくなりました。彼とその上の上司の罪は⼤きなものと⾔えるでしょう。また最近の憲法特
集番組も我々国⺠に伝えるべき重要な事実はほんの１〜２分で、後は平和という⽂⾔の扱いで、国⺠を愚弄してい
ます。 ＧＨＱの影響とか、マッカーサーが朝鮮戦争後に⽶国上院委員会で、⽇本は侵略のために戦争をしたのでは
なく、ソ連からの進⾏に防衛する為に⾏なったとか、我々国⺠が知るべき情報を⼀切流していません。国内政治報道
は、放送局にとって１番重要な部⾨です。経営委員会の⼈達は、このようなＮＨＫではいけないという意識で速やか
に⾏動してほしいと思います。まず第⼀に現在の国内政治報道部⾨の責任者達を速やかに更迭すべきです。以上、
ご検討下さる様切に願います。 
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個⼈ BS の統合について。反対します。今の BS1 と BSP を統合すればスポーツ中継などが優先され、良質な紀⾏番組や
⾃然番組などがおざなりになってしまうのではないかと危惧しています。また将来的に BSP の番組を BS4K に移⾏して
いくのかもしれませんが BS4K が経済的な理由などで⾒られない世帯もまだ多くいます。BSP を BS4K に収束させて
いくのは反対します。ご再考を願います。 ラジオの R1、R2 統合について。これも反対します。これはテレビで⾔うなら
総合と E テレを無理やり⼀つのチャンネルに押し込めるような暴挙だと思います。 緻密な取材に基づくニュースやドキュ
メンタリー、偏らない報道、丁寧な作りの⾃然番組…そういったものが「NHK らしさ」だと思っています。それを期待して
います。 

個⼈ 普段から NHK の番組をよく視聴している者として「衛星波・⾳声波の整理・削減」は特に懸念を感じます。⺠業圧迫
との批判がある事は報道等で承知していますが、貴協会の番組の中には国際報道、語学教育、⾳楽の中でも⻄洋
クラシック⾳楽や⺠謡等、伝統芸能など、視聴・聴取率を得にくく⺠放局では殆ど扱われない番組分野もあります。波
数縮減は直接これらの番組、ひいては番組内容の多様性の縮減に繋がると思います。地上 2 波、衛星 4 波のテレ
ビは、必ずしも他国公共放送の例と⽐べて極端に多いとは思いませんが、⺠放からの放送波削減要求に応えるため
やむなく減らすとするなら特別な受信機を必要とする 4K、8K から減らすべきと思います。私は単⾝向け賃貸ワンルー
ムマンション居住で 24 インチより⼤きいテレビは設置不可能なのに対し、現在市販の 4K 対応テレビは最⼩サイズで
も 40 インチで、⼩画⾯だと 4K 対応しても画質向上効果は少なくメーカーが今後開発する公算も低いと思われま
す。また共聴アンテナ設備も古く本年 3 ⽉に停波した⺠放の DLife でも安定視聴できない状況でした。同じ衛星契
約受信料を払っても視聴可能な波数に差が出たら不公平感は⽣じると思います。 また、ラジオについては縮減でなく
むしろ増やすべきと考えています。⺠放ラジオ局の番組内容多様性の低さはテレビより更に低くく、AM 局はトーク番組
や野球中継と歌謡曲、FM 局で流れる⾳楽は国内外のポップス・ロック系楽曲ばかりでクラシック⾳楽などの他分野の
⾳楽に接する機会は殆どありません。海外ではクラシック⾳楽、カントリー⾳楽など専⾨分化した⺠間局もありますが⽇
本にはみられません。英国の公共放送 BBC はデジタル化前ですでに 5 つの全国波と地域ごとに 1 波があり、若者向
け⾳楽、⼤⼈向け⼤衆⾳楽、クラシックを中⼼とした⾳楽、⽂化・討論等、各波が分野に特化して、聴取者の多様
な⽂化ニーズに応えていると思います。こうした役割を⽇本においては貴協会が果たすべきと強く考えます。V-Low 帯
による i-dio が本年 3 ⽉に終了し、ワイド FM 対応受信機の多くが海外 FM 周波数に合わせて 108MHz までカバ
ーしている事、またテレビと⽐べラジオは番組制作費が低廉である事、都市部の鉄筋建物での AM 受信不良等を思
えば、国に働きかけて FM ⾳声放送周波数帯を広げ、波数を増やし多様性を広げるべきと思います。 

個⼈ 政治への忖度をせず、国⺠の安全と安⼼のため、公平で誠実な放送をして欲しい。また、ただ広報するのではなく、国
⺠の側に⽴った客観的な批判精神を持ち、取材し国⺠に知らせて欲しい。海外から⾒た⽇本の状況や、成熟した社
会というものを⽇本⼈に知らせて欲しい。 

個⼈ ⽇本におけるテレビ及びラジオ放送の普及について、研究開発や実験等を重ねここまで成⻑させた苦労や成果につい
ては、⼗分な評価に値します。しかし、公共放送としての NHK としてテレビ等の情報提供はこれでもう充分です。必
要以上の付加価値である４K、８K は全く不要であり、⺠間関連業者に委ねるべきです。  チャンネル数も地デジ１
局、BS１局（難視聴地域対策）及びラジオ１局と簡素合理化すれば、製作費、⼈件費、設備費等、⼤幅に削
減できます。そうすれば、視聴者等との⼀番問題となっているテレビ徴収料も⼤幅に下げることができるのではないでし
ょうか︖  放送内容は、主に国内外のニュース、災害情報、天気予報、スポーツ情報や国・都道府県からのお知らせ
等国⺠に対して必要な公共性のある情報提供で⼗分でありドラマ・歌謡番組などの娯楽性のあるものは不要です。  
または、スクランブル放送を⾏い、試聴した分のみを⽀払う⽅法等も考えても良いのではないでしょうか︖  いずれにし
ても、現代の ICT 社会において、時代遅れの悪法の都合の良い部分を盾に ⾼額な視聴料を無理やり契約させるの
は、暴⼒団のみかじめ料に類似します。  視聴料の契約においても、各家庭への協⼒依頼は、外部委託会社に丸
投げのようでありますが、国⺠の⽣の声を聴くために NHK ⼀般職員ではなく経営者⾃らが直接個別に⾜を使い、改
⾰に反映してもらいたいものです。                                    以上 
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個⼈ お世話になっております。 １．スクランブル化を実施する 経営計画についてご意⾒ということでお送りしております。 現
在、国⺠全員から⾒る⾒ないに関わらず税⾦のように⾦額を徴収しております。 受益者負担の原則よりぜひスクラン
ブル化を実施するように願います。 私は NHK の番組はほとんど⾒ておりませんが、たまに⾒ることがあります。 それはニ
ュースでもなんでもなく、「試してガッテン」だけです。 それを⾒るために受信料をはらっておりますが、今後もよい番組に
は引き続き費⽤をかけるつもりです。 同じ考えの⼈がほとんどだと思います。 どうぞよろしくお願い致します。 ２．報道
を脚⾊しない ⽇本の各地域で発⽣した事件等について正確に報道する。 変な通名等は排除し、正確な報道を実
施してくださるように願います。 また、中国・朝鮮半島についてのニュースについても正確に実施する。かの地の事件で
も、変に配慮して報道しない等はやめて頂きたい。 例えば、武漢で発⽣させたウイルスについてすでに昨年末から兆候
があり、年初には報道されていたにも関わらず報道されておりませんでした。是⾮、正確な報道をしてください。 ３．⺠
営化を実施する 報道についても⺠営化を実施するべきでしょう。 国が実施しておりました事業（例えば、国鉄、郵
便、電話等々）はすべて⺠営化しており、問題はありません。放送についても同様です。ただ、中⽴の報道等仰せの
⽅がたまにおりますが、他の⺠放で問題となる放送を⾏っている放送局はありますでしょうか。また、NHK が偏向した報
道を今後するでしょうか。ならば、⺠営化しても問題ないはずです。 以上どうぞよろしくお願い致します。 

個⼈ ＢＳ番組については、興味深い番組が少ない。視聴料⾦を取っている以上視聴者の希望にあった番組を制作放映
してもらいたい。再放送番組が多く、番組に本気に取り組んでいる意向が⾒られない。普通の企業や、店舗ならお客
のニーズに合わないものは、買われない、売れなければ、倒産するが・・・。⾦をとる以上、国⺠のニーズに必要な番組
つくりを期待する。 

個⼈ 何年か前からテレビのニュース番組を⾒なくなった。切り取った内容ばかりで、真実が捻じ曲げられ、本当に残念だ。ま
た、NHK の考えを押し付けないでほしい。テレビは真実を伝えるだけにしてほしい。どう⾒るかは視聴者の判断と思う。
今のままでは、テレビは必要ない。テレビの役割は終わった。よって、受信料は必要ない。 

個⼈ （１）受信料の３０％カット（肥⼤化防⽌、きれいごとを並べて受信料を維持することに反対） （２）情報公
開（⼦会社も含め、社員の給与⽔準、⼿当、出張費、福利厚⽣の内容・⾦額、番組作成費⽤、なお⾏政・⺠間
企業には情報公開・説明責任を求めていながら不⼗分） （３）放映内容（⺠放テレビの放映内容と同じ娯楽
番組は不要、ドラマなど）（報道を中⼼とすること、政治、経済、外交、安全保障、国際情勢、社会保障、防災、
なお、今は深みが⾜りない）（芸術、⽂化、歴史、教育問題、健康問題、地⽅の課題）（⽇本の将来の課題、
⺠放テレビでは困難なテーマを）  最後に、公共放送の⾃覚を持って欲しい、例えば、政府・地⽅⾃治体の⽅針に
対する意⾒は賛成・反対の意⾒を公平に５０％づつ取り上げること（放送法４条）をお願いしたい。 

個⼈ 政治活動をしたことがある⼈物を番組制作に関わらせない。  公安の監視対象になっている⼈物及び団体に所属も
しくは関わりのある⼈物を番組制作に関わらせない。  公安の監視対象になっている⼈物及び団体に所属もしくはか
かわりのある⼈物が、役員・委員・正規・⾮正規を問わず NHK に所属、もしくは関連企業や団体に所属しているか
調査し、所属が認められた場合はインターネット上にその⼈物の⽒名と所属情報を公開する。  NHK の正規職員は
7 割以上を⼥性にする。  セクハラ⾏為、痴漢⾏為、性犯罪⾏為、性的接待の強要、パワハラ、の実態調査を常に
⾏い、調査⽅法と調査結果をインターネット上に公表する。保管期間は 50 年とし、24 時間世界中から閲覧検索で
きるようにする。  医療⾏為か災害等の救助が必要な場合を除いて、⾝体に触れる⾏為を禁⽌する。  付きまとい
⾏為を禁⽌する。  刑法に触れる⾏為を禁⽌する。  警察の捜査に協⼒し、妨害するような番組作成や放送は⼀
切⾏わない。もしも⾏われた場合は、⾏った⼈物を公表し、解雇及び今後⼀切放送と運営に関わらせない。また、⽇
本国⺠への損害賠償を⾦銭もしくは放送にて、⽇本国⺠が納得するまで⾏う。  番組内容が政治的もしくは歴史的
表現や内容を含む場合いは必ず両論併記する。  外国のプロパガンダを放送する場合は、その旨が分かるテロップを
常に表⽰させ、番組の最初と途中と最後に⾳声でも、注意事項として⾳声付きの注釈をつける。  災害情報、気象
情報、政⾒放送、国会中継、ニュース番組以外の放送は、他部⾨として別チャンネルへ切り離し、社屋も別にする。  
災害情報、気象情報、政⾒放送、国会中継、ニュース番組の放送は国庫から⽀給される分の予算で⾏う。  災害
情報、気象情報、政⾒放送、国会中継、ニュース番組以外の放送は、スクランブル放送を⾏い、解約できるようにす
る。根拠法を設置もしくは現⾏法の改正をするよう働きかける。  公共放送なので、⽇本国⺠に対して、過去の放送
の著作権の権利を放棄する。  純資産が 0 円になるまで、役員と委員は退職⾦を含めるすべての報酬を受け取らな
い。  純資産が 0 円になるまで、受信料を聴取しない。  外国の主張やプロパガンダをそのまま放送した場合、出演
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者をはじめとする番組関係者と決済責任者及び決済責任者を任命した役員と委員は、報酬を受け取らない。また、
国⺠に対し訂正とお詫びを周知する放送を地上波と衛星放送とラジオ放送とインターネット放送にて、それぞれ問題と
なった番組時間の 3 倍以上の時間をかけて放送する。保存期間を 100 年として、世界中 24 時間いつでも検索閲
覧できるようにする。 

個⼈ ⺠放の批判によってチャンネル数を減らすのはおかしいと思います。NHK は公共放送で⺠放とは違います。BS 1 はメ
ジャーリーグ、BS1 スペシャルなど⼼打つ番組です。 BSP は世界ふれあい街歩き、新⽇本⾵⼟記、ニッポン印象派、
ザプレミアムなど凄いです。BS4K はまだ番組数が少ないですが素晴らしくこれから充実していくと思います。 BS は素
晴らしい番組で感動していますし、NHK にしかできないと思いまのでチャンネル数を減らさないでください。私はほとんど
NHK しかみませんし、料⾦が上がってもかまいません。 ⺠放はもっと考え努⼒すべきだと思います。 

個⼈ 事業⽀出について ⻑期的な減収トレンドにあっても、「ＮＨＫらしさ」を追求し、コ ンテンツ投資を充実させ、視聴者・
国⺠のみなさまの求める多様 性・質の⾼さを実現するための⽀出を⾏う。 の部分、 公共放送を追求し⽇頃は 7 時
から 10 時までと 11 時から 13 時まで 午後５時から午後 10 時までの時間帯のみ放送を⾏い 緊急時においての
み 24 時間放送をすることにより ⽀出を最⼤限減らし、国⺠から徴収する⾦額を最低限にする BS においてのみスク
ランブル放送を⾏い契約制とする と改めていただきたい。 

個⼈ NHK は、戦後 GHQ による WGIP の影響を現在も尚、継続している放送局であることについて、経営幹部諸⽒には
深く反省を問いたいと考えます。現在でも未だに NHK 特集等で⽇本の戦争に対する反省を促す内容の番組を制作
しており、●●●●プロデューサー等⽇本を貶めたい勢⼒が多く番組制作に携わっていることは、国⺠の信⽤は得られ
ない。また、早急に反⽇勢⼒である新華社通信の⽀局を早急に排除することを希望する。 

個⼈ 私の家では地上波のみの契約なので BS は BS１のみ残すのが妥当だと思います。何故 BS を契約していないかとい
うと⾒たい番組が存在しないからです。再放送も多く、特に⾼精細画質ＢＳ４Ｋ、８Ｋなんて 誰が望んでみたいと
思うのでしょうか︖お⾦の無駄遣いだなと感じています。普通の放送で⼗分画質は満⾜しているので、４Ｋ、８Ｋな
んて必要ありません。  ただＢＳ・地上波（⽉額２２３０円）と地上波（同１２６０円）に分かれている契約を
⼀本化した上で、割安となる「総合受信料」というのは、地上波契約のみの私からすると⾮常に⼼配です。ただでさえ
不要だと思っている BS の料⾦を地上波のみの契約の私が、事実上⽀払うことになるであろうこの総合受信料は地上
波のみの契約の⽅に対しての値上げであると考え、決して納得できるものではありません。  ＢＳ・地上波と地上波の
契約は⼀本化せず現⾏ののまま分けるべきで地上波契約のみの契約者だけが不利益を被ってはいけないと考えま
す。ＢＳ・地上波契約者に対して値下げするのであれば地上波契約者 に対しても同じ割合で値下げするのが道理
であるはずです。  ラジオは、AM を減らし、ＦＭと同様に１波にするそうですが、私は NHK 第⼆放送には⾮常にお
世話になっています。それは語学番組があるからです。AM を 1 波にするならこの語学番組はどうなるのでしょうか︖ 早
朝に放送される語学番組は聞けない私にとって再放送が主な聴取⽅法ですので再放送が減ってしまっても困る。テレ
ビにはない優れた内容の番組が第⼆放送には多くあるので⼼配です。テレビの内容には納得 していませんが、ラジオが
あるから納得して受信料を⽀払っている⾯もあるので、語学番組の内容が改悪させるとなると不満が溜まります。NHK
語学のホームページも年々内容が縮⼩されてきて不便だなと感じてはいましたが、語学放送⾃体減らすことにははっき
り反対したいと思います。 

個⼈ 「新しい NHK らしさの追求」をする前に、放送法第 4 条違反を是正して下さい。偏向報道が⽬に余ります。事実を
客観的に伝える、報道機関の基本に戻ってください。NHK 社員は放送法を知らないのでしょうか︖法律違反ですよ。
⾃浄努⼒を期待します。 

個⼈ 「NHK の役割について」  『すべての⼈に「安全・安⼼」と「正確、良質で多様なコンテンツ」を届け、信頼される「情報
の社会的基盤」としての役割を果たし続けること』  とされていますが、全ての国⺠に信頼されるためにできる限り情報の
開⽰をお願いします。様々な⽅から寄せられた NHK 経営計画へのの意⾒を全て⼀般公開してください。 

個⼈ 番組内容について バラエティ、歌などの娯楽番組は⽌めるべき。 地⽅局について 放送している内容が⺠放と変わら
ないので、地⽅局は不要。 受信料について 経営のスリム化、番組をニュース（災害など）のみに限定、職員削減、
年収削減し受信料を引き下げる。 
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個⼈ NHK はかっきり内容が薄い。 視聴料をとっておきながらあまりにも偏⾒と独断がありすぎる。 今回もキャッチフレーズは
⼤変良いが実⾏できるか⼤いに疑問である。 この際 NHK が改⾰に⼤きく踏み切ってほしいのであえて⽇頃考えてい
ることを述べたい。  １ 娯楽番組が多すぎる。視聴率を重視過ぎか。⺠放と同じことをしようとしている。   ⽇本⼈
を歌や笑いで総娯楽化する必要はない。視聴率は下がっても後世に残る良い番組を作ってほしい。⺠放とは違い、既
に国⺠から料⾦をとっているではないか。例えば⼗分検証ができた歴史番組。環境問題、経済、世界の動向など。こ
れに関する良い特集番組もあるが。そうでなかったら、⾒た分だけの料⾦を払うシステムにしてほしいものだ。当⽅の実
情では TV を⾒たうちの半分も NHK を⾒ていない。   ⺠放と相談する必要はないが⺠放はどんな番組を作ってい
るかわかるはずで、⺠放ではできない番組は作ってほしい。視聴率などを気にして低俗化は⽌めてほしい。  ２ 英語
など語学放送に⼒を⼊れているのは良いことだと思う。   しかし、細かくみると喜んでばかりもいられない。例えば英語
ニュースも「ニュースで英語術」では英語のストリーミングを勝⼿になくしている。英語で⼤事な聞き取りを奪っている。よく
調べると「らじるらじる」にあるが⽂章のある英語術では⾳声が聴けない。前のように１ケ所で完結できたのに、⾯倒な
ことに聞けたければ「らじるらじる」で聞けというのか。利⽤者を無視した NHK の⼀⽅的な官僚的なやり⽅には納得で
きない。腹ただしい。ストリーミングは即刻元に戻してほしい。 説明をみるとストリーミングは CD があると。冗談じゃな
い。⾼い視聴料をとっておきながら更にお⾦を払えというのか。⼤学⼊試でもヒアリングが重視されているのに時代逆⾏
も甚だしい。誰のための NHK か︖ いろいろ考えると NHK は国⺠のためというより⾃分達のことしか考えていない。他
のことについても⾔えることだが、この体質は簡単にはなおらないかもしれない。内部からは無理なので強⼒な第３者が
加わる必要がある。  ３ 政府に気を使いすぎる。予算獲得が怖いのだろう。   ニュース番組は内容の濃いまず⺠
放例えば「報道ステーション」などを⾒てから NHK を⾒ることにしている。同じ内容なら NHK を早送りして⾶ばす。なぜ
なら NHK は内容が薄い。時間の無駄だ。それに政府に気を使っているのか内容の無い⾸相を多く画像にすることが
多い。⾒ていられない。これは⽌めてほしい。⺠放はコマーシャルを⼊れている分放送時間が少なくなるので短い時間
に視聴者に訴えるのに真剣だ。外部から呼ぶ解説者の質も違う。NHK は政府に気を使いすぎている。そういう意味で
⺠放の番組を研究してほしい。  ４ ⼈の使い⽅については、例えば実⼒のある●●●などをどうでも良い昼の番組に
ださせて⾼級取の使い⽅がもったいない。使い⽅が判らないなら外にだしたら良い。昼の番組で能⼒のある●●●を⾒
ると吐き気がする。NHK を出ても活躍している⼈が沢⼭いる。 例えば●●●、●●●●、●●●、●●●●各⽒
など数えたらもっといるはずだ。 広い⽬でみると放出されてこそ世の中に役⽴っている。NHK は狭⼼で守るのではなく広
⼼で彼らを放出すべきである。  ５ ⾒逃がした番組を⾒れるということで NHK プラスに登録しているが、希望する番
組がないので利⽤はやめた。何故、語学番組をいれないのか。再考してほしい。                       
以上 

個⼈ ●●●●を出し、安倍総理の意⾒を代弁するような⼤本営発表を繰り返した NHK は公共放送としての矜持を失っ
ている。 テレビを持つ⼀般市⺠から強制的に受信料を徴収しているからには、⺠主的な組織を維持し、政権の代弁
者でなく国⺠の代弁者として働くべきである。早急な組織体質の改善と、独⽴⾃尊の誇り⾼い公共放送として存⽴す
ることを願う次第である。 

個⼈ 私は、仕事をしながら⼦供を育てているものです。 昨今の気候危機についてもっと詳しく知りたいです。私たちはこれま
でなにをしてきて、これからなにをすべきなのか、きちんと頭で理解し、⾏動するために、NHK さんで特集を組んでいただ
きたいです。 何⼗年後（そう遠くない未来）には、南極にしか住めなくなるなどと⾔われたり、異常気象は温暖化が
原因と⾔われたり、私たちを取り巻く環境は、急速に変わっていっている気がします。 このままのライフスタイルを続けて
いけば、確実に⾃分の⼦供や孫に恐ろしいツケを回しているような気がしてなりません。⼈間がこのままの⽣活をし続け
ていけば、悪い環境に適応できる⽣物しか⽣き残らず、⽣物多様性はどんどん失われてしまいます。コロナウィルスも、そ
の⼀つの結果なのだと思います。ぜひ、気候危機について取り上げてください。今、少しずつですがアクションを起こす⼈
たちが増えています。若い⼈たちがムーブメントを牽引してくれています。もっとたくさんの⼈に正しい知識を広めて、ムー
ブメントを⼤きくして⾏ってください。よろしくお願いいたします。 

個⼈ ニュースなど公平を⽋く場⾯が多々⾒られる。中⽴で正しい報道をして欲しい。 また、新型コロナに関してもあまりにも
恐怖⼼を煽る番組が多い、それからと⾔うもの怖くて NHK をほとんど⾒なくなりました。なんならテレビを無くしたいと思う
程になりました。 
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個⼈ 受信料を 0 円にしてください 放送法に準じた放送をし、視聴者に誤解を与えたり、恐怖を煽らないでください  アンケ
ートに個⼈情報は必要ないと思います。 

個⼈ 神奈川県在住の主婦です。 いつも放送をありがとうございます。好きな番組がたくさんで、家族みんなで拝⾒していま
す。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送と
して、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な
⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組
編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはな
らない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の
⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指
定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得
ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下
さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかど
うかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていない
かもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。そ
れを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお
願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状
況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ・気候変動について ・プラスチックゴミの問題について ・畜産業が地球温暖化に与える影響について  この 3 点につい
て報道をお願いします。 気候変動を⾷い⽌めるために残された時間はあと僅かです。1 ⼈の 100 歩より 100 ⼈の 1
歩が必要です。私も発信をし続けていますがもっと影響⼒のある NHK さんのお⼒をお借りしたいです。 

個⼈ ⾳声波の 2 波への整理・削減について  ⾳声波の整理・削減に反対します。 現在、 ラジオ第⼀放送ではニュース・
演芸などいろいろな番組を総合的に⾏われています。 また、ラジオ第⼆放送では語学講座など中⼼に放送されていま
す。 さらに FM 放送ではクラシック・歌謡曲など⾳楽を中⼼に放送されています。  語学講座やクラシック⾳楽など公
共放送でなければ聞くことができないものが多く、2 波へ削減された場合聴取者に不利益であるだけでなく、国⺠の⽂
化レベルの低下が懸念されます。 また災害時の情報⼊⼿など⾝近なメディアとしてラジオ第⼀放送も重要です。 以
上のように⺠間放送では⾏われていないものが多く、公共放送でなければできない番組ではないでしょうか。 これらのこ
とから現在の⾳声波 3 波を維持すべきと考えます。 
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個⼈ このような意⾒を送らせていただける場があることに感謝します。私は、⼤学⽣で環境問題について勉強しています。今
回、意⾒を送らせていただいた理由の⼀つとして、情報を伝えるはずのメディアが私にとって凄くストレスに感じることがあ
るからです。私たちがもっと⽬を向けなければいけないことを報道しないようなメディアは意味がないと思います。⽇本のメ
ディアはもっと環境問題を啓発するべきだと思います。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有
されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、
「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐
で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈が
この問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関
わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、
憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多く
の⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機
関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。
そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私た
ちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。 
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個⼈ NHK 様 いつもありがとうございます。 36 歳の主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  埼⽟県に在住の 2 ⼈の息⼦を持つ⺟です。  私は、動物の権利
と環境問題、健康の為に 動物を⾷べない選択をしています。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点か
ら今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 

個⼈ 私は 2 ⼈の⼦供を持つ⺟親です。 ⼦供達の未来を守るために、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  
貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例
は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更な
る頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き
物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均
気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変
動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるた
めには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量を
ゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私
たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不
⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くた
めには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなり
ません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメ
ディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公
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平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全
役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。 
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個⼈ 「５つのキーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策について」  都内の⼤⼿銀⾏において、サステナビリティを統括
するチーフ・サステナビリティ・オフィサーの職に就く者です。最近、在宅勤務でオンディマンドを含め NHK の番組を⾒る
機会が増え、クオリティの⾼さには今更ながら感じ⼊っている次第です。  ただ、その⼀⽅、サステナビリティの視点が⾜
りないことが気になります。ポストコロナ下の欧⽶では Build Back Better（より良い復興）がスローガンとなり、サス
テナブル社会が SDGs などで再定義され、欧州のグリーンリカバリー政策のように莫⼤な資⾦が投⼊されつつあります。
NHK の場合、例えば「ダーウィンが来た」は素晴らしい番組ですが、⽣き物讃歌に⽌まっており、新型コロナの原因とも
される⽣物多様性問題のようなより⾼次元なテーマに到達するまで、あと半歩が⾜りない印象があります。  今や⼤
⼿企業のなかにサステナビリティ（SDGs や ESG）を事業戦略に据えていないところはありません。NHK の５つのキ
ーフレームにサステナビリティの要素を取り込み、経営戦略として発展させていくべきだと強く思いましたので、意⾒を提
出させていただきました。 

個⼈ 静岡県に住んでいる会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ こんにちは、東京都在住の者です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。    貴社の 5 つのキーフレームに
あるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質
な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関とし
て不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や
働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の
堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私
たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機、温暖化について頻回な報道を希望します。 これだけ暑く、災害も多いのに、なぜ事実は伝えるのに、その
原因である温暖化(⼈間による⼆酸化炭素排出)については報道されないのでしょうか。また、温暖化について触れて
も、⾞に乗らない、節電をする。など、私たちができることについてまで報道してくれないのでしょうか︖ 私たち 30 代です
ら、このままでは寿命を全うすることが難しいとまで⾔われているのに、なぜそんな⼤切なことが報道されず、コロナなど⽬
先のことばかりなのでしょう。   昔はこんなに暑くなかった。やっぱりクーラーの室外機が増えたからかなぁ。と⾔っている⼈
がいました。⽇本⼈の知識はこんなものです。 この危機を危機として全く捉えられていません。 コロナのように、この温
暖化についても危機として捉えることが重要だと思います。それにはメディアの⼒が必要です。 ⺠放は、スポンサーのこと
もあり、気候危機を隠そうとします。なので、NHK さんしかいないのです。 私は⼦どもの未来を守りたいです。 このまま
では数年以内に⾷糧不⾜や災害でずっと苦しむことになります。 早く危機を皆んなに知らせてください。 
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個⼈ 東京都に住む東京都の 30 代会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフ
レームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れ
ていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいとこ
ろですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの
問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状
況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドラ
イン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで
良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本
法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 岡⼭県倉敷市在住の 2 歳になる娘の⺟親です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
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とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⼈事制度改⾰が投資施策の５番⽬で全投資額の８％が少なすぎる。  放送技術への投資も必要だが、NHK に
今⼀番求められているのは、⾃由と⺠主主義を 標榜する⽇本国にある公平なメディアになる事である。コロナウィルス
への報道のように「PCR 陽性判定者」を「感染者」と報じたり、重症者数でなく感染者数を伝えるといった、⼿段を選
ばず視聴率を取るために視聴者への恐怖を煽る報道を避ける事。科学⽂化部で論⽂を読んで理解できる⼈材、科
学的な視点でニュース原稿を作れる⼈材を育成する施策が必要と考えます。  ⺠放と異なり、⾼品質の報道を提供
してほしい。そうでなければ、受信料を払う価値を感じられません。  また、慰安婦、徴⽤⼯、南京⼤虐殺、靖国問
題、地球温暖化、プラスティックゴミ等、他国のプロパガンダを鵜呑みにした報道も⽬に余ります。  ⾃国の発展を考慮
した正しい報道を実現するために必要な投資を⾏ってください。 とにもかくにも⼈財育成をお願いします。それを実現で
きない社員の給与は下げてください。ただでさえ、⾼給取りが多すぎるので。 

個⼈ こんにちは︕7 歳と 5 歳の男の⼦を持つ⺟です。⼦供達の未来を左右する気候変動の問題についてとても不安を抱
いております。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観
点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  
先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
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⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 宮崎県の主婦です。地球の⾃然とそこに暮らす⽣き物達の未来を守るため、世界の⼦供達の未来を守るために気候
変動の情報発信を積極的にして頂きたいです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキ
ーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 愛知県に住む、27 歳の会社員です。 下記に、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキ
ーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体におけ
る 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ こんばんは。 私は佐賀県に住む 23 歳の社会⼈です。 私達若い世代や、これから⽣まれてくる命の未来を奪わない
為に、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川に住む⼤学⽣の松本ひかりです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



224 

 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 私は亡くなった海⿃のお腹の中から⼤量のプラスチックが出てきた映
像を観たことがきっかけで環境問題に興味をもった社会⼈です。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点
から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 
先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的
に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書に
おいては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ ２０２０年５⽉２５⽇の「ジョージ・フロイド⽒の死」に関する放送に対し、ジョセフ・ヤング駐⽇臨時代理⼤使は、
ＮＨＫ制作のアニメ動画について「侮辱的で無神経」との⾒解を表明し、ＮＨＫは謝罪した。ＮＨＫ会⻑と役員
は、課題「ＮＨＫ経営計画＝⿊⼈差別を⽌める」に取り組むべき。  ＮＨＫの⿊⼈差別の⼀例。ETV 特集「疾⾛
する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」、「私のこだわり⼈物伝」で取り扱っているジャズ界の⼤御所、
⿊⼈のジョージ・フロイドの誕⽣⽇が番組内でみっともないほどに間違っている。⼈物伝を作成するのだから、取り上げる
ジョージ・フロイドの誕⽣⽇くらい、制作段階で調べないのだろうか︖Wikipedia でも初めから「５⽉２６⽇（履歴表
⽰の最古のページ）」として記されているし、「５⽉２５⽇」は有名な間違い。ＮＨＫに苦情しても⼀切、回答なし。
マイルス・デイビスは⿊⼈の英雄、モハメド・アリも、マイルスの⾔動や⾏動に影響を受けていた。  この番組を担当した、
ディレクター●●●●と制作統括の●●●●●は、反省も訂正もする気がなく、ＮＨＫという⼤屋敷に巣⾷うネズミ
のよう。「私のこだわり⼈物伝」テキストも間違いだらけ。例えば、１２８ページの後に挿⼊された写真で「７５年に来
⽇したときのステージ」と書かれているが、これはまぎれもなく１９７３年来⽇公演の写真。  もっと驚いたのは、ETV
特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」が、放送批評懇談会で第４５回ギャラクシー賞
奨励賞を受賞していること。指摘されて賞を取り消されるのが、そんなにＮＨＫは悔しいのだろうか︖それとも、⼈物伝
で取り上げる⼈物の正確な誕⽣⽇すら調べられないＮＨＫ教養番組に価値があるとでも思っているのだろうか︖  １
９８３年出版の「マイルス・デイビス 誰も知らなかった帝王の素顔（講談社）」では、●●●●に「世間じゃ私の誕
⽣⽇を今だに５⽉２５⽇と書いているようだが、５⽉２６⽇が正しいのさ。もう４０回も訂正してるのに」と述べてい
る。４０回訂正しても理解しないのがＮＨＫである。私も２０回以上、ＮＨＫに苦情しているが⾳沙汰なしで、返
信らしきものが来たのは●●⽒からの意味不明の罵詈雑⾔ブログ。
http://web.archive.org/web/20160626020251/http://www.kikuchinaruyoshi.net/n-k-blog/ 
明らかにＮＨＫ局員の●●と●●が関与した嫌がらせ（苦情の⼿紙をそのまま転送したはず）。マイルスのために、
４０回以上苦情するつもり。  ＮＨＫは、ギャラクシー賞奨励賞の⾃主的な取り下げをし、会⾒を開き、●●●●
（「ネーミングバラエティー ⽇本⼈のおなまえっ!」も担当）と親しい学歴詐称講師の経歴を調べ「●●●では●●⼤
学中退と放送しましたが、ＮＨＫが調べたところ、⼀浪して●●⼤学中退でした。●●●●⼤学からも⽋陥講義の
指摘で教壇追放されていました。⼈物伝で誕⽣⽇を間違えるという⼤きな誤りを訂正し、ギャラクシー賞奨励賞の取り
下げを申し出て、謹んでお詫びします。」と放送とホームページで清く謝罪すべき。 ＮＨＫ前⽥晃伸会⻑と役員にも、
ＮＨＫ局員の●●●●と●●●●●の杜撰極まる仕事振りを知ってもらい、懲戒処分が必要。ＮＨＫへの抗議
動画 https://youtu.be/o60DqYsRyK4 （まだ限定公開設定）。  マイルス・デイビス公式団体にＮＨＫの
⿊⼈差別を通達済み。同時に提供した「⼭本寛斎のジャケット」の写真は代表の公式 Twitter 
https://twitter.com/NefofMiles/status/1296286393530904576 にあり（写真の右下に⻩⾊の⽂字
で●●●●●●●●●●●●●●●）。早く懲戒処分の対処しないと●●●●●●●●●●●●●●●から
訴えられますし、全世界に配信されるＳＮＳ（英語）での公開質問状がＮＨＫ会⻑宛に届きます。ＮＨＫ前⽥
晃伸会⻑に必ず「美空ひばりの誕⽣⽇を教育番組で間違えていたら訂正しますよね︖⿊⼈差別を⽌めましょう。●
●●●と●●●●●には懲戒処分が必要。」とお伝え下さい。  マイルス・デイビスの誕⽣⽇を５⽉２５⽇とＮＨＫ
のように間違えることは「侮辱的で無神経」な⼈種差別。受け取りメールが来るまで何度も送ります（４０回以
上）。マイルス・デイビスが⽣まれたのは５⽉２６⽇。ジョージ・フロイド⽒の死は５⽉２５⽇。  ●●の学歴詐称は
＞https://www.youtube.com/watch?v=w24Siy-VHdg  ●●●●●●と●●●は追放済み。 
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個⼈ いつもありがとうございます。 東京都在住の主婦、⼀児の⺟です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 
貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例
は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更な
る頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き
物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均
気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変
動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるた
めには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量を
ゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私
たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不
⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くた
めには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなり
ません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメデ
ィアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動の危機、⼈間活動による動物たちの⽣命危機、⾃然環境破壊、プラスチックゴミの問題、⾃然環境に配慮
した⽣活などについての報道をもっともっと報道してください。よろしくお願いいたします。 
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個⼈ NHK 様   こんにちは。 私は京都市在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  気候変
動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事
例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更
なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣
き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平
均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候
変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑え
るためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出
量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導
くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくては
なりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださる
メディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。   ●●●● 

個⼈ もっと「地球温暖化」についてや「気候変動」についてなど、深刻化している環境問題について取り上げて頂きたいで
す。 今世の中が変わっていかない限り、明るい未来はありません。 私たちと、私たちの⼦孫が⽣きていく世界を安全で
美しいものにしたいと願っています。 どうか宜しくお願い致します。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
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保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⼤阪に住む⼥⼦⼤⽣です。 私は環境問題に⼤変興味があり、特に異常気象が続く中で気候変動に関する問題が
とても深刻であると⼤学の講義で学びました。しかし、テレビであまりこのような話題が深く取り上げられていないことに疑
問を抱き、私たちに関わる⼤切な問題であるのになぜテレビでは報道されないのか︖反対にテレビでこういった⾮常事
態が伝えられなくてはテレビは⼀体何の為に存在するのか︖と不思議で仕⽅がありませんでした。そこで今回、NHK さ
んの NHK 経営計画を知り、是⾮とも『気候変動に関する問題』を取り上げて頂ければと思い回答させて頂きました。
この報道が実現すれば、どれほど今の現状が深刻であるということが多くの⼈に伝えることができると考えます。そして今
後の取り組みが改善される第⼀歩に繋がると思います︕︕︕私たち全世界に関わる問題をすぐに取り上げることが、
テレビではないでしょうか。そして、正しい情報発信の仕⽅ではないでしょうか。NHK さんがそれを実現して頂けること
を、⼼から期待と願いを込めたいと思います。 どうかよろしくお願い致します。 

個⼈ NHK さんの番組はニュースからバラエティまでいつも観させていただいています。報道される内容について意⾒なのです
が、気候変動及び環境問題に関するニュースやそれらを取り上げた番組などもっと放送していただきたいと思いました。
今、地球規模での環境問題が深刻になり⽇本でも豪⾬災害が各地で起こり多くの犠牲者が出ています。⾊々な放
送局のニュースを観ていますが、やはりどこも同じ時間帯に同じような内容、主に国内政治だとか芸能⼈のゴシップだと
か、が⾒受けられるような気がします。今地球規模で起きている問題を蔑ろにしてあまり報道していないような気がしま
す。しかし、気候変動は⼤きな問題であり、今対処しないと今後の⾃然災害の被害の悪化に繋がり、絶滅に瀕した
動物だけでなく私たち⼈間の⽣活も危険にさらされてしまいます。NHK さんのニュースや番組で気候変動について放
送する機会を増やしていただき、視聴者の⽅々に正しい知識と今起こっている重要な問題が伝わるようになってほしい
と⼼から願います。地域に関係なく視聴することができ⼤きな影響⼒を持つ NHK さんだからこそできることなのではない
かと思います。拙い⽂章で⼤変恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いします。 

個⼈ 『気候危機・地球温暖化について』 海外ではかなりこの⼤問題について報道されているし、⼦供たちも学校で環境教
育を受けているようですが、⽇本ではまったくというレベルで報道も教育もされていないようにお⾒受けします。 このままで
良いのでしょうか︖ 私は海外と⽇本の情報の差に、不安と恐怖をおぼえます。  是⾮ NHK には公共放送としての役
割を果たしていただきたいです。 この声が届いて欲しいと切に願います。 未来に繋げてください。 
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個⼈ 気候変動について︕報道してください︕ 私は東京都在住、会社員です。 世界では気候変動についての報道は毎
⽇のように取り上げられているのに、⽇本ではまだまだ気候変動については取り上げられていません。最近コンビニのビニ
ール袋有料化になりましたが、あまりにも世界から取り残されています。便利が便利を⽣み、近い未来の為の物資さえ
もなくなっています。そして買っては捨て、ビニール袋だけでは全然間に合いません情報が古すぎます。ビニール袋だけが
⾃然を破壊しているだけではないと報道して欲しいです。 環境汚染は畜産業からもきています。これは世界中の科学
者たちが訴えています。 ⽇本は、台⾵など気候の話しをするけど、根本的などうしてこういった事が起きるのか、解決⽅
法が報道されなさすぎです。コロナのニュースもそうですが、⼈間たちが触れてはいけない⾃然界にまで物資を作る為
に、⾦稼ぎのために、多くの森林伐採、森林⽕災を⾃らやっている。アマゾン森林⽕災がいい例です。 今世界中の国
では動物の⾁やミルクをとることは、環境汚染にも、⼈間の体にも危険を及ぼしているという報道を多くしています。イギ
リスやカナダではここ最近、⾷事の⾒直しで動物の⾁やミルクはよくないと正式的に変えていっています。畜産業からでる
糞や尿が海に流れ珊瑚礁なども死んでいます。もちろん海中動物たちの多くは、ビニール袋やプラスチックをエサだと思
い、窒息死しています。⾃然界も⼈間界も繋がっているといことがだんだん私達も⾝近に感じれるようになってると思い
ます。森林も⼀定の⼆酸化炭素しか吸収できません。オーバーすると逆に⼆酸化炭素を放出します。そして、最近で
は⼤⾬洪⽔、台⾵の量がふえ、被害が確実に多くなっています。そういうところにまた⽀援がいき、経済的にも全て落ち
ています。2030 年にはほぼ確定で野⽣動物は全ていなくなると⾔われています。地球上に住む野⽣動物は今はたっ
たの４％、畜産動物は６０パーセント、⼈間は３６パーセントと⾔われています。これを知ってもまだ気候危機ではな
いと思いますか??私は今２８歳です。⾃分のめいっこは４歳。彼⼥たちが私と同じ年になる頃には、このままでいくと多
くの⼟地砂漠化し多くの国では内戦がおき、⾷を奪い合い、彼⼥たちには未来が⾒えないでしょう。そして、どうしてこん
なにひどくなるまで放置したのかと⾔われるときがきます。そんな悲しい思いさせたくないです。なのでこの⽂を送ろうと決め
ました。これを読んでいる⽅にも⼤事に思う⼈がいると思います。これをきっかけに⼀緒に危機を乗り越えていきたいで
す!!ぜひ、気候変動のお話を取り上げてください!!!よかったら環境活動家の●●●●●●さんという⽅を調べていただ
ければ、もっとより多くの情報が得れます︕ぜひ、未来の希望の⼦供たちの為にこういった内容を取り上げていきません
か︕ 

個⼈ 気候危機、地球温暖化についての現状を報道していただきたいです。なぜなら、⽇本ではまだまだ国が経済優先で温
暖化についての真実を国⺠に知らせようとしないからです。このままでは今の⼦供達が⼤⼈になった未来の地球は暮ら
すのにとても困難で世界中で飢餓や⼟地や⾷料を巡る争いが起こると世界中の研究者が集まった研究チームからの
発表もあるようです。いまでも⼤規模な豪⾬災害や酷暑が毎年のように⽇本を襲っていますが、世界中でも森林⽕災
や洪⽔災害などで⼈が到底住める状態ではなくなってしまったような災害があとを絶たない状況です。気候危機、地球
温暖化は今既にも確実に起こっている問題です。 今からでも何か対策を始めないとパリ協定で定められた『地球の平
均気温の上昇を 1.5℃以内におさえる』という努⼒⽬標がありますが、1.5℃に達してしまうまで直ぐの 1.39℃まで上
昇したと報道もあり、これは想像以上に早い上昇スピードだと⾔われています。⽇本はパリ協定にも参加しているので
温暖化が危機迫っていることを知らない筈がありませんが、国⺠にきちんと伝えていません。そのため、報道の役割は極
めて重要だと感じます。『気候危機で何が起こっていて、何故起こっているのか』真実をらない国⺠がまだほとんどなので
知ることから対策が始まると感じます。『何故起こっているのか』が分かれば対処⽅法もわかるからです。ヨーロッパ諸国
を中⼼に再⽣可能エネルギーがどんどん普及されていますが⽇本などの先進国が経済優先の⽅針のため、まだまだ⾜
を引っ張り、遅れをとっている状態です。気候危機、地球温暖化の原因は私たち⼈間にあります。畜産動物の増えす
ぎ(⾁⾷べ過ぎ)による過度な森林破壊、ゴミの出しすぎ問題など⽬先の利益、便利さを環境破壊を無視して追及
し、強欲になりすぎた私たち⼀⼈⼀⼈の⼈間がまねいた結果なのです。国がそれを伝えない限り、何か他の⽅法で知
らせなければ、解決できるかもしれない問題も解決できません。私たちには地球しかないというのに、経済を優先してい
ていいのでしょうか。経済を回すために⼈は⽣きているのではないし、経済だけが暮らしを豊かにする⽅法ではないと感
じます。何よりも欲とお⾦に⽀配された世の中の仕組みが招いた結果とも⾔える地球温暖化なので、経済やお⾦のあ
り⽅を考え直す機会にもなるかもしれません。経済発展だけが⼈間の進化ではなく、気候危機、地球温暖化という危
機を乗りこえ、順応する。搾取するのではなく、⾃然と共存することができたならそれこそ⼈類の新しい進化と⾔えるので
はないかと感じます。どうか本当に必要なことを真実を伝えてください。お願いします。 
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個⼈ スクランブル放送化か分割⺠営化の２択で  ⽇本の公共放送の要件を満たさない放送しかしないのに 強制で受信
料取るのはおかしい。  その上中国向けは無料とかあり得ない。  もう⾒たくないし⽇本を汚したり貶める放送しかしな
いのであれば不要。 

個⼈ これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 安全・安⼼を⽀えるについて⼀筆啓上します。 「困った時には NHK を⾒よう」と⾔ったフレーズが 成り⽴つようにしても
らいたいです。  地震等の災害情報などは、やっぱり先に NHK を⾒ます。 ⺠放と⽐較して情報の信頼性、信⽤性が
⾼いのが NHK らしさだからでしょう。  コロナでのデマ、誹謗中傷なども どの情報が信⽤できるのかわからないので 疑
⼼暗⻤にかられた⼤衆は⼀種のパニック状態に陥ったと想像します。  マスクがなくなる、トイレットペーパーがなくなるの
はデマです と教えてくれるような専⾨チャンネルがあれば、 ⼈々はその番組を⾒て無⽤な⾏動をしなかったかもしれませ
ん。  誰に相談すればいいのかわからないというのも 不安をかき⽴てました。  そこでカテゴリー別、レベル別の専⾨番組
作りをすれば、 必要な情報に対する視聴者の選択の⾃由度が増すと考えられます。  今は何基準で番組編成され
ているのかわかりません。 だから、ナショジオのような専⾨チャンネルで ⾃分の⾒たいものを⾒てしまいます。  ⼤衆向
け、⼀⽅通⾏の放送ではなく 視聴者の趣味趣向、思想、哲学などの価値観から選ばれるような 専⾨番組が複数あ
るマルチ番組編成を考えてもらいたいです。  上記条件を満たすもっとも近いイメージは図書館です。  余談ですが⺠
放だとネタがなくなるとクイズ、トーク、 街中を徘徊する番組に逃げてしまいますが、  NHK は逃げないで後の世にも残
るような ある種芸術のような作品を作ってもらいたいです。 番組編成の基準について⾔及しましたが、 曜⽇ごとにテー
マを決めて放送するというのもありだと思います。  例えば歴史に興味がある⼈いて、 ⽔曜⽇は歴史をテーマにした放
送をしているとなれば、 その⽇は残業とかしないで早く帰って NHK を⾒ようという 計画的衝動を誘引できるでしょう。  
視聴率に⼀喜⼀憂しなくともターゲットを 絞り込むことができコントロールもしやすくなるのではないでしょうか。  専⾨チャ
ンネルとのインターネットの連携により 益々情報の収集、分析、管理ができ より正確な情報発信につながります。  こう
してやっぱり頼りになるのは NHK だね という評価もいただけるものと思います。 結果受信料の⽀払いに納得感が得ら
れることでしょう。  ハンバーガーといえば〇〇ドナルドと刷り込まれているように、 困った時、いざとなったら NHK というよ
うに すぐに思い出されるくらい浸透して欲しいです。  「あなたのそばの相談相⼿、NHK」 の勢いで番組等を制作して
いただければ、  安全・安⼼を⽀えるという形にも魂が込められて 真の意味で安全・安⼼を⽀えることになるでしょう。 

個⼈ ⾃然観察のような番組は、楽しんで⾒ていられます。 旅番組も、歌番組も、良いと思います。  ただし、ニュースはやは
り巷で⾔われているように、偏向報道、切り取り報道、報道しない⾃由を好き放題にしていると思います。 今、⽇本で
は韓国がものすごく嫌われているという現実があるのに、韓国のアイドルをゴリ押しするような企画があるのは、不思議で
す。韓国ドラマも不要です。  もっと、⽇本の良さを若い⽅々に再認識させてくれるような番組を、作ってください。 明治
維新からの、⽇本がどのように⻄欧諸国と対等の⽴場を維持できるように、努⼒したか、なぜ、⼤東亜戦争をしなくて
はならなくなったのか、追い込まれたのか。 軍国主義の悪者のように仕⽴てられてしまった⽇本ですが、明治の⽅々
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が、教育や産業にいかに⼒を注ぎ、⼈間性の確かな⼈材を多く育てたか、そういうところにスポットを当てた番組があっ
たら、みんな元気や勇気をもらえると思います。 ⽇本中に、素材はいっぱいあると思います。  歴史の教科書は近代の
頃以降、3 学期で、あまりキチンと教わることなく、うやむや終わるので、戦争をした⽇本⼈は、バカだなあ、という印象
が⼦供たちに残るのです。 理由なく、あれほどの惨劇を⾃ら招く訳はありません。  ⽇本を明るくしていける、⽇本⼈に
元気や勇気を与えられる国営放送に、戻って欲しいと、切に願います。 

個⼈ 「チコちゃんにしかられる」や「ガッテン」「ニュース 7」辺りはとても良いと思いますが、それ以外視聴者が欲する番組内容
になっていますか︖ 総合テレビの番組は『個⼈のエピソード』とか『個⼈の思い』といった内容が多いように思いますが、
そこから脱却した⽅が良いと思います。 ニュースの中でもそういうのがありますよね︖ それから、総合テレビの番組冒頭
や時間帯によっては数時間に渡って左上に時刻表⽰を⼊れるのやめてほしいです。 録画(保存版)する時にいつもウ
ザいんです。 置き時計や掛け時計、腕時計、スマホなど皆さん時計をお持ちですので、E テレのように時計表⽰は無く
してほしいです。 それと逆 L 字で熱中症などの情報を出していますよね︖ それ⾃体は良いのですが、録画して⾒たい
⼈にとっては邪魔です。 録画では⾃動的に消える様にしてもらえませんか︖ L 字型のデータ放送画⾯に⾃動的に切
り替わり、そこに表⽰させれば録画には影響しないはずです。 お問い合わせ電話番号が 0570 ですよね︖何故フリー
ダイヤルではないのですか︖ 契約者から視聴料を取っているのに問い合わせでまたお⾦を取るのはよくありません。
WOWOW やスカパーを⾒習ってください。 NHK さんのドラマって⺠放とどことなく違うんですよね w 私はテレビ朝⽇の
「相棒」ファンなので、刑事ドラマで⽐較してしまいますが、明確にどことは⾔えないですが、なんか垢抜けない感じ。 そう
いったところも視聴者離れを起こしているのでは︖ 演芸も⼤事かもしれませんが、早朝のニュース番組が短すぎる。 世
の中には私のように早朝出勤の⼈もいます。⼟⽇も含めて 4 時半か 5 時から「おはよう⽇本」をやりませんか︖ など、
思うところを書かせていただきましたが、全般的には良質な番組が多いので、上記を直しつつ今後も良い番組を作って
ほしいです。 よろしくお願い申し上げます。 

個⼈ これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ ⼭⼝県の⾼校⽣です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出
され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されてい
ます。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候
危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 【気候危機について』 いつも素晴らしい学びをありがとうございます。今回は気候危機についてを報道して頂きたく投稿
しました。  環境問題、気候危機を調べるうちに 海外と⽇本のメディアでは気候危機に対しての報道に差があると知り
ました。  「なぜ」かは事情があるのか分かりませんが、⽇本国⺠も危機的状況に関⼼を持ち始めています。体感してい
るからです。  他局のニュース番組でも同じ事を思いますが、気候変動により、災害など⼤きな被害があった場合に状
況や被害に遭われた⽅の世帯数などを報道することよりも まずは、根本的な原因を報道して頂き、 国⺠⼀⼈⼀⼈が
気候危機に挑むために 何ができるか、提案していただくことに報道の意味があるとおもいます。  何も、不安を煽るわけ
ではなく 気候変動は何故起きてるのかを報道していただければありがたいのです。  ⼦供の命を守りたいので 地球温
暖化を STOP させたいです︕ 宜しくお願い致します。 



233 

 

個⼈ 岡⼭県に住む 20 代のものです。  最近の地球環境の異常気象など  なぜこうなっているのか  私達はもっと知るべき
だと思います。  その為に報道をお願いしたいです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report 

個⼈ 今、危機的状況にある気候変動や環境汚染について報道して欲しいです。これらについて全く報道がない⽇本は、世
界的にみても遅れていると思います。⽇本は co2 排出量世界⼆位といわれていることや、気候変動や環境汚染に加
担している事実を⽇本に住む全ての⽅に発信し、どう⾏動すべきかを⽰してほしいです。  このままでは数⼗年後、⽇
本は海の底に沈んでいる可能性があります。   sns ではこういった情報が毎⽇発信されていて、sns 利⽤者の関⼼も
⾼まっているように思います。   NHK で気候変動や環境汚染などの報道が始まれば、料⾦未払いも減るのではない
かと思います。  私⾃⾝も今現在 NHK 料⾦は払っていません。それは、⾃分たちにとって本当に必要な情報提供が
なされていないと感じているからです。同じように感じている⽅は多いと思います。  テレビ離れが進む今、NHK こそ最
後の砦だと思います。   世界中で起きていることの原因や解決策などの真実の報道をお願いします。   検討お願いし
ます。 

個⼈ 中庸的な考えに基づく環境問題の⾒直しについてです。  環境問題を解決するには、⼀⼈⼀⼈が今の⾏動を⾒つめ
直す必要があると考えております。  そのためには中庸に物事や⾃分の⾏動を⾒直す必要があると考えております。  ど
のような報道をしても、⼈⼀⼈の⾏動を変えるのは困難かと思います。  そのため初めに中庸的に考えることを勧め、  
次に環境問題について具体的な⾷事や消費⽣活を推奨することが⼤事だと思います。   環境問題を解決しようとす
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ると、失われる雇⽤も少なくはないと考えています。  そのため、このことを具体的に報道するのは困難かと思いますが、  
⽅法を検討して、⼀⼈⼀⼈の考えが⼀新されるような報道がなされることを期待しております。 

個⼈ 私は神奈川県に住む主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
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ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 茨城県の妊娠中の主婦です。 私たち⼈間のせいで環境が破壊され続け地球が悲鳴をあげている中、⼦供を産むこと
は本当にこの⼦にとって良いことなのか悩みます。そこで 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つ
のキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画
に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新
しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・
激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての
⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の
幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する
政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 「国際放送について」 NHK の国際放送、特にラジオ第 2 放送で放送している英語放送を毎⽇聴取しています。昨
年から夜のニュース（20:00 以降）がテレビの「ニュースライン」の⾳声に置き換えられ、また 3 ⽉からは⼟曜⽇・⽇曜
⽇のニュースもテレビの「ニュースライン」の⾳声に変わりました。そして、4 ⽉に⼊り、新型コロナウイルス感染症による緊
急事態宣⾔が発出されたことに伴い、すべての時間においてテレビの「ニュースライン」の⾳声に置き換えられました。英
語以外のいくつかの⾔語においても、英語の「ニュースライン」の⾳声が、悪い⾔い⽅をさせていただくと「たれ流し」されて
いました。NHK の国際放送は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを前にして、NHK が⽇本の公共放送であ
ることを全世界に印象づけるために NHK WORLD-JAPAN と呼称を変更しました。しかし、看板を付け替えても中
⾝が伴っていなければ意味がありません。ラジオの番組にテレビの⾳声を流すことはラジオ聴取者の存在を無視した⾏
為です。例えば、今年 8 ⽉ 15 ⽇の英語ニュースはトップニュースで戦没者追悼式を報道しました。その中で天皇陛
下のお⾔葉を流していましたが、38 秒間、天皇陛下の⾁声が流れ、英語による吹き替えやお⾔葉の内容の英語によ
る説明もありませんでした。テレビでは字幕が出ていたはずです。その後の安倍⾸相や出席者へのインタビューでの吹き
替えがあったことと好対照です。また、テレビのニュースは画⾯を⾒ていないと伝わりにくい内容もあります。例えば気象
情報です。このような報道姿勢はラジオ聴取者を無視したものと⾔わざるを得ません。ラジオのニュースがあったときに
は、⽇本国内のニュースを中⼼に番組が構成されていましたが、テレビは国際ニュースが中⼼の編成になっています。も
っと、⽇本国内のニュースを伝えていくべきです。アメリカの⼤統領選挙のニュースは他のメディアでも報道しています。わ
ざわざ⽇本の放送局が伝える必要はないと私は考えます。本来ラジオ放送はテレビやインターネットといったメディアでの
情報を得ることが難しい状況下で、情報を得る⼿段として適しているものです。仕事の関係で、海外に出張することが
過去に何回かあり、NHK の国際放送を⽇本語や英語で聴取していました。2002 年のアメリカ、2007 年のイギリス
滞在時には、それぞれカナダ、イギリスに短波の中継局があった関係でたいへん良好に受信できました。NHk が⽇本に
ついての情報を得る唯⼀の唯⼀の⼿段だったので、ラジオ⽇本からの放送はたいへんありがたかったです。しかし、
2016 年にフィンランドに滞在したときには愕然としました。NHK が聞こえません。かろうじて UAE から送信されているア
フリカ⼤陸向けの⽇本語放送が状態が悪いながら聞こえてきました。雑⾳の中、弱い電波に集中して⽿を傾けていま
した。しかし、放送されていたのは⽇本国内向けにラジオ第 1 放送で放送している「ラジオ深夜便」でした。 ⽇本に向
けて⽇本語放送を⾏っている海外の放送局がありますが、それらの放送局はコロナ禍の中でも、時間をかけて制作さ
れた番組を放送し、それを多くの⽇本の聴取者が聞いています。英語放送も同様です。近隣諸国では韓国の KBS 
WORLD RADIO は報道番組に⼒を⼊れて、韓国国内のニュースを中⼼とした報道を全世界に向けて放送していま
す。また、近年 K-POP の番組にも⼒を⼊れており、このことが世界における K-POP のプロモーション活動に役⽴って
いることが予想されます。また中国の China Radio International は英語による 24 時間放送を⾏っています。中
波や FM により、アメリカなどにおいても 24 時間放送を実現し、⾃国の主張を伝えています。 話を戻しますが、現在
の NHK WORLD-JAPAN のラジオ番組作りについて、私はたいへんな危機感を感じています。ラジオの英語放送の
ニュースはこのまま恒久的にテレビのニュース⾳声に置き換えられてしまうのではないかと。また、番組制作においては現
在コロナ禍で制約があることから、⽉の前半に新作の番組、後半はその再放送を流していますが、この状態が続くこと
により、⻑年にわたっての放送で獲得してきた多くの NHK ファンを失ってしまうことにならないか。国際放送を通じて、⽇
本からの情報発信⼒をもっと⾼めていくことが必要です。また、海外に暮らす、あるいは滞在する⽇本⼈に向けての情
報提供もしていかなければなりません。2021 年に延期された東京オリンピック・パラリンピックを成功させるために、
NHK の放送は重要です。国際放送、特にラジオ放送の放送内容充実をお願いいたします。 

個⼈ 「気候危機を取り扱ってください」 21 歳⼤学⽣です。 私は今、環境問題について真剣に 向き合っています。 ⼤事に
感じています。ですがどのニュースにもなぜ起こっているのかという原因を取り扱っているところがありません。 暑い、集中
豪⾬が起きているから気をつけようで終わらせずに 「なぜ起こっているのか」 「私たちはこの現状をどう⽌めることができる
のか」 「それを踏まえた上で今の私たちになにができるのか」 などをしっかり放送していただきたいです︕ これからの未来
は私たちだけではなく、私たちの⼦供にも影響を及ぼします。 ⾃分の⼤好きな⼈が苦しむのを⾒たくないです。 よろしく
おねがしいます。 
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個⼈ 3 年経営計画について意⾒を送らせていただきます。 私は幼少期より貴社の番組と共に育ち、成⼈した現在も、バラ
エティに富んだ番組に楽しませていただいております。 特に朝の連続テレビ⼩説、⼤河ドラマ、チコちゃん、ねほりんはぽ
りんは⼤好きな番組です。 ⼀⽅で、毎⽇⽬にする報道の内容には違和感を感じる場⾯が多々あります。主に災害に
ついてです。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気
候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台
⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよう
な⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈
類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ
協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 報道が、テレビが⺠衆の鏡です。正しい報道をぜひ宜し
くお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の
状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機について ⽇本の報道において、気候危機についての報道がほとんどないように思います。 単純に、年々気
温が上昇していることや⾃然災害が増えてきていることから明らかに温暖化は進んでいることがわかります。 地球に⼈
間や動物があと何年住めるか、カウンドダウンが始まっています。 ⼈間が家畜を⾷するための、森林伐採。温室効果ガ
スの 15〜20%は畜産が原因ということ。知っている⽇本⼈がどれだけいるでしょうか。⾞や⾶⾏機よりも多いと⾔われ
ています。そのため世界では⾁の消費を減らしていこうという動きがあります。 また使い捨ての⽂化によるゴミの増加。⽇
本が処理しきれないゴミを海外に輸出していること、輸出量は世界 2 位であること。リサイクルしたプラスチックゴミの多く
は他の国でゴミの⼭となっていること。プラスチックは、分解されるのに 500〜1000 年かかるし、リサイクルせずに可燃ゴ
ミに出すと、⽣ゴミなどに⽐べて 150 倍の温室効果ガスを出してしまう。  みんなで、お⾁を⾷べない⽇をつくる、プラス
チックのものをなるべく消費しない、そんな⼩さな変化を⽇々の暮らしに取り⼊れましょうと、報道していただきたいので
す。 毎⽇暑いことや⾃然災害が年々増えていることは偶然ではなく、⼈間が引き起こしているのだと。予想を遥かに上
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回るスピードで気候変動は進んでいます。 このことを多くの⼈に知ってもらうためには報道の⼒が必要です。どうかよろし
くお願いします。 

個⼈ ●NHK との契約は本来⾃由契約であるべき、⾒たくない番組（必要がない・重要でない・極端に偏っている等）を
勝⼿に送り付けて強制的に料⾦を徴収するやる⽅はもはや「ヤクザ」です。今後⾃由契約にしてペイパービュー⽅式が
よい。 ●純資産が数千億円あるにもかかわらず視聴料を徴収するのは不適切です。純資産がゼロになるまで無料で
放送すべきです。 ●NHK の職員が逮捕されたりした場合これ⾒よがしに隠すのはやめて、⼀般のニュースとしてトップ
で報道するべきです。アナナタたちが反省しないで何の意味があるのですか︖ ●左翼系の活動家や思想家をデレクタ
ーやプロデュサーとして採⽤しないでください。 ●NHK に批判が集まっている理由をトップが⾃覚しない限り改⾰はでき
ません。 世論に押しつぶされて解体を余儀なくされる前に国⺠の本当の気持ちを（国⺠が考えている NHK の存在
価値）理解すべきです。 

個⼈ 宮崎県にすむ⼥性 930 代です。  経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 受信料⽔準については、現⾏の料額を維持する について  ・NHK 受信料を払った⼈だけが NHK を視聴できるよう
になる  「NHK 放送のスクランブル化」としてほしい。  ・純資産がなくなるまで受信料が無料にしましょう。   社債な
ど発⾏ 

個⼈ 幼い⼦供がいる⺟です。⽇本は地球温暖化や気候変動、環境問題についての報道が全く少なすぎます。台⾵の激
化や気温上昇し続ける夏、⽇本の環境も変わりつつあります。北極では氷が溶けています。このままだと娘が 30 代に
なる頃には世界の環境、⽇本の環境は⼤きく変わり、住めなくなる場所も増えてしまいます。⽇本は国際社会の中
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で、気候変動や環境問題に対しての姿勢は後進国で、情報が少な過ぎ、⼈々は無知、無関⼼です。全ての⼦供達
に⽣きていける地球を残していく為に、国営の番組で継続して報道、周知していってほしいです。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 意⾒をさせていただきます。 20 代⼥性です。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 少しずつ環境問題について、友⼈を介して知る機会が増えました。 私達若者がどんどん動いていかないと、国はなにも
してくれない、⾃分たちが協⼒してくれる⼈を集めて、⾃分が出来る事から、少しずつでも環境問題について動いていか
ないといけない事に、気づかされました。 でも、こんな狭いコミュニティでは、たかが知れています。今こそたくさんの⼈が⾒
ている NHK さんで、地球でどれだけのことが起きてるのか、私達の次の世代、その次の世代に、この素晴らしい地球の
まま残せていけるのか、みんなが知るべきだと思います。 是⾮、この機会に環境問題について、報道して頂きたいです。 
宜しくお願い致します。 これは、みんなのため。  東京都在住 20 代 飲⾷店勤務 

個⼈ NHK 経営計画について、気候変動についての報道やその取り組みの紹介を取り⼊れていただきたいです。   特に気
温上昇に関しては、このまま上がり続けると異常気象や⾷物不作など安全・安⼼な⽣活を脅かす要因が含まれます。  
５つのキーの⼀つ⽬である、 安⼼・安全を守るという点でも、安⼼して暮らし続けられる環境を守らねばならないと考え
ています。   ですが、スポンサーに⽀えられている⺠放では公平な情報提供が難しいのか、環境保護に有益と思われ
る情報がなかなか提供しにくいのかな︖と感じています。   そこで、公平な報道機関として、NHK の取り組みの⼀つと
して、みんなの未来を守るための情報提供として、気温上昇や環境保護についての報道を⾏ってくださることを希望し
ます。   どうぞよろしくお願いいたします。 
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個⼈ 1、経営計画に“NHK らしさ”が強調されている。視聴者の視線でこの“NHK らしさ”を改めて考察した。 先ず⺠放と
の違いを⾒ると、コマーシャルが無い、放送時間が制約されず野球中継が最後まで観戦できる、直ぐに臨時放送に切
り替わる。国会中継等どう⾒ても視聴率の低いものも⻑時間中継する、等々のことが思いつく。このあたりから“NHK ら
しさ”が⾒えてくるが、今回、“新しい NHK らしさ”の追求とはどのようなものか気になるところである。経営計画書によれ
ば、安全・安⼼、あまねく伝えるなどの⾔葉が連なっているけれど、掛け声ばかりで琴線に触れるものが無い。今まで
NHK のドキュメントやドラマから多くの感動、感銘を得てきた。これは企画・演出、制作した⼈々の意思が伝わった賜
物と思っている。また、阪神淡路⼤震災の時に、涙をこらえながら死者の名前を読み上げているアナウンサーを⾒て⼼
から感動したことがあった。映像技術や演出だけでなく、気持ちも感動を与えることを知った。NHK らしさとは、公正な
⽴場を絶対外さず、良識を持って公平に伝えることだと思うだけでなく、変えないでもらいたい。  2、次に、5 つのキーフ
レームの中から、社会への貢献、放送・メディア業界の発展について 今期に⼊ってからローカル番組は、地域貢献を意
識した内容に変化しているように感じ ている。地⽅での NHK の存在はとても⼤きく、影響⼒がある。それだけに番組
を構成・演出するときは細⼼の配慮が必要になってくる。そこで、演出とヤラセをどう区別して取捨選択しているか知りた
いところである。例えば、訪問者がたまたま尋ねたところに出会いがあるというシチュエーションはよくある場⾯だ。事前準
備が⾏き届いており、抜かりはないように思えるが、演出感があり⾃然ではない。他局であったヤラセ問題とは異質と思
うが、臨界点を⼼得ておいてほしい。 タレントの⼈気に便乗しただけの番組を⾒るは時間の無駄と感じる。作り込まれ
たものにこそ感動は存在する。25 年前のドラマ“⼤地の⼦”を鑑賞したときの感激は忘れられない。今も⾃分の思う⽇
中関係や、中国の⼈々を思うときのバックボーンになっている。俳優や映像の質だけでなく、原作の良さと作り⼿の熱意
が感激を⽣んだと思う。このように作品は社会的影響が⼤きく⻑期にわたることを肝に銘じてほしい。   3 NHK ならで
はの⾼品質なコンテンツ⼒ NHK ならではのコンテンツと⾔えば、紅⽩や⼤河ドラマのような圧倒的な物量の番組を思
い出す。しかし、私は別の番組を取り上げたい。⼀つはバリバラである。NHK にしては珍しくかなり個性の強い存在だ。
この番組が、⺠放の障害者⽀援を謳った 24 時間番組に対抗して打って出たことがあった。障害者側に⽴った意味の
あるメッセージで拍⼿を送った。もうひとつ個性的な番組に“ドキュメント 72 時間”がある。⼈間模様を定点観察したも
ので社会の移り変わりをリアルに映し出し⼼温まる内容だ。これは NHK ならではの番組で、熱烈な⽀持者がいること
を忘れないでもらいたい。⾼品質なコンテンツ⼒も突き詰めれば、作り⼿の⾼潔さに依ると思っている。意図するところが
ブレなければ、時間や予算に関係せず感動は伝わってくる。  4 ⽇本と国際社会の相互理解への貢献について マス
メディアとインターネットのニュースを当たり前に⾒る時代になって久しい。SNS での炎上やフェイクニュースの弊害はある
ものの、知る権利と健全な⺠主主義を発展させる上で好ましい状況になりつつある。しかし、海外の PBS やロイターの
ニュースを⾒ても⽇本からの発信は極端に少ないように感じる。情報の輸⼊超過の原因は⽇本の報道スタイルの閉鎖
性にあると思っている。(インターネットニュースより) NHK が視聴者・国⺠の求める多様性・質の⾼いコンテンツを提供
する勇気に期待したい。何故なら、スポンサーと政府に忖度する必要のない唯⼀の存在と思うからだ。 

個⼈ 神奈川在住の 20 代です。 私は SNS をきっかけに気候変動について知りました。 ⾃分が知った内容を周りの⼈と話
してみましたが、 温暖化進んでて⼤変だよね 位で⾃分⾃⾝、またこれから⽣まれてる⼦に⼤きな影響があることを知
らずに どこか他⼈事です。  近年の台⾵やコロナ等含め、気候変動は⾝近にあるのにです。  ⼀⼈⼀⼈が出来ること
をやれば ⼈が住みやすい環境を失わずにすむかもしれません。 気候変動について知ることは その為の⼤きな 1 歩で
はないでしょうか。  しかし、気候変動についての報道はあまりに少なく感じます。 テレビを 1 ⽇中つけてますが、感染者
数と芸能⼈のニュースばかり、、、  ⼀⼈⼀⼈が意識するきっかけになる様に 気候変動について報道してほしいです。  
⻑々とすみません、 宜しくお願いします︕ 
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個⼈ 愛知県のものです。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの
観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 1.私は、もう 50 年以上ＮＨＫの受信料を⽀払い、視聴してきましたし、今後も続けて⾏きたいと思っています。  今
回中期経営計画について、意⾒募集を実施することは、良いことで賛成します。  また、新しい「ＮＨＫらしさの追
求」についても賛成です。  なお、このコンセプトを具体的にどのように実現しているのか、注視していきたいと思います。  
もちろん、ＮＨＫにおいても、各放送番組内容について、コンセプトに⼀致しているか検証し、監査報告書に記載・開
⽰していただきたいと思います。  2.ＮＨＫ「受信料の価値の最⼤化」を図るとの事であり、期待しております。  ＮＨ
Ｋ受信料は、公共的料⾦で「独占価格」であり、契約⾃由の原則も無く、受信機使⽤世帯からすべて「強制徴収」
することから、謙虚な態度で受信料の価格設定をしていただきたいと思います。  特に我々年⾦⽣活者は、資⾦の余
裕はなく、年間 24，770 円を 24，185 円に減額するとのことですが、全く期待外れです。  現在のテレビは、スカ
パーも契約していますが、「⾒たいと思う番組」が少なく、また、「偏向と思われる番組」で⾒ていて反論したり、不快に
なる番組もあります。  受信料は、まず我々の⽀払可能額を配慮して価格を決め、それに基づく価値の最⼤化を図っ
ていただきたいと思います。  今の番組を⾒直し、削除しコストを引下げして、受信料も引き下げてほしい。  私にとっ
て価値にあった価格は、⽉額 1，000 円以下であり、⾄急受信料値下げをして頂きたくお願い致します。  私が充
実してほしいと思う番組は、「ＮＨＫならでは」の番組を重視し、地域コミュニテイの維持・発展に貢献する番組、天気
予報・⾃然災害の番組、県・市町村・政政府・公共機関の記者会⾒、広報に関する番組。また、国会中継も、法
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改正には、改正の趣旨、改正条⽂の内容について、国会で政府の説明をそのまま、中継、再放送などで我々も知る
ことができる程度に繰り返し放送してほしい。  私が削除可能と思う番組は、⺠間・営利企業が⾏っている番組、例
えば、野球、ゴルフなどプロスポーツの番組、プロパガンダとも思える特番・解説番組、芸能⼈の私⽣活的な番組、時
事問題で専⾨家と称する素⼈の解説番組などが思い当たります。  特に、政府・県・市町村・公共機関の広報、記
者会⾒などはそのまま客観的事実を放送し、ＮＨＫなどの編集・解説を少なくする。選挙の出⼝調査なども省略す
る。  これらのことで、コストも低い番組ができると思います。  実際、現場の当事者が⼀番良く知っていると思います
ので、多くの国⺠が⽀払っても良いと思う受信料の範囲内で、番組価値の最⼤化を図ってほしいと思います。   今後
も、ＮＨＫの益々の発展を期待しております。                              以 上 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」の⾳声波について AM とＦＭの統合を検討されているとのことですが、ラジオ第
⼀・第⼆、ＦＭ、それぞれの良さがあると思います。 また、ＦＭに⽐べて AM の⽅が、安定して受信できると思いま
す。 ですので、ラジオの統合には反対します。 ラジオの分だけ受信料を値上げしていただいても構いません。  番組の
内容が、ラジオ第⼀は、以前に⽐べて、対象年齢を下げているように感じます。 もっとラジオ第⼀は「⼤⼈のメディア」で
あって欲しいです。  また、お盆を過ぎても、通常番組（「N らじ」「NHK ジャーナル」）を休みにしていたのは、いかがか
と考えます。 

個⼈ 30 代主婦です 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観
点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  
先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 「コスト」について  事業収⼊の⼤半を受信料が占める NHK の特質からも視聴者に説得⼒のある事業展開が求め
られる。その上でのコスト感覚は常に持っていなければならない。  例えば、朝の天気予報では、外での中継に引き続
きスタジオでの予報がありダブっている。外での中継は不要だと思う。 「NHK らしさを実現する⼈事制度改⾰につい
て」  タメ⼝が⽬⽴ち、昨年 7 ⽉には「韓国を叩き潰せ」と⾔う視聴者の意⾒をそのまま放送して放送事故を起こし、
ゲストの名前を間違えても訂正しない●●●●●キャスター。  夜 7 時のニュースの後の天気予報で、話し⽅に特
徴があり抑揚が激しく不愉快な思いを抱かせる●●●●予報⼠。  北九州放送局のラジオで毎⼣ 1850 代の放
送で毎回のように発⾔ミスを繰り返し上達の期待できない●●●●キャスター。  いずれもレベルが低過ぎる。昔の
NHK なら考えられない。NHK ならではの質の⾼い放送を再構築して欲しい。  今回の改⾰の成果を期待していま
す。 

個⼈ 1「AM ラジオの削減は反対します」NHK でも⺠放でも放送事業者に教育番組を放送する事を義務付けられていま
すが、ラジオの電波削減は推測ですが第⼆放送を廃⽌を視野に⼊れているのではないでしょうか︖第⼆放送に関して
は気象通報など特殊で外せない番組があります。また、昨今のコロナ問題で学校が休校になり、ネットで教育環境を
整備する話がある中で、ネット環境が整備が必ずしも整っていない話もあります。ラジオならば安価で購⼊できますし、
時間がなければらじるらじるでも遅れても聴くことができます。学校教育を補完しなければならない部分、まだまだやれる
事はあると思います。 ２「地域に密着した放送ができているのか︖」私は仕事の転勤で１０年前に⾸都圏での⽣活
をしました。川崎と群⾺の⼤泉町です。総合テレビの県域放送が出来ていない時期で、居住地のニュースは⺠放の県
域局のニュースだけが頼りでした。私が群⾺を離れる時に北関東の３県の総合テレビの県域放送が始まる時でした。
私は学⽣時代（昭和末期〜平成初期）を京都で過ごしましたが、関⻄は昭和の時代に県域放送が出来ていたの
に，何故関⻄では出来た事が関東では出来ないのでしょうか︖東京に近い神奈川、千葉、埼⽟は未だに総合テレビ
の県域放送は出来ていません。平成になってからは⺠放の⾸都圏のローカルニュースがきめ細やかなニュースがなくなり
ました。 そして、近年、⼟、⽇曜、祝⽇の⻑野県のローカルニュースの殆どが東京からのニュースになってしまい、逆に⺠
放のニュースに頼っている状況です。 基本的な部分でやるべき事をやっていないように思います。 

個⼈ 最近の NHK の報道はジャーナリズムと政治アクティビズムを混同しているとしか思えない内容ばかりで⾒るに堪えませ
んし公共放送の肩書に相応しい報道とも思えません。同様の指摘は過去にも何度もなされていると思いますが、悪化
していく⼀⽅です。今から修正をお願いしても無駄だと思いますので、スクランブル化し受信料を払った⼈だけが⾒れる
放送体制に移⾏することを強く要求します。 

個⼈ 中国⼈向け放送は誰が受信料を払っている︖なんのために必要か︖  左まきのスタッフを使うな。 中国に有利なニュ
ースを流すな。そもそも、今中国が何してるかわかってますよね︖ あんたら⽇本⼈じゃないね。  ⽇本⼈から巻き上げた
らお⾦を返⾦すべき、誰もまともに⾒てない、年寄りしか。  公共放送ってなんですか︖どこが公共放送なの︖左翼で
すよね︖ 海外ニュースの紹介など、偏ってますよね︖  そもそも、受信料をとりたいなら、テレビに細⼯をすべき。NHK
が映らないようにすればいい。 有料テレビは皆そうでしょ︖なんで左に偏ってる 公共放送番組が有料なのか。 受信料
を返せ。 

個⼈ 経営計画で AM ラジオを現在の２波から１波に統合するとされていることについては、反対です。第２放送では、多
様な語学講座や通信⾼校講座、社会福祉、⽂化のプログラムが放送されており、これが第１放送と統合されてしま
えば、こうした教育教養番組を今と同じレベルで維持することができないことは明⽩です。私⾃⾝、⼦供のころからラジ
オの英語講座を愛聴してきました。このような教養⽂化番組は、他の⺠間放送局で提供されることはなく、テレビの E
テレ、ラジオの第２放送の内容を継続してこそ NHK の存在意義があると考えます。また、地域によっては⺠放放送の
ラジオ電波が届きにくく、NHKAM ラジオしかはっきり聞けない地域もあります。AM ラジオは災害時の情報提供・収集
にも重要な役割を果たしていることを考えれば、⾮常時の情報提供をより確実に提供するためにも AM 放送は２波を
維持してもらうことを強く要望します。 

個⼈ 学校教育の過程で「⾃らが⾷べるものがどのように扱われているのか」を扱ってほしい。⾁⾷の習慣は植え付けられたも
のであり、私達は草⾷動物だ。その証拠に腸の⻑さは⾝⻑の 7  10 倍（草⾷動物と同じ）（⾁⾷動物は 3~6
倍）と⼀致し、また私達⼈間の顎は横にも動かすことができる。これは、草の繊維をすりつぶすためのもので、⾁を噛み
切って飲み込むだけの⾁⾷動物は縦にしか顎が動かない。とにかく真実を知らせてほしい。もし、「残酷すぎて⾒せられ
ない」という意⾒があるならば、それはあなた⾃⾝がその⾏為に加担している上で⾔っているのか︖残酷だと⾃覚してい
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ながら⾃分が直接⼿を下していないという理由で⽬をそむけるのはどういうことか。  そして⾝近にヴィーガンの⽅がいる
ことを知って、理解してほしい。ヴィーガンに対する過激派、という扱いをやめさせてほしい。 

個⼈ 私は中学 2 年⽣です。将来の地球環境を本当に⼼配しています。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきま
す。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の
情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の
事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の
更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての
⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導
くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくては
なりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださる
メディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体に
おける 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



246 

 

個⼈ 広島県のリメイク作家です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ こんにちは。北海道に住んでいる⼤学⽣です。まず初めに、このような貴重な機会を設けてくださりありがとうございま
す。 私はもっと環境問題について取り上げていただきたいです。今世界ではいろんな環境問題が起こっていて、それに
ついて積極的に動いている国もありますが、⽇本はまだまだ問題意識が低いと思います。なので、ぜひ環境問題につい
て取り上げていただきたいです。よろしくお願いします。 

個⼈ 環境問題、環境危機、気候変動についての報道を継続的に特集して欲しいです。  世界的にも最重要課題である
この件を 本来であれば国営放送である NHK さんが 毎⽇でも報道すべきと考えています。 
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個⼈ はじめに   「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）」（以下、「経営計画案」）の３ページ⽬「保有する
メディアの在り⽅について」には、ラジオ（⾳声波）について「現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波（ＡＭ・Ｆ
Ｍ）へ整理・削減に向けた検討を⾏う」(以下「２波へ整理・削減」)とありますが、このうち特にＲ２の編成の中⼼と
なっている語学番組について意⾒を述べさせて頂きます。   １. Ｒ２語学番組放送の意義  Ｒ２で語学番組を放
送する意義として以下が挙げられます。  （１）政府も推進するグローバル⼈材育成の⼀環として、語学（外国
語）教育は不可⽋であり、Ｒ２の語学番組はこれに貢献できること。  （２）⻑年にわたるラジオでの語学番組放
送により、ＮＨＫは語学番組制作のノウハウを多く蓄積しており、それを活かして今後も良質な語学番組を制作・放
送できると考えられること。  （３）多⾔語の語学番組を体系的・継続的に放送している⽇本のラジオ放送局はＮ
ＨＫのＲ２以外にはないこと。  （４）「ラジオでの語学学習」という⽂化が国内に醸成され、その結果Ｒ２の語学
番組で外国語を学習した（学習している）という⼈は多く、Ｒ２の番組が語学学習の格好の「教材」となっているこ
と。   ２. リスナーのメリット  ⼀⽅、Ｒ２の語学番組はリスナー（放送聴収者）にとって以下のメリットがあります。  
（１）ラジオやインターネット（スマホ、ＰＣ）環境があれば誰でも無料で聴くことができる。  （２）かかる費⽤は
学習する外国語の「ＮＨＫテキスト」代で済むため、少ない費⽤で語学学習を始められる。  （３）１番組が１０
分から１５分の短時間であるため、通勤・通学時や空き時間を利⽤して学習できる。  （４）特に英語の場合「基
礎英語」から「実践ビジネス英語」まで、リスナーが⾃分の語学習熟度や⽬的に合わせて学習できる。  （５）コロナ
禍において、直接講師と対⾯・会話せずに語学学習ができる。   ３. 「２波へ整理・削減」した場合の影響  「経営
計画案」にある「２波へ整理・削減」を実施した場合、Ｒ２の語学番組には以下の影響が考えられます。  （１）
⼀部の⾔語（外国語）の語学番組が削減され、これらの⾔語の番組を聴収していたリスナーは、当該⾔語をラジオ
で学習できなくなる。  （２）特に英語の場合、語学習熟度や⽬的に応じて様々な語学番組が放送されているが、
このうち⼀部の番組が削減されリスナーの利便性が低くなる。  （３）仮にＲ１とＲ２が同⼀波で放送された場合、
⼤⾬・地震等の災害や事件・事故のニュースの放送により、語学番組が中断・中⽌される可能性がある。また⼤相
撲・野球等のスポーツ中継により、⼀部の語学番組が休⽌となる可能性がある。語学⼒の向上には語学番組の定
期的・継続的な聴収が不可⽋であるため、語学番組の中断・中⽌・休⽌は原則避ける必要がある。   ４. Ｒ２
（語学番組）放送の望ましい形  「経営計画案」では、「２波へ整理・削減」する理由として「合理的なコストにより
最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供するという観点」が挙げられています。  しかし上記１.の意義
や２.のメリットから、現在のＲ２の放送はコストに⾒合った効果が⼗分得られているものと考えられます。  また、上記
３.に挙げた影響を考慮すると、語学番組はＲ１・ＦＭとは独⽴した放送波で放送するのが最善であると考えられま
す。  従って現在放送されているＲ２の番組のうち、特に語学番組については縮⼩・削減することなく、引き続きＲ２
の放送波で放送することが適当であると考えられます。   ５. Ｒ２（語学番組）放送の代替案  「Ｒ２（語学番
組）放送の望ましい形」は上記４.で述べた通りですが、やむを得ず「２波へ整理・削減」を実施せざるを得ない場
合、Ｒ２（語学番組）放送を継続する⽅法として以下の代替案が考えられます。  （１）英語など、リスナーが多
いと考えられる語学番組は、引き続きラジオ（放送波）で放送する。この場合、ニュースやスポーツ中継等を放送する
放送波（現在のＲ１相当）ではなく、⾳楽番組等を中⼼に放送する放送波（現在のＦＭ相当）において放送さ
れるのが望ましい。これは、上記３.（３）に挙げる影響を受けにくいためである。  （２）（１）以外の語学番組
については、インターネット（らじるらじる、ラジコ）のみで放送する。ラジオでの放送は廃⽌となるが、インターネットによ
り放送を継続することで基本的に上記１.の意義は失われず、上記２.のメリットも維持できるものと考えられる。  
（３）（１）、（２）の通り、ラジオとインターネットを併⽤して放送することにより、現在放送されている語学番組
を縮⼩・削減することなく継続して放送することを可能とする。   以上 

個⼈ 受信料収⼊につき、受信料を下げなさい。⼗分に受信料の肥しが増えており、NHK 及びその社員だけが、⾼額に⽢
んじ努⼒していると思えない。ほぼ、強制的に取得している受信料に⾒返るだけの放送がされているとは、とても思えな
い。国⺠に必要なニュースや緊急時の報告だけで⼗分であり、それ以外の放送は⾃⾝で努⼒してください。現在の放
送は、何ら努⼒の跡は⾒えていない状況で、受信料は 300 円〜500 円ぐらいが妥当と考えます。 
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個⼈ 私は放送視聴の 7 割は NHK さんを利⽤させていただいてます 現在の番組の質はドキュメンタリー、ドラマ、教養番
組と良質のプログラムを提供していただいていると思います。NHK ファンとして今回の経営計画について思うところをお
伝えいたします。 ・放送波の集約について AM は現⾏ 2 波の維持が良いと思います。R1 は落ち着いた上質な番組
が多いと思います。（春の改変で好きな番組が減ったのは不満です）1 波統合教養番組の減少になることが⼼配で
す。FM も時間のゆとりがあるプログラムが多く⺠放にはない特徴があり継続は望ましいと思います。 ・BS 波の集約に
ついて 現在の BS1 と BSP はそれぞれに特徴があり 2 波は維持していただきたいです。私としては BS4K は BSP と
同じ内容でも構わないと思いますが放送技術をリードすることも NHK の役割として必要と思います ・経営の効率化に
ついて 業務の効率化、コストの適正化はもちろん重要と思いますが、コスト削減、受信料の引き下げ優先で番組の
質低下、職員の雇⽤環境の悪化に繋がっては本末転倒と思います。受信料で成り⽴つ経営であることが公正な放
送、良質な番組の提供に必須と思います。 ・組織の体制 近年の会⻑⼈事・経営委員の選出に政治からの圧⼒が
感じられることは不安材料です。志があり優秀な職員の皆さんが思う存分⼒を発揮できる組織であることは最優先に
求められると思います。過度な外注化、別会社への下請け構造など⺠放の悪い点（NHK にもありますが）は習って
欲しくありません。  これからも魅⼒ある番組、社会に資する番組を期待しています。 

個⼈ はじめまして。東京都に住む 30 代⼥性です。 私は元々⾃然が好きで環境問題に関⼼がありましたが、ここ数年の
⾃然災害、コロナを経験して特に、⽇本全体に気候変動の現状を広めるべきだと強く思っており 3 年経営計画への
意⾒を送らせていただきます。 海外のメディアで当たり前のように取り上げられている情報が⽇本で取り上げられていな
い事が多く、現状の⽇本では⼤多数の⼈がこの事実を知らないように感じます。 住みやすい地球、⽇本になってほし
いのでぜひご検討お願いします。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤
きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害
を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によっ
て、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」
ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 
年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨
年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 
度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、
2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇し
ているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症
の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測
されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合
い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこ
の危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの
利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障され
た表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂
化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、
何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の
⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に
基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが
出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められてい
る貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどう
か、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂
献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
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https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動や環境問題について、⽇本は海外に⽐べてリテラシーが低いと思います。 国⺠の問題意識を⾼めるため
に、NHK さんにもっと報道してほしいです。 

個⼈ 気候変動や環境問題に関する報道やニュースをもっとして欲しい。 
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個⼈ はじめまして。⼤阪府箕⾯市に住む会社員です。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 埼⽟県の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つ
の観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 
が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、
全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく
動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
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⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ NHK さんは地震速報や災害発⽣時などの緊急速報でいつも素早くより正確に事実を伝えてくださるという点で信頼し
ており、それは多くの国⺠がそうであると思います。また介護と健康分野においても個⼈的に信頼させて頂いています。  
さて、来年からの三ヶ年計画において私が提案したいことは３つあります。  １つは、「あまねく伝える」について。例え
ば、今年はコロナであっという間に１年の３分の２が過ぎてしまい、コロナ関連のニュースでコロナ疲れになる⼈が多い
です。NHK さんには、コロナの感染者数の動向を淡々と述べるだけではなく、検査キットは他のウイルスに対しても陽
性反応が出てしまうということや、安全性の観点からも時期尚早の意⾒が多いワクチンを政府はいち早く全国⺠に配
布しようとしているということ、また、感染者数・死亡者数・陽性者数のカウント⽅法などが曖昧であることなど、さらに踏
み込んだ、根本の原因に⽬を向け正していくべきではないかということを伝えて欲しいです。これらの情報はネットですぐ
⾒つかる決して専⾨的過ぎない情報ですが、テレビ視聴層にはよく浸透していないように感じます。  ２つ⽬は、「量か
ら質へ」について。例えば今回安倍⾸相が辞意を表明し、様々な⼈がこの最⻑政権について総括をしていますが、本
質は⾸相が辞めることでも、安倍政権が最⻑政権だったことでもないと思います。ですが、ニュースで⼀番繰り返し⾔わ
れ⽿に⼊ってくるショートタイトルと要約は、どうしても簡単な掴みの⾔葉だけが⼀⼈歩きしたり⽿に残りやすいです。
NHK さんが、できるだけ⾊眼鏡を外した中性な⽴場での報道を⼼がけて下さっている事は承知しているつもりですが、
物事は常にいろいろな⾓度からの⾒⽅があり、少なくとも２つ以上の⽴場の意⾒があるんだということを織り交ぜた報
道であることを願います。同時に、その物事/情報の前後の流れも重要であると考えます。「質がいい情報」というのは、
その情報が正しく伝わると同時に、視聴者がただ受け取って流すだけではなく、常に⾃分ごととして考えるきっかけとなる
役割を持つ事だと思います。  ３つ⽬に、「新時代へのチャレンジ」と「社会への貢献」についてです。今世界各地で起
こるムーブメントは、気候変動をはじめとし、BLM、⾔動の⾃由を奪う法律の制定、⼥性やマイノリティの権利まで、全
てはあるグループに属する⼈たちが別のグループに属する⼈たちを下に⾒るなどして差別することで特権を⼿に⼊れてい
ることに繋がります。世界ではそういったニュースが毎⽇⼤きく取り上げられるのに対し、⽇本では海外の出来事の報道
がかなり遅く⼩さく、情報量やスピードに格差が感じられます。また、海外のニュースがほとんどアメリカ中⼼のニュースであ
るように感じ、これは視聴者の国際感覚を狭めることに繋がるのではないかと危惧します。海外での出来事に関しては
特に、常識や前提・⽂化が違うので、事実だけの放送ではなくその説明も必ず⼤切になってきます。アメリカの次期選
挙だけでなく、モーリシャスで起きた座礁事故も⽇本が直接関係しており私たちにも責任があります。気候変動をはじ
めとした世界各地で起きているムーブメント、特に若いこれからの世代が注⽬している出来事に関して、それ相応の危
機意識を醸成するような報道であって欲しいと願います。アメリカだけではない世界各地で起こっている出来事、若者
が⾃分たちの未来のために闘っている出来事、私たち全員に関係する気候変動について事実として報道し、私たち⼀
⼈⼀⼈に何ができるか、どんな責任があるのか（例えば気候変動にも社会的弱者が弱者となっているシステムにも⼀
⼈ひとりに責任があると考えます）を報道して欲しいです。プラスチックの袋有料化がどれほど世界から遅れていて、⽇
本はどれだけ国⺠が無関⼼で意識が低い⼈が多いのか、そういった問題を、道ゆく国⺠の反対・賛成意⾒のインタンビ
ューだけでなく、ヨーロッパの環境先進国の政策や国⺠の意識と対⽐させて、世界の中で何が問題で⽇本はどういう⽅
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向に向かっていくべきなのかをより頻繁に問うていくべきと感じます。こういった姿勢がメディアの社会的責任であり、新時
代へのチャレンジと社会への貢献に繋がると考えます。 

個⼈ 環境問題、気候変動について取り上げてほしいです。たくさんたくさんやってほしいです。具体的に⼀般⼈が何をすれば
良いのか。どれだけ危ない状況なのかたくさん報道してほしいです。朝イチみたいな番組でたくさん取り上げてほしいし、
似たような番組を他にも作ってほしいです。 このまま、環境が壊れていくのが怖いです。 

個⼈ こんにちは。広島市在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 御社の「5 つのキーフレー
ム」にある、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。これは深刻なスピードで、残された
時間はあまりありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、
⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。コロナに続く第⼆、第三の
危機を引き起こしかねません。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこ
の問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わ
らず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で御社の「放送ガイドライン」には、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、御社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている御社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。だからこそどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私
たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私
たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれ
ません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝え
るメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し
上げます。 

個⼈ 環境問題についての内容を正しく多く、放送してほしいです。 プラスチックフリー、ゼロウェイスト、畜産業が地球に与え
る影響、など、個⼈でできる環境改善活動など、紹介してほしいです。 また、世界中で起きている良い環境活動を紹
介し、⽇本で出来ることに繋げられるような内容も⾒たいです。 

個⼈ 地球温暖化をはじめとする環境問題についてもっと取り上げていただきたいです。 このまま地球温暖化が進めばもう地
球で⽣きられなくなってしまいます。 猛暑も感染症も当たり前の世界になってしまう。 わたしは 29 歳の⼥性です。 い
つかは⼦供も欲しいと思っています。 でもこの先の環境を考えると⼦供を作ることさえ躊躇してしまいます。 地球温暖
化や環境破壊を防ぐには ⼀⼈⼀⼈の⾏動を変えなくてはなりません。 消費者である個⼈が環境に関⼼を持つように
なれば、それに合わせて企業もかわります。 個⼈の危機感をもっと⾼めるために、地球温暖化がどれだけ深刻な問題
であるかを番組で取り上げてください。 特番などではなく、毎⽇のニュースで繰り返し報道して欲しいです。  私たちの地
球や未来を守るために、どうかお願いいたします。 
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個⼈ NHK 経営計画読ませて頂きました。  5 つの重点投資ついて 番組制作・報道するにあたり 『気候危機』について よ
り詳しく真剣に取り組んで頂きたいと思っています。  他局のワイドショーでは 台⾵や⼤⾬などの⾃然災害について 雲
の流れや気圧の流れなど 天気についてしか触れません。 地球温暖化の⾔葉が出てきても 『気候危機』を危惧するよ
うな説明をしません。 私は、NHK 様は他局とは違い 真実を現実を伝えてくれる 報道する事について真剣さを感じて
います。  安⼼・安全を伝える事。 それはメディアの⼤切な役割だと思います。 その前に何かが起こるのを『防ぐ』事が
出来るのも メディアだと思っています。  温暖化が起きている理由。 気候危機になっている今がどれほど不安定か。 気
候による⼤⾬・⽕事・落雷・猛暑など 国⺠は温暖化のせいにしているが これらは⾃分達の⽣活が引き起こしている事
実。 上記の事を理解している⼈はまだまだ少ないです。 スマホなどが普及し調べる事もできるのに それをしない⼈が
殆どです。 その理由は、これらの事実に触れるメディアが少なく 調べるキッカケすら⾝近に無いからだと考えています。  
NHK 様は視聴者に楽しいだけじゃなく 寄り添う事も⼤切にされてるように感じます。  ぜひ、安⼼・安全を⽀えるだけ
でなく 正しい情報を伝え、最悪の状況を『防ぎ』 国⺠を『守る』報道をして頂きたいです。  世界には気候危機を訴え
ている 環境活動家達が沢⼭います。 しかし、その影響⼒はメディアに及びません。 地球に⼈が住めなくなってしまう前
に 温暖化により⾷料危機に陥り ⾷べ物を巡って戦争が起きてしまう前に 報道の⾃由・表現の⾃由のもと ⽇本を世
界を正しい⽅向に導いて下さい。 宜しくお願い致します。 

個⼈ こんにちは、東京都に住む 30 代です。  わたしが取り上げて欲しい内容は、いま地球で深刻化している「気候危機」
についてです。  なぜならヨーロッパでは報道の 1.2 位を争うほどの注⽬されており、全⼈類がもっと事態を深刻に受け
⽌め早急に対策を取る必要があります。  そのような中、⽇本は先進国でありながら、この内容がテレビで報道されて
いない事実があります。 このまま気候危機が進み、取り返しのつかないことになれば、わたしたちはもちろん、次世代に
も⼤きな被害をもたらします。  ⽣物はおろか、⼈間も住めない環境になります。  特に、畜産業が及ぼす環境被害
(メタンガスによるオゾン層の温室効果、⽔質汚染、⼟壌汚染)は深刻です。  四季で豊かな⽇本も、例年台⾵も増
え、突然の豪⾬、気温の上昇と亜熱帯地域のような天候になって来ている現状があります。  どうぞ、この問題について
報道して頂くようご尽⼒よろしくお願い致します。 

個⼈ 埼⽟に住む会社員です。  今後の未来を守って持続させていくためにも、 3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公
平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割
を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュー
スや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
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変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動について  ⾃分から情報を集めないと知ることがないことがすごく多いなと感じていて  それを貴社でしてくれた
ら ⼀気に広まるんだろうなと思い 送らせてもらいました。  私もまだまだ勉強不⾜で分からないことが多いです。  みん
なが地球のことを考えていく 世の中になると素敵だなと思います。  検討よろしくお願いいたします。 

個⼈ 以前、事業規模拡⼤で料⾦が上がることを何の断りもなく突きつけるはがきが来て頭に来ました 公共放送であれば意
⾒を反映させて頂きたいです 私には⺠間の放送局ができた時点で NHK の存在意義がわかりません 私は NHK ⾃
体なくてよいと思っています（⾒たいと思ってみたことはないです） ですが必要性を訴えてくると思いますので多少建設
的になるように 「存続するのであればどの程度であれば許容するか」の⼀意⾒を述べさせて頂きます 1.経営⽅針 経
営計画にもありますが事業規模は絶対に縮⼩傾向にすべきです 特権によって料⾦を集めると無駄遣いすることに無
頓着になります ⺠間をいじめることにもなると思います 役員を 1/10 に減らしてください 不祥事があっても隠蔽したり
責任を取らない役員は不要です 2.放送内容・予算を減らす⽅法 中⽴を保つことは難しいことだと思いますので放送
の回数を⼤幅に減少してください 発⾔回数を減らして局内で議論をしてください 使⽤していない間は⺠間に電波を
譲渡しても問題ないと思います 特に再放送があったりするのになぜ譲らないか理解できません 放送⽇は週 1 ⽇間も
あればいいと思います これで動画制作費・⼈件費は現在の 1/7 くらいになるのではないでしょうか インターネットを活
⽤するということなので地⽅局は売ってしまって問題ないと思います  意⾒は反映されないと思いますが怒っている⼈は
多いと思います  以上 

個⼈ 東京都江⼾川区に住む 20 代の主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフ
レームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れ
ていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいとこ
ろですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
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で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 東京都に住む⼤学⽣です。 幅広い世代の⽅が⾝近な NHK で、気候変動、地球温暖化についてもっと報道してい
ただきたいです。 年々酷くなる猛暑、近年被害が拡⼤している豪⾬や台⾵などは、私たちが引き起こした地球温暖化
及び気候変動が原因です。そんな中⽇本は「気候変動」を「気候危機」と呼び⽅を変え、緊急性を⾼めています。 こ
の危機を乗り越えるためには、政府や企業及び、私たち国⺠⼀⼈ひとりの意識と⾏動を変えていくことが⼤切です。そ
のためには、NHK のようなメディアの⼒をお借りしたいです。 コロナウイルスの危険性も熱中症の予防も、もちろん⼤切
ですが、地球が住めない環境になってしまったら何の意味もありません。メディアとして、危機を危機として扱う社会的責
任を持っていただき、⽇本を牽引して頂きたいです。 誠実で迅速な対応を期待しています。 よろしくお願いいたしま
す。 

個⼈ 東京都に住む 50 代主婦です。  幅広い世代が⾝近な NHK で、気候変動についてもっと報道して頂きたいです。 
年々酷くなる猛暑や近年被害が増えている台⾵や豪⾬などは、私たちが引き起こした地球温暖化や気候変動が原
因です。そんな中、⽇本は気候変動を気候危機と呼び⽅を変え、緊急性を⾼めています。 この危機を乗り越えるに
は、政府や企業、そして国⺠⼀⼈ひとりの意識や⾏動を変えることが⼤切です。そのためには、NHK のようなメディアを
通して広く報道していく必要があります。 コロナウイルスの危険性や熱中症の対策ももちろん⼤切ですが、地球が住め
なくなってしまったら何の意味もありません。メディアとして危機を危機として扱う社会的責任を持っていただき、⽇本を
牽引していて頂きたいです。 誠実で迅速な対応を期待しております。 よろしくお願いいたします。 

個⼈ はじめまして。栃⽊県在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報



256 

 

道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の
概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼦供の頃より、⺠放にはない公正さとモラルある公⽴報道機関として NHK を信頼し⽀持してきました。 しかしながら、
現在の⾃公安倍政権の広報機関であるかのような⼀連の報道姿勢には強く憤り、呆れております。 私達国⺠は政
権の下僕や太⿎持ちに受信料を⽀払っているものではありません。 私達国⺠の代弁者として、政権を厳しく公正に監
視し、間違った事は厳しく追及し批判する事が、NHK のあるべき姿ではないのでしょうか︖ もはや本当に政権の太⿎
持ちに成り下がってしまったのであれば、私は NHK は⾒ません。⾒る価値がありません。 受信料の強制徴収も拒否
致したいと思います。 ⼀連の報道姿勢を悲しくふがいなく思います。あるべき姿に⽴ち返って頂きたいです。 

個⼈ 神奈川県に住む⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、
ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を
幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ 
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&#160;NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate 
Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「局数の削減について」  ＢＳとラジオの局数削減には絶対反対です。Ｒ２の教育番組は実に役に⽴ちますし、Ｂ
Ｓは２局分でも少なく感じる位いい番組がある。以前ＢＳが３局から 2 局に減らされた時にも私は強い不満を感じ
たものでした。ＢＳ－Ｈｉにもいい番組が沢⼭あった。今でも再放送してくれたら間違いなく録画すると思います。⺠
放が「⺠業圧迫」云々を⾔うのなら、ＢＳと張り合える程のいい番組を作ってみろと⾔うべきです。  そして今までのど
の政権よりも露⾻にＮＨＫの報道に圧⼒をかけ、介⼊してきたあの政権が退陣となりました。これをＮＨＫの夜明け
として欲しいと思います。「安倍様のイヌエチケイ」から脱し、真に国⺠の側に⽴つ報道、真実の報道を復活させて欲し
い。ウソ歴史屋共から悪⼝を⾔われるのは正しい報道をしている証拠です。ヤツラが⽬を剥くような事実を思いっきり突
き付けて欲しいと思います。⼤⽇本帝国にとって都合が悪いことでも事実は事実、⼈間の真実を報道する。その上で
⾃分が加害者の⽴場だったら同じことをするだろうと理解できるような視点も⼊れたものを作ってもらえることを期待しま
す。  以前 EＤＰで深夜に波照間島で起きた戦争マラリア事件を扱った番組が放送されると出たのを⾒て録画予約
したのに、その何時間か後に別の番組に差し替えられていたのを⾒ました。どの筋から圧⼒がかかったのかはわかりようが
ありませんが、ウソ歴史屋共によるものなのだけは間違いないでしょう。あいつらは何様なのだと⾮常に不快な思いをし
ました。あのようなことがもうなくなるようになるのを望みます。正しい報道、真実の報道をする NＨＫが復活することを
願ってやみません。 

個⼈ 報道内容に関して 政治全般、⼥性差別、気候変動、国際情勢など⽇本⼈のリテラシーの低さに国として危機を感
じる。 国⺠メディアとしての役割をぜひ担ってください。 

個⼈ こんにちは。 東京都在住、29 歳地⽅公務員です。   3 年経営企画について要望・意⾒を送らせていただきます。 
貴社の 5 つのフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画にいれていただきたいと強く思います。  温暖化等による、台⾵の多発と甚⼤な被害、猛暑、森林⽕災など、
今まで起きてこなかった「異常気象」が当たり前のように⽇々私たちの⽣活を脅かそうとしています。 ⼀概には⾔えませ
んが、新型コロナウィルスといった感染病にこの気候変動も起因しているという説を⽿にしたことがあります。 もちろん、こ
の異常気象が温暖化等が 100%原因であるとは限りませんが、ただ少なくとも要因の⼀つとしてあることは事実だと思
いますし、よりそのエビデンスを明確にして報道する⼒を持っているのはメディアの素晴らしい⼒だと私は感じています。  
例えば、「暑い原因は温暖化です。」と⾔った報道のみをするのではなく、なぜこの温暖化がより深刻になっていて、私た
ちはこれからの未来を創り上げる新しい世代に向けてできることは何か、と、よりこの問題を深堀りしてほしいです。  お
願いです。もっと⾃然を⼤切にしていこうと思える国⺠が増えること、そして企業が増えて、政府もより具体的に動いて
いく…そんなきっかけを貴社からつくってほしいです。  モーリシャス沖の座礁事故に関する報道⽅法について、⽇本はあ
まりにも情報が少ないのと報道時間が少ないと感じました。様々なしがらみがあるのは承知ですが、果たしてそれでよい
のでしょうか。その中でも貴社の報道はまだ今回のこの事故を取り上げていただいる⽅だと思っております。  お願いしま
す。地球環境についてもっと誰もが⾝近にかつ真剣に考えられるきっかけをつくってください。 よろしくお願いいたします。 

個⼈ 千葉に住む⼤学 4 年⽣です。 私は、「気候変動、環境問題、世界の貧困問題」についての報道を希望します。これ
に関しては、地球に住んでいる⼈全員に当てはまる貴重な情報になりますし、すでに⼿遅れになっていることも多くあり
ます。しかし SDGs をきっかけとして多くの企業がさまざまな取り組みを始め、まだ可能性は残っていると考えています。
私たち⼀⼈⼀⼈の⾏動が、未来の地球を左右するとても責任の思い時期に⽣きていると⾔うこと、少しでも多くの⼈に
地球の現状を知ってもらい、それぞれがそれぞれのできる範囲で地球について考え⾏動していけるようなきっかけを、報
道を通して広げて⾏ってほしいという思いから、意⾒をしています。私たちの⼦どもの世代、孫の世代のためにも是⾮、
今までよりも多くこの問題について報道していただけたら幸いです。よろしくお願い致します。 

個⼈ NHK の番組の中には私にとり⼤好きなプログラムが沢⼭あります。しかし最近の NHK 潰しの論調には頷く点多々あり
実に残念です。⺠間企業と異なり経営上のリスクが事実上ない事業体であるが為に、経営側は数字のみに関⼼を持
ち、番組内容については現場任せとしているのではとの危惧を強く感じます。具体的に 2 点述べます。①昨今増えて
いる⺠放と同類の娯楽番組は⽌めてほしい。そんな番組の為に受信料を⽀払っているつもりはありません。実に不愉
快です。②かっての NHK はニュース、報道番組、ドキュメンタリーで事実関係を淡々と伝え、その姿勢には好感を感じ
ていました。ところが最近の NHK は意⾒や主張を表明する場⾯が極めて多く、またそのほとんどにおいて明らかな偏向
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が⾒られます。NHK が我が国で最も影響⼒のあるメディアである以上、その⼀部が所謂活動家の巣窟と化していても
全く不思議ではありません。そのような危機感を経営陣の⽅はお持ちなのでしょうか。以上 

個⼈ 台東区在住の主婦です。 旦那、⼩学 1 年⽣と 4 年⽣の娘が 2 ⼈おります。  この度は 3 年経営計画への意⾒を
送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を
与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした
巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、
このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私
たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意さ
れたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表され
た IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のも
と、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与す
る。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉さ
れない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持
する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業
務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社し
かありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、
迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでな
く、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それ
こそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は
気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える
問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れませ
ん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京都に住む学⽣です。  ３年経営計画への意⾒です。  ５つのキーフレームにあるように、それらの観点から、未来
に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇の豪⾬だけでなく、増
え続ける温室効果ガスによって、今後更なる⽔害等が予測されています。もはやこういった事態は、「変動」ではなく、
「気候危機」と⾔うべき事態だと思います。  2015 年のパリ協定では、「平均気温上昇の幅を２度未満とする」とあり
ましたが、現状では１．３９度まで上昇しているとの試算が出ているそうです。 ２０３０年までに２０１０年と⽐
べて、⼆酸化炭素の排出量を４５％削減、２０５０年までにゼロにする必要があるそうですが、これらの使命に、本
国が向かっていけているとは、到底思えません。  我々にはもう時間がありません。 これらを解決するには全⼈類が課
題を認識、取り組む必要があります。   海外では気候問題に⼤きく動き出しているにも関わらず、本国では問題共有
すらされていないと感じます。 それは報道という⼤きな⼒が、１００％の⼒を発揮できていないからというのも、⼤きな
原因だと思います。  その原因には、スポンサーとの利害関係にあるのではないでしょうか。  貴社の「放送ガイドライン」
では、「報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。」とあります。 
今私たちが抱えている問題を、広く⽇本中に届けることができるのは、貴社しかないと思います。 国⺠から貴社への圧
倒的信頼があることも、私がこのお願いを送るに⾄った理由です。   どうか、この「気候危機」に関する現状、原因、解
決策について報道してください。  ⽇本は今、コロナウイルスだけでなく、少⼦化や経済問題、⾼齢化、貧困など、多く
の問題を抱えています。 それらももちろん考え続けていかなければなりませんが、その問題に取り組む前に、気候変動
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によって多くの命が失われかねない状況なのです。  ⼈間は、誕⽣してからずっと、地球から搾取をし続けてきた唯⼀の
⽣き物です。 あと６年で、すべての野⽣動物が絶滅するとの試算まで出てきています。 だとしたら、⼈間が絶滅するの
も、もうすぐではないでしょうか︖ このままでいいわけがありません。 無関⼼、無知識が、地球を滅ぼすというのは決して
⾔い過ぎではないと思います。  私個⼈の⼒はとても⼩さなものです。 ですからメディアの社会的責任は⾮常に⼤きな
ものだと感じます。 どうか、気候変動を危機として報道し、⽇本を動かしてください。  最後になりましたが、常⽇頃の正
確な報道に感謝申し上げます。  どうぞ宜しくお願い申し上げます。   参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体におけ
る２０５０年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など／NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動についての報道をお願いします︕ 
個⼈ 千葉県、主婦です。気候変動について勉強しております。今まで温暖化など気にはなっていましたが、現状を知るに連

れ、これはもっと広めるべきだと考えております。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキー
フレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊
れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいと
ころですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 「新しい」ＮＨＫらしさを経営計画では謳っている感じがします。しかし，これまでのＮＨＫの歴史を考え，変えなくて
も良い点もあると思います。例えば，中波放送が２波体制になったのは戦前からで，かなり⻑く続いており，これは要
望が強かったためだと思います。特に，第⼆放送は語学といった教養の地域格差を少なくする上で⼤いに貢献してい
ると思います。英語以外の語学を勉強しようとすると地⽅ではラジオ放送に頼る点が多いと思います。ですので，中波
放送を１波にするとＮＨＫ経営計画には明記されていますが，現在の２波体制でも結構番組は窮屈な感じがして
おり，果たしてこれで良いのか疑問が残ります。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 2019 年 9 ⽉に⽇本学術会議から国⺠に地球温暖化への取組
に関する緊急メッセージが出ています。 BBC ニュースやインディペンデント紙も 2020 年が気候変動に⽴ち向かう最
後の年と⾔っているそうです。 気温上昇を産業⾰命から 1.5°に抑えなければいけません。猶予がありません。気候危
機についての情報が知りたいです。  NHK●●●●さん 脱プラスチックへの挑戦は 現状を知る上でとても参考になり
ました。 ありがとうございます。 

個⼈ 関⻄に住む主婦です︕ ⼦供が 2 ⼈増え、気候変動、気候危機への関⼼が強まり、国⺠の皆で⼤いに考えていかな
ければならない事だと考えたため、ここに意⾒させていただきます。  ３年経営計画への意⾒です。 貴社の 5 つのキー
フレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊
れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいと
ころですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 滋賀県県在住、⼦育て中の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ プラスチックが及ぼす⽣態系への影響やお⾁を⾷べるということは環境へどのような影響があるのかなど環境問題につい
てもっと知りたいです︕⼦供も分かるような内容がいいです︕あと政治についてももっとわかりやすく良いも悪いも本当の
ところが知りたい︕です︕ 

個⼈ NHK 内が⾃由に意⾒を⾔えない状況に現在あることは、端から⾒ていても明らかです。  政権寄りの公共放送は国
営放送と何も変わらないのだということを理解し、それが如何に危険なことかを極めて強く認識していただきたい。 

個⼈ 気候変動が⼤きな問題として世界中で取り上げられていますが、⽇本を代表する放送局である NHK さんの計画に
盛り込まれていないのが残念です。 ただでさえ⽇本の取り組みが遅れていると⾮難されているのに、そのような現状を
報道することも⼤切だと思います 
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個⼈ 地球の気候危機、環境問題についてです。 まだまだ勉強中で知識は少ないですが、今の時点での気持ちを書かせて
ください。 今の⼈間は、みな、幸せになるために、⽣きているのは同じだと思います。いち早く、いまの現状に気づき、活
動されている⽅がいる⼀⽅で、知らず知らずのうちに、地球の環境や動物を搾取しながら、⼈間の欲を満たしていくだ
けの発展に、まだまだ流れている⼈がいる傾向が強いと思います。この地球に住まわせてもらっている⼀⼈間として、地
球や動物と共存して、皆が平等で平和に助け合って暮らしていけるシステムを作っていく必要が、あると思います。 そし
て、⼈間は頭がいいので、それができると思うし、その⽅向に知恵を使えたらいいのになぁ、と切に思います。 温暖化や
災害も進み、⼈間も、様々な事件を⽇々引き起こしたり、⼼⾝ともに健康に影響が出て壊れてきていたり。動物も⽣
きる場所を失っていたり、すべてのバランスが崩れ、地球も動物も⼈間も、その叫びが、今の社会にストレートに現れて
いると思います。 私は今まで⼭のある⽥舎や、綺麗な海のある離島に住み、現在は東京に住んでいます。 今までの
⼈⽣を振り返ると、いつもこの地球の⾃然や動物、⼈間に元気をもらって助けられてきたことに気づき、それなのに、私
達は気づいたら地球や動物をけずることしかしていないということに気づきました。⼈間どうしも、レベルが年々⾼くなるこ
とで、⼈間の弱さを隠すようになり、できていないことへの批判で⾃分を強くみせ、守るようになっている傾向が強く、それ
が確執を⽣んでいる⼀因になっていると思います。それが差別や戦争を⽣む原因ともいえると思います。平和とは程遠
いです。 みんな幸せん望んでいるのは同じだと思うのに。 ⾃分達はそれぞれ平和にする⼒や協⼒する⼒、認め合う⼒
や褒め合う⼒はあるのに、それは⽣かされず、もったいないです。 そのためには、傲慢だという⼀⾯があることに気づき、
もっと、⾃分に⽬を向けて、ゆるし、平和に⽣きていけるようになればな、と思っています。そのためにも、地球を救うこと
や、その考え⽅はとても⼤切だと感じています。まずは、地球の皆が、今の地球の気候危機に⽬を向けて、⾜並みを揃
えて前進していくことができる社会を望みます。 そこで、全国に知れ渡る影響⼒の強い NHK さんのお⼒で、それについ
て、気づく⼈が増えるような報道をしていただきたいなと感じており、このような意⾒を書かせていただきました。 どうぞ、
意⾒として受け取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

個⼈ 群⾺県在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
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持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ⽇本国を貶めるような報道、番組の作成はしない。 歴史を正確に扱い、他国のプロパガンダをそのまま電波に乗せな
い。 合わせてそのような偏向番組を作るのプロヂューサー、ディレクター排除。 電波は暗号化し、⾒たい⼈だけに⾒て
もらうペイパービューにする。 ヤクザのような取り⽴てを徹底的に排除し、安⼼して暮らせるようにする。 合わせて過去
に被害にあった⼈、被害をいま受けている⼈の保護を⾏う部⾨の設⽴。 

個⼈ 20 代学⽣です。ある環境活動家の⽅に影響されて私も 3 年経営計画意⾒を送ろうと考えました。 貴社の 5 つのキ
ーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ 京都在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 北海道在住です。  これからの地球に住む⼈々や動物、⽣き物が安⼼して暮らす為にまず『気候変動について』NHK
さんの⼒で、早急に国⺠に報道すべきです。 
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個⼈ 愛知県在住の⼤学⽣です。 コロナ期で多くのことを考えさせられ、環境問題にも⽬を向けるようになりました。 3 年経
営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして
未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚
⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの
増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気
候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上
昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感
染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向
き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本
にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサー
との利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障さ
れた表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と
⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保
し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放
送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認
識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めるこ
とが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められて
いる貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はど
うか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂
献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動や環境問題についての番組をもっともっと増やしてほしいです。 それらを⾷い⽌めるためにいま私たちが出来
ることをみんなに発信してほしいです。 プラスチックゴミの削減やサスティナブルな商品を紹介したり、など発信すべきこと
はたくさんあります、発信し続けてください。 NHK しか望みはありません。 
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個⼈ 「安全・安⼼を伝える」とあるが、それであれば番組制作側の主義主張を⾊濃く反映した偏向報道を⽌めてください。
特に「ニュース７」「ニュースウォッチ９」「クローズアップ現代プラス」は偏向報道が顕著です（インターネットで検索すると
同様の声は数多く挙がってきます）。安倍政権の８年間、政権批判と称しての偏向報道が⽬に余ったと考えている
視聴者は少なくないです（特にいわゆる「森友・加計学園問題」「桜を⾒る会」に関する報道では事実を報道せずに
誤った情報や不正確な情報を垂れ流していたことは「公共放送」としてあるまじき姿です）。また、インターネットで正確
な情報を知ることができる視聴者は良いが、インターネットを利⽤しない層、ＩＴリテラシーが相対的に低い層（特に
⾼齢者）が偏向報道により誤った⾏動をとったり誤った情報にまどわされることが散⾒されます（⼀例として、新型コロ
ナ騒動でトイレットペーパー、マスク等が店頭から消えた事例では、⾼齢者が買い込んだり、買おうとして店頭に並ぶ姿
を実際に⾒てきました）。「あまねく伝える」とあるが、それであれば番組制作側の主義主張に都合が悪い情報を視聴
者に伝えないいわゆる「報道しない⾃由」を⾏使するのは⽌めてください。⼀例として⽶⼤統領選の報道ではトランプ
候補に対する印象が悪くなるような内容が⼤半であるが、トランプ候補が４年間で取り組んできたことを評価する⽶国
⺠が多いこと、また現在進⾏形である「ブラックライブズマター」に端を発する暴動や⼀部⽶国⺠による暴⼒の横⾏が⺠
主党系の知事や市⻑がいる都市では事実上放置されていること等は、インターネットで調べればすぐにわかることです。
なぜこういった事実を報道しないのですか。ＮＨＫの国際部⾨がこういったことを知らないのであれば仕⽅ないが、それ
であれば報道機関としては失格であり、いますぐＮＨＫの看板を降ろしてください。視聴者から受信料を徴収する「公
共放送」なのであれば、客観的事実を正確に伝える義務があるのではないでしょうか。特定のイデオロギーを主張する
のであれば、国⺠から受信料を徴収することを直ちに廃⽌してください。我々国⺠は、ＮＨＫが公共放送という位置
づけであり、かつ法律で受信料の⽀払いを義務付けられていることから、やむなく年間数万円ものお⾦を⽀払っていま
す。しかしながら、こうしたＮＨＫの姿勢が⼀向に改善されないのであれば、多くの国⺠が⽇本国のルールに従い放送
法の改正やＮＨＫ改⾰に関する声を挙げていくことになると思います。最後に、ＮＨＫは莫⼤な現預⾦を抱えている
ので、次期経営計画にある「受信料⽔準は現⽔準を維持する」のではなく視聴者に還元する形で「受信料⽔準を引
き下げる」ことは可能と考えます。 

個⼈ 初めて意⾒を送らせていただきます。  私は⽇々悪化する気候変動についての報道をしてほしいと思い、この度意⾒を
送らせていただきました。  現在気候変動は修復不可能ギリギリまできています。このままの⽣活を続けた場合、前代
未聞の暑さ、記録的な豪⾬など異常気象が当たり前の世の中になると考えます。  また、⽇本は他の国に⽐べて環境
問題への関⼼が低く、情報についての格差も⼤きいと感じました。  メディアにはこの環境問題を国⺠に伝える社会的
義務があると考えます。  どうぞよろしくお願い致します。 

個⼈ はじめまして、東京都在住の●●と申します。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そし
て未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
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は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。  私は NHK 映像の世紀シリーズが⼤好きです。どうかこのシリーズのように、真実を国
⺠に伝えていただきたいです。気候変動を危機と捉え、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。    参考
⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ こんにちは。いつも報道してくださったありがとうございます。私は福岡の⼤学⽣です。 最近、気候変動や海洋プラスチッ
ク問題について知り、今の⽇本の現状に強い危機感を持っています。⽇本には、まだまだ気候変動と異常気象や熱
波の関係性を認識していない⼈が多くあるように感じます。その原因の⼀つにメディアがあると思います。海外と⽐べて
も、あまりにも環境問題や気候変動についてのニュースが少ないと思います。私たち若者は気候変動の影響を受ける
世代です。私はこれからもこの地球で⽇本で⽣きていきたいです。まだ間に合ううちに、NHK として責任ある⾏動を強く
求めます。よろしくお願いします。 

個⼈ 広島県に住んでいるものです。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ



268 

 

い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動についてもっと報道して欲しいです。⼈類が地球に住めるのはあと何年か、このままだと⼈類滅亡の危機まで
危惧されている気候変動の問題ですが、⽇本ではほとんど報道されていません。気候変動の原因と、そしてそれを⽌め
るために私たちに何ができるのかを報道するべきであり、それは何よりも最優先事項だと思います。資本主義が横⾏し、
お⾦を稼ぐ事が⽬的化していますが、それも⼈類が滅亡の⼀途を辿ればまさに本末転倒です。限りある地球の資源を
⼤切にし、サステナブルな⽣活・社会こそ、これからの⼈類に求められる事です。 より多くの⼈がこの危機を知るために、
どうかメディアの⼒を貸してください。 どうか、こどもたちの未来を守るために、 報道してください。よろしくお願いします。 

個⼈ 静岡県の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出さ
れ続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 私は⼆歳児の⼦供を持つ主婦です。 近年の気候危機から⼦供たちの未来を⾮常に憂いております。 報道の⾃由
度ランキングというものを最近知りました。⽇本は G7 の中で最下位。また、安倍政権が始まった 7 年⽬から明らかに
ランクが下がっています。今まさに政権交代のタイミングで、報道が⼤きく変わることを⼼より願っております。どうか、利益
や経済優先の世の中でなく、⼈類の未来を希望あるものへして頂きたいと思っています。  3 年経営計画への意⾒を
送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を
与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした
巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、
このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私
たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意さ
れたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表され
た IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 北海道に住む 30 代です。NHK 経営計画への意⾒をお送りします。  気候変動・気候危機に関する情報を⽇本国
⺠すべての世代に向け わかりやすい説明とともに頻繁に取り上げること、また公平な視点から 特集番組を製作いただ
くことを求めます。  いずれの場合も根本的な原因と 具体的な解決策を盛り込んでください。  NHK の放送ガイドライ
ンには「ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。」とあります。  これはいかなる政府
関係機関、産業の関係者からの圧⼒や働きかけによって左右されず かつ「放送の⾃主・⾃律を堅持」されることと理
解します。 畜産業が地球環境に及ぼす影響は無視できません。 温室効果ガスの排出量は全ての交通機関からの
排出量を上回ります。  環境省が今年の環境⽩書で、⾁⾷を減らす運動を進める団体「ミートフリーマンデー・オール
ジャパン」（MFMAJ）を紹介しようとしたところ 農⽔省 畜産振興課が実質的に掲載に反対する意⾒を環境省に伝
え、 MFMAJ の紹介記事の⾒送りを決めたこと。削除後の⽩書が閣議決定されたこと。 この内容も「放送の⾃主・⾃
律を堅持」し放送する価値のあることです。  またアパレル産業、エネルギー産業なども含めて気候変動および環境汚
染の原因として扱ってください。  現在 30 代の⾃分が⼦供の頃は「地球温暖化」と呼ばれていた現象がそこに留まら
ず「気候変動」、さらに「気候危機」との⾔葉を使うまでになりました。  故郷が北海道の⼗勝で畜産・酪農が盛んな地
域ですが 畜産業に関する上記の報道を求めます。 この意味をご理解いただけますか。  これまでの地域の産業を維
持することを優先するよりも この地球に⼈・動物・植物が⽣きつづけられるようにするための 産業の転換を優先すべき
です。 社会全体のシステムが変わるために NHK さんの放送によって、多くの⽇本国⺠の意識が変わってゆくことがステ
ップの⼀つと考えます。  2015 年合意のパリ協定では⽬標が「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」でした。 昨年
公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書では、 「気温上昇を 2 度よりリ
スクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年
までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とあるにもかかわらず 1.39 度まで上昇しているとの試算がありま
す。  今⽇の私たちの⾏動が未来を左右します。 3 年後、５年後、10 年後では間に合いません。  どうぞよろしくお
願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  NHK 経営計画、拝⾒しました。貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。現在 NHK が提⽰している報道内容には「気候変動」についての記載がありません。  今年の巨⼤台
⾵や豪⾬などの⽔害や気温上昇などを単なる「災害」や「異常気象」として報道するのではなく「気候危機」として報道
し、根本的な原因と解決策について報道して欲しいです。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わら
ず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況です。なので、気候変動の情報が不⼗分
で関⼼を持ててない⼈もたくさんいると思います。  今後さらなる災害、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機など、
⻭⽌めが効かない状態になり得ると予測されている今だからこそ、私たち⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となっ
て取り組む必要があります。メディアの社会的責任として、NHK さんには⽇本を牽引していって欲しいと強く思います。  
よろしくお願いいたします。 

個⼈ 兵庫県在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
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す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京都在住の個⼈事業者です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川県在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 御社にはぜひ気候変動についての番組を作っていただき放送して欲しいです。 ⽇本は経済⼤国として地球に多⼤な
負荷をかけているにも関わらず、環境問題に対する国⺠の意識が海外と⽐べてとても低いと思います。 御社に番組を
製作していただき、公共放送として環境問題に対する取り組みを牽引していって欲しいです。 
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個⼈ 京都府在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京都在住の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
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場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川県在住の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 群⾺県に住む、サービス業会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。 こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
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偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。  今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません︕  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。 そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解
決策について報道して下さい。 私たちは⼗分に解決策を持っています。 それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょう
か。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。 ⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。 それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。 気候変動を危機として扱い、⽇本
を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。   メディア界で頼れるのは、NHK さん、あなたしかいません。 どうか、
私たちの地球を、私たちの未来を、 守るためにお⼒添え下さい。 ⼼より、お願い申し上げます。  ●●●●●●   参
考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動についてとりあげ、正しく報道してください。 
個⼈ 気候変動について。  年始の NHK の番組⾒ました。  地球に住み続けられるかどうかの臨界点が あと 10 年です

ね。  今年の異常気象からみても 事実なんだなあということがわかります。  信⽤が NHK さんには 気候変動について
の報道と 環境問題の現状 課題 もっともっと報道していただきたいです。  ⽇本が良くなるための報道を 期待していま
す。 

個⼈ 「気候変動について」 今年の夏は猛暑だと報道していますが、どこが最⾼気温などは必要のない情報です。 それより
も、何故気温が上昇したのかその原因を報道して下さい。 気候変動、地球温暖化、環境汚染。 これらの因果関係
をしっかりと報道して欲しいです。また、⽇本の意⾒だけでなく、海外の情勢、向き合い⽅。等々⼀緒にお願いします。 
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個⼈ 私は Fridays for Future Hiroshima で気候変動対策を求めて活動しています。  3 年経営計画への意⾒を送
らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与
える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨
⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、こ
のような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私た
ち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意され
たパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 最近のレジ袋有料化への反応を⾒ておりますと我が国の環境への意識は他国に⽐して著しく低いように感じます。  
どうか気候変動に係る報道を積極的に⾏って頂きたく、ご意⾒を申し上げさせて頂きます。 

個⼈ ⺠放のような娯楽番組は極⼒減らしてください。 芸能⼈を不要に多く出演させて制作費を湯⽔のごとく増やすことはや
めてください。 ⺠間企業はコストダウンで⽣き残りをかけ絶えず戦っています。 ただし NHK は国⺠の受信料で成り⽴っ
ています。どうか視聴率は気にせずに国⺠のためになる放送を⼼がけてください。 

個⼈ ●受信料について NHK の受信料が⼀般常識として⾮常に⾼額。⽉ 2000 円を超える費⽤はほかの近似他事例
ではみられない。番組内容も受信料に即した放映内容とは思われない。（そもそもテレビはほとんど⾒ないし、NHK
番組はさらに⾒ない）娯楽放送はＮＨＫが実施する必要はなく、⺠間企業に任せるべきで。⼈件費も平均で 1，
500 万円/年と聞いていいる。受信料を納⼊する⼀般市⺠の世帯年収が５〜６００万円とすればせいぜい 1.2
倍程度が⽬安だと思われる。受信料納⼊者が納得のゆく給与⽔準にし受信料を削減すべき。 ●番組内容について 
⼀部の活動家が発信する番組が⾒られる。偏向報道については、最新の注意を払うべき。また、現状の地球環境重
視の傾向について、環境問題を重視する必要はない（●●教授論）との反対意⾒もバランスよく配信すべき。⽇本
の国益に沿った発信をするのが肝要と思う。 
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個⼈ 偏向報道や意図的に嘘を報道するのはやめてください。 
個⼈ 東京都在住、20 代社会⼈です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ

るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満と
する」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。  しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。  宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の
概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 都内在住の主婦です。 私達市⺠は現在の気候変動について⼤変な不安を抱えています。そこで 3 年経営計画へ
の意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤き
く影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を
及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によっ
て、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」
ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 
年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨
年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 
度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、
2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇し
ているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症
の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測
されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合
い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこ
の危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの
利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障され
た表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂
化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、
何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の
⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に
基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが
出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められてい
る貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどう
か、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 今のままの気候変動対策では取り返しのつかないことになると⽇々気候不安を感じております。私は今⼤学 4 年⽣で
す。⼈⽣ 100 年時代と⾔われているので後 80 年以上は地球にお世話になる⾝です。しかし毎⽇世界各地で起こ
る気候変動を知るたびに 10 年後の⾃分の未来さえも⾒えなくなります。どうにかしないと、⽬の前にこれだけの気候変
動の事実があるのだから何か対策を打たないと。しかし現実は誰もが気候変動に関⼼を持っているわけではありませ
ん。どうかお願いです。気候変動について報道してください。お願いします。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出
され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されてい
ます。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候
危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK には嘘の事実を制作して⽇本を外国に売るような製作者がいます。●●●●●プロデューサー ●●●●プロ
デューサー これらは国⺠の受信料で⽇本を貶めるような番組を作り思想的に⾮常に危険な⼈物です。このような⼈
がいるならこれからは受信料を払いません。これからは中国⼈や朝鮮⼈から受信料をもらってください。 
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個⼈ 東京都在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 経営計画について 1 受信料⽀払者として要望があります   気候変動について多く取り上げて報道していただきたい︕ 
最近異常気象が多すぎると思いませんか︖ たまたまだと思いますか︖ 地球温暖化はすでに危機的状況まできていま
す 私達はこのまま住めなくなるのでしょうか︖ メディアが 1 社も頻繁に取り上げてくれない為国⺠はこの事を周知せ
ず、誰⼀⼈対策しようとしない。 海外は国⺠の意識が⾼く、選挙などもグリーンリカバリーを公約に⼊れる政治家が選
ばれ、税⾦や法律も地球環境に良いことに使われたり変わったりしています。 現在の地球の温度上昇は 1.39 度で、
IPCC によると壊滅的なリスクを避ける為 1.5 度未満に抑えるよう発表されています そしてこのまま何もしなければあと
5 年以内に 1.5 度に達すると報道されています 多くのメディアが異常気象のコメンテーターに選ぶのは気象予報⼠で
す はっきり⾔って無意味です コメンテーターに置くなら科学者です︕ 科学者 11000 ⼈が地球温暖化について警鐘
を鳴らしているんです 声を聞いて、声を届けてください どうか頻繁に報道をお願いします 私達の未来のために 
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個⼈ 東京都在住の 20 代⼥性です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。今この瞬間からメディアとしての正しい発信
のあり⽅を変えていって欲しいと強く願います。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定
められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな
貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗
分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未
来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。け
れど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディア
の社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 未来の⼦供達に責任のあ
る⾏動を取りたいと毎⽇模索する⽇々の中で、メディアの影響⼒の強さを感じています。希望のある世界を実現するた
めに、貴社のこれからの報道が変わることを信じています。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅
公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 【気候危機について】 ご担当者様  私は神奈川県は湘南に住んでいる者です。 海のそばで暮らしていると、近年の海
⽔温の異常な⾼さ、感じたことのない規模の台⾵の恐ろしさを⽇々感じます。  温暖化、温暖化とメディアでは報じら
れますが それが何故なのか、またどうすれば温暖化を⽌められるのかは誰も⼝にしません。 原因は様々ですが、その第
⼀の理由が畜産業である事実に私達は 1 秒でも早く気づくべきです。  あと 10 年も経たないうちに、どんな事を覆し
ても温暖化は⽌まらなくなると⾔われています。  異常な暑さで⾷べ物は育たず、 海や森の⽣き物も⽣きられず、 去
年のオーストラリアのような⼭⽕事も広がり 地球をクールダウンしている氷河はますます溶け 新しいウィルスが蔓延し 
⼈々が残された資源を奪い合うのは⽬に⾒えています。  正直もう、個⼈の⼒では間にあいません。  メディアの⼒を貸
してください。  気候危機についてもっと事実を報じてください。  政治や事故、コロナ も⼤切ですが それ以上に⼤切
な、基盤となるものがあるはずです。  お願いします。 是⾮ NHK さんの⼒を貸して下さい。  お読み頂き有難う御座い
ました。 
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個⼈ 神奈川県在中の 30 代会社員です。 下記のとおり、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つ
のキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画
に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、NHK エンターサプライズ エグゼクティブプロデューサー ●●●●さん著の
「脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流 （ＳＤＧｓ時代の環境問題最前線）」を読み、
よりこの気持ちが強くなりました。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しい
ところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚
化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存
基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 
2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府
間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030
年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが
必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間が
ありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、
氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システ
ムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこ
の問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない
状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイド
ライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで
良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関
として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧
⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃
律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。
今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基
本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してく
ださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な
原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではない
でしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多
数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、
多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇
本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸
化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ 
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 私が今いちばん関⼼があるのは「気候危機」についてです。 ⽇本は企業も個⼈も環境問題への意識が薄いです。 ま
ず、今どれだけ地球が危機的状況なのかを知る事が⼤切だと思います。 どうか NHK さんもっと気候危機について取り
上げて下さい。 そして、環境を守る為に⼀⼈ひとりが取るべき⾏動を具体的に教える番組を作って下さい。 

個⼈ 中⾼⽣の⼦どもを持つ京都在住の主婦です。 最近、地球の気候変動が危機的状況であることを知り、とても衝撃を
受けました。世界中で多発しているさまざまな異常気象や災害の原因がすべて繋がっていることも。なぜ私はこれまで
気候変動について知らなかったのかを考えた時、海外と⽐べて、⽇本は気候変動についての報道が少なく、それが国
⺠の危機意識の低さにつながっているのではないかと感じました。これまで利便性や効率性を優先してきた⼤⼈たちの
責任は⼤きいと思います。⼦どもたちが⽣きる未来の地球を守るために、⽇本も国⺠⼀⼈⼀⼈が気候変動について
危機意識を持ち、今すぐ⾏動に移せるよう、NHK には現状をしっかり伝えて欲しいと思います。 NHK にはその義務が
あると思います。 どうかよろしくお願いします。 
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個⼈ 気候変動について  2 ⼈の⼦供を持つ主婦です。 気候変動について、もっと知りたいのですが、テレビではほとんど放
送されていません。外国ではもっと⼀⼤ニュースとして取り上げられ、国⺠も興味が湧き、⼀⼈⼀⼈が⽣活を⾒直すき
っかけになっています。 幼い⼦供を持つ親として、将来の環境についての不安、個⼈それぞれがが気候変動について
家庭でどういうことができるのかを知るきっかけを作ってもらいたいです。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの
観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 福岡在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 私はコロナで気候変動について具体的な⾏動を移そうと考えが変わ
った会社員です。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与え
る気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤
台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよ
うな⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち
⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意された
パリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の



286 

 

もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 私が望む理想的な NHK。 1.国⺠の⽣活に関わる基本的なニュースのみを扱う。 2.事実を取捨選択せずに扱う。 
3.どうしても思想的偏りが出てしまうので論説委員は不要。 4.専⾨家を呼ぶときは、異なる学説の⼈物を⼆⼈招き、
⾊々な 考え⽅が有ることを視聴者に提⽰する。 (実⾏しているときと、してないときにばらつきがある。) 5.国(政府)の
借⾦問題や環境問題では、報道内容に問題が多い。  NHK 経営計画。 国⺠の⽣活に関わる基本的なニュース以
外の部分は不要であり スクランブル放送とする。 国⺠が求めるのはニュースの多様性・質の⾼さであり、バラエティ番組
は ⺠放の仕事である。 NHK らしさとは、正確さと簡潔さと安さである。 キーコンセプトは「本来の NHK らしさの追求」 
職員に必要なのは創造性ではなく取材⼒と誠実さである。  経営改⾰は先ず、経営陣改⾰、外郭団体改⾰をすべ
きであるが ⾃ら率先して実⾏することは不可能でしょう。 

個⼈ 兵庫県在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
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ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK 経営計画（2021-2023 年度）（案）を拝⾒し、根本的に不⾜しているのが、国際的視点だと思いまし
た。「⽇本と国際社会の相互理解への貢献」「国際放送の効率化」「国際発信」については触れられているものの、⽇
本の公共放送として、国際社会の動向を踏まえた番組制作の⽅針、国際社会からの NHK に対する視点や期待、
そして国際社会における⽇本の⽴ち位置や責任を意識した国際発信などの視点が⾒られません。このことは、⽇本が
引続き国際社会においてリーダーシップを果たしていくべき今、⼤変残念です。  世界では、全世界が共通して直⾯し
ている危機に、国際的な視点から⽴ち向かおうとしています。世界に共通する危機には、もちろん COVID-19 の感
染拡⼤に伴う健康や経済的な危機もありますが、それだけでなく地球温暖化問題が気候危機として深刻に受け⽌め
られています。国際協⼒の下、地球環境変化の現実と気候危機の科学的根拠が⽰されています。このまま地球温暖
化が進めば、今の⼦どもたちが成⼈する頃、地球環境は⼈間が安全に⽣活できない状態に向かって後戻りできないス
タートを切ってしまう可能性があります。気候危機は、新たなパンデミックの要因にもなり得ます。また、⾷料危機や気
候難⺠問題を介して、新たな国際的政情不安の誘因となることも危惧されています。他⽅、ヨーロッパのポストコロナ
の経済復興の軸にはグリーン・リカバリーが据えられ、新しい時代の政策の柱や機会としても位置付けられています。気
候問題を無視した経済復興を考えていては、国際的なビジネスチャンスにも乗り遅れます。気候問題は世界共通の
危機、すなわち⽇本国⺠にとっても直接の脅威となりつつある問題です。国内の視点のみで災害対応を扱っているだ
けでは、国⺠の安全・安⼼を⽀えるための問題の本質を捉えているとは⾔えません。ぜひ、「１．安全・安⼼を⽀える」
の中に、気候危機を⼤きな柱として位置づけてください。  国連の持続可能な開発⽬標 SDGs は、2030 年までに
世界が総⼒を挙げて達成を⽬指す⽬標であり、各企業や団体が考え⽅として取り上げ、共感の姿勢を⽰すだけのも
のではありません。実際に全ての国において、⼈権と社会や国⺠の⽣活のあらゆる場⾯、そして地球環境が関わりを持
つ⽬標です。NHK も、⾃らの取組みについて SDGs の考え⽅を軸とする程度に留めず、１〜５のキーフレーム全ての
基盤として SDGs を位置づけるとともに、⽇本の公共放送として、本格的に SDGs を達成するために⽇本と世界が
取るべき具体策とその効果を、科学的エビデンスを基に厳格に評価し、推進への道筋を⽰すべきです。COVID-19
の影響で SDGs の進捗に遅れが危惧される現状にも、丁寧に⽬を向けていただきたいと思います。  以上、国際事
例の⼀端のみ触れましたが、国際的視点を NHK がより強く取り⼊れない限り、⽇本の政治や経済、そして⽣活も、
狭い視野に閉じた⾃⼰満⾜に留まり、世界のダイナミックな動きや近づく危機に対し⽬を背けたままとなります。NHK
には、国際的な現実と視点を基盤として番組を制作し、国際的エビデンスを踏まえた放送を届ける責務があると思い
ます。期待いたします。 
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個⼈ 埼⽟県に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。テレビが最も公正で事実を伝えるメディアだと信じる世代はまだまだ多いです。是⾮ともご尽⼒くださいます
ようお願いいたします。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の
状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK の経営⽅針につき 2020 年度が、⾚字の⾒込みである事に対し 異論があります。 まず、受信料が裁判の結
果増えている また、剰余⾦が 8，000 臆も ある事に加え、今年は、未開催だが、ｵﾘﾊﾟﾗが、3 年前から、予定して
いるにも関わらず ｵﾘﾊﾟﾗが、有るから⾚字⾒込みとは、普通考えられない⽢い経営⾒通しと考えます また、平均年収
が 1，700 万と⼈件費には、⼿を付けないのか︖ 不思議な組織だ。 それと、皆様の NHK と標榜しているが、ニュ
ースの編集⽅針は偏向している ⼀番の問題は、視聴者に情報を意図的に隠匿して報道していることだ ⾒ていて、数
多く 散⾒される。 ⼀番印象的なのが、愛知ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚで昭和天皇陛下の 写真を燃やし、靴で踏んでいる映像を全
国⺠に⾒せず、表現の⾃由が侵されると 報道したことだ。 NHK の偏向した報道姿勢が国⺠にどう評価されているの
か考えているのか︖ これ以上ひどく成るなら ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙやむ無しと考え追及する。 
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個⼈ ⼦育て中の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出さ
れ続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 ⼦
育てしている中で、気候変動に関連した今後の地球環境がとても⼼配です。 次の世代の為に、そして地球の為に、
宜しくお願い致します。 

個⼈ バリバラとねほりんはほりん⼤好きです(^^)  環境問題や気候変動についてたくさん取り上げて欲しいです︕  いつも
楽しく勉強になる番組作りありがとうございます︕制作に関わるみなさまご苦労様ですとお伝え下さい 

個⼈ ⼤阪府在住の⻭科衛⽣⼠です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
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の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動や、現在の地球環境について、もっともっと取り上げて頂きたいです。 若い世代からお年寄りまで、全世代に
わかる内容の報道や番組を作成していただきたい。 

個⼈ フリーの翻訳、通訳をやっている東京都在住の●●●と申します。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  
貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例
は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更な
る頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き
物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均
気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変
動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるた
めには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量を
ゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私
たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不
⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くた
めには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなり
ません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメ
ディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
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https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 東京都在住の学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動、気候危機について重点的に報道してください。 今、世界的に気候変動への関⼼が⾼まっており⽇本も例
外ではありません。この問題は地球上のすべての⽣命に関係があり、誰も逃れることはできません。それどころか、年齢
が若ければ若いほど、⽣活が不安定であればあるほどその影響を⼤きく受けるとても不公平な問題でもあります。  国
際的な報告書でも気候変動は⼈為的であり、⼈類活動がなければ現在のような気温上昇は起きなかったとしていま
す。それなのに⽇本で気候変動懐疑論が根深くあるのはメディアにもその責任の⼀端があると思います。 メディアが国
際的に裏付けのある事実を基に、⽇々の猛暑や過激化する豪⾬や台⾵、異常な暖冬、世界中で起きている森林⽕
災のニュースとの因果関係を明らかにして報道すれば⼈々は正しい情報に触れることができ、⾃⾝の⽣活や未来を考
えた上で現在の⾏動を変えることができるのです。その機会をメディアが奪うのは⼈々の命や⼈⽣を奪うことと相違ない
と思います。それほどメディアの役割は⼤きく、責任も重いのです。  今年の元⽇の NHK スペシャルを⾒ました。2020
年の 1 ⽉ 1 ⽇にあの放送をするのはとても意義深いものでした。しかしその内容の端々にどこか他⼈事のような印象を
受けたのが今でも⼼に引っかかっています。多くの⽇本⼈が思っている以上に事態は深刻です。どこかの誰かがやってく
れると思わせるような内容ではせっかくの番組が台無しになってしまいます。⾃分になにができるのか、それを伝えるところ
までしてほしいです。 NHK はスポンサーがなく受信料で成り⽴っている独⽴した公共放送なので、脱炭素を進める具
体的な取り組みを紹介してほしいです。そうでないと本当に時間がありません。 私は⼦どもがほしいと思っていました。し
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かし地球環境がこの危機的状況で、⼤切な⾃分の⼦どもが⽣まれたとして⽣きのびることができるのか確信がもてず、
⼦どもをもつ決⼼がつきません。同じ気持ちの友⼈もいます。  どうか気候変動、気候危機に関する正しい報道をトップ
ニュースで扱ってください。グローバル化した現代では、⽇本さえ、今さえ良ければそれでいいなんてことはありません。地
球環境があって⽇本での⽣活があるのです。⽇本に住む⼈に正しい情報を提供してください。 よろしくお願いします。 

個⼈ 新潟県在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 ⽇本は環境に対する意識
が低いと個⼈的にも思います。それは⼩さい頃からの教育現場で環境問題をほとんど取り上げない事もひとつの要因で
はないかと私は考えます。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報
道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考
えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、
正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 
この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されな
い。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持す
る。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業
務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社し
かありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、
迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでな
く、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それ
こそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気
候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問
題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。
気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 未来の⼦供たち、私たち、地球のためにもどうか宜しくお願い
申し上げます。 
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個⼈ 京都の⼤学に通う学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 受信料の価値の最⼤化について  まず、受信料はスクランブル化してください。 理由は下記の通りです。  まず、受信
料をもらうと⾔うこと＝泥棒である。 これを認識して頂きたい。 NHK 様はこれを財産の⾃由について余り理解しておら
れないので分かるように説明いたします。  まず、私たちがどのようなものに価値を置くかは⼈それぞれです。  そしてその
ようなものに違いをつけるのは個⼈の価値観に他なりません。  例えばある⼈にとってはゴミに思えるものも、ある⼈にとっ
ては宝に思えます。  それゆえ、個⼈の⾃由を追求するのであれば、各個⼈がそれぞれ幸福に思える選択をすることが
でき、全国⺠が幸福になれるのです。  このような理由のため⾃由を制限するのは、まず個⼈が他⼈を害しているかどう
か、つまり他⼈の幸福を妨げていないかが重要になります。  で、御社の放送をみないことで誰が被害を被るのでしょう
か︖ 誰も被害を受けないですよね︖  誰も迷惑をかけていない⼈からお⾦を奪うってことはそろそろ犯罪紛いのことだと
認識していただきたい。  で、そういうと反論があるのでここで⼀通り書いておきます。  まず、公共放送だからうんぬんに
ついてです。  まず、政治の情報については市場原理に任せたほうが合理的です。  例えば、NHK 様の放送になんら
かの不備があった場合、それが問題があると判断されればそれをみないことが可能になります。  それを避けるために
NHK は努⼒をするでしょう。  度重なる不祥事などは結局は御社の怠慢に過ぎません。そのような怠慢をただすために
スクランブル放送は必要です。  もう⼀つは⽂化を広めるうんぬんです。 これも論外です。 つまり NHK さんがなんらか
の⽂化に対して正しい批評を下すことができる。そういう前提にたっている。  まず、この前提がおかしい。 そもそも何
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故、特定の⽂化が善いのかなんていうのは説明できません。 ⽂化が素晴らしいと⾔うのは検証不可能な命題に過ぎ
ないです。  しかし、なんらかの芸術は X だから善い⽂化ということは決して導かれません。  歌舞伎が伝統を持つから
善いと⾔われたりしますが、また別の⼈は伝統ゆえに悪いと⾔うこともできるでしょう。  ある事実から価値判断は導けな
い。これは常識です。結局事実から価値を判断するのは個⼈の判断です。  結局⽂化は、NHK さんが決めることは
不可能です。  個⼈の判断でどの芸術を⽀援するかは決定されるべきです。ラブライブ!を応援するかまたポケモンを応
援するかは個⼈が決定するのです。  NHK 受信料という形で強制的に他⼈のお⾦をなんらかのコンテンツに分配する
という⾏為は決して許されることではありません。  最後に、視聴率に関係なく作品を作れるという話についてです。  ま
ず、視聴率関係なく作ったコンテンツで視聴者の興味を持たない作品は⾒向きもされません。  勝⼿にお⾦奪って、勝
⼿に⾃⼰満⾜の作品つくって終了です。  そして、誰もみない作品ははっきり⾔って、視聴者のなかでは⾯⽩くありませ
ん。先程も⾔ったように何が良いかは個⼈が決定することです。  多くの⼈がみない作品＝多くの⼈にとって価値のない
⾯⽩味のない作品です。  こういう作品を奪ったお⾦で作るのは⽌めていただきたい。   以上です。 

個⼈ 千葉県在住、20 代美容師です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームに
あるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川県に住む、29 歳 OL です。 3 年経営計画への意⾒を送らせてください。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。  これは⼼からのお願いです。どうか未来の⼦ども達のために、私達の⼤切な家、地球のために勇気ある
⼀歩を踏み出してください。 何卒宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050
年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホー
ムページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate 
Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⽇本の国営放送局として気候変動の情報を⽇本国⺠に向けて発信して下さい。 現在、気候変動は気候危機とな
っています 地球上すべての⽣命の危機です 環境問題というワードが上がってから、もう 30 年以上経つと思われます
が現状は悪化し続けています 気候変動の事実と現状を正確に取材し放送してください。 現在の報道ではあまりにも
偏りすぎた情報しか放送されてないと感じます。 NHK は誰のための誰に向けた放送局なのですか︖ 私たち国⺠には
知る権利があります。 今、地球の状態はどのような状態なのか 気候危機がどのくらい迫っているのか 今後どのような気
候変化が予測されているのか 世界の国々の取り組みと ⽇本はどのような対策をとっているのか、とっていないのか 企
業は対策をしているのか、いないのか ⺠間レベルではどんな対策をとればいいのかを発信する義務があるのではないで
しょうか 私たちの命の危険が迫っている事を、事実をなぜ報道しないのですか︖  緊急事態はもう始まっています ⼀
昨年、去年の台⾵災害をみても異常は明らかです。すでに⽇本は災害リスクが世界的に⽐べもて跳ね上がって悪くな
っています しかしこの現状を知らない⼈が⼤半です なぜか︖ 誰も教えないからです、政治家 ⺠間放送局も、NHK
も報道しないからです。 このまま現状を把握しているのにもかかわらず何事もないように報道しないのは国⺠を故意に
危機に追いやる⾏為になるのではないですか︖ どうか⽇本に住む全ての⼈々の未来のために 気候変動の危機と現
状と今すぐ取り組むべき事を報道してください。 お願いします 
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個⼈ 放送内容について もっと、国⺠の皆に、環境問題のこととか、社会問題を報道してほしいです︕皆が知らなくちゃいけ
ないことだと思います。気候変動は本当に後戻りできないところまで来ていて、皆が⾏動しなければ、⾃分達の⾸を絞
める状況になってしまうと思うんです。例えばプラスチックゴミを出さない、⾁の消費量を減らす、ヴィーガン、ベジタリアン
になる、などの⾏動で環境への負担を減らせます。環境のためにヴィーガンになった⼈も増えています。海外なんか本当
にたくさんの⼈がそういうことに意識を持ってやっています。気候変動のこと、環境問題と⾁⾷やプラスチックとの関係など
の内容を放送していただきたいです︕ 

個⼈ ・気候変動について ・プラスチックごみ問題、森林伐採問題 ・⽝猫の殺処分について 
個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、

そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 東京都に住む⼤学⽣です。気候危機について⾔及する報道をして下さることを求めます。気候変動、温暖化、などは
⽿にすることも多い中、現在私たちの⾝に起こっている⾃然災害や異例の猛暑などは、危機と表現するのがふさわしい
ほど、⽇常を脅かしています。⾃然災害は⼈災です。諸外国が早急な対応をしているのに対して⽇本はまだテレビで
気候危機に関して報道する番組、局は⾮常に少なく、⽇本を代表して NHK さんが責任をもって地球の現実を⽇本
全国に向けて知らせるべきです。今やらなければ、後々後悔することは、科学的根拠も⽰しています。今すぐに、より多
くの国⺠に気候危機の恐ろしさや、⾃然災害は防ぐことができること、激しい変化を遂げる⾃然に対して順応するだけ
でなく、⼈間が良い変化を起こせること、国や企業だけでなく、個⼈単位で努⼒することに意味があること、本気で変わ
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ればまだ間に合う可能性があること、などを、真っ直ぐ伝えて下さい。国⺠は知る権利があります。そして、⽇本を代表
する放送局は国⺠に知る機会を与える必要があります。是⾮、前向きにご検討頂けますと幸いです。 

個⼈ 未来のために、本気の教養番組を作ってください。 国⺠が当事者意識を持って議論をできるような。 池上彰⽒の番
組のように、中学⽣に教えるレベルではなく。  ⾃分が学⽣だった 20 年前から、環境問題、エネルギー問題、気候変
動問題、⾷料問題、⽇本の農薬問題、⽇本の畜産業問題、、⼭積みの課題を解決するために「持続可能な社会
⽬標」を勉強していました。 でも、CO2 排出削減のために、製品や仕組みを変える⽇本の企業努⼒しか実感しませ
んでした。  国は適切な政策を⽴てず、国⺠はそもそも知識も疑問に思うことも少なく感じます。 ゴミ問題はリサイクル
の詭弁を続け、それを殆どの⼈がそのまま受け⼊れています。疑問を持とうともしていない。 エネルギー政策は原発事
故でやっと変化が⾒え始めたけれど、この先の⽅向性を国⺠が決められる（⼀番は選挙⾏動）情報がない。 発⾔
者によってバイアスがかかって内容が違うから、よくわからない⼈はよくわからないまま。  NHK さんが配慮すべきは唯⼀、
視聴料を⽀払っている受信者のみです。 予算の割り振りを、未来に向けた配分にしてください。 例え 60 代でも 70
台でも未来はあります。 本⼈の時間と、下の世代への責任という未来。 国やどこかの企業の顔⾊を⾒て作った⽟⾍
⾊中学⽣レベル番組は不要です。 未来を変える NHK。 かっこいいですね。 世界の投資家は動いています。 それで
やっとまわりも動き出した印象があります。 結局お⾦なのだ、と改めて思います。 投資家に未来を作ってもらうのではな
く、テレビがそれをやる、気概を⾒せてください。 

個⼈ 世界の共通⽬標である SDGs は、今まさにみんなが関⼼を深めて、取り組んでいく課題です。「NHK 経営計画案」
では社会貢献の最後に１⾏だけ SDGs の記載があるのみで、扱いが⼤変⼩さく不⼗分だと思います。実際には、私
はよく NHK のニュースや特番で SDGs をテーマにしたものを⽬にし、様々なことを知ったり、考えるきっかけをもらってい
ます。計画書により積極的に記載し、今後も⼒を⼊れてよい番組を作ってもらいたいです。とくに「気候危機」「社会の
不公正や貧困問題」「差別などの⼈権侵害」や横断的課題である「ジェンダー」についてもより発信してもらうことを期
待しています。 

個⼈ 私は福岡県に住む主婦です。 ⼦供が 2 ⼈います。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
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あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ こんにちは、東京を拠点に活動しているアーティストプロデューサーです。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきま
す。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。例えば⽣態系を⼤きく変えてしまった
「モーリシャス海岸での事故」について、NHK をはじめとする⽇本のメディアでは⼤きく取り上げられないまま、ただ時間だ
けが過ぎてしまっています。公共報道機関として事実を無視せず、また⼀部の既存権益に揺るがされることのない報道
をしていただきたいです。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ ⼤阪在住の 40 代男性です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ BS も AM も今のままのチャンネル数が望ましい。 それぞれに特⾊あるチャンネルであるため。 
個⼈ 私は⻑年の NHK ラジオの愛好者です。AM の第⼀と第⼆を統合するとのことですが、私は反対です。中⾝もけっこう

違いますし、⺠放と違って CM もない NHK の放送は⾮常に貴重です。どうか再考のほどをお願いします。 
個⼈ 「NHK 経営計画（2021-2023 年度）」を拝⾒させていただきました。この中で、「保有するメディアの在り⽅につい

て」の⾳声波の 2 波への整理削減について⾔いたいことがあります。私は、この計画に反対します。NHKAM ラジオ第
１と第 2 を統合すると、通常の番組か、教育番組か訳が分からなくなると思います。それに、通信制の学校に⾏ってい
る⼈や、⽇本全国や夜間中学に通っている⼈の学びの場を奪うことにつながりかねないと思います。それに、インターネ
ットの活⽤と書いているが、経済⼒が乏しく、インターネットができない⼈や、⾼齢者は、学ぶ機会を奪われてしまうと思
います。⾳声波は今まで通り、ラジオ AM 第１放送、ラジオ AM 第 2 放送、ラジオ FM 放送の３波で続けて下さい。
よろしくお願いします。 



301 

 

個⼈ 〇NHK らしさとは・・・受信料によってなりたっているので、スポンサーを気にせず、⺠放ではできない番組作りをしていた
だきたいのです。そして放送にあっては公平、公正な発信をしていただきたい。〇安⼼・安全というのは、災害やコロナウ
ィルスなどの病気だけではありません。今は尖閣の問題、南シナ海ではミサイルも⾶んでいます。国防ということは急には
意識できません。常⽇頃からの些細な情報と解説を発信してください。（ただし右にも左にもぶれず）〇そして国⺠の
発した⾔論も守ってください。8 ⽉ 20 ⽇放送の「NHK ニュース７」ではモニタリング会議の模様について、●●●●
●●●●●●●●の●●●●センター⻑がご⾃⾝の Twitter で「私の⼈格を傷つける悪質な誤報・・・」と⾃分の
発⾔したことではないことを放送されたと⾔っておられます。※翌⽇訂正さたようですが、誤解を招くというのはどこがどう
違うのかきちんと説明をしてもらわないと分かりません。もっとも、●●先⽣の⾔葉をそのまま放送していれば起きなかっ
たこと。また、「NHK NEWS WEB」で沖縄の新型コロナウィルスの感染が急拡⼤したことに関しても「県外から沖縄
に戻ったひとがウィルスを持ちこみ広がった」と、記事のなかでは⼆度、同じ⽂章が繰り返されていています。そしてその分
印象も強く残ります。しかし、インタビューをうけた●●●●先⽣は（映像を⾒てないから何とも⾔えないが）「県内で
感染が急速に拡⼤した理由は分からない。おそらく単⼀の要因ではない。持ちこまれただけでなく、広がった環境要因
にも注⽬すべきだ」という事を強く申し上げた。そのうえで『⽶軍からの流⼊もあっただろうし、本⼟からの観光客による持
込み、沖縄県⺠が県外に旅⾏に⾏ったり、県外にいる親族や友⼈が訪ねてきて持ちこんだことも少なくなかった。こうし
た渡航による持込みは、⽣活に⼊り込んで⾼齢者との接触機会があるため、家庭内での感染事例が多く認められた。
今後、気をつけるべきポイントだ。』と申し上げた。と、編集の⽅法にも疑問を持たれています。どちらが本当なのでしょう
か︖●●先⽣はインタビューで顔もお出しになっていて、⼀部だけ取り取って放送されているのでは、趣旨がうまく伝わり
ません。先⽣にとっては信⽤問題です。NHK 側で勝⼿な解釈をせず全部放送していればおこらないことです。〇
「NHK 経営計画（案）に対するご意⾒提出フォームについても＞ご意⾒の趣旨を変えずに⼀部表現を修正すること
がありますこれをするから誤解が⽣じるのではないですか NHK は放送しない⾃由、⽂⾔をつけたす⾃由を⾏使してい
ませんか。 

個⼈ NHK 意⾒提⾔ 1) 安⼼安全のためには、ニュース＆天気が重要である。今何が起きているのか。天気がどうなるのか
が、ちょっと時間が空いた時に知り得ることが安⼼につながる。重要なファクターである。そのために専⽤チャンネルを確保
すべきである。アメリカやカナダに⾏くとニュース&天気専⽤チャンネルがある。⼤変便利であった。10 分くらいの内容のも
のを繰り返し放映していた。続けて⾒るわけでないのでこれで⼗分である。必要な時に即座に⾒られる放送が重要で
ある。例えば、BS102 チャンネルをニュース&天気に割り当ててはどうか。BS101 と BS102 で同じ内容を放映してい
る時があるが、これは全く無意味である。10 分くらいの内容の繰り返しならば、取材費⽤も今のままで良い、予算の膨
張にはならない。しかし、聴視者には⼤きな利益になる。2) ⽇本語の発⾳を正確にして欲しい。公共放送を豪語し
ているのだから、⽇本語を壊さないで欲しい。東京のアナウンサーの「ひ」と「し」の発⾳は完全に間違っている。中には
正しい⼈もいるが、間違っている⼈が多すぎる。関⻄のアナはその点聞いていて安⼼できる。関東のアナは間違った発
⾳をするのが主流と思っているようである。直せば正しく出来るはず。⾼齢のアナは流⽯に正しい発⾳をしている。●●
●●●さん、●●●●●さんなどは聞いていて安⼼できる。中堅の●●●●アナも正確である。⾒習ってほしい。現
場レポーターの「えー」「えー」も⽿障りである。これを⼊れるのが癖になっているようだが、視聴者は次の瞬間に何を⾔う
か⽿をそばだてているのに、「えー」では注意⼒を失ってしまう。⺠法をマネしないで欲しい。3) ニュース番組では最初に
全項⽬を全て表⽰する事ラジオニュースなら⼀つずつ伝えるのは仕⽅ないが、テレビは⼤きな画⾯があるのだから、左
側半分に最初に全項⽬を全て表⽰できるはずである。視聴者は必要な項⽬だけに注⽬してみているのである。不必
要なものをだらだら⾒せられるのは、我慢できない。ラジオだけで良いことになる。テレビの特異性を⽣かした番組作りの
⼯夫に⽋けている。ともかく、⺠放の⼿法をマネすることはやめて欲しい。4) 各番組の最初に先ずタイトルを⼤きく表⽰
する事何の番組なのか 1 分以上も⾒ていないと分からないのは、⺠放テレビの⼿法と同じで、いらいらする。聴取料を
払っているのだから、スッキリした番組作りをして欲しい。タイトルを後から表⽰しないと視聴率を上げられないような番組
作りなら、NHK はいらない。5) NHK 番組の品位が落ちている。若者に迎合しているようだが、⾒るに堪えうる番組が
少なくなっている。若者は聴取料を払わない。聴取料を払っているのは⾼齢者である。品位が落ちた番組を流している
と、国⺠の品位が落ちてくる。外国⼈のリピーターが多かったのは、⽇本⼈の品位に好感を持って何回も訪⽇してくれて
いる。⽇本⼈の品位が落ちるとリピーターが減り、観光業が衰退する。⽇本の経済が回らなくなる。放送の影響⼒は
⼤きい。⽇本を良くするための NHK の考え⽅が重要である。NHK の独⾃性を発揮して欲しい。放送法に保護されて
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いるので、番組の質の低下に無頓着になっているような気がする。クダラナイ⺠放の真似だけは早くやめるべきである。ク
ダラナイ番組を⾒せられていると、⽬が汚れてくる。いやなのでテレビを⾒なくなる。当然、聴取料を払わなくなる。ネット
情報だけで⼗分だという時代がやってくる。私は、⽟⾳放送以来 75 年も NHK を聞いたり⾒たりして来た。⺠放は⾒
ないし聞かない。NHK の味⽅である。それだけに厳しい意⾒を述べたが、真剣に受け⽌めて欲しい。 

個⼈ ＮＨＫ全体が科学⾳痴の宗教集団みたいになっていて、まともな報道ができていない。具体的な⼀例として、「感染
者」と「陽性者」を区別できないままで報道している。ＮＨＫふれあいセンターにも再三にわたり苦情を⾔ったが、「些細
な差」だとか「同じことを何回も⾔っている」とかの難癖をつけてとりあわず、改善もしようとしない。実際の両者の数の差
は、些細な差ではなくニューヨークで１０倍、⽇本でも約２倍以上という⼤きな差がでている。単なる数字上の差だけ
ではない。感染者と陽性者がおなじだという誤解が国⺠に浸透して、陽性にならなければ感染していない、陰性証明
をもらえば安⼼できるというような間違った常識が広がってしまった。実際は、陰性でも感染している可能性はＮＨＫが
考えているよりもはるかに⾼い。このような間違った認識で⽼⼈介護施設の職員が⼊所者の世話をするとクラスターを
誘発して多数の⼊所者が死ぬ結果になると考えられる。つまり、ＮＨＫの「些細な差」という決めつけにより無視できな
い数の複数の⽼⼈が死ぬことが予想される。それでも、ＮＨＫは断固として「些細な差」あるいは「同じ」として報道を
続けるという。視聴者の声を難癖つけて叩き潰し、いくら⾔っても直さない。視聴者がいくら死んでも気にしない。政府
の間違いを指摘せず、逆に⼀丸となって間違った⾔い回しを国⺠に押し付ける。そのせいでさらに⼤勢の罪のない視聴
者が死ぬ・・・これらはすでに組織腐敗の兆候として⼗分な証拠になると私は繰り返し強く訴える。このような異常で⾮
常に危険なＮＨＫの体質、雰囲気はどこからうまれてきているのか。経営陣がこのような⾮道を⻑期間、野放しにして
きた結果ではないのか。このように拙劣かつ狡猾なＮＨＫが⽇本の公共放送だと⾔ってのさばっているようでは、⽇本
の未来はないと私は断⾔する。新会⻑は３年しかない就任期間中に急いで何とかしないと、退任後には⼿も⾜も出
せなくなる。よくよく考えるべきだと強く訴える。 

個⼈ はじめまして。 広島県在住の 28 歳会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
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不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ NHK さんには⺠放とは異なる視点での番組制作を期待します。ニュース以外の企業報道は控える、バラエティ要素の
強い番組の打ち切り (某キャラクターとお笑い芸⼈が MC を務める番組）にし、より弱者視点で社会のことをわかりや
すく伝える番組にしていただきたい。具体的なトピックとしては、世界中で急務となっている環境問題、国⺠の関⼼を削
ぐのではなく理解促進・興味関⼼を引き出すフラットな政治報道を要望します。 また、昨今の⾳声メディアの盛り上が
りを背景にラジオやポッドキャストの強化をお願いします。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 私は愛知県在住の主婦です。貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の 情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続け ている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れていま す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが 
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとと もに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇 を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、 2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」と
されております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありませ
ん。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶
ける ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰
が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸と なって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメ ディアがほとんどない状況に
あります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま す。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番 組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として 
不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒ や
働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・ ⾃律の
堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私
たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかあり ません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確 な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気 候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は 関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、 多
くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱 い、⽇
本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化
炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ 
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 和歌⼭県在住の 30 代主婦です。⼆⼈の⼦供がいます。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
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がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 

個⼈ 「重点投資について」の中に、気候危機に関する内容も含めていただきたいです。 気候危機はこの３年が勝負の正
念場であり、公共放送の役割が問われていると思います。例えば、気候危機に焦点を当てた、選挙の討論番組や、
議員と専⾨家との具体的な政策に繋がり実⾏に移すことに繋がるための討論番組などを期待しています︕ 

個⼈ 都内に住む⾼校⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
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明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ チャンネル削減について 必要なし︕ テレビでもラジオでも、現在の番組から何を削るのかという感。 今、⾮常に充実し
たラインナップと思う。 嗜好が多様化している多チャンネル時代でもある。 削減される番組・チャンネルの担当者の想い
も忸怩たるものがあるだろう。 矜持を持った番組作りをしているなら、絶対減らすな︕現場だってそうだろう。 他で効率
を劇的に好転させることを考えよ。 いい番組を作れば我々は⾦は出す。 政府の顔⾊など窺うな︕「半沢直樹」を⾒
習え︕ 

個⼈ 秋⽥県在住の⼤学⽣のものです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームに
あるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ こんにちは︕⽇頃より国⺠のために放送をしてくださりありがとうございます。  ⾃分は気候変動に関する活動をしてい
る、静岡県の⼤学 4 年⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満と
する」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 20 代⼥性です。気候変動に関⼼があります。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキー
フレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊
れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいと
ころですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 先⽇、残念ですが安倍⾸相が辞任されることが発表された。⻑い間、お疲れ様でした。ありがとうございました。しかし、
ＮＨＫのキャスターからは、労いの⾔葉は⼀⾔もなかった。逆に⻑期政権を批判するような発⾔があった。ＮＨＫは
何様だと思っているのか。我々の受信料でなりたっているＮＨＫは、国⺠から⽀持されている⾸相に対して、我々の代
表として、お疲れ様でしたの⼀⾔、⾔えなかったのか。ＮＨＫは⼈としておかしい。ＮＨＫは、政治を私物化していると
よく⾔っていたが、我々の受信料を私物化して、⽇本を貶めるような内容ばかり放送しているＮＨＫは何なのか。みな
さまのＮＨＫではない。それから、韓国に対する輸出の問題は、韓国に対する輸出規制と⾔っているが、輸出管理の
問題である。正しく伝えてほしい。モリカケも桜も、ＮＨＫをはじめメディアが作り出した問題だ。今のコロナについても、
切り取った内容ばかり報道しないで、全てを明らかにして真実を報道し、恐怖⼼を煽らないでください。また、拉致問題
ももっと取り上げてください。これこそ、受信料を払っている国⺠の願いです。ＮＨＫが変わらなければ、に受信料の⽀
払い拒否します。 

個⼈ 放送内容について  地球温暖化による気候変動やプラスチックフリーに関する放送を増やしてほしいです。 ヨーロッパで
は昨年熱波や洪⽔で死者がでたり、⼩学校や駅が閉鎖し、気候変動の被害を受けているため国⺠の関⼼が⾼いで
す。 実は⽇本も災害が頻繁化、⼤規模化している背景の根本を辿ると温暖化が関係しています。 しかし国⺠の関
⼼が低いのは、まさか⾃分たちの⼩さな⽇々の消費、⾏動が温暖化に影響していると実感できないからでしょう。 ドイ
ツが拠点の環境活動家●●●●●●さんは、⽇本は、国⺠の多くがまだ知らないという希望があると⾔っています。 
みんなが知れば、必ず変われると。  各ファッション雑誌や SNS でもようやく環境への話題が盛り上がってきました。 今
このムードを⼤きく牽引していけるのは、テレビではないでしょうか。  最近 20 代でよく話すことは、テレビなんかいらな
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い、です。 SNS で海外の情報がリアルタイムで⼊ってくる中、事実を知ることができます。 しかし⽇本のメディアでは報
道されません。 ⽇本のテレビメディアを信⽤していません。 ここで国営の NHK さんまで信⽤を落とすことは国として致
命的と危機感を感じます。  以前 SNS で投稿された御社の温暖化のページはとてもわかりやすくシェア拡散しやすかっ
たです。 テレビ離れが進む若い世代にも SNS で⽬に⽌まることは重要と思います。  次の世代がよりよく住める地球
を、⽇本を作りましょう。  ぜひ、ご検討お願いします。 

個⼈ 「地球の上の⽇本」という視点で、是⾮、環境問題、地球温暖化、気象変動について、世界で今起こっていることを
伝えてください。さらに、私たちひとりひとりが出来ること、しなくてはならないことや⽌めなくてはならないことを、専⾨家の
分析を踏まえて番組にしてください。 

個⼈ 千葉県に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 京都府に住む 20 代美容師です。  未来のための切実なお願いです。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきま
す。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の
情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の
事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の
更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての
⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導
くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくては
なりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださる
メディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 埼⽟県在住の主婦です︕︕ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画について  E テレと共にいつも放送を楽しみに拝⾒しております。  昨今、記録的な豪⾬、記録的な猛
暑⽇、記録的な、、、 このフレーズが毎年伝えられています。  この原因は環境省で明らかにされているように、⼈為的
な気候変動によるものです。  ⼈為的なものは、改善が可能です。  すぐさま、国⺠が同じ⽅向を向いて改善していか
ないと、⽇本での⾷料は確保できなくなり、海⾯上昇により住める場所が減り、⼤型台⾵や豪⾬が当たり前の気候に
なることが⽌められなくなる、と多くの科学者が予測しています。  その原因とは、 ・畜産による多くの森林破壊 ・化⽯
燃料による空気中の⼆酸化炭素の増加 ・海洋プラスチックからのメタンガス発⽣ ・開発による野⽣⽣物の⽣息地及
び⽣物多様性の壊滅的な打撃   これらは、全て先進国が原因を作っており、⽇本と同じ暮らしを世界中の⼈がした
場合、地球 2.8 個分必要となると⾔われています。  この、過度な需要と供給に⻭⽌めをかけない限り、⼈為的な気
候変動に対策を打つことはできません。  経済はもちろん⼤事です。  その経済をグリーンリカバリーの⽅向で反映させ
ていけば、 環境問題と経済が両⽴できる⽷⼝があるのでは、と思います。  これは私の考えで、 実際には国⺠が考え
る内容がその⽅向に⾏くか否かはわかりませんが、  現段階での⼈為的な気候変動とその原因とその解決策について
の報道があまりにも少ないように思います。  暑いね、記録的なって⾔葉多いよね、 とそればかりが街の会話になってい
て、 将来のための⾏動の話になることはありません。  公共放送の貴社だからこそ出来る、全国⺠への報道。  現状あ
る社会問題を国⺠に広く伝えることは、報道機関の責任だと思います。  ⽇本国内で環境問題とその原因とその対策
について知らない⼈が過半を占める場合、 その情報は⼗分に伝えられていないということになりませんか。  私は、⾃⾝
が環境問題に直⾯したときに、 なぜもっと早く教えてくれなかったのか、と強く思いました。  きっと多くの国⺠も、教えてく
れれば変われるのです。  ⽇本⼈は、周囲に強く影響される⼈種なので、多くの⼈が知れば変われるのです。  その情
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報を詳しく伝え続けることが報道機関としての責務です。  2040 年、2050 年、 まだ多くの⼈たちが⽣きている時代
に、地球の環境は凄まじく変わる可能性があります。 今の⼦供達が少なくとも⼦供を産みたいと思える世の中にするた
めに、  今の⼤⼈が⼤きく意識を変えて、暮らしを変えて、経済観念を変えていかなければ、 それは変わりません。  強
い危機感で、報道をされることを強く望みます。 世論を動かしてください。   愛知県 ⼆児の⺟ 設計事務所主催者 

個⼈ ラジオの AM を⼀つにしてしまうそうですが私は反対です。今まで通りでいいではありませんか。⼀つにすると語学番組と
ニュースがどちらも圧迫されてしまうのでは。 

個⼈ ⼦育て中の主婦です。  私が今⼀番関⼼があるのは気候変動です︕ ⾃分が⼦どもだったとき、⼀⼈⽬の時、⼆⼈⽬
の時…夏の気候が違いすぎます。 冬には雪も降らなくなりました  天気予報を⾒ても、キャスターは記録的な猛暑とし
か⾔いません 気候がおかしくなっている 何か⽣活を変えなければ とは⾔いません…  どうか、気候変動を危機として放
送してください。  地球に住めなくなったら経済もなにもありませんから…  公共放送の NHK さんだけが希望です よろし
くお願いいたします。 

個⼈ こんにちは。 オーストラリア在住の 28 歳です。  私が住んでいるオーストラリアのメルボルンでは、毎⽇のように気候変
動に関するニュースをよくみます。 なぜ⽇本で⽬にすることが少ないのかと疑問に思い、3 年経営計画への意⾒を送ら
せていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与え
る気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤
台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよ
うな⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち
⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意された
パリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 



313 

 

個⼈ 環境、地球温暖化について。千葉県在住、東京都渋⾕区で働いている会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送
らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与
える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨
⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、こ
のような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私た
ち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意され
たパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「地球温暖化、気候危機について」 ⻑野県に住む主婦です。 近年温暖化が進んだり、⾃然災害が⼤型化して増え
ていることを怖いくらい実感します。 私は⼦どもが 5 ⼈いますが、⼦どもたちの未来がとても⼼配です。  周りを⾒ても気
候危機に対して知識として知らない⽅も多く、それにも危機を感じます。ぜひ地球温暖化や気候危機に関する番組を
どんどん放映してほしいです。 よろしくお願いいたします。 

個⼈ 放送内容を根本的に⾒直しすることにより“公共放送としての適正化”とスリム化を実現し、受信料の減額を図ること
要望します。 ●娯楽番組の廃⽌---現在はネット、有料放送など多様な娯楽番組が簡単に取得できる    ようになっ
ており、ＮＨＫがわざわざ多額の費⽤をかけて制作する必要はないと思い    ます。 ●ＮＨＫだから実施可能な報
道 受信料で運営されており、視聴率を考慮しなくてもよい環境にあるので、⺠放では制作できない次のような番組を
報道。  ・国会会期中は、やじなどの⾳声を消すことなく、ありのままの様⼦を流し続ける。  ・政策発表内容等の
“切り取り”を⽌め、全ての内容を報道。    ・現在も実施されている天気予報、地震、台⾵などの災害情報の充
実。    ・国内、世界各地で起こっている紛争、事件、事故などの速やかな報道。 ●公正、中⽴な報道 現在はやや
偏向的なコメントが多すぎるように感じております。 ⼤多数の視聴者は多様な⼿段（ネット、メデアなど情報が溢れて
いる）で報道内容を評価できる状況にあり、今後の報道は⼀切のコメントを交えることなく、事実のみを坦々と報道し
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続けることを要望いたします。  受信料で運営している“公共放送”局であり、給与体系、職員の構成（年齢、国籍
など）などを決算資料とともに公表することを要望します。 

個⼈ 神奈川県在住 25 歳のフリーターです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 脱炭素化社会に向けての要望 １．脱炭素化の意義  近年国内では、集中豪⾬や台⾵の⼤型化など異常気象
に伴う⼟砂災害や浸⽔被害などが頻発し、「命と暮らしを守る」ための対策は重要かつ急務な課題となっている。この
ような気候変動を引き起こしている原因の⼀つが、温室効果ガスの増⼤に起因する地球温暖化であって、今後さらに
⾃然災害の激甚化が想定される。  さらに新型コロナウイルスの世界的な拡⼤の中、地球温暖化とウィルスとの因果
関係が指摘されている。我々はコロナ禍や異常気象が、ただ単に 100 年に⼀度の災害であるなどと考えず、この現状
に危機意識を持ち始めなければならない。  ⼀⽅、産業界においても、２０２０年７⽉に経済産業省⼤⾂による
「検討指⽰」では、脱炭素社会の実現を⽬指すために⾮効率な⽯炭⽕⼒のフェードアウトや再エネの主⼒電源化を
⽬指していくことになった。  また、欧⽶中⼼の機関投資家の投資判断において、企業のリスク・機会要因として ESG
（環境・社会・ガバナンス）を重視する考え⽅も進展している。  脱炭素化社会に向けた世界的潮流は明らかに進
展し、企業は⾮化⽯燃料の調達や省エネルギーの推進を図り、環境負荷の少ない製品を提供することが競争⼒を
⾼めることになるだろう。今後、企業の脱炭素化の取り組みが加速度的に進むことに期待したい。 ２．脱炭素化に
向けた NHK への要望  NHK 経営計画（2021-2023 年度）（案）は、アフターコロナに向けた NHK らしさを
引き出し、新しい「NHK らしさ」の指針になるだろう。2020 年のコロナ禍を経験し、国⺠は「安⼼・安全」な社会の具
現化に関⼼が⾼まっていることから、より最適な媒体を通じ、国⺠が希望を持てる「新時代へのチャレンジ」につなげるこ
とが NHK に課せられた責務であると思料する。  脱炭素化に向けた⾏動が、NHK の多様なコンテンツ・技術⼒によ
って、あまねく伝えることができれば、「国⺠の関⼼事」の⼀つにして、必ず注⽬されることになる。 NHK には、ぜひ社会
の要請に対するメッセンジャーとしての役割を果たして頂きたい。これによって、CO２排出や⼤気汚染など⾃然環境問
題に関する意識が、国⺠の間で敏感になり、より浸透していくことに期待したい。 ３．企業が取り組むべき具体的な
施策  脱炭素化に向けた取り組むは、既に多くの企業で実⾏され、成果が出ている。その中で、具体的な施策を以
下に紹介する。 （１）⾮化⽯燃料の調達  ⼯場などでは、電気、蒸気、造⽔、排⽔処理、空気などあらゆるユー
ティリティーを使⽤または処理するが、すべてにおいてエネルギーコストがかかり、CO2 排出につながる。⼯場等の電⼒
の多くは、電⼒会社や⾃家発で賄う⼯場が多いが、その⼤部分は、化⽯燃料由来のエネルギー源になる。  そこで、
脱炭素化の施策として、例えば⼯場の空地を利活⽤した太陽光発電による再⽣可能エネルギーの推進や⾃家発の
燃料をバイオマス燃料に転換するなど、⼯夫できるところは、取り組みが始まっている。 （２）省エネルギーの推進  
⼯場設備はモーターなど省エネ仕様が普及するなど、機器単体では省エネルギーの推進が図られてきた。しかし、⾃社
⼯場内の省エネルギーの対策は、ユーティリティー設備に多くあり、設備全体のシステムでみた場合、エネルギーロスは、
まだ多いのが現状である。  企業ができる省エネ活動として、排熱回収や余剰蒸気の利活⽤、回転機器の運転台
数制御などの対策の他、運転管理の⽅法や⼿順の変更だけで効果が現れる場合もあり、全体を捉えた分析検討が
必要となる。  まずは従業員に省エネ活動の意識を浸透させていくことが、省エネルギーの推進にとって重要である。 
（３）ボランティア活動や企業活動の取り組み事例の広報  企業の「脱炭素化」活動は、コスト削減だけではなく、
CO2 排出量、消費電⼒量、化⽯燃料使⽤量などの省エネ指標の縮減成果を経営⾯でアピールすることができる。  
また、企業の社会的責任として、砂浜清掃や森林整備などボランティア活動の  推進は、活動を通して、参加した
従業員や地域住⺠に環境保護に対する理解を深めていくことができる。 ４．おわりに  企業として、脱炭素化の⾏
動をビジネスチャンスとして前向きに捉えて、エネルギー利⽤、温室効果ガス排出、⽔資源利⽤、廃棄物排出量など
に関して、有効的かつ⽣産的なシステムを構築することで環境負荷低減に寄与することは重要な⽬標である。  
NHK には、ぜひアフターコロナのあるべき持続可能な社会の実現のため、脱炭素化に取り組む市⺠、団体・企業など
と積極的に連携し情報発信を⾏って頂き、世界で地球温暖化防⽌の機運がさらに盛り上がるように働きかけていって
ほしい。 
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個⼈ ⼤阪市在住 3 歳と 0 歳児の⺟です。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ いつも拝⾒させて頂いています。  今回は気候危機について取り上げて頂きたくご連絡致しました。 御社の経営計画
には気候危機についての⽂⾔含め記載がありませんでした。  九州豪⾬や最近の異常な猛暑、昨年のオーストラリア
での森林⽕災など⼤きな被害となる天災が毎年のように起きています。 被害の状況を知ること、対策についてはもちろ
ん⼤切ですが、根本的な原因(地球温暖化)に対しては何の報道もないように感じます。 このまま地球温暖化を放っ
ておけば産業⾰命後＋1.5 度を超え、更に頻繁に⼤規模な天災が起きると⾔われています。  ⽇本は環境問題に
対して知識や危機感が他国に⽐べて圧倒的に低いです。 海外では毎⽇のように環境問題について報道があるそうで
す。 テレビの⼒は⼤きいと考えています。 どうか気候危機について多くの⼈に知ってもらえるよう、⾏動してもらえるよう
な報道をお願い致します。 

個⼈ チャンネル削減、統合についての意⾒ ○地上波を 1 チャンネル、BS を１チャンネル、ラジオも１チャンネルにするという
予定ですが、余りにも唐突過ぎるのではないですか。ＮＨＫは、他の⺠放には備わっていない教育、教養を提供して
いますし、私もその恩恵を幼い頃から受けて育ってきました。残念すぎます。     国の⽅針からとか⾔われていますが、
⺠放と同じになっては駄⽬だと思います。いい番組、企画が沢⼭今まであるのですから。圧⼒に屈しないでいただきたい
です。        BS4K、BS8K はどの位普及しているのでしょうか。確かに映像は素晴らしいですが、需要がないところに
投資しても意味がないと思います。     以前の会⻑⽅針で、総理⼤⾂にそんたくしたような⼤河ドラマをつくりましたが、
あれ以来⼤河ドラマを⾒るのを⽌めました。上からの圧⼒に左右されない経営をお願いします。     ラジオも全て FM
放送になるのですか。私はほとんど AM 放送しか聞いていませんし、AM は⾝近です。⾳質より、どこでも気軽に聞ける
ほうが好きです。     時代の波に逆らう意⾒ばかりですみません。 
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個⼈ 神奈川県で会社員をしております。 ⽇本のメディア以外（SNS や海外の記事）では、⽇本では放送されない気候
危機について⼤きく取り上げられているようです。⽇本のメディアでも、温暖化など何が起きているかは触れられますが、
その背景については触れられていません。  今、⼈類は⼤きな問題を抱えており、⽇本⼈も世界と同じレベルの意識を
持つ必要があると考えています。  上記の思いがあり、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つ
のキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画
に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新
しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・
激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての
⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の
幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する
政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ NHK 経営企画(2021〜2023 年度)への意⾒を送らさせて頂きます。  「気候変動」について取り上げて頂くことを
強く希望します。この問題は、SDGs に取り上げられるほど、多くの⼈類に影響を与える深刻な問題です。世界中で、
災害や異常気象が起きていているのは、国⺠は⾝をもって感じているはずです。100 年に 1 度規模の異常気象が毎
年起きる可能性もある状況に晒されている今、ここで何かアクションを起こさない限り、⼿遅れになってしまいます。  私
たちが住んでいる地球が今どのような危機に晒されているのか、知る必要があると思います。当たり前の⽣活が当たり前
ではなくなる前に、公共放送でもある NHK を通して伝えていって頂きたいです。  特に⽇本は「気候変動」についての
認知が低く、知ることから⾏動が変わるはずです。 ⾃分のため＝私たちのため＝未来のため＝地球のため。   ⼼よりど
うぞ宜しくお願い致します。 

個⼈ 北海道釧路市で主婦をしている●●●●●と申します。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える""  気候変動""   の情
報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  4 歳の息⼦が、環境問題に興味を持ち始め、 私⾃⾝は不勉
強だった上に危機的状況であると知りながらも知りたくない事実として思考停⽌してしまっている部分があります。 どうか
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NHK で気候変動について多く取り上げていただき、今後も私たちの⽣活に⼤きく関わる情報を発信していただけます
よう、よろしくおねがい申しあげます。 

個⼈ ⼤学院⽣です。 環境問題には幼い頃から関⼼がありましたが、最近特に勉強するようになるまでは各国の⽕災や⾃
然災害が気候変動と結びついていることを知りませんでした。ニュースを観ていても、不運なことのように報道されてい
て、これでは気候変動があと少しで取り返しのつかないことになるとは理解されないと感じています。 ⼀番影響⼒のある
テレビ局だからこそ、私たちが実感するレベルまできてしまった気候変動について報道し、アクションを促して欲しいと思い
ます。 

個⼈ 環境問題、ゴミ問題、畜産問題など報道は沢⼭されているけど、どうしたら解決できるのかをもっと報道していただきた
い。 

個⼈ 東京都に住む⼀児の⺟です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ はじめまして。 突然ですがもっと放送して頂きたい内容があります。 それは地球の気候変動についてです。 ⽇本の環
境問題に対する知識、興味はヨーロッパなどと⽐べ、とても低いとされています。  しかし⽇本の現状を⾒てください。 毎
年のように""何⼗年に⼀度の記録的豪⾬""が降り続いています。  もはや⾃然災害というより、⼈々が環境問題に⽬
を背け続けた為の⼈災では無いでしょうか︖  世界では地球を守るためにテレビなどのメディアから意識改⾰が始まって
います。  例えばヨーロッパでは家畜(⽜)から出るメタンガスに注⽬し、⽜⾁などの摂取を少し抑える取り組みがありま
す。 ちなみにメタンガスは⽇本が必死に排出量を抑えようとしている⼆酸化炭素の 21 倍とされています。  ⽇本でこ
の事実を知る若者は何⼈いるでしょうか︖ メディアの出番ではないでしょうか︖  地球に残された時間は後わずかで
す。 お願いです。 私達若い世代の未来を潰さないでください。 

個⼈ 三年経営計画についての意⾒です。  ここ最近の暑さや豪⾬等、 気候変動についての報道に追加して、 環境問題
についてもっと深く重⼤な 問題であると取り上げていただきたいです。  まだまだエコ活動等に関して 無関⼼な⽅も多く
⾒られます。 国⺠が多く⾒ている番組で ⼤々的に報道していただければ もっと⾃分達のこととして 考えていけるので
はないかと思います。  私達の未来のため、 私達の⼦供達の未来のために よろしくお願いいたします。 
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個⼈ はじめまして 4 歳 1 歳姉妹の⺟です こどもたちが安⼼して⽣活できる未来のためによろしくお願いいたします  3 年経
営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして
未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚
⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの
増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気
候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上
昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感
染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向
き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本
にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサー
との利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障さ
れた表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と
⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保
し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放
送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認
識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めるこ
とが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められ
ている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社は
どうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解
決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 新時代へのチャレンジについて  ・環境問題(プラスチックゴミをどう減らすか) ・気候変動問題(毎年⼤⾬災害被害が
ある、CO2 排出を減らす)  に焦点を当てた内容を盛り込んで欲しい。 環境や気候問題は待ったなしの状況で、
NHK だからこそできる番組を期待しています。 

個⼈ 私は北海道札幌市在住の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。   貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
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す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ NHK 総合について、⽇頃感じている事を述べたいと思います。最近ーここ数年前からでしょうか。とにかくうるさ過ぎるこ
とです。お笑いタレントを多く使い、雛壇に並べおもしろ、おかしくして、笑わせることを⽬的としてます。おかしくも無いの
に、笑い声を適当なところで流す。そうすれば視聴者は喜んでいるーとすれば⼤きな間違いです。これは私だけの意⾒
ではありません。昔から︖主に NHK を主に⾒ている職場の多くの⼈が異⼝同⾳に⾔ってます。⺠放と間違うほどになっ
た。要は公共放送としての品格を⼤いに落としています。もっとシンプルでいいと思います。また落ち着きのあるアナウンサ
ー2 ⼈で済むところを専⾨でもない⼈気タレントをコメンテーターとして起⽤するのも納得できかねます。⺠放、NHK と
それぞれ役割がありますので、視聴率を意識して⺠放の真似をする必要は無いと思います。その点、BS は、とても素
晴らしい番組を作ってると思います。個⼈的には特に、世界のドキュメンタリー、ワールドニュース、英雄達の決断、美と
若さの新常識ーこちらはタレントを使ってますが、ギャーギャー騒がしく無いのでとても良いー世界街⾓歩き、百名⼭、世
界のタクシードライバー、アナザーーストーリー、イッピン、シルクロード再放送、プレミアムカフェ、などは⼤好きな番組で
す。 地⽅の⼭村に⽣まれ育った私には⼩さい頃は NHK しかテレビが映りませんでしたので、 テレビは NHK 総合と教
育テレビ、、、という感じでした。時代の変化で従来の伝統的なやり⽅を変えざるを得ないーのかもしれませんが、公共
放送として落ち着き、品位、品格は保って欲しいと思うのです。よくお笑い芸⼈が、初めて出た時、実家の両親に
NHK に出られたとこを最⾼の名誉なこととして、、、両親、⾒てますか︖ということがありますが、これなんです︕他の⺠
放ではダメなんです。 それから、ナレーションや、誰かが話してる時、バックミュージックが異常に⾼い時があります。効果
⾳の為かもしれませんが、あまり⾼くしないで欲しいです。NHK 視聴者の多くは中後年者が多いと思いますー私もそう
ですがーバックの⾳楽の⾳で聞き取れない時もたまにありますので。 これからも良い番組作りに 邁進されて下さい。⽇
頃感じていることを勝⼿に⾔わせて貰いました。悪しからず。あ、チコちゃんは夫婦で楽しく⾒てます。ヒット作ですね。 
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個⼈ こんにちは。沖縄県出⾝で東京の⼤学に通っている⼤学 3 年⽣の学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせてい
ただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、
豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔
害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 
全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定
では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国
連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 
度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実
質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきて
います。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 30 代、0 歳と 2 歳の⼦持ち主婦です。  環境問題をテーマにした番組を⼤きく取り上げて欲しいです。 ビニール袋の
ゆくえや、ゴミに出されたものはどのようにリサイクルされるのか、海や⼭の動物たちは⼈間の⽣活によってどのような影響
を受けているのか、もっとたくさんの取りあげるべき環境問題がたくさんあると思います。 私たち⽇本⼈は現実を知らなさ
すぎています。そのせいで地球がどれだけ弱っているのか、それはつまり私たちの⼦供へどのような形で帰ってきてしまうの
か。 世界はもうすでに積極的に考え⾏動しています。⽇本は遅れすぎていますし、逆⾏するようなこともたくさんしていま
す。 ⽇本⼈の私たちには昔ながらのやり⽅や⾷べ物への⼯夫の知恵がたくさんあります。それをどのように役⽴てたらい
いのか、ヒントになるような番組を是⾮作ってください。 こんなに暑い夏はこの先何年も続き、きっともっと気温は上昇し
ていきますよね。⼦供が⼤きくなって、どうして間に合う時に⼤⼈たちは⼿を打ってくれなかったのかと悲しくならないような
時代を作っていきたいです。ですが、私 1 ⼈の⼒ではどうしようもありません。世の中を動かせる NHK さんのお⼒を貸し
てください。宜しくお願い致します。 

個⼈ ｺﾛﾅ認知 率 程 迄の報道が必要な「気候危機」について。今や幼⼦にも「ｺﾛﾅ」とは、がほぼ伝わっているだろう 来る
⽇も来る⽇もｺﾛﾅ，ｺﾛﾅだ。この禍は 温暖化によるとも⾔われ、⼜ 更なる(異種含)感染症の危機、ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸを起こ
すだろうとも⾔われている。つまりｺﾛﾅ禍を乗越え さえすれば それでお終い、という訳にはゆかない、という事だ  気候危
機に関し、「温暖化に対策を」との 全⾃治体の取組に⾄るべく、そして 全ての ﾒﾃﾞｨｱというﾒﾃﾞｨｱが挙って報じ、やが
て個⼈が出来る温暖化対策が(義務化必死。授業科⽬等。)⾃然な事=道理。=⽣きてゆく事そのものだという程に
迄 浸透されゆかねばならない その為には先ず「知らせる」事、「報道」であろう  ⽇本⼈にとってやはり⼀番信頼度の
⾼い放送機関なのではないだろうか。「NHK で観た、聞いた」。気候危機、「温暖化」に関する報道情報量増を切望
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致します  嫌という程連呼し続けなければならない、既に熱中症による死者も減る事はなく、温 暖 化 に よ る 巨 ⼤ 
化 し た 台⾵の猛威は つい去年報じられたばかりだ  未だ懐疑的な⼈々に事実を報せ様としない事は、最早罪深く
もある。何故もっとハヤク教えなかったのだ、と思わせてしまうに違いないからだ  事実を報じる真の報道機関であります
様 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 ⼦供たちの未来の為に、どう
か宜しくお願い申し上げます。  5 歳児の⺟より 

個⼈ 気候危機について︕︕  年々気候がおなしくなってきていて、世界中のメディアでは毎⽇のように気候危機について報
道されているところもある中 ⽇本ではこそまでされておらず、気候危機についていらない⼈も多いです。  特に世界でも
地理的な事情で 2 番⽬に影響を受けると⾔われている⽇本がことまま何もしたくてみんなが気がついた時には、どうす
ることもできない状態になってしまってからは遅いですし、僕達⼤⼈が知らず知らずの間に⼦供たちの未来を奪ってしまっ
ています。  この先、これ以上住みにくい地球にしないためにも気候危機関連の報道を多く流してください。  僕達⼈類
の⽣存がかかっていて、コロナで騒いでますが、⾃然災害で死んでる⼈の⽅が多くなってきています。  気候危機が良く
なるように御検討よろしくお願いします︕︕ 

個⼈ １）国営放送である限りにおいて、特定の国に配慮するような偏向報道をやめてください。まず初めに中国の⽀局を
即刻廃⽌してください。 ２）多くの余剰⾦をお持ちのようですが、⼀般市⺠は毎⽉受信料を払っております。おそらく
ＮＨＫの受信⽐率は２０％程度だと思いますが、現状の半額程度が妥当だと思います。それと、昔からの体質がお
代わりになっていないようにお⾒受けいたしますが、 番組作りに費⽤を掛けすぎです。⼀度、同レベルの番組を⺠放と
⽐較されてはいかがですか︖おそらく 1/3 から 1/4 程度ではないかと愚考いたします。 以上、ご検討のほど、よろしくお
願いいたします。 追記）若い世代ほどネットから正しい情報を得ていますよ。お気をつけくださいませ。 
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個⼈ イラストレーターをやっているものです。 ３歳になる息⼦の未来のためにも、3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。最近の気温上昇に驚愕しております。私が⼦供の頃には 30 度を
超えると猛暑と⾔われておりましたが、今やそれを、10 度も超える状況となっています。この状況の中、SDGS やサステ
ィナビリティなど地球環境に対する活動が注⽬されており、私⾃⾝も気になっています。より正確な情報を知るために
も、より幅広い年齢層に気候危機について知ってもらい活動して頂くためにも、NHK さんにて報道し頂けますようお願
い申し上げます。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京都在住会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ



326 

 

によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 静岡の学⽣です。 私たち⼈類にとって喫緊の課題があると認識するため、 3 年経営計画への意⾒を送らせていただ
きます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変
動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪
⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害
等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全
ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解
決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まな
くてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道して
くださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま
す。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正
確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 こ
の役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されな
い。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持す
る。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業
務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社し
かありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、
迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでな
く、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それ
こそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は
気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える
問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れませ
ん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅
公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ ⼤阪府の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出さ
れ続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 〈ラジオ講座枠の削減案について〉 ラジオの語学講座の存続を強く希望します。ラジオの語学講座のみで、語学学習
の喜びを知り⼀年続いて中国語検定三級取得にまで⾄りました。あれだけの素晴らしい講師陣で放送できるのは
NHK のみだと確信しています。できればどんどん減っている中国語の中級講座も復活していただきたいです。 

個⼈ NHK の語学講座とドキュメンタリーを楽しみにしています。教養に関しての番組を減らさないようお願いいたします。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 愛知県の⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされており
ます。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 公共放送協会として、国⺠と社会の間における公平・公正な関係をつくっていくことにおいて、NHK はこれ以上ない⽴
場にあると考え、経営計画においてもそのためのアクションが反映されていることを望みます。   「社会への貢献」 につい
て 気候危機は、2030 年に最もフォーカスしなくてはいけない社会全体の課題です。国⺠が最も信頼をよせるメディア
として、NHK の果たすことのできる役割は⾮常に⼤きく、社会への貢献を⽬指すのであれば、気候危機に関する報道
やコンテンツづくりに⼒をいれていくべきと考えます。  「構造改⾰」について 気候危機に限らず、ジェンダー間の不平等
など、社会における不公正は構造的なアプローチが不可⽋です。コンテンツの作り⽅や経営のスリム化だけでなく、経営
層やコンテンツに関して決定権をもつ層におけるジェンダーバランスの向上や教育を通して、より健全な経営を⽬指すこ
ともできると考えます。 

個⼈ 英語と中国語講座は続投してください。 
個⼈ ラジオ放送の第 1 と第 2 の統合に反対である。第 2 の語学講座、⾼校講座はたいへん有益で多くの向学⼼ある

⼈々に貢献してきた。その公益性は無視できない。よって存続すべき。また BS のチャンネル削減にも反対である。BS
プレミアムは映画の放映など有意義なコンテンツを提供してきた、また⼆つの BS１は国際ニュースの放映など意義ある
活動をしている。確かに 101 と 102 が同時に同じ番組を放映するのは電波の無駄と⾔えるが、それであれば、101
では報道とスポーツ、102 ではマイナーな邦楽などの古典藝能や新劇、ミュージカルなのどの舞台中継・放送に特化す
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ればよい。古典藝能や舞台藝術のＮH での放映は 10 年前より減っているといえる。むしろ次世代の伝統藝能や舞
台藝術の担い⼿のためにもそれに特化した公共放送のチャンネルが必要であるといえる。 ラジオ、テレビのチャンネル削
減は絶対にすべきではない。 

個⼈ ⾃宅近くでＡｍラジオの放送が まったく聞こえない（受信出来ない） 緊急事態のとき 携帯ラジオを持っていくよう
指導をしているのに おかしくない Ａｍラジオを聞けるようにして下さい。 ちこちゃんに叱らないようにしてください。 

個⼈ ◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。 について、これまで FM ではクラシック
⾳楽番組の削減が⾏われてきて、また、バラエティ化が⾏われてきている。その結果、若⼿、海外を含めてきちんとした
演奏をきちんと流す番組が減っている。FM 波の特徴であるよい⾳室はインターネットでは変えがたいものであるので、
現在のような⽅向性は全く⽀持しない。特にワールドカップ の時など中継を FM でやるのは全くひどい話であった。AM
のン hk 第１放送にもよさはあり、現在の中破２波と fm１はよいバランスではないかと思う。むしろ FM のポピュラーも
含めた⾳楽番組を充実させるべきである。 

個⼈ 〇 NHK 受信料は 50%カットすべきである   NHK の連結純資産は 8842 億円であり、公共放送としての純資
産規模としては過⼤である。 〇 NHK は放送法に基づく中⽴性を維持すべきであり、政治活動を積極的に推進す
る活動家をプロデューサー等に起⽤すべきではない 

個⼈ 東京都に住む、29 歳会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  ”気候危機”の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。  温室効果ガスの増加によって、⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予
測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺
るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未
満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
私達は、気候危機を⽌められる最後の世代と⾔われています。未来をこれから⻑く⽣きていく事、これから⼦供を産ん
で安全に住める世界なのか︖︖とても不安に思っています。  まだ⽇本では、気候変動の情報が不⼗分で多くの⼈が
気候危機の状況を知りません。しかし全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識すれば、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 福岡県に住む会社員です。 以下、貴社の 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 年々加速度的に進む地球温暖化︕  グリーンランドの氷はティッピングポイントを超え年々溶け続け、海⾯上昇は続
き、湾岸沿いの都市部、島々、家屋は⽔没の危険にあります。 アメリカ、オーストラリア等の森林⽕災は⼤規模化し
続けています。 ⽇本でも年々規模を増す豪⾬や巨⼤台⾵による⼤規模災害。  この気候危機の原因や急がなけれ
ばならない対策は、海外メディアは連⽇報道していますが、ここ⽇本のメディアの報道はごく僅か︕  NHK が気候危機
の真実の情報を報道するよう求めます︕ 
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個⼈ 東京都の学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つ
の観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 1 現⾏受診料制度を前提とする 3 か年経営計画は認められない。現⾏剰余⾦を⼤幅に削減するための⽅策を⽰
せ。例えば、スクランブルを試⾏するとか、職員給与 30％カットや⼈員整理、受診料⽀払世帯に還元するとか。 2 
ニュース部⾨（国内向け、海外向け）を国営とし、その他はすべてクランブルとする。スクランブルの試⾏により、国⺠が
有料で真に⾒たい番組・傾向が把握でき、将来計画が描くことが可能となる。現在は、⼿を広げすぎである。近い将
来、国営と⺠営に分割したほうがよい。「公共放送」は国⺠にとって曖昧であり分かりにくいし、職員はそれを隠れ蓑に
して労使馴れ合いで⾼給をむさぼっているのではないか。 3 放送法 4 条を遵守しているか。それをどのようにして確認
しているのか。  これに関連して、本庁舎内に中国の放送局が同居しているのは本当か︖事実とすれば、中国に限ら
ず外国報道機関の同居は即刻やめること。    以 上 

個⼈ 気候変動対策の分野において、 後進国となっている⽇本政府の現状について発信していただきたい。  ⽕⼒発電所
の増設、再⽣可能エネルギーの推進が滞っている現状を報じていただきたい。  世界をよくしていきたいと思っている ⼀
⼈の⼗代の男性の意⾒です。 
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個⼈ 気候変動の情報発信をしていただきたいと考えてます。   先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。   2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。  しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきて
います。私たちには時間がありません。  2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。   これらを解
決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まな
くてはなりません。   世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道し
てくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま
す。   ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、   “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、
正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 
この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されな
い。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持す
る。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業
務にあたる。“  と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社し
かありません。   そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。   今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。
⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響
を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知
れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ AM ラジオ放送が 1 局になる事について。  第２放送の語学講座をなくさないで欲しいです。 
個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時

代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
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ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 始めして⼩学４年⽣⼥⼦を持つ⽗親です。  私の娘はピンクイルカ・イッカクといった動物が⼤好きです 好きが⾼じて
も、どうして個体数が減っているのか︖なぜ住めない環境になっているのか︖と考え、 娘なりにいろいろな本・ネット・学
校の先⽣・塾の先⽣の⽅々に聞き教えて頂いき、調べております。 そして、プラスチッ聞きク問題・気候変動にたどり着
き、 少し深く追求し調べております  プラスチック問題・気候変動となると親として、間違った事を⼦供に教え伝える事
ができません NHK 様でしたら、根本的な原因・解決策・今後のあり⽅など、次世代を担う ⼦供達に教え伝えて頂け
ないでしょうか︕  私達 ⼤⼈の⾏動は次世代が背負っていかなければなりません、私達も背負ってきたように︕   コ
ロナ過においでも、私達⼤⼈の失態が⼦供達の負担になり国税という借⾦を負わせてしまいました。  この異常気象は
未来を背負う⼦供達に授業⽇数という過酷な⽇々を送らせてます。  プラスチック問題から気候変動など地球の状
況、未来の地球を教え伝えて頂けないでしょうか︖  未来を背負う ⼦供達の為に。  お⼒添えをよろしくお願いいたし
ます。   ●●●●●●● ●●●● 

個⼈ 京都市に住んでいます。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされており
ます。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
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倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 語学講座について ラジオ講座で 20 年以上中国語を学んでいます。充実したテキストや講師の先⽣⽅の分かりやす
い説明に楽しみながら学習を続けています。個⼈で中国へも旅⾏に⾏けるようにまでなりました。⼜今年からはハングル
講座も始めました。韓国旅⾏を⽬的にしています。他の語学もそうですが、ラジオ講座で学習している⽅は多いと思い
ます。近くに語学学校が無いとか、学費の事を考えると⼤変貴重な講座です。NHK だからできる事だと思います。是
⾮これからも継続して下さい。 

個⼈ 茨城県に住む⼤学⽣です。 NHK での気候変動についての報道を是⾮していただきたいです。⽇本で影響⼒のある
NHK さんで報道していただくことによって、国⺠ 1 ⼈ひとりの環境問題に対する意識が良い⽅向へ変わるのではない
かと考えています。 簡単になりますが、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。 

個⼈ 番組発掘プロジェクトの作業員の増員。さらに、発掘プロジェクトの呼びかけをあらゆることに拡⼤を進める。 
個⼈ 「NHK らしさを具現化する施策について」  あくなき中⽴公正と不偏不党の追求が NHK らしさを形成していくものであ

ると考える。 ところが、NHK ⾃⾝が世代を重ねる中で内部統制が⾏き届かなかったり、ガバナンスの空⽩域が埋まら
ないために社会に害をなしている場合が散⾒されるようになってきている。 当然、対症療法的な対策は取られているも
のと想像いたしますが、⼀庶⺠からの期待を込めて内部からは上がらないと思われる以下の根本的施策を述べさせて
いただきます。  １、職員の偏りが番組に悪影響を及ぼさないための⽅策  １）職員すべての採⽤形態をフリーラン
スとし、単年契約とする。  ２）役職者は組合活動と⼀切の関りを絶ち、組合員を役職者及び報道担当に採⽤し
ない。  ３）職員は外国勢⼒との⼀切の関りを絶ち、外国⼈を職員に採⽤しない。  ４）記者、報道部⾨（P，
D）についてはジャーナリスト資格を創設し、中⽴公正な検定運⽤を第三者機関に委任する。資格者以外は取材
活動、原稿校正、番組演出、（NHK 職員としての）番組出演を認めない。  ５）すべての番組において広く反響
フィードバック調査をかけ評価を⾏う。視聴率や賞獲得を⼀切評価項⽬としない。調査結果は公表する。  ２、報道
被害根絶  １）検察・警察リークのような事件報道を根絶する。あくまでも当局による記者会⾒を求めるとともに、⼀
⽅的な内部情報による報道を慎む。情報提供者が匿名の場合は、第三者が納得できる証拠がない限りは安易に公
表しない。  ２）報道被害者の救済に向けた基⾦を設⽴する。  ３、集⾦被害撲滅  １）取⽴⼈のような集⾦
システムをやめて、振込票の郵送、投函にとどめる。  ２）外国⼈（主に⽇本語のわからないベトナム⼈等、⽇本⽣
まれの⽅々を除く）への課⾦停⽌。  ３）⾼齢者世帯（主に年⾦⽣活者）への課⾦停⽌。故⼈への過徴収受
信料返⾦。  上記施策による、期待される効果 ・視聴者から番組制作者への偏向疑念払拭 ・外国プロパガンダか
らの解放 ・報道他社を先駆けたフェアネス実現 ・視聴者だけでなく報道される側との信頼の絆 ・地⽅勤務〇年、基
幹局〇年といった無意味なローテーション脱却 with コロナ ・集⾦⼈の対応に苦慮する何万⼈という転居者の時間
節約 ・集⾦⼈の⾏動規制 with コロナ ・ベトナム⼈労働者の⽇本の嫌なところ、悪い思い出を払拭し、親⽇感情を
醸成  以上、他報道機関と⽐べて卓越した視聴者からの信頼とフェアネスの基盤の上に報道の⾃由を存分に振るっ
ているのが NHK らしさであり、今後ますますブラッシュアップしていただけるものと確信しております。 

個⼈ 気候危機についての毎⽇のトップニュースとしての報道を要請します。  こんにちは。 横浜市に住むシングルマザーで
す。  ⽇本はなぜ、気候危機の報道が少ないのでしょうか︖ 2020 年が⼈類存続ができるかどうかの分かれ道といわ
れています。 今、私達みんなが⾏動しないと、私達に未来はありません。  ですが、⽇本はヨーロッパのように報道がな
いため、知らない⼈が多いと感じます。  知らないと始まらないと思うのです。 知らないから⾏動しない。 だから、まず知
らせてください。 今こそ、NHK さんの腕の⾒せ所です。  私達は個々で動いています。 ですが、メディアの⼒は⼤きいの
です。 どうか、私達の未来を奪わないでください。  ⽇本も、ヨーロッパのように、過去から学んで、この気候変動を⽌め
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ましょう。  今すぐ始めれば、まだ間に合います。 ⼿遅れになる前に、毎⽇のトップニュースとして、気候危機の放映を要
請いたします。  何卒何卒、宜しくお願いいたします。  愛娘に、あなたの未来は必ず守ると約束した横浜市に住むシ
ングルマザーより。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ バルセロナ在住の画家、旅⾏家です。 いつも私含め家族のほぼ全員が拝聴しております。 私はロンドンとバルセロナに
在住した経験があります気候変動や菜⾷移⾏、⼈種差別などの現在進⾏形の社会問題にたいするニュースのとりあ
げが⾮常に少ないです。 結果として、そういった会話の際に私の⽇本⼈の友⼈たちだけが取り残されたり、倫理的なひ
んしゅくをかったりしており、とても⻭がゆく悔しい思いをしています。 スポンサーの意向などＮＨＫ側だけでにっちもさっち
もいかないこともあるかと思いますが、世界の最新事情を伝える報道メディアの⼤御所としてそうした⾯でも貢献をして
いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

個⼈ 気候危機について 今、コロナのニュースで世の中は持ちきりですが、天災による災害が増えている今、全国⺠が⼀丸と
なって、環境に対する取り組みが必要だと思います。だからこそ、メディアの⼒はとても⼤事と私は思います。私には⼦供
がいますが、まだ⼩さく、これからの未来の可能性がたくさんある中、気候危機によって、安⼼安全な⽣活を脅かすよう
な事にならないように、環境を良くする活動をしたいと思い、この意⾒を送らせて頂いてます。ぜひ、全国⺠が⼀丸となっ
て、⾏動できるような、情報を発信して下さい。 
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個⼈ 横浜市在住の建築学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機、気候変動について、より具体的に報道してください。今のままだと、⼈類は⽣存できなくなります。海⽔⾯が
上昇し、⼈⼝の３分の１〜２が気候難⺠になると⾔われています。以前から、問題視されてきた気候変動ですが、
いよいよ本格的に時間がなくなってきました。2020 年中に解決策を⾒出して進めていかないと、ティッピングポイントを
超え、気温上昇を⽌めたくても⽌められなくなります。どんどん加速していきます。今なら⼈類が⽣存できる環境にとどめ
るために、まだ間に合います。ですがもう⼀刻も猶予がありません。後悔してからでは遅いのです。現在、この⾮常に危
機的な状況にあるということを、多くの⼈が認識していません。まだ⼤丈夫だと思っています。他⼈事、遠い未来の話だ
と思っています。NHK 様には、国⺠の認識を変える⼒があると思います。ヨーロッパでは、毎⽇トップニュースが気候変
動に関するものです。⽇本は問題意識すら持っていない⼈が多く、国連から「化⽯賞」を受賞したように、世界からも批
判を浴びています。どうか、⼈類共通の危機である、気候変動に本格的に取り組む姿勢を⾒せていただきますよう、お
願い申し上げます。 

個⼈ 以上です。 
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個⼈ ラジオ語学番組が削減されるとの情報を聞きましたので、私の考えを書かせていただきます。  私は、学⽣時代に専攻
していた中国語と、併せて英語の勉強を再開して５年⽬になります。これまで、なかなか続けられず、いわゆる「三⽇
坊主」に終わってばかりいましたが、NHK さんのラジオ講座は、どの講座も、先⽣がたが楽しい内容にしていてくださいま
すので、毎⽇毎⽇続けられております。  この調⼦で、頑張って、できる限り続けていこうと決めておりました⽮先、講座
が無くなるかもしれないとのことを聞き、とても驚いています。いつもひとりで勉強することが多い私ですので、無くなるとい
うのは⾮常に困るのです。テレビ局さんにもいろいろご事情がおありかとは思いますが、何とか、「ファンが多いから、、、」
と、ご再考をお願いしたいのです。どうか、お続けくださるよう、伏してお願い申し上げます。 

個⼈ 東京に住む⾼校３⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川県の環境科学学⼠の⼥性です。  いつも貴社の放送を拝⾒しております。 今回の意⾒として、貴社のキーフ
レームにある「安全・安⼼を⽀える」「あまねく伝える」「社会への貢献」に強く関わることとして、今そして未来に⼤きく影
響を与える「気候変動」の情報発信を、計画に⼊れていただくことを強く求めます。  連⽇の記録的猛暑、そして数年
前からの国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続け
ている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等災害の更なる頻発化・激甚化などが予測されています。
こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」
と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国
際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報
告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出
量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しか
し現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。あと 10 年と⾔われていましたが、私たちには時
間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危
機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない、後戻りできない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公
平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割
を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュー
スや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。知らしめること
さえできれば、避けることができる破局が⽬の前に迫っている中、これこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  貴
社の「気候クライシス」特集など、気候危機を啓発する特集はとても素晴らしいものでしたが、まだ⾜りません。毎⽇何
らかの放送をすることが意識を⾼めるために必要と思います。ニュースで毎⽇流される振り込め詐欺対策コーナー「私は
騙されない」のように、「ストップ気候危機 私たちの未来」というように毎⽇放送してくれないでしょうか。 気候危機を報
道すると⼤抵 Twitter などで「陰謀論」と⽂句をつける⽅々がいますが、負けないでください。  今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 

個⼈ 気候変動についてもっと取り上げて頂きたいです。 どれだけ深刻か、なぜ深刻なのか、このままだと私たちの地球や未
来はどうなってしまうのか、私たちにできることは何か。 インターネットが普及した今もなお、テレビが与える影響は⾮常に
⼤きいと感じています。まず知ることが考える、⾏動するきっかけになります。 ぜひ NHK さんに伝えていただきたい︕ よ
ろしくお願いいたします。 

個⼈ 権⼒におもねることなく、偏った思想に視聴者を誘導することなく、事実に基づいた正確な報道を⼼掛け、掲げた基本
⽬標を達成していただきたい。 
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個⼈ ⾳声波削減について ラジオ放送派削減・統合に反対する。 NHK はラジオ・テレビに加え、近年ではインターネット・ス
マートフォンアプリ等による情報伝達網が充実している。しかし地震・⾵⽔害等⼤規模災害時、被災地では停電によ
り各世帯の受信機能を喪失する事例が多数ある。スマートフォンも最低限の連絡⼿段確保のため電池を温存する必
要があり、ワンセグ・ネット・アプリ等を⻑時間使⽤できる状況ではないという。こうしたとき、安価で容易に装置と電池を
⼊⼿でき、単独電源で⻑時間稼動し、困難なく受信でき最新の情報を迅速に⼊⼿できるラジオが最も役に⽴つとい
われる。切迫する危険からの避難と、災害後の避難⽣活・復旧作業において、ラジオが果たす役割は真に重⼤であ
り、ラジオ事業の継続には最優先で注⼒するべきである。 AM と FM では電波の特性、すなわち聴取者の居住する
環境による受信の可否が異なり、確実に情報を伝達すべくその両⽅の機能を確保することは当然であるが、AM につ
いては送信場所と出⼒が異なる第 1・第 2 の両系統を維持し、万が⼀災害の影響で⼀⽅が送信停⽌、または受信
不能となった場合でも残る⼀⽅により情報伝達できるようにするべきである。(本来考慮することではないが、AM の電
波は夜間において所定の放送地域をこえて遠⽅の地域まで届くことがあり、仮に被災地の放送送信機能がすべて喪
失した場合でも他地域から⼤出⼒で送信された放送波を受信することで情報を⼊⼿できる可能性がある。) また、発
災後⼀定期間が経過すると、⼤局的な情報に加えて、⽣活情報や避難情報、さらには避難⽣活でのストレスを緩
和するための娯楽も必要とされ、これらを、特性の異なる 3 波の特徴を活かして確実かつ安定的に供給することが望
まれる。そのためにラジオの 3 波体制は必要不可⽋であり、受信料を収⼊の基盤とし放送事業を基礎とする NHK に
は、⾮常時の国⺠にとって最低限必需となる 3 波を最優先に維持していただきたい。たとえインターネット事業とテレビ
放送が全滅しようとも、ラジオ 3 波は死守していただきたい。 ⺠業圧迫との批判や、⺠間放送における AM から FM
への転換等を気にかけているようだが、そもそも⺠間事業者は企業⾃らの利益のために事業を営んでいるのであって、
公共の利益のために設⽴運営されている NHK とは事業の⽬的が異なる。全く気にする必要はないと思う。制作に莫
⼤な予算を費やす企画番組や娯楽番組はいくらも再考の余地があると思うが、災害に備え、⽣活に最低限必要な
事業を確保することは NHK にしかできないことであり、そこには惜しみなく受信料収⼊を費やして万全の体制でいても
らいたいと願う。 ここまで災害のことばかり述べてきたが、私は⽇常から NHK ラジオを愛聴し、第 1 のニュース番組や
投稿・トーク番組、第 2 の教養番組に気象通報、FM のクラシック・合唱・吹奏楽等々⾳楽番組を毎⽇楽しんでい
る。また、私が聴取していない番組についても、楽しみに聴いている⽅々からの声に多く接する。放送波削減によって、
それらの番組が削減や統合されるようなことがあっては、寂しいと思う。インターネットを活⽤することは現代において有
意義ではあるが、あくまでも放送事業者として先ずは放送により番組を充実させてもらいたいと思う。 ⼼から応援してい
る。 

個⼈ 〇受信料で⾷ってるくせに、パヨク的な偏向報道が多い。 〇極左活動家のプロデューサーは排除せよ 〇BS ニュース
はよく⾒るが、中国は報道とはかけ離れた共産党のプロパガンダでその   まま放送するのは、極めて不適切。 〇法に
従い、やむなく受診料を⽀払っているが、ふざけた放送のために⾃分の⾦が使   われるのは許せない。 〇ブラタモリや
植物に学ぶ⽣存戦略︖のような番組はとても良い、極左勢⼒を⼀掃し  て、国⺠のための放送を⾏ってほしい。 
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個⼈ 千葉県に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特
別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 し
かし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 東京都に住んでる普通の OL です。私はおばあちゃんちで育ったためか、NHK が好きで今でもよく⾒ます。⾊々学びが
あるし、⼤河ドラマなどもすきでよく⾒ます。時々放送してくださる、ドキュメンタリーが⼀番好きで、とくに⾃然のことを題
材にしてるものは絶対に⾒ています。私は⾃然や海や動物が⼤好きです。しかし、いま、放送してくださってる海や⼭、
野⽣動物などの映像はは気候変動によりこの先⾒れなくなるかもしれません。なぜ、綺麗な⾃然は放送してくれるの
に、気候変動はあまり放送してくれないのでしょうか。NHK さんであれば、たくさんの⼈が⾒るし、影響⼒があるとおもい
ます。どうかどうか⼒を貸してください。気候変動の影響がどれだけ地球の今後に影響するか、動物たちの命を奪うか、
⼈間たちができることをどんな形でもいいです。放送してください。よろしくお願いします。 

個⼈ ①ニュース報道についてて 極⼒中⽴性を厳守してほしいです。例えばアメリカ⼤統領選について●●●ニュース（⺠
主党系）の内容報道が多いです。●●●ニュース（共和党系）も取り上げてバランスをとってください          
②ニュース解説、視点・論点番組について 番組画⾯に次の様な⽂⾔を流す事を希望します。 ▲今回の内容はあく
まで⼀個⼈の意⾒であり NHK の意⾒とは関係ありません。▲  理由はたまに解説者によってはかなり⽚よった内容
でプロパガンダと思われても仕⽅ない場合があるように感じます。 ③政府債務についての表現について いわゆる国の
借⾦が 1000 兆円越え…的な表現は控えてほしいです。⽇本は全て円建てですので⼀般的な⾟い借⾦とは意味が
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違います。国⺠にネガテブなイメージをあたえます。使い続けるなら明確な根拠を NHK ホームページなどでお⽰し願い
ます。 

個⼈ NHK が気候変動や BLM などの社会問題や環境問題について報道しないことにすごく怒りを感じます。激しい台⾵や
猛暑のことについて報道している時に気候変動と関係があることを⾔わないことが本当に気になります︕ 

個⼈ 東京都在住主婦です。気候変動のテーマを扱って頂きたくメールしました。⽇本は諸外国に⽐べ環境保護の対応が
遅れていると感じています。気候変動の現状、諸外国や⽇本の対応、畜産物やプラスチックゴミが環境に与える影響
等、報道していただきたいです。よろしくお願いします。 

個⼈ 気候変動について、環境問題や⾁⾷のリスクについて放送して欲しいです。 1 ⼈ 1 ⼈が少しの事でも気をつけられる
ように、、、 宜しくお願い致します。 

個⼈ はじめまして。 数ヶ⽉前に、環境⼤⾂が『気候危機』宣⾔をしましたが、知らない⼈が多いです。 ヨーロッパではトップ
ニュースが気候危機の事なのに、⽇本では気候危機によって起きた災害の事しか報道しませんし、解決策が⽰されな
いように思います。 『気候危機』の事をもっと国⺠みんなが意識するような報道をしてほしいです。 ・地球が今どのよう
な状況か ・それはなぜ起こるのか ・どうしてそれではいけないのか ・それを解決するには 1 ⼈ 1 ⼈がどうすればいいのか 
などを是⾮お願いします。 

個⼈ 公共メディア・ＮＨＫ ５つのキーフレーム（重点投資先）より １．安全・安⼼を⽀える について、ご意⾒をさせて
頂きます。  現在、コロナ禍、⾃⺠党安部総理⼤⾂辞任など世の中が不安定な状況下において、NHK の報道姿勢
が公共放送(⼀部政府から予算が出ているとはいえ)としてのバランスを⽋いているように⾒受けられます。20 年前は
『NHK のニュースを⾒ておけば安⼼だ』と⾃信を持って⾔えたものが、残念ながら皆無です。 とても不安な⽇々を送っ
ています。  具体的なポイントは以下になります。 ・国会での重要な法案や採決で NHK が国会中継をしない ・直近
の 8/2 の⽇曜討論では菅 官房⻑官が単独出演となり討論すらならない番組構成であり、政権へのアシストに利⽤
されている ・NHK 政治部 ●●●●⽒が安部⾸相に⼤変近く、著しく公平性を⽋いている状態で起⽤を続けてい
る。そのため、政治報道全般の公共性が地に落ちている。 ・海外のデモは⼤々的に放送するが、⽇本国内の、特に
国会前でのデモは⼀切放送しない  現在は SNS が普及し⽐較検討できる環境であり、NHK の報道姿勢が浮き上
がって疑問が募るばかりです。 『視聴者・国⺠のみなさまの安全と安⼼を徹底的に守ります』とありますが、権⼒におも
ねることなく⽇本の明部、暗部をフラットな視点で淡々と放送して頂くことで、我々国⺠のベーシックな情報源として信
頼を勝ち取ることが出来ると思います。 NHK の製作番組は優良なものも多いため、さらなる期待をしております。 

個⼈ 私は最近環境問題に興味を持っています。⼦供の未来が過ごしやすい地球であって欲しいと思うし、毎年のように世
界各地で起こる災害を⾒ているとこのままではいけないと感じます。 もっとたくさんの⼈に環境問題に関⼼を持ってほし
いので、気候変動などにまつわる番組を作って欲しいです。私⾃⾝も観たいです。 

個⼈ ・「保有するメディアの在り⽅」について 衛星波・⾳声波の整理が記載されていますが、特に⾳声波ではチャンネルごと
に番組ジャンルの区分けがされているため、チャンネルの整理により番組編成の⼤幅な変更が必要になると思います。 
整理した後のチャンネルごとに、基本的な編成⽅針を⽰してほしいです。 また、各番組のリスナーに対しては、チャンネ
ルの整理による番組の継続・終了などを明確に⽰してほしいです。  ・「地⽅向け放送番組の提供について」 主に拠
点放送局について記載されていますが、将来的には地域放送局単位での取り組みに拡⼤してほしいです。 特に、「ら
じる★らじる」における地⽅向け放送番組の提供が、⼤きく進んでいるようには⾒受けられません。 災害時には地域放
送局の放送のサイマル配信はありますが、地⽅向け放送番組をパソコン・スマートフォンでもラジオ受信機と変わりなく
いつでも聴けるように、都道府県ごと（地域放送局ごと）にサービスを整備してほしいです。 



343 

 

個⼈ 放送界の頂上にたち巨⼤化した NHK に思うこと。① 視聴料について。24770 円はあまりにも⾼い。（総務省から
も通達を受けていると聞きました）◎徴収の仕⽅・・・税なのですから、全⼾の義務とする。取りこぼしがなく、取り⽴て
に⾛る⼈件費も不要、視聴料も半額ほどに出来るのではないでしょうか。その中で免税も考慮する。◎次に番組を整
理して少なくすること。② （プレミアム）Bs2 と E テレを整理して 1 局にまとめる。放映時間を埋めるための番組も多
く再放送も多い。③ 中⽌を望む番組です。㋑家族に乾杯。●●●⽒は⾯⽩いかも知れません・・・が訪問先の⼈々
は⼼から歓迎している︖のか。⾒下した⾔動もあり。㋺世界ねこ歩き。汚い所が好き︖外国迄出て、1 ヶ所に⻑くカメ
ラを据えて。ドキュメントを除いてテレビは美しくあるべき。⼤変なムダ。㋩こころ旅。まず、●●⽒の汚いファッション︖⾞
社会に⾃転⾞︖⼤変危険に⾒受けられます。㋥韓国ドラマ⺠放にまかせる。吹き替えまでしての無駄使いは⽌めて
ほしい。㋭世界の美術館めぐり。案内は現地の芸術員にお願いして下さい。芸能⼈にお⾦を使わないで。出演者につ
いて。古い⼈（すでに⼤⾦を持った⼈・・・●●●●●、●●●⽒など当てはまる）どうしても・・・との⼈は別です
が・・・もう⾒たくありません。●●丸投げは⽌めて下さい（何年も前からウワサです）NHK で若い⼈を発掘する。若
者にお⾦を廻す。すでに終了している〔世界鉄道の旅〕旅番組では最低だったと思う。●●⽒の採⽤が失敗。汚なら
しいファッション、訪問先での不作法、⽇本⼈として恥ずかしい思い。企画しても早々に中⽌すべきでした。  最後に素
晴らしい番組です。①映像の世紀②交響楽③世界のドキュメント④Bs のスクリーン⑤⼤リーグ⑥ワイルドライフ⑦ドキ
ュメント 72H⑧駅ぴあの⑨⽇本の四季⑩京都⼈の密かな愉しみ⑪ドローンでの⼭々⑫世界の街あるき⑬アナザース
トーリー。⑭グレートネイチャー⑮まだ（たくさんあると思います）〔2019 年 2 ⽉●オリンピック運命の分岐点〕構成、
吹き替えの声、浜⽥岳の語り、⼤変いい作品でした。その中でバトン⽒の語りの中でサッポロオリンピックのジャネットリン
の場⾯がありました。⼥性アナウンサーの声、話し⽅が美しくとても魅⼒的でした。最近はこれほどのアナウンスを聞いた
ことがありません。流⽯に NHK と思いました。これからも国⺠に寄り添い、韓流に惑わされず視聴料を⼤切に使ってい
ただきたい。謙虚な気持ちで作品に取り組んで下さい。 

個⼈ (1) NHK の安全と保全を⽀える、について公共性に焦点をおいて作ってほしいと思います。意表をつくような番組、た
とえば、⺠放で⼈気の芸能⼈を、たやすく出演させて、質の低下をまねくことは、さけてほしい。このコロナ禍において、新
しい番組や、企画が作りにくいとは思います。それで、再放送が多いのですが、再放送は⼤賛成です。過去の名作はど
しどし再放送して下さい。わが家では五⼗年前の「シルクロード」再放送をあらたな感動で再⾒しました。(2) 新時代
へのチャレンジについてこれまで放送界は、⼤いなる⾶躍をとげてきました。4K8K にいたるまで。しかし、これ以上進化
する必要はないと思います。先々⽉ NHK のモニター募集に応募しようとしましたら、ホームページとかインターネットでと
いうことで断念しました。(3) あまねく、伝えること、についてコロナ禍で全世界のリーダー達が、声明を スピーチを、発
信をしています。国のリーダーとしては、各国の元⾸が適任ですが、表⽴った政治の政府の⻑とは別に、わが国には「皇
室」があります。先の⼤戦の終戦の折には、天皇陛下の声明、「詔」がありました。（今、若い⼈達は詔は知らないか
もしれません）あえて、国⺠へのメッセージなり、お⾔葉なり、スピーチが、今、望まれる時期ではないでしょうか終戦とコ
ロナ禍とは中⾝が違っていても、⽇本国⺠の奇禍にちがいないのですから、ぜひ、「皇室」から国⺠へのメッセージを、⾁
声を「NHK」として放送して下さい。終戦の時も宮内庁と NHK が⽟⾳放送をしました。私はその時⼆才でした。(4) 
NHK の貢献について私達が NHK に貢献しています。応援しています。受信料を払って⽀えています。ですから、
NHK は私達に広く貢献する義務があります番組の中で画⾯から、国⺠、つまり視聴者にむかってぜひぜひ、良⼼的な
情報を提供して下さい。貢献ではなくて義務です。(5) NHK らしさを作るための⼈事改⾰ NHK の⼈事などは私達に
は判りません。ただ私達の信頼を裏切らないでほしいと思うことです。たとえば、NHK の⼈間ということで、エリート意識
をもちすぎたために、過去に間違いを起こし、問題になる⼈もいました。「NHK とは何か︖」ということを、NHK の中の
⼈々は⾃問⾃答すべきでしょう終わりに私が知りたいことが⼀ツあります世界の公共放送です。各国ではどういうかたち
で放送しているのでしょうか。理想の公共放送がどこかにあるかもしれません。（完）令和⼆年⼋⽉末⽇ 

個⼈ これらの⼿紙とイラストは「おかあさんといっしょ」と「NHK 経営委員会意⾒募集」宛てに書いたものなので、両⽅の
⽅々に読んで頂くようお願い致します。拝啓初めてお⼿紙を書かせて頂きます。私は「おかあさんといっしょ」の⼈形劇
「ガラピコぷ〜」を毎⽇拝⾒させて頂いております。それで、疑問に感じた事があるので、質問してもよろしいでしょうか︖
この⼈形劇を作る動機は何だったのでしょうか︖メインキャラクター3 ⼈が発達障がい者をモデルにしていると聞いたので
すが、共感出来るキャラが全くいません。※チョロミー︓多動症（ADHD）、ムームー︓⾃閉症 ガラピコ︓アスペルガ
ー症候群（AS）との事です。私は 10 年前に⺟に勧められて読んだ、精神科医の●●●●先⽣の本「発達障害に
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気づかない⼤⼈たち」で症例を知りました。きっかけは 23 年前に弟が医者から「⾼機能型⾃閉症」と診断されたから
です。私も 25 年前、中学 2 年の修学旅⾏で「⿓や⾵神雷神の和物を沢⼭買った」事がきっかけで⺟に「趣味へのこ
だわりが強く⾒えるからアスペルガーでは︖」と⾔われました。それで●●先⽣に⾒て頂いた所「アスペルガー症候群」と
診断されました。●●先⽣が書かれた「発達障害に気づかない⼤⼈たち」によると漫画「ドラえもん」に登場する、のび
太君とジャイアンは発達障害の症状を持ったキャラで、医学的に「のび太型」「ジャイアン型」と呼ぶ事があるとの事で
す。ADHD はこの 2 つに⼤別されると⾔います。のび太型（不注意 優勢型）・・・引っ込み思案で⾃信が無く⾃⼰
主張ができない。些細な事で不機嫌になり、落ち込んでメソメソする。ジャイアン型（多動・衝動性 優勢型）短期
で怒りっぽく、乱暴。⾃分の思い通りにならないとほんの些細な事でもすぐに不機嫌になり、怒りの感情を爆発させる。
周りからは「短気でキレやすい、かんしゃく持ち」と思われている。⾃分がキレた事を覚えていない事が少なくない。⼜、理
由もなく妙にウキウキして⾼揚したハイな気分になる事もある。実際には、この両者の「混合型」が多いので、キレたと思
ったらメソメソするケースが少なくない。と書いておられ「発達障害は、⼤⼈になってから気づく場合が多い」ともありまし
た。この症例は、ウィキペディアで「のび太・ジャイアン症候群」という名称で載っています。この本によると、私と弟は「混
合型」、⽗と⽗⽅の祖⽗は「ジャイアン型」に該当するとありました。⼜、●●先⽣は「発達障がい者は、⾃分の世界
観を持っていて現実離れしている。過去の思い出が頻繁に蘇って、フラッシュバックしたり、トラウマになる事が多いのが
特徴」とも書いておられました。「ガラピコぷ〜」のテーマは「多様性」「どんな⼦でも⼤丈夫」と聞きました。⼜、ネットで
「この⼈形劇のテーマ通り、実際男⼥差別は改善されている」という意⾒も読みましたが、私や⺟には全く共感できませ
ん。その理由として①再放送が多い。②シリーズ＆マンネリ化、歌がメインの話が多く、テーマが分かりにくい。③キャラ設
定が「男と⼥のイメージ」を植えつけている。例えば「男＝⻘、⼥=⾚」「⼥は可愛い物、⽢い物が好き」という設定で
す。私は⻘や緑、塩味の菓⼦、ハッカ等が好きなのですが「体温が上がると⽪膚病が悪化する為、冷たい物が良い」と
医者から⾔われました。⼜「⽢い物やぬいぐるみ、化粧品、脱⽑等はアレルギーが悪化するからやめた⽅が良い」とも⾔
われた為、守っているのですが「⼥がそうじゃおかしい」と周りから⾔われる事があります。昔はそれでいじめられた為、チョ
ロミーの設定⾃体が良くないし「実際、男⼥差別は改善されている」とはとても思えません。④キャラデザイン＆設定が
全く受け⼊れられない。実際の兎と狼に、忠実でないと思いますし、⼦供が間違った⾒⽅をしてしまいそうです。兎・・・
凄く臆病で繊細。俊敏で協調性がある。⼈参は⽢い為、好まない。狼を怖がる。雄は活発で、雌はしっかり者な性
格。草⾷の為、両⽬が離れている。狼・・・感情表現が豊かで、冷静さもある。⽝よりも⾯⻑。俊敏で協調性がある。
兎も⾷べる。雄と雌共に、家族・仲間を⼤事にする。⾁⾷の為、両⽬は近い距離にある。が本来の姿だからです。
後、チョロミーの配⾊は⾒てると⽬が疲れます。⾚の彩度が⾼く、⾚系で統⼀しているので、⼦供の⽬にも良くないで
す。⼜、⽝に⾒えます。ムームーは、⽝にしか⾒えません。狼は⼦供も⾯⻑でスマートです。⼜、⼦供の時でも喧嘩をす
る動物です。⼈間の⼦供は、喧嘩を通して、相⼿への思いやりが育つのに初めから「喧嘩は悪い事」ともとれる⾔い⽅
をしているのはおかしいと思います。⼜、動作が遅い⼦供は、いじめの対象になりやすいので、⾊んな解決策を教えるべ
きです。しかし、初めから「喧嘩は駄⽬」「のろまでも良い」という様な教え⽅をしているので、現実味がありません。⼜、
いじめの描写も無いので「いじめを助ける話」にした⽅が⼦供も分かり易いと思います。後、ムームーの「ひよこの⼼を持
つ狼」とは、どんな意味ですか︖他に、ムームーが全裸の様なデザインの理由も知りたいです。季節感が無く「⾚頭⼱の
狼」を連想して（チョロミーが⾚の為）好きになれません。彼は劇中で寒さを感じている為、服を着たデザインにすべき
だと思います。⑤発達障害の分類が少なすぎる。主な発達障害の特徴は・こだわりが強い・空気が読めない・知的障
害・⽚付けが出来ない の４つです。１つだったり、2 つ以上持つ⼈がいるので、組み合わせると 10 種類以上ありま
す。しかし「ガラピコぷ〜」ではそれを３つに分けているので、少なすぎておかしいと思います。これだと⾃分に近いキャラが
いない⼈も必ず出て来る為、発達障害を確実に理解出来ません。⑥コロナで着ぐるみが難しいなら、アニメにして放送
すべき。再放送が多いのは、収録が⼤変だからなのでしょうか︖もしそうであればアニメで新作を出した⽅が操演者の
⽅の負担が減るので変更すべきです。昔の「にこにこ、ぷん」はアニメも放送してましたし、同局の「ムジカピッコリーノ」は
実写をアニメにしてます。コロナで着ぐるみと⼦供がふれあえないから、なおさらです。その点はどうなのでしょうか︖以上
が「ガラピコぷ〜」に対する、意⾒と疑問です。私⾃⾝がこだわりが強いので、この様な⻑⽂になりました。ご了承下さ
い。後、私は⼤学で美術をやっていて、狼へのこだわりも強いのでイラストを同封させていただきます。よろしかったら、お
返事をいただきたいです。お願い致します。かしこ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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個⼈ 視聴料をとっているのなら視聴者の為の報道をすべきです。⼈事権が政府に握られているからといって政府のいう事を
そのまま放送してはいけません。基地建設予定地の珊瑚がどうなっているのか、⾸相のいった⾔葉をそのまま放送したの
では⼤本営発表と同じです。真実を⾃分の⽬で⾒て真実を伝えて下さい。その為のお⾦です。安部総理辞任の町の
声、批判的な⼈そんなに少なかったですか︖海外メディアの論評そんなに⾼評価ですか︖バイアスかけてませんか︖し
どろもどろな国会答弁だったのに編集でイメージ変えてませんか︖NHK ⼤丈夫ですか︖ちゃんとした報道しないと不払
い運動起きますよ。国⺠が知るべき内容を真実のまま伝えることがあなたたちの使命です。お忘れ無きよう。 

個⼈ 私は 1 歳の⼦どもを持つ⺟親です。 最近猛暑が続いて精神的に⾟いです。 地球温暖化が原因とのことですが、⽇
本はエコに対する意識が低くメディアでもあまり特集されません。私は温暖化が⽌まればとお⾁を⾷べなかったり省エネ
を⼼がけたりしていますが、周りはエコ意識が低くとても孤独を感じます。温暖化が加速すれば⾃然災害が増えたり⾷
糧難となり、⼦どもたちが夢や希望を持てる未来が描けません。 そこで NHK さんには国⺠が⾃分のこととしてしっかり
気候危機を受け⽌めて貰いたく、その取り組みを⾏なっている⼈たちを紹介するなどして、しっかり取り上げて放送して
欲しいです。 

個⼈ 普段、NHK は障害者への発信があり、コロナ禍では特に疾患のある⽅への医師のメッセージを発信してもらえたのが
嬉しく、弱者の視点に⽴った情報発信には感謝しております。ただ、環境破壊や気候危機についてはどうでしょうか︖こ
ちらも⼈権に関わる問題も多々あります。是⾮取り上げてほしいです。よろしくお願いします。 

個⼈ 「新しい NHK らしさの追及」について 私はテレビから⾒放された７３歳の男です。⾒放されていますが私の名前で受
信料を納めています。納めているのであって価値への対価としてお⽀払いしているのではありません。つまり私はお客様
ではなくて受信者にしかすぎないのです。昔の●●●●は加⼊者と呼んでいました。電話回線の利⽤者はお客様では
なく加⼊者だったのです。回線を独占していた●●●●の存在がインターネットの普及を遅らせた元凶でした。その●
●●●が⺠営化されてやっと消費者の⽅を向くようになりました。NHK の将来はどうなるのでしょうね︖  「安全安⼼を
⽀える」について 阪神淡路⼤震災の時、⾶び起きて、あわてて NHK ラジオをつけましたが、のんびりと定例番組が放
送されていました。地元の⺠放ラジオは必死で放送していました。⼤阪の NHK は何をしていたのでしょう︖ 東京中
⼼主義で安全安⼼をどうやって⽀援するのでしょうか︖ 私は奈良県に住んでいますが、奈良県の知事の顔はめったに
⾒ません。⾒るのは東京の⼩池知事の顔だけです。最近は、やっと⼤阪の吉村知事の顔も⾒られるようになりました。
東京だけが⽇本なのでしょうか︖  「新時代へのチャレンジ」について NHK は時々、⾒ごたえのあるドキュメンタリーを放
送します。さすがは NHK と思わせる内容です。それだけの⼈材と取材⼒を持っているのは NHK だと思います。しかし、
⼟曜⽇の地上波にはニュースが少なすぎます。NHK のホームページをみたらニュースがいっぱいあります。なのに、テレビ
では放送されないのです。総じていうと、テレビは⼥性と⼦供のメディアになっていると思います。年配の男性は切り捨て
られていると思います。私は、テレビを⾒るよりネットを⾒ている⽅が時間は⻑いです。NHK がネットに軸⾜を移している
のは⼤歓迎です。娯楽放送に限って⾔えばテレビは YouTube に勝てないと思います。「なんでもあり」が YouTube
です。テレビが提供しない娯楽が YouTube には満載です。テレビは優等⽣になろうとして⾯⽩味を捨てたのです。テ
レビに⾒捨てられた年配男性にとって YouTube はオアシスです。私も時々、動画を作って投稿していますが、受け⼊
れてくれます。テレビとお茶の間の視聴者には⼤きな隔たりがありますが、YouTube は⾝近で受け⼊れてくれます。
YouTube は楽しいです。テレビの負けです。  「あまねく伝える」について 伝えようとしていない代表格が NHK ではな
いですか︖ 例えば、慰安婦問題がその典型です。なぜか、NHK は深⼊りしないですね。株式会社なら全く⾃由です
が公共放送ですよね︖  「社会への貢献」について ⾼品質・⾼画質の技術に国⺠は盛り上がったでしょうか︖ ４Ｋ
や８Ｋが何を⽣んだのですか︖ ＢＳ放送が始まる時、⾳質は CD 並みと宣伝していましたが、アナログ時代と何も
変わらないのではないですか︖ 上品な（︖）NHK サウンドの枠の中で⾳作りをしても⾳楽の迫⼒は得られません。
画⾯ではエレキギターを弾いているのに、⾳は遠くの⽅で⼤⼈しく上品に鳴っているのが NHK サウンドです。NHK の⾳
作りは、隣の部屋で鳴っている⾳楽です。全く聞きたいとは思いません。脱線しました。すいません。  「NHK らしさを実
現するための⼈事改⾰制度」 ⼤組織で⼈事制度を変えるのは簡単ではありません。期待していませんが芸能⼈を育
てる芸能プロダクションにはなって欲しくないです。アナウンサーが、特に⼥⼦アナが芸能⼈に⾒えます。フリートークばっか
りで、ちゃんと原稿が読めるのですか︖  ＜その他＞ テレビは⼤きな曲がり⾓に⽴っていると思います。テレビの欺瞞性
が時々話題になります。ニュース映像でのボカシの多⽤、韓国や中国の読めない漢字のテロップを平気で流す無神経
さなど、テレビとお茶の間との乖離が⼤きくなっていると思います。テレビの制作現場の平均年齢と視聴者の年齢差も番
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組をつまらなくしている要因かもしれません。⺠放は本当につまらないです。なので、ネットへ⾏くのです。  ＜要望︓是
⾮、やって欲しいこと＞ 書籍は、発⾏されたものすべてが国⽴国会図書館に保管されています。テレビ番組もすべてを
保管すべきと考えます。その時代の、その時に、テレビはどんな映像でどんな放送をしたのか、どんな⾔葉で何を伝えたの
か、⽂化遺産として、あるいは学術資料として保管するべきです。地上波も衛星放送もニュースも娯楽番組もすべてで
す。今の技術をもってすれば可能だと思います。是⾮、公共放送の NHK が率先して実⾏して欲しいと思っています。  
よろしくお願いします。 

個⼈ 兵庫県の⼀主婦です。 私が今最も気になるのはまだ⼩さい息⼦の未来です。私たちはどこへ向かっているのか。地球
温暖化が進む中、無事に命を終えれるのか、地球が住める状態で、よりよい社会となり在るのか。考えると本当に不
安です。  気候変動について YouTube で得られる程度の情報は地上波で流れることを望みます。  私は環境や気
候変動に関⼼があった⼈間ではありません。どちらかというと全くないどころか避けていて⼀部の変な⼈たちの事実でない
ものというくらい偏ってました。  それが⼀変しだすキッカケは、2019 年 6 ⽉のクローズアップ現代でした。 たまたま⾒て
いただけでしたが、ノープラ⽣活やってみたというそれは、出だしに AD さんの家からプラスチック製品を出すとほとんど空に
なってしまったところから、もう全てが衝撃的でした。そ、そうか、と⽬からウロコだらけ。 ⾷料品が全てプラ包装されてて買
えないとか叫びかけました。 プラが⼟に還らないなんてことも。私は本当にバカだと思いますが、⾃分の家から出た後のゴ
ミを意識したことはなく、消えて無くなるくらいの感覚しか持ってきませんでした。 衝撃ばかりでした。 ⽇本が世界第 2
位のプラゴミ排出国と⾔われガッカリしましたが、だからこそ、⽇本⼈が少し意識を持ってプラゴミ排出を減らせば世界的
に減るということは主婦のモチベーションをグッとあげました。 私は全く意識が低すぎたのでそれまではエコバッグも持た
ず、レジ袋にお⾦を取られても平気なくらいの⼈間でした。今はエコバッグを忘れたらものすごい落ち込むし、⼀回家に
帰ろうかなと思ってしまうほどです。 それから環境のことが気になって調べだしました。⼤阪の舞洲の焼却場に⾒学に⾏
ったり(気軽に断捨離できなくなりました) ネットで調べたり、ゴミやプラを気にしていただけでしたが、そんな意識でいると
●●●●●●という⼈のお話し会というのが知り合いづてに⼊ってきて気候変動の問題も知ることになりました。 その
内容も激しく衝撃的でした。考えや捉え⽅、やれることの紹介の仕⽅はすごいものですが、何度も聞いていると気候変
動の情報としては、すごいことを⾔ってるわけではありません。世界のニュース報道のつぎはぎで、現実に起こってることを
教えてくれてるのです。 なぜこんなすごいことを、そんなにも知らないのかとそれが衝撃でした。 しかも⽇本は気候変動
にあまり影響を及ぼしてない国というわけでも、気候変動から影響をあまり受けない国というわけでもない。どちらも逆で
す。 なんなんだ⽇本︕どうなってるんだ⽇本︕と叫びたくなることが多々です。  私は⽇本⼈であることに誇りを持ちた
い。せめて⽇本⼈＝みっともない、悪いことばかりしてすいません、と思うようなことばかりはイヤです。情けないし⾟い。モ
ーリシャスの件もしかりです。 正しく知れば、世界中にとってよりよい⾏動をとりたくなる国⺠の⽅が多い国⺠性じゃない
のかなと思っています。  NHK は良い番組を作れるはずだと思っています。 BS で流した気候変動に関するようなのも
もっと流してください。そこまで⾏ってない、関⼼がない⼈でも⾒てしまうような クローズアップ現代のノープラのみたいに、
私みたいな何もわかってない、知らない⼈にもとっつきやすいようなのももっともっと作ってください。 ⽇本⼈が本気で変わ
れば世界に及ぼすインパクトはものすごく⼤きい︕ ⽇本⼈は知らないだけです。絶対変われる。化⽯賞と笑われて、
何のことやろと薄ら笑いで誤魔化すのが⽇本⼈じゃないです。 変わるための⽯をもっとたくさん投げてください。 ⼼ある
若者はまともな情報を求めてます。 ⽇本にいてまともな情報すら⼿に⼊らないのなら⽇本から離れていく。それだけだと
思います。⼤切な情報は国⺠が求めてると思おうが思うまいが、コレは⼤切なことなんですよ︕とガンガン、リードして報
道してください。 ⼤⼈への訴えかけを抑えて E テレに内容を盛り込むのは何もせず⼦どもに押しつけてるようで気持ち悪
いです。  ⼩泉⼤⾂はレジ袋を気づきのキッカケとして欲しいと⾔ってました。どんなキッカケとして欲しいのか、どんなキッ
カケとした⼈がいるのか、そんなこともいいと思います。100 均のレジ袋が売り切れてるらしいですが、そんなバカな⽅を
報道するのでなく本当にキッカケとして気づいた⽅を報道して下さい。応援して話題にして国⺠の意識を気候変動を抑
える⼒となる⽅へ持っていってください。  気候変動を抑え、継続可能な経済システムを構築、移⾏することは、未来へ
⽣きる⼦どものために、地球に⽣きる全ての命を守るために、今⼤⼈である⼈間がしてあげれる唯⼀のことのはずです。
報道の⼒をよろしくお願いします。 

個⼈ ふるカフェ系ハルさんの休⽇のように古い建築物の魅⼒を伝える番組あってほしいです。バリバラ、E テレ特集であげた
障害者の⼦供作り、⼦育てを充実させたいです。障害者の⼦供作り、⼦育てにエールをもっと求めたいです。 
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個⼈ ・純資産を持ちすぎ、当⾯受信料を⼤胆に値下げすること。 ・中国等の⽴場で偏向報道せず、⽇本国⺠のための報
道をすること。 ・意⾒は常に公平に、各種意⾒がある場合は両論を必ず紹介すること。 

個⼈ ▼純資産が 0 円になるまで受信料の徴収をやめて下さい。 ▼政治的な案件に対しては放送法が求める通りに両論
併記で⾏う事、例えば 8 ⽉ 21 ⽇放送の「ニュースウオッチ 9」でのアメリカ⼤統領選挙に関する異常なほどのバイデン
候補推しは⾒苦しい︕●●●等の極左放送局以外にも●●●等の意⾒も取り⼊れるようにしてほしい。 ▼中国の
プロパガンダをそのまま流さないでもらいたい。 ▼上記の件に関連し NHK 内に CCTV の⽀局があるのは問題だ。ウイ
グルでの⼈権弾圧、虐殺を NHK は後押しするのか。⾹港の⼈権弾圧もあるし台湾への侵略の件もある。 ▼●●●
のような極左活動家のディレクターやプロデューサーは起⽤しないで下さい。 ▼NHK 職員の給料は⾼額過ぎる。国⺠
の払う受信料で成り⽴っているという⾃覚が全く⾒えない。 

個⼈ 気候危機について報道してください。 地球温暖化により平均気温は上がり、 南極の氷は研究者の予想よりも速いス
ピードで溶け 台⾵やハリケーンなどの異常気象によって私たちも含め世界中の⼈間が影響を受けている。地球温暖化
の報道もどこか、毎⽇流れ去っていく多量のニュースの中の１つになっていて、これでは⼈々の問題に対する意識を変
えることはできないです。 畜産業、漁業、化⽯燃料による電⼒発電がどれほど環境に悪影響を及ぼしているのか、 世
界中で経済や利益を優先させた結果が今の地球の状態です。企業の圧⼒で畜産業や漁業、化⽯燃料に関する報
道が全くされていないですが、地球にとって⼤切なのはただの紙切れの束や電⼦化された⾦ではなく全ての⽣き物を⽀
える⾃然です。そのことをもっと今までよりももっと深刻に真剣に、しかし希望を持たせるように報道することをお願い致し
ます。 

個⼈ 環境問題とメディアについて  メディアの⼒は情報発信の上で最有⼒ですよね。だからこそ、世界規模で取り組むべき
環境問題の課題について取り上げていただきたいのです。 主要課題として環境問題の緊急性について⽇本国⺠に伝
え、その動向が世界に広がる⼒があると考えています。今ならまだ間に合う、私たちの⼦ども、孫の世代にまで住みやす
い環境を残して下さい。よろしくお願い致します。 

個⼈ ラジオ語学講座について、継続を希望します 
個⼈ 気候変動について  化⽯燃料や畜産による温室効果、地球温暖化や気候変動に伴う世界中の災害、環境破壊と

いった現状、私たちの未来の危機をより多くの⼈たちに伝えていただきたいです。現状を伝えるだけでなく、なぜ起こって
いるのか、多くの⼈々が知れば変えられると信じています。よろしくお願いいたします。 

個⼈ 【気候危機(気候変動)について報道してください】   私は千葉県に住む⼆児の⺟です。 地球の未来・⽇本の未来を
⼼配しております。  毎年のように｢観測史上初〇〇｣などと⼤型の台⾵や豪⾬、気温上昇がありますよね。  その事
実は報道されても、【なぜ気候変動がおきているか】の部分の報道は⾒受けることがほとんどありません。  国⺠がその
【なぜ】を知ることで⽣活を変えることが出来ます。 選ぶ製品を変えたり、 ⾷べるものを変えたり、 ゴミや⾷品ロスを減ら
すことが出来るかも知れません。    わが家では気候危機を危機と捉え、 ヴィーガンというライフスタイルを選択していま
す。 家畜動物が地球に与える影響をご存じですか︖ 畜産業が⽣み出すＣＯ２や、 排泄物の問題。 ⾼まる⾁⾷
を⽀えるための⾮⼈道的な⼯場型畜産。  私は応援したくないと感じました。 もちろん、命の重みも⼈間と同じと捉
え、搾取しない選択をしております。  そんなライフスタイルの⼈が増えると、地球に優しくて、動物さんにも優しくて、それ
は未来を⽣きる私達⼈間にも優しいことになると、信じています。   知ることから始まります。  全ての事柄は繋がってお
り、 今の便利な⽣活が、 ⼦どもたちの未来を脅かしていることを実感しないといけません。   スポンサーがいる⺠法では
なかなか利権がらみで報道できない内容だと思いますが、御社は私達のお⾦で製作しているので、真実を報道する義
務があります。 どうぞよろしくお願いします。 

個⼈ NHK の経営計画に関する新聞報道でラジオやＢＳ放送のチャンネル数の削減が検討されているとされているが、この
ような視聴者の利益を損なうような事はやるべきではない。今に始まったことではないが、NHK の報道姿勢は政権に
都合の良い報道が⽬⽴ちすぎている、明らかに多くの国⺠が反対している政策も「両論併記」の名の元に賛成・反対
意⾒を平等に報じるのはおかしい。NHK は平等、中⽴をうたうのならば、安倍政権をもっと厳しく批判すべき。今は新
型コロナウイルスの影響でのど⾃慢が休⽌したり、うたコンが無観客で放送されているが、これらの NHK の公開番組の
観覧募集がパソコンやスマートホンでしか応募できなくなっているが、これではきちんと受信料を払っているのに、PC、ス
マホを持っていない⼈やそれらの操作に不安のある⼈が応募できなくなってしまい⾮常に不公平で本当に許せない。紅
⽩等の公開番組は、PC スマホだけでなく往復はがきでも応募できるようにしてほしい。 
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個⼈ AM ラジオが聞けない 第１、第２、共に聞ける様にして下さい︕男 72 才 
個⼈ 「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）に対する意⾒ 1. ＮＨＫの設⽴当初の公平・公正の基本理念

をもどること 2. ＮＨＫの公共性、中⽴性は、あくまでも全国⺠の受信料に基づいて、経営がなりたっていることを肝に
命じておくことが、スタートのはじまりである。3. ⺠間放送を意識する必要ないここ４０年間のＮＨＫ、とくに「総合Ｎ
ＨＫ」のテレビの内容が⺠間放送局となんら変わらない傾向がある。4. ＮＨＫはテレビの「視聴率」等は、気にする
必要なく意識もする必要もない、あくまでも、ＮＨＫの設⽴当初の基本理念から、外れることがあっては、ならない。5. 
テレビ放送の「総合ＮＨＫ」で、必要なことは放送を通じて⽇本国⺠の⽣命財産を守ることも、⼤事な⽬的の⼀つで
ある 1. テレビ「総合ＮＨＫ」では、「政治、経済、⽂化、歴史、教育、気候、気象」等を主に講成すること、2. テレビ
「Ｅテレ②」では、料理、医学（⽇本国⺠の健康を守る）、幼児番組、弱者向け番組、趣味、宗教番組に、特かし
充実させる。3. 「ＮＨＫＢＳ①②③」では、スポーツ、⾳楽番組、娯楽番組ドラマ等に徹すること。折⾓、テレビで
「総合ＮＨＫ」「Ｅテレ②」「ＮＨＫＢＳ①②③」とありながら、どのテレビチャンネルも、ごっちゃになって、放送されてい
るので、此の際それぞれのチャンネルがすみわけをし、整理した上で、視聴者に選択させて今よりもより⼀層、番組の内
容を充実させること 6. ＮＨＫ職員の⼈材育成 1. ここ４０年ＮＨＫは優秀な⼈材が育成されず、⽬につかない、
テレビの内容を⾒ていると、⽮鱈と外⼈と芸能⼈（お笑芸⼈）等の登上が⽬⽴ち、特に近年はニュース番組をはじめ
として、どの番組にもＮＨＫ職員以外で⽇本⼈以外の⼈物が登上しているのが⽬⽴つ。このような外国⼈、芸能⼈
の出演は、⺠間放送にまかせてもう⼀度、ＮＨＫらしさをとりもどすこと。NHK は、「⽇本の国の、⽇本⼈のための」放
送局であることを今⼀度反省すること。ＮＨＫ内の職員にも毎年優秀な職員は⼊社しているのにＮＨＫ内の⼈材
育成、⼈材教育が、おろそかになっているのではないか、各番組の登上⼈物に積極的にＮＨＫの職員である⽇本⼈
を登⽤し、ＮＨＫ内の職員の能⼒が発揮できる場を多くつくり、⼈材育成を図ること、番組内での外国⼈、芸能⼈の
出演は必要なし。2. ＮＨＫの過去の⼈材で優秀な⼈物◎アナウンサー イ※●●●● ロ※●●●等々◎解説
者 イ※●● ロ※●●●●● （現役）等々7. 現在のテレビ番組から「総合ＮＨＫ」を⾒ていると、朝のテレビ
番組内容から料理番組があり、これら料理番組として「Ｅテレ②」に集約放送すること。現在のテレビ番組で「総合Ｎ
ＨＫ」毎週⽉曜⽇午後７︓３０分から放送の「鶴瓶の家族に乾杯」は、放送を中⽌すべき、続けて放送するのであ
れば、「ＮＨＫＢＳ」の娯楽番組として、放送すべき。⼜「総合ＮＨＫ」毎週⼟曜⽇午后７︓３０分から放送の
「ブラタモリ」については内容が⽇本の歴史、⽂化を反映した放送であり、⽇本国⺠に知識をあたえるもので、このよう
な内容の番組は、ＮＨＫの基本理念に沿っており、重要な番組の⼀つである。それに、ＮＨＫの公共放送としての
⼀つの使命として、⽇本の⽂化、「礼節」「オモテナシ」を⼤事に守っていくことがある すくなくとも、「総合ＮＨＫ」は、
全国⺠が⾒ているのであるからその影響は⼤きなものがあることを考えた時に、テレビの映像に映る⼈物の「清潔さ」と
「⽇本⼈の歴史、⽂化」を尊重した⼈物を出演させること。例えば、「顔は髭等をそって清潔な姿で出演し、建物の内
では帽⼦は被らないでテレビに出演する等、⼦供達がテレビを⾒て学校の教室で帽⼦を被ったままで授業を受けたり、
⼜家庭内で⾷事をするときに、家族が帽⼦を被ったままで⾷事をした場合⽇本の⽂化は、先々、どうなっていくのか、
テレビから受ける影響は⾮常に⼤きいものがあることをＮＨＫは意識してもらいたい。8. 全般的に現在、放送テレビで
「総合ＮＨＫ」「ＮＨＫＢＳ①②③」に関しては、放送時間は夜１２︓００で終了でよいのでは、その後は「ＮＨ
Ｋラジオ」「⺠間放送」に任せておき、「総合ＮＨＫ」「ＮＨＫＢＳ１２３」の夜１２︓００までの放送終了による
経費の削減分は、全国⺠の受信料の値下げに回す。⼈間は、⽇本国⺠の⼤多数は、朝起きて、働き夜になったら
眠る動物であり、昔からその習慣があり、それが永く守られてきたが世の中の変化とともになにか悪い⽅向に⾏き、⽇本
⼈の健康問題、⼦供や若者等にも悪い影響となり、⾊々社会問題の⼀つとなっており、その⼀つの要因が、テレビ等
の深夜放送が⼀つの原因であり、この際ＮＨＫとして、夜１２︓００以降の放送を中⽌すべきであり、中⽌になった
からとしても、世の中になんの不便もない。特に 1. 歴史に関しては、７５年前の第⼆次世界⼤戦の① この戦争の
⽬的は、なんだったのか② この戦争の責任者は、誰れだったのか常に番組を通じて、⽇本国⺠に知らしめるＮＨＫと
しての責任があり、ただ毎年６⽉から８⽉だけの放送で終っているのが現状であり年間を通じて、この⼤戦の実態を放
送し続けることがＮＨＫの使命の⼀つである 2. 政治、経済、外交等の国内、海外を含めたＮＨＫの各専⾨家の
解説委員（それぞれ１０⼈程度）を⼀同に会して、３ヶ⽉に⼀度程の回数で討論会を３時間程度かけて「総合
ＮＨＫ」で実施すること。最もＮＨＫらしい番組の⼀つである。【注記︓イ※、ロ※はそれぞれ、○中にイ、○中にロ、
が記述されている】 
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個⼈ 「AM 波統合に反対する」（⾼知 六⼗四歳） 今回の「NHK 経営計画」で、テレビ衛星波と AM ラジオ波の削減
が発表されたが、私は AM ラジオ波（以下 AM 波と呼称）の削減に反対する。理由は以下の通り。① 教育、教
養番組専⾨ AM 波が必要② FM 波は、コンクリートの建物内や場所によっては受信しにくい。③ 報道性の強い第
⼀放送と⾳楽番組を中⼼とする FM 放送の特性が異なる。との理由からだ。①については、国際化社会が広まる
中、その必要性は⾼く、聴取者、愛好者が多く、番組の構成内容を現代のニーズに合わせて改善すれば、更なる聴
取者の増加も期待できるし、教養番組も今回の「新型コロナウィルス騒動」による、世界レベルでの社会構造の変化
に際して今後重要性を増すであろう。 ②については、東⽇本⼤震災以降各地で起こる⼤規模地震、⾵⾬災害で
避難所⽣活を過ごした被災者から、FM 放送の聞きづらさを指摘する意⾒をしばしば⽿にした。災害時におけるラジオ
の重要性は⾔うまでもなかろう。 AM 波削減の根拠は、コスト⾯と⺠放ラジオ局の AM 波から FM 波への移⾏が進
んでいる事から考えられたのであろう。③も FM 波は、誕⽣当時から⾳質が良く、主として⾳楽番組を中⼼とした編成
が取られている。かつて私は、⾼知市のコミュニティ FM ラジオ局の⽴ち上げから、営業、報道取材、番組企画制作に
三年間従事した経験がある。NHK と⺠放 FM 局の相違点は、NHK の⽅がクラシック番組が質量共に⺠放局より充
実している。これは、幅広い年齢層のクラシック愛好家にとって今後共維持して欲しいところだ。報道と⽣活、地域情
報を柱とする、ラジオ第⼀放送、教育、教養番組を柱とするラジオ第⼆放送、⾳楽番組を柱とした FM 放送の三波
を統合すると、番組編成の質量が低下する事を私は懸念する。 コミュニティ FM 局を退職してからも、私は数多くの
⼈と現在も接しているが、話の中でラジオ番組の感想やそこで得た情報が話題になる事が結構ある。インターネットを
始めとする SNS の普及により、テレビ離れが指摘されている。しかし、最も古いメディアであるラジオは、依然として多く
の愛好者がいる事を私は次の事実を通じて知った。家族、友⼈、近所の⼈達五⼗⼈に、⼗代から九⼗代まで、各年
代ごとに五⼈ずつ、⾼知、四国はもとより全国各地に電話をかけて、NHK ラジオ波削減について意⾒を聞くと、賛成
は ⼗代→⼆⼈、⼆⼗代→⼀⼈、三⼗代→⼀⼈四⼗代→⼆⼈、五⼗代→⼀⼈、六⼗代→⼀⼈の⼋⼈、残りの
四⼗⼆⼈が反対した事に正直驚いた。私もラジオ局勤務時代に営業で、聴取率の調査に頭を悩ませたものだが、単
なる聴取率だけでははかれない、ラジオ愛好者がいる事を NHK 関係者は認識するべきだ。考えても⾒てほしい。病
院のベッドや施設の中で、テレビはあってもラジオのイヤホンを⽿にしている患者、障害者、⾼齢者が多い事を。⻑距離
運転をするトラック運転⼿や眠気防⽌にラジオを聞く運転⼿、宿直勤務の働く⼈々にとって、ラジオはかけがえのない
友である。⾼齢化社会と頻発する⾃然災害とその被害を軽減する防災⾯において、ラジオは貴重なツールである。今
後ますます必要性は⾼まるにちがいない。 NHK に対する批判は、公共放送としての役割、⽴ち位置から起因してい
るものだ。コスト⾯を⾔えば、収益性に⽬を奪われ肥⼤化した外郭団体等の組織と NHK の⽣命線である報道姿勢
や経営体質から⽣じており、番組の質的なものではない。NHK は⺠放とはちがうのだ。衛星波の整理は当然であると
考えるが、総合テレビと E テレが存続するならば、AM 波も第⼀放送と第⼆放送も従来通り報道、⽣活情報、娯
楽、教育、教養、⽂化というコンテンツを⽴て分け、それに FM 放送の特性を更に進化させる事で、「古くて新しいメデ
ィア＝ラジオ」を作り上げる事が、視聴者の信頼を回復し、新たな NHK ファンを開拓する事につながり、公共放送とし
ての存在感を⽰せると私は、確信する。最後に四⼗年にわたり友⼈としてつきあっている、六⼗代の北海道に住む視
覚障害者の男性の⾔葉を伝えたい。「NHK のラジオが⼀つ減るって︖それは淋しいねえ…。まあ、『ラジオを削減した
ら経営改善になる』なんて考える⼈達は、俺達のように、ラジオを頼りにした経験が無いんだろうよ…。」この⾔葉が⼼に
刺さり、今回筆を取らせていただいた次第である。友⼈の意⾒は、数多くの「声無きラジオ愛好者」の⼼情を代表して
いるように思えてならないのだが…。以上 

個⼈ 【気候変動】について報道してほしい。 私の⼦供時代とは明らかに、環境変化を感じています。 環境問題等も密接
に関わっていると思います。何を変えて⽣活して⾏けばいいのか⽣活者として出来ることを知りたい。 深刻な実情も交
えて教えてください。 孫の世代が安⼼⽣活出来る地球である事を願ってます。 

個⼈ いつも朝の⼦供番組から、夜まで幅広く楽しませていただいています。  放送内容ですが、「気候変動」または、「気候
危機」について、NHK はもっと沢⼭取り扱って、報道、特集番組を組むなどして放送してほしいです︕   気候危機に
ついて、余りにも報道される時間が少ない為、知っている⼈が少ないと思います。気候変動によって、⽇本は度重なる
被害を受けていて、このままでは、この先は益々悪くなるばかりです。   国⺠に広く知れ渡るには、NHK での放送時間
にかかっていると⾔っても過⾔ではないと思います。  この先の未来を良くする為に、もっと沢⼭報道して下さい。 
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個⼈ 今、⽇本でも世界各国でも異常気象が頻繁に起きており、⼭⽕事や森林⽕災が⽌まりません。これらは⾃然によるも
のもありますが、⼈間の経済活動による気候変動が原因です。もっと気候変動や気候危機について報道していただき
たいです。SDGs やパリ協定、グリーンリカバリーなど海外ではこれらについて多くのメディアが取り上げているのにも関わら
ず、⽇本ではまだまだ少ないように感じます。私の⼦供や孫の世代にも豊かな⾃然を守っていきたいと考えております。
どうぞご検討よろしくお願いいたします。 

個⼈ 今地球は気候変動で⼤変なことになっています。 しかしテレビで取り上げられないことから その現実について知らない
⼈ 関⼼を持っていない⼈が⼤半であるように感じています。 まずは気候変動の緊急性について伝えること、 ⾃動⾞
等の排気ガス以外にも、再⽣可能エネルギーへの移⾏（パワーシフト） ⾁⾷や乳製品を控える必要があることなどの 
原因と個⼈でできるアクションについて 広める必要があると思います。 NHK さんの⼒が必要です。 宜しくお願い致しま
す。 

個⼈ 気候変動に対する⾏動を呼びかける内容をファクトベースで放送して欲しい。 対策派と懐疑派との議論や、様々な
条件、国益、利害などをきちんと整理し、⼀般視聴者が判断できる材料（イメージではなくファクト）をわかりやすく提
供して欲しい。 討論スペシャルなども⾒てみたいです。 また、政治家に対して気候変動についてどう考えるか、選挙候
補者などに質問して欲しいです。 

個⼈ 千葉県の⼤学⽣です。  気候変動について報道してください。 私は近年の台⾵や洪⽔などの⾃然災害が異常だと感
じています。そのため、インターネットや SNS から情報を収集しています。そのなかで、パリ協定では世界の平均気温上
昇を 1.5℃までに抑えることを⽬標としていることを知りました。しかし、現在 2℃上昇の危機にあり、地球温暖化によ
って様々な災害が起きている事実が分かりました。さらに、気温上昇が 2℃になったとき、⽇本は⾃然災害リスクが世
界２位であることも知り、より⼀層危機感を感じました。 私は⾃ら調べたため、これらの情報を得ることができましたが、
⽇本ではまだまだ知らない⼈の⽅が多いと思います。また、報道局の⽅々に調べていただいた⽅が、正確な情報を発
信することができるのではないかと考えています。  私は、この危機をより多くの⼈に知って欲しいです。地球が壊れてか
らでは⼿遅れです。毎年、熱中症に注意しましょうと聞きますが、""結果""に対するアプローチだけではなく""原因""に
対して取り組まない限り、毎年気温が上昇し、熱中症による死者も増加するのではないでしょうか。 私は、⾃然と共
存した社会を作り、その中で⽣きていきたいです。  畜産があることで森林伐採に繋がっていることや、⽣態系の変化、
⻭ブラシやテイクアウト⽤カップなどのプラスチックが海に流れ出ていることなど報道して欲しいことはたくさんありますが、ま
ずは気候変動について報道してください。 よろしくお願い致します。 

個⼈ 滋賀県に好む学⽣です。NHK さんには気候変動についての報道をお願いしたいです。毎年どんどん暑くなる夏や、毎
年⼤きくなる台⾵など気候変動による災害がすごく増えているのに、その根本的な原因である気候変動や、それについ
て対策の仕⽅の報道がほとんどないように思います。私が 30 代、40 代になった時無事に⽣きてられるのかな︖と思う
ほどです。まだ、いまから対策をすれば間に合います。広告のない放送局だからこそできることがあると思います。よろしく
お願いします。 

個⼈ NHK の良さを残してもらいたい。 特に、ラジオ第 2 や教育テレビ語学講座などの教養番組は、⺠放にはない価値の
⾼いものなので、むしろ拡充する必要があると考えます。 ⼀⽅、紅⽩歌合戦や⼤河ドラマのような、社会的役割を終
えた番組を多く抱える総合テレビは、⼤いに内容を整理した⽅が良いのではないでしょうか。 

個⼈ 30 代、育休中の会社員です。 いつも NHK さんの放送を楽しく拝⾒しております。 今回は、近年さらに深刻さを増し
ている、地球温暖化、環境問題について取り上げていただきたく、意⾒提出させていただきました。 各地で何⼗年に
⼀度の豪⾬が毎年続いているのは、偶然でもなんでもなく、地球温暖化による気候変動の結果です。 我が⼦の未来
が、これからもっと⽣きづらいものになると思うと⼼が苦しいです。 温暖化の進⾏を少しでも⾷い⽌めるためにできること
は無限にあります。 電⼒会社を再⽣可能エネルギーに切り替える、プラスチックごみを減らす等、企業やひとりひとりに
できること、中⽴の⽴場である NHK さんが報道してください。 コロナで、⽇本中、世界中が⽣活を⼀変させられた今、
私たちが地球や未来のために変わる⼤チャンスと思います。 そのことを、1 ⼈でも多くの⼈に気付いてもらい、⾏動して
ほしいです。 ⾃分のため、⼦供たちの未来のため、どうかよろしくお願いします︕ 
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個⼈ 群⾺県に住む会社員の者です。 私は環境問題についてのニュースの報道を⽇々してもらいたいと思います。 私含め
ですが、⽇本に住む⼈は環境危機への関⼼が低いと思います。 災害が多いことに加え、今年は梅⾬が⻑かったり猛
暑が続いたり巨⼤台⾵が接近したりなど⾝近で環境変化を感じつつも、⾃然のことだからしょうがないと思っている⼈が
多いような気がします。 しかし環境危機の原因は、やはり私たち⼈間です。この問題に対してアプローチの仕⽅は様々
あると思います。しかしニュースでは災害が起きたことばかりが報道され、根本的な原因は何なのかや具体的な対策は
あまり報道されていないように感じます。 環境問題の⼀つの原因として、畜産業のことが挙げられます。⾁の需要が多
くなるに従い畜産場を作るために森を燃やす。それによって地球温暖化が進んでいるという事実があるのに、なぜこの事
実を知らない⼈が多いのか。私も 3 ヶ⽉前までは知りませんでした。私はこの事実を SNS で知りました。ニュースで
⽇々報道されれば、⼈々は嫌でも知ることができます。ぜひ報道してもらいたい。 ⼀⽅、環境問題に関⼼の⾼いヨーロ
ッパでは⽇々環境問題のことが報道されているという話も聞きました。 国⺠の関⼼は報道で決まると思います。今を乗
り越えるための楽しい、平和ボケな報道だけでなく、ぜひ、⽇本の将来、地球の将来を守るための事実、有益な報道
をお願いします。 

個⼈ 安全・安⼼を⽀えるについて ⼈⼝の多い地域への情報が疎らです。東京 GTV は 1 都 3 県を賄っており対象⼈⼝
は⿃取 GTV の 60 倍以上。⽇常時でも、地⽅では町の情報として取り上げられるニュースも、東京では採⽤されま
せん。これが災害となるとなおさら、細かな情報が乏しくなります。3 県および多摩地区ローカル TV 局の早期開局を
望みます。  保有するメディアの在り⽅〜⾳声波の整理・削減について 賛成です。 ただ、AM は受信が容易であるう
え、⼤電⼒の周波数は国際的な権益として、⼤電⼒局の数は維持を望みます。東京や⼤阪などの 100kW 以上の
局は R1・R2 の統合で空く周波数を地⽅局に転⽤し増⼒し、基幹局の⼤電⼒化を望みます。 (例︓東京は
500kW の N2 を残して東京 AM にし、300kW の東京 N1 の 594kHz は名古屋 AM に、同様に札幌 N1 を仙
台 AM に、⼤阪 N1 を広島 AM にするようなイメージ) R1・R2 統合で空く周波数も含め、増⼒や低い周波数への
変更を望む⺠放局への権利譲渡も考える。 

個⼈ ＮＨＫを⽀えている受信料を⽀払っている⽇本国⺠への期待に応える報道（国内外）を⾏って貰いたい。 ・様々
な国内・世界情勢の真実を正確に報道すると共に本来の⽇本国国⺠の⽴場で考えるべき、⾏動すべき報道を⾏っ
て貰いたい。 ・⽇本国⺠が分裂している要因はテレビ・新聞などのマスコミの偏⾒報道によるところが多い、せめて
NHK だけでも事実と裏側を正確に報道して貰いたい。 

個⼈ ⺠放はほとんど視聴することなく、ステラ、新聞の番組欄を駆使して NHK 番組（主にテレビ）を⾒ているものです。会
社勤めのときは、夜の番組のみしか⾒られませんでしたが、リタイヤしている現在でも、ビデオ録画なしでは、⾒たい番組
をすべて⾒ることは極めて困難です（欲張らなければいいのですが、、、）。  今回の合理化案にあったようにチャンネ
ル数の削減は⼤賛成です（BSP と BS1 の⼀本化、さらに 4K との統合）。なぜならば、⼩⽣は、歴史物、紀⾏
物、スポーツ（野球、テニス、ゴルフ、⾃転⾞）、⾳楽、ドラマ、ドキュメント等、多趣味のこともあり、同じ時間帯に⾒
たい番組が重複することも少なくなく、ビデオ録画を利⽤せざるを得ない状況だからです。 そこで、⼩⽣からのお願いで
す。 ●可能な限り同じような種類の番組（特に歴史物）は何とかまとめたものにしてほしい。 ●⺠放でやっているよ
うなお笑い芸能⼈を使った番組は減らしてほしい（裸になる奴とか、特に低俗なお笑い芸能⼈はやめてほしい。）。 
●それほど視聴率も気にすることなく、予算は潤沢にあるのでしょうから、NHK にしかできない良質な番組作りをお願い
したい。 ●ナレーションなども有名⼈を使⽤しなくても（おそらく⾼ギャラ︖）、優秀な NHK アナウンサーを活⽤するこ
とで⼗分ではないか︖ かつてわざわざ●●●●などを使ったこともあったと思う。 ●番組作りの外注先の管理監督も
しっかりお願いしたい（かつての横領など絶対起こさないように）。 ●経営層はもとより、局員の不祥事は許されること
ではない（かつての海⽼原会⻑とか、私的ゴルフのハイヤー代を経費で落とした何とか会⻑とか、せこい奴ら︕）。 ●
料⾦の値下げも当然お願いしたい。不払い者もなくしてほしい。 ●⺠間銀⾏出⾝の前⽥会⻑にぜひ期待したい。  
以上、同様な意⾒が多いかと思いますが、⼩⽣なりに⽇ごろ感じていることを書かせてもらいました。 



352 

 

個⼈ 愛知県在住、愛知教育⼤学の 4 年⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフ
レームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れ
ていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいとこ
ろですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 衛星波の整理・削減について 現在、BS1 は報道・スポーツ・バラエティなど、BSP は⾳楽・芸術・⽂化などと既にジャ
ンル別管理が出来ており整理・削減する必要はないと思っています。前回のチャンネル編成の際には映画の放送が激
減しました。今後のチャンネル編成では恐らく視聴率が⾒込めない⽂化的な番組はどんどん消えていくのだと思います。
TV 離れの本質は、⾒たい番組が無いから別の媒体を⾒ることに尽きると思っています。⺠放は⾒なければ良いだけで
すが、NHK は受信料を頂いて放送している以上、⾒たい番組が無い視聴者への説明をどうされるのか甚だ疑問に感
じております。是⾮、衛星波削減は中⽌して頂くようお願い致します。 新しい NHK らしさについて 具体的に何がした
いのか、何を提供していくのか、そのために何を改善していくのかが分かりません。（お⾦の計算だけはわかりました）お
⾦を頂いているクライアントへの説明としてはいかがなものでしょうか。NHK で働くすべての⼈たちが、⼀つの⽅向を向い
ていく改⾰でなければ意味が無いと思います。有識者の意⾒も、委員会の意⾒も⼤切で重要ですが、働く⽅々のモチ
ベーションや⺠放ではできないこだわりなどが、私が思っている「NHK らしさ」であり、私が⾒たい NHK ですので、昔はあ
った作り⼿の思い⼊れや情熱が伝わる番組を是⾮⾒せて下さい。 
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個⼈ 昨今の暖冬や豪⾬被害、巨⼤台⾵などを受けて、全国的にも気候異常事態宣⾔を表明する⾃治体が増えました。 
⽇本政府の環境⽩書にも今年６⽉、初めて気候危機と⾔う⾔葉が使われ始めました。  sdgs への関⼼も⾼まりつ
つありますが、⽇本はまだまだ関⼼が低い現状です。  現在も、歴史的な酷暑や海⽔温上昇により今季の台⾵の勢
⼒が未曾有なものになるという予想もあり、地球温暖化による、気候変動は確実に起きており、私たちの⽣活と密接
に関係しています。  気候変動の現状を報道してください。 そのために⼀個⼈ができる取り組みについて、⾔及してくだ
さい。  以前元⽇に放送された、NHK スペシャル、未来への分岐点、素晴らしい番組でした。何度も再放送してもら
いたいくらいです。その番組でもあおっていましたよね。地球が制御できない状態になってしまったら⼿遅れです。とにかく
時間がありません。  NHK の、誠意ある対応に期待しています。 

個⼈ 「５つのキーフレーム（重点投資先）ごとの具体施策」の「４．社会への貢献」において、「持続可能な開発⽬標
（SDGs）の考え⽅を軸として実現します」と、「SDGs」が盛り込まれたことは良いことです。しかし、具体的な取り組
みの記述がなく、SDGs の主要⽬標の達成に NHK としてどう貢献しようとしているかがわかりませんし、その意思が⾒
えません。  例えば、NHK として、SDGs の主要⽬標であり、政府の「SDGs 実施指針」においても優先課題にあげら
れている気候変動対策についてどう取り組むかを具体的に書き込むべきです。しかし、案には気候変動について何も書
かれていません。科学的知⾒に基づき、パリ協定のもと各国政府・⾃治体・企業や⽇本の環境省が呼びかけている
2050 年 CO2 実質ゼロというビジョンに呼応し、「NHK として 2050 年までに CO2 実質ゼロの達成をめざすための
検討を 2021-2023 年度に⾏う」などと盛り込むことが必要です。  また、SDGs の主要⽬標であるジェンダー平等
は、⽇本政府の SDGs 実施指針の中で、これも優先課題に掲げられていますが、NHK 経営計画の中にはジェンダ
ーの視点がまったくありません。社会的に影響⼒の⼤きい公共放送として、SDGs の実現に⼤きな役割があるにもかか
わらずこれを掲げないのは、時代錯誤と⾔うほかありません。NHK の役員や管理職におけるジェンダーバランスについて
毎年集計・公表すること、そしてジェンダーバランスを 50:50 に近づけることを⽬標として書き込むべきです。  このよう
な具体的な SDGs の⽬標への取り組みが書かれないままでは、いわゆる「SDGs ウォッシュ」との批判を免れません。
公共放送の充実化だけでなく、内向きではなく、社会的な責任を果たす決意を、具体的な施策を添えて盛り込む必
要があります。 

個⼈ こんにちは。東京都に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未
満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から



354 

 

圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ こんにちは、⼭⼝県に住む専業主婦です。  今と未来に⼤きく影響を与える、 「気候変動の情報発信」 を計画に⼊
れていただきたいです。 巨⼤台⾵、豪⾬など、今までにはなかった異常気象について、親⼦で考えられる情報の提供
を、ぜひ NHK さんにお願いしたいです。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出していますが、⽇本にはこの事態につい
ての報道がありません。 NHK さんの「放送ガイドライン」に、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の
⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上
に寄与する”とあります。 そして、いつも災害の際には迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠（とくに⼩さい⼦を
持つ親︕）から圧倒的信頼を得ています。 どうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策
について報道して下さい。 私たちの未来は私たちが動くことで⼤きく変わる思います。⼈々は気候変動の情報が不⼗
分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないけど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈
が動き出すはずです。 宜しくお願いします。 

個⼈ 今回こちらにご意⾒投稿させて頂きましたのは⽇本のメディア格差に NHK さんから変化をもたらして頂きたいと思った
からです。今で⾔えばコロナ感染者数、ゴシップやら視聴者が欲しがっているからかは分かりませんが、どのチャンネル、ど
の SNS を⾒ても同じものばかり。意味があるように思えません。海外での⼤⽕災を初めとする気候変動、環境問題、
モーリシャスでの流油問題、⼈種差別によるテロ、⽇本⼈はもっと視野を広くするべきです。他⼈事で済ます時代はもう
時代遅れ。SNS が盛んな今、シェアという⾔葉が普通に使われている今、リアルな情報が必要です。ですがごく⼀部の
⼈達が SNS で語りかけるだけでは限界があります。お⼒をお借りできないでしょうか。メディアの業界の事はよく知らない
ことも多く難題な部分かもしれませんが、コロナ感染で⼤きく時代が動きました。コロナ感染者数ではなく、元を辿ってみ
てください。海外での異常な⾷⾁環境も原因のひとつだと分かります。知るべきことを知る時代、知ったうえで⾏動に移
せる時代になりました。この機会にぜひ世界を視野にした報道をお願いします。⻑くなりましたが最後まで⽬を通して頂
きありがとうございました＾＾ 

個⼈ 私の経営系悪に対する意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  豪⾬の事
例は記憶に新しいところですが、今⽇は沖縄では台⾵による⼤変な暴⾵⾬でづ。 毎⽇絶え間なくも排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
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し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 

個⼈ 環境問題について放送してください。 留学⽣です︕ 
個⼈ 港区在住の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5

つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出さ
れ続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
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個⼈ 2021 年度からの放送内容について はじめまして、上記について少し個⼈的な意⾒を述べさせていただきます。 皆様
もご存知のとおり、近年""気候変動""や""地球温暖化""についてニュース番組内で触れることは多くあると思います。 
最近では、とうとう""気候危機""と名称が変わる程、事態は⼀刻を争う程に深刻なものとなっていますよね。 しかし貴
社をはじめ他のキー局においても、報道内容は気候危機の表⾯だけを伝えているようにしか感じられません。 なぜ、気
候危機が起こっているのか︖なぜ、こんなにも異常気象が続くのか︖なぜ、命に関わるような災害が頻発するのか︖も
っと根本的な部分を突き詰めて取材し、報道していただかなければ⼤多数の⼈はこの緊急事態に気付くことすらできま
せん。それくらいテレビの影響⼒は⼤きいものだと、皆様が⼀番良く分かっていらっしゃるのではないでしょうか。 「最⾼気
温〇〇度を記録しました」「観測史上初めて〜」と、起こったことについて伝えていただいても何の意味もありません。どう
したらそんなことが起こらないように出来るのか、その部分を追求し、報道してほしいのです。 気候危機の原因として挙
げられるものとして、まず畜産業が考えられます。海外ではそれを理由に菜⾷に移⾏する⽅が増えている現状がありま
すが、⽇本ではまだまだ認知されておらず…むしろコロナ禍では""お⾁券""や""お⿂券""を配布しようとしていましたよ
ね。お⾁を求め、⾷べ過ぎることは確実に気候危機の⼀端を担ってしまうことになります。 またもう⼀つの理由として、
使い捨てゴミ、特にプラスチックゴミが多いことも挙げられます。⽇本のゴミのリサイクル率は⾮常に低く約 20%程度で
す。ですので、まずはいかにプラスチックゴミを減らしていくかも⼤きな課題だと考えられます。最近では""レジ袋有料化
""が始まりましたが、それでは到底⾜りません。もっと⼀⼈⼀⼈が意識して""ゴミを出さない⽣活""を⼼掛けなければ、
将来を⽣きる⼦どもたちは地球に住めなくなるとも⾔われています。 ⻑くなりましたが、こういった具体的な⾏動や事実
についてニュースで触れていただくことで、意識を向けたり変わってくれる視聴者も多くいると私は思います。 どうかこれか
らの NHK さんには、これまでとは違う切り⼝で""気候危機""について報道いただきたいです。どうぞ宜しくお願い致しま
す。 

個⼈ 気候変動について。 近年、毎年のように起こる台⾵・雷・豪⾬・洪⽔について、私たちの住む地球は既に後戻りでき
ない事態となっており、これらは地球温暖化が原因だと⾔われていますが、地球温暖化の原因を作っているのは私たち
⼀⼈⼀⼈の⾏動と選択です。 この問題と向き合い早期⼿⽴てを打たなければ、私たちはもちろん、⼦どもたちの未来
はありません。 そこで、NHK 様にお願いです。 どうか気候変動・気候危機について報道をして頂けないでしょうか。ま
た、気候変動を防ぐ⼀⼈⼀⼈に出来るアクションを伝えていただけないでしょうか。  具体例として、公共機関の利⽤・
⾁を⾷べる量やめる( 減らす)・⽜乳を飲まない、買わない・ファストファッションブランドの服をを買わない・使い捨てのも
のを使わない、かわない等、私たち⼀⼈ひとりに出来ることはまだまだ沢⼭あります。  どうぞよろしくお願い致します。 

個⼈ 岡⼭市在住の会社員です。 友⼈が環境問題に取り組んでいて、友⼈経由でこういった声を届ける機会を知りまし
た。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
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ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ こんにちは。  滋賀県に住む⾃営業のものです。⼤好きな琵琶湖を守りたいです。 3 年経営計画への意⾒を送らせて
いただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気
候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台
⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよう
な⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈
類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ
協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ ニュース等の番組内容について   以前は NHK のニュースを取り敢えず⾒れば世の中が把握できると信じていました。   
しかし、安倍政権になってからは、圧⼒のためか偏りがひどい︕与党に都合悪い箇所は省かれ、政権がいかに正しい
か、のような切り取り情報ばかり流している。  安倍⾸相が何か⾏動した後は、北朝鮮の国営放送かと思わせる安倍
⾸相の太⿎持ちの⼥性解説委員が、必ずセットで放映される時は、あまりに気持ち悪すぎて、毎回すぐにチャンネルを
変えます。 菅⽒が⾸相になっても何ら変わらないでしょうね。  知⼈が不払いでいい︕と不払い続ける中、くそ真⾯⽬
に毎⽉⾼い受信料を⽀払い続けているが、本気で⽀払いを⽌めたいほど不信感︕ 他局のニュースのほうが素晴らしく
フェアです︕  国営︖は、中⽴公正でなければならない。受信料の義務が異常だと思えてならない︕社員や経営者
は私達からみれば⾼年収だとの噂。苦しい⽣活なのに、その為に寄付してるとしか思えません。  もちろん本当に素晴ら
しい番組もあるが、●●のお笑いタレントばかり使うのは⺠放と何ら変わらないので飽⾷状態です。  オンデマンドも、何
故有料なのですか︖ 今どき携帯で気軽に無料 YouTube で過去の放送が⾒られる時代。 せめて⾼い受信料をくそ
真⾯⽬に⽀払ってる特権として、オンデマンドくらい気持ちよく⾒せてくれてもよろしくのでは︖  苦難の時代に合わせ
た、視聴者に優しい経営をして信頼回復をしていただきたく存じます。 

個⼈ 関⻄在住の 20 代です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 神奈川県横浜市在住の 26 歳です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 私は気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした
巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、
このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私
たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意さ
れたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表され
た IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  
私は最近このことをしり、ヴィーガンを⽬指すことを決めました。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わ
らず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、
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憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。  今、私たちが直⾯する難題の認知を、多
くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共
機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ていま
す。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 

個⼈ ①保有するメディアの在り⽅について NHK には地上テレビの場合、総合テレビと教育テレビ、またラジオの場合はラジ
オ第⼀と第⼆と FM がありますがいずれも異なる性質を持っています。例えば、総合テレビとラジオ第⼀はニュースからバ
ラエティまで幅広いジャンルを扱っているのに対し、教育テレビとラジオ第⼆は教育関係や⽣涯学習に特化した編成に
なっています。これが仮に総合テレビと教育テレビ、ラジオ第⼀と第⼆が⼀緒になった場合、編成上、限界があるのでは
ないかと思います。その上で、チャンネル統合後、どのような編成⽅針なのかを明⽰してほしいです。 ②チャンネル統合
後の地域向け放送について 地上放送のチャンネル統合後の地域向け放送の編成については、充実してほしいです。
現在、多くの地域局はラジオを通して、独⾃に番組を放送していますが、チャンネル統合を機にテレビでも地域向け番
組を充実してほしいです。その上で、⾸都圏向けに提供している技術や番組ノウハウを地域拠点局にも提供できる体
制を整えるとともに、英 BBC みたいに各地域で⾃由な編成ができるようにしてほしいです。ただ、全てを地域局で賄う
のは難しいため、例えばブロック別の番組を地域拠点局発（東北地⽅の場合は仙台局）とともに第⼆地域拠点局
（東北地⽅の場合は秋⽥局）でもブロック単位で放送できるようにしてほしいです。 

個⼈ 放送波の削減について 基本的に賛成です。  ⼆波から⼀波に削減するときに減らす放送は 弱者への配慮や放送の
あるべき優先順位を忘れないようにお願いします。 スポーツ中継は優先度の低いものという認識をお願いします。   ⼤
電⼒放送局について 札幌、秋⽥、久喜、⼤阪、熊本で第⼆放送の⼤電⼒局運⽤していると思いますが、 放送波
統合後も同様の⼤電⼒局放送をお願いしたい。   気象通報の例 毎⽇ 16 時には 第⼆放送では気象通報という
命に係わる放送をしております。 気象通報終了後に第⼀放送を聞くとスポーツ中継が⾏われていることがあります。  
それぞれ休⽌した場合の影響 スポーツ 無問題 気象 情報の少ない登⼭家がより少なくなり、命の危険にさらされる
可能性があります。  この場合 16:00 から気象通報 その後定時ニュース、相撲中継と続けるのが本当ですが、逆の
ことをしそうです。   定時ニュースについて  現状定時ニュースもスポーツ中継があると平気で休⽌していますが意味が
分かりません。 今後 2 波を 1 波に減らすとますますその傾向が強まるのではないかと⼼配しております。  定時ニュース 
＞ スポーツ中継 という優先度をお忘れなくお願いしたいです。    BS 放送につてい  削減については基本的に賛成
です。  まずは 4K や 8K で何を⾒るの︖です。  こちらも統合するときはスポーツの削減を第⼀に考えていただきたい。 
BS や CS の場合 ⺠間企業ができます。 放映権を吊り上げてまで買って放送する必要はありません。 

個⼈ ■P1 の視聴・利⽤環境の変化/P2 の安全・安⼼を⽀える ・まず、⾒たくない⼈は無料にすること。ネット環境も充実
し、TV チャンネル数も増加した中で、NHK だけ既得権益で多チャンネルを維持し、国⺠皆料⾦制は異常。⾒たい⼈
だけが⾒れるように、他の有料 TV 同様、ジャマ―を掛けて⾒たい⼈だけ有料で⾒れるようにすれば良い。 ・緊急放
送時は、ジャマ―を廃して誰でも⾒える世に知ればよい。 ・それでも NHK として無料公共放送をどうしても維持したけ
れば、衛星 1 チャンネルだけ無料公開し、後の全チャンネルは⾒たい⼈だけの有料放送で良い。 ■P３のあまねく伝
える/社会への貢献 ・まず、偏向報道を⽌めて頂きたい。社内に居る、思想的国益的におかしな⼈間を排除するこ
と。そのための第三者機関を置き、⼊社時や現社員に、右左翼活動家や中華⼈⺠共和国、韓国などから⾦銭や経
済⽀援を受けているような者は排除して頂きたい。 ・歴史観を正しく持ち、正しい歴史事実だけ報道して頂きたい。注
釈を偏らせることが無いよう、報道に対して視聴者のアンケートを取るようにしてはどうかと思う。デジタル TV ならそれが
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出来る。 ■P6 事業収⼊について ・もうけ過ぎ。⾚字になるまで視聴料を免除し、1 チャンネルを除き全放送枠を⺠
間に返上し、職員の数を⼤幅に削減するべき。 ・それが嫌なら、⾒たくもない番組やチャンネルを⾒なくて良い料⾦精
度に移⾏させるべきでしょう。 ・インターネット事業も不要。⺠間に任せればよい。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 東京都在住の 20 代会社員です。 ⽇々、取り組まなければならない社会問題は数えきれぬほどありますが、中でも
全⼈類に直接的に関係しているにも関わらず、先進諸国からも⼤きく遅れをとっている問題があります。 気候危機につ
いては⼀部では意識が⼤きく変わってきていて、認識の広がりを⾒せていますが、国内でもまだまだ少数派です。 その
いちばんの理由はメディアによる取り扱いが極端に少ないことだと思っています。  その”気候変動”を発信をお願いした
く、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK はスポンサー企業とのしがらみが無く、その分、⺠放では作れないであろう番組も多く E テレなどには良質な番組
もあり また海外のドキュメンタリーが⾒られるのも NHK の良いところだと思っています。  ですが、政権におもねるような
報道内容の偏りや、妙なタイミングで国会中継を流さなかったりという、【公共放送】としては疑問を抱く部分が⼤きく不
信感を持ってもいます。 公平・公正を蔑ろにするのが『新しい NHK』なのでしょうか。で、あれば公共放送の看板は下
ろして契約加⼊者のみが⾒られる放送局に移⾏して欲しいです。 新しい形より良⼼を戻してください。 
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個⼈ 東京都に住む専⾨学⽣です。 地球が壊れていく中、環境問題の根本的原因と解決策を是⾮ダイレクトに報道して
いただけないでしょうか。 お⾦⽬的で動いている現代社会にとても危機感を感じます。  そこで、3 年経営計画への意
⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影
響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼ
した巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今
後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではな
く、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合
意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表
された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリ
スクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年
までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの
試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、
⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されていま
す。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸と
なって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的
状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係
にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃
由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に
寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも
⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律
を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、す
べての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るの
は、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は
災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害
情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っ
ています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わりま
す。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ
影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は
計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
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主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 

個⼈ 基本 E テレが⾯⽩いと思っていますが、 特にお世話になっているのが語学講座です。 勉強している中国語はもとより 
スペイン語やロシア語など番組としても⾯⽩く、つい⾒てしまいます。 今後ともよりおもしろい語学講座を続けていただき
ますように よろしくお願いいたします︕ 

個⼈ 現在海外で⽣活をしている 20 代の者です。  貴社の５つのキーフレームのそれぞれの観点から気候変動に関する情
報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  現在私は留学のために海外で⽣活しているのですが、環境問題
に対する情報や取り組みは⽇本に⽐べて遥かに多く⽇本にいては気づかなかったことがたくさんあります。  気候変動に
よって年々災害が増加していることは明らかな事実です。災害が起きれば多くの犠牲者を出すことになってしまいます。
持続可能な社会をつくり上げていくためにはまず私たちが⽣きていける地球を守らなければ元も⼦もありません。  今後
更なる災害は起こってほしくありません。ですがこのまま現状の⽣活を続けていたら間違えなく気候変動による災害が増
えていくでしょう。  しかしそういった情報は知識のない⼈たちからすると難しく聞こえたり他⼈事のように考えてしまったり、
なかなかその事実を受け⽌め⾏動することができません。私⾃⾝もそうでした。  貴社の放送でそういった気候変動に
関する情報を発信していただき、より多くの⼈たちに広く知ってもらいたいです。⼀視聴者として私⾃⾝ももっと⽇本が
発信している情報を得て知識を深めたいですし家族や友達と同じ⽬線で話すことができれば⼀⼈ひとりの意識が変わ
り、⼀歩⼀歩持続可能な世界に近づいていくと思います。  以上です。 よろしくお願いいたします。 

個⼈ ⾳声波（ラジオ）の 2 波への削減に反対します。 ラジオ波は，AM 第⼀放送は情報番組，AM 第⼆放送は教養
番組，FM は⾳楽や地⽅番組と区分されて運営されています。このうち第⼆放送の教養番組は定時に放送され，
根強い聴取者がいます。もし第⼀，第⼆放送を統合した場合教養番組の削減が予想され，しかも野球中継，国
会中継，地震や台⾵等の緊急ニュースの都合で教養番組の放送時刻が不安定になることが予想されます。ラジオ
波はインターネット環境が無い場所でも聴取できることを特⾊としていて，もし教養番組の配信がインターネットだけに
なった場合，⻑時間インターネットを接続できる環境の下でしか番組を聴取できなくなり，サービスの低下を招きます。 
もしラジオ波の経費削減を考えるなら，「ラジオ深夜便」の AM 第⼀放送，FM 同時配信を取りやめ，AM 第⼀放
送または FM に⼀本化することが考えられます。また，⼩出⼒の AM 中継局を FM に移⾏することも考えられるかもし
れません。 ラジオ波はテレビと違い⻑期にわたって安定した番組構成が継続しており，⺠放にはない良質の教養番組
が提供されていることから，今後益々必要とされる⽣涯学習の機会を提供するという意味からも，現状を維持するよ
う希望します。 

個⼈ 海外のニュースはできるだけ正確に報道してほしい 特に隣国の韓国、中国、台湾についての報道はあまり記者の感
情は⼊れずに事実を淡々と報道する程度で正確にお願いします 中国のニュースは少し少なすぎるようです 報道の
都合上ある程度は分かりますが、気になる国のことでもありまた周辺の国々とのいざこざが多いようですが気になります 
韓国や台湾はどちらも平等に事実を報道願います その他海外ニュースは事情が分からないためどんなことでも信⽤し
てしまうため多少の解説も必要ですが正確な解説を願います  当然ですが国内報道についてもできるだけ偏向のない
ように願います 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
20 代会社員より 

個⼈ チャンネル数縮⼩などはよいと思う。 報道が偏向しすぎている。 ・反⽇と政権批判ばかりに偏向しすぎている。 ・事実
を伝えていない。 （例えば●●●さんが亡くなられた後、ご家族で記者会⾒をされたが、安倍政権は拉致問題にちゃ
んとされていたとか、⼤事な部分が報道されていなかった。） こんな放送内容になぜ受信料を払う必要があるのかと、
不満に思うし払いたくないと強く感じた。 無料放送でないのだから放送内容に公正性を。切り取った放送で印象操作
をするようなことはやめてほしい。 
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個⼈ 愛知県に住む、20 代の、育児休暇中の⼀児の⺟です。 Instagram で気候変動について発信している⽅の投稿
で、こういった意⾒募集が⾏われていることを知りました。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機を報道していただけないでしょうか。 私は 33 歳です。⾃分が⽼⼈になったとき今より温暖化していたり、豊
かな森や海や⾷料がなくなったらとてもつらいです。 とくに温暖化、猛暑は年をとったとき体にかなりキツイと思います。熱
中症で死ぬかもとも思います。 私より下のこれから⼤⼈になる⼦どもたちにも住みよい地球環境を残したいです。 その
ためにはメディアが危機を報道することがとても⼤事です。 いま気候危機はまったなしの状態です。それなのに⽇本は
世界より情報、報道が少ないです。 有⽤だったり危機的な情報を伝えるのはメディアの責任と考えます。 危機を危機
として扱い、⽇本を牽引するメディアとして存在してほしいです。 
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個⼈ NHK 経営計画（2021ー2023 年度）に意⾒を送らせて頂きます。   地球温暖化、気候変動を頻繁に、そして
⼤々的に報道して頂けないでしょうか。  現在、地球温暖化、気候変動を含む環境問題は⾮常に深刻な段階まで
来ています。  2015 年、COP21 によって採択され、175 カ国が署名したパリ協定では、地球温暖化による地球の
平均気温の上昇を、産業⾰命前と⽐較し 2 度以下に抑えるという⽬標が定められました。その後、IPCC（気候変
動に関する政府間パネル）によって「1.5 度特別報告書」が発表され、そこでは気温上昇を、2 度よりさらに低い 1.5
度に抑制することの利点が主張されています。報告書によると、気温上昇を 1.5 度に⾷い⽌めるためには、2030 年
までに⼆酸化炭素の実質排出量を 2010 年と⽐較し 45%削減し、2050 年までに実質排出量をゼロにする必要
があります。 気温が 1.5 度上昇と 2 度上昇した場合では、地球温暖化による気候変動の被害の規模が⼤きく違っ
てくると考えられています。2 度の気温上昇に関する予測では、降⽔の頻度、強度、及び量の増加、⼲ばつ、洪⽔、
海⾯上昇、種の喪失及び絶滅、海洋⽣態系への影響、これら全ての問題が、1.5 度上昇した場合と⽐較し深刻で
す。 しかし現在、気温は 1.39 度まで上昇してしまっているとの⾒解まであります。 本当に時間がありません。  地球
温暖化を抑⽌し、これからの世代に美しい地球を残すためには、今すぐ、これまでにない⼤規模な変⾰が必要です。  
世界中で、たくさんの⽅がこれらの問題を知り、解決しようと⾏動を起こしているにもかかわらず、⽇本ではあまり温暖化
や環境問題が報道されません。スポンサーとの利害関係が原因の⼀つだと考えています。  貴社のホームページの「組
織・経営・理念」の中の、「NHK だからできる放送とは何か」というページには、「公共放送である NHK は、税⾦でもな
く広告収⼊でもなく、受信料を財源としているため、特定の利益や視聴率に左右されず、まさに⾃主的、⾃律的にニュ
ース、番組を制作し、編成することができる」とあります。 今こそ、貴社のお⼒を貸してはいただけないでしょうか。  公共
放送として信頼のある貴社に、これらの問題を⼤々的に、頻繁に報道していただければ、問題への関⼼が⾼まり、世
論は変わり、希望が⾒えてくると思っています。 気候変動は、今や「気候危機」と呼ばれるほど深刻です。地球、そして
地球上の多くの⽣物は危機的状況にあります。 これらのことを多くの⽅に知って頂くために、是⾮、環境問題について
の報道の強化をお願い致します。 

個⼈ 受信料の廃⽌。 報道部⾨を国営、その他を⺠営に分割。 国営は税⾦で運⽤し、国会で運営計画及び予算案を
審議する。 報道部⾨の海外放送を国内でも視聴可能にし、国⺠の評価を受けられる構造に変える。 

個⼈ 気候変動や環境問題に関して取り上げてくださると嬉しいです。 
個⼈ 都内に住む社会⼈です。  貴社の 3 年経営計画案を拝⾒いたしました。 その中に、世界中で深刻さを増す気候危

機への⾔及がないことに、憂慮しております。  ⼤量の CO2 排出や環境破壊により気候危機が引き起こされているこ
とは、国連や多くの科学者が認めているところであり、世界規模での対策が緊急に必要とされています。北極や南極の
氷は溶け始めており、南太平洋の島々では海⾯上昇により住む場所を奪われた⼈々がいます。また、昨今の台⾵被
害をはじめとした⾃然災害の急増により、気候変動の影響は既に私たちの⽣活に現れています。  このような時代にあ
って、⽇本政府は CO2 排出量の多い⽯炭燃料発電をベースロード電源と位置づけており、国政レベルでの気候危
機対策で世界に⽐して⼤きく遅れをとっています。⼈は国⺠⼀⼈当たりの CO2 排出量は世界トップクラスであり、国
⺠⼀⼈⼀⼈の意識改⾰も必要です。先進国に住むものとして、⽇本国⺠には気候危機に責任を⾃覚する必要があ
り、公共放送である貴社には、国⺠に知らせる責任があるのではないでしょうか︖  貴社の五つのキーフレームに、以下
のような具体的な記述とその実現を求めます。 1 安全、安⼼を与える これから起こると予想される災害や、来るべき
社会のビジョンについて専⾨家の知⾒を取り⼊れ番組内で報じることで、具体的な対応策を考える機会となり、安
⼼、安全がもたらされる。  2、新時代へのチャレンジ 気候危機は、これまで歴史上⼈類が経験したことのない変化で
す。産業、暮らし、健康、経済などあらゆる分野で起こる変化について、後追いではなく先を予測し、未来に向けた取
り組みが必要です。  3、あまねく伝える 気候危機は、地球上に住む全ての⽣命が当事者です。⻑期にわたる地球
規模の災害と捉え、年齢、性別、国籍問わず、全ての⼈に無償で伝える必要があります。  4、社会への貢献 気候
危機は環境問題だけではなく、社会の問題を含んでいます。気候危機について知ることは、それによりもたらされる格
差や差別などの社会変化について考えることにつながり、持続可能な社会に貢献することができます。  5、NHK らしさ
を実現するための⼈事制度 貴社では既に、気候危機に関する優れた番組を多く作成していらっっしゃるので、その知
⾒を⽣かした制度改⾰を望みます。 具体的には、特集番組だけでなく、⽇々のコンテンツで報じていくこと。 あらゆる
年代に届くよう、ニュース、⼦供番組、情報番組、ドラマ内に寄稿危機に関する情報を盛り込み また、社員の⽅々の
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教育、研修を実施すること。   私たちの社会の⼟台である地球と環境について報じることは、公共そのものです。 公
共放送としての責任を果たしてくださるよう、 切実にお願いします。 

個⼈ 【ＡＭ波の整理・削減について】  語学講座など教育・教養番組が中⼼となるラジオ第２放送は、録⾳番組が主で
あり、再放送も多数設定されていることから、語学講座などの教育・教養番組については、オンデマンド配信サービスを
⽴ち上げて“いつでもどこでも”⼿軽に利⽤できるように整備できれば、と思います。また、⻑らく近海を航⾏する船舶の
命綱としての役⽬を担ってきた『気象通報』も、かつて朝、昼、夜の１⽇３回の放送（番組終了後に各地の放送局
のコールサインが放送されていた）だったのがインターネットの発達によって現在は午後４時からの１⽇１回だけになり
ましたが、これもインターネットの普及とともにその役⽬を終えようとしているのではないでしょうか。（すでに海上保安庁
が提供していた船舶気象通報放送は廃⽌になりました）さらに放送形態も事実上、東京第２放送以外は中継局
扱いという全国１波の放送であり、かつては漁業関係者向けの番組もあったもののそれもなくなり、放送時間も午前
６時から⽇によって深夜 12 時以前に終わることもあり、⻑年にわたり国⺠の教育・教養や船舶の安全などで役割を
果たしてきたラジオ第２放送も、インターネットにその役⽬を譲る時が来たのではないでしょうか。また、現在３波を同時
配信している『らじるらじる』は、東京第２放送の同時配信はやめて、オンデマンド配信中⼼のサービスにするとともに、
ラジオ第１放送は⾳楽やスポーツ中継のコンテンツもあることから、ネット配信についてはステレオ⾳声で配信できるよう
にしてほしいです。 【ＢＳ波の整理・削減について】  ＢＳ１で取り扱っているニュースとスポーツの番組の４Ｋのもの
がまだ少ないことから、まず紀⾏、ドラマなどエンタテイメント系の番組が中⼼のＢＳＰをＢＳ４Ｋに統合するのが妥当
と思います。ＢＳ波の再編に当たっては、ＢＳ４Ｋ対応受信機の普及状況を勘案した上で進めていただきたい。 
【その他】 ・ＮＨＫに“ＥＮＤ”“ＦＩＮ”で終わる番組があってもいいのでは。 ・この３⽉から“総合テレビ”を“Ｇ”と表
記していることから、“総合テレビ”というのは“Ｅテレ”に⽐べて堅苦しいイメージがあるため“Ｇテレ”と呼ぶのはどうか。 ・
“沖縄放送局”というネーミングでは本島中部の沖縄市にあるとまちがえられる。那覇市おもろまち２－６－11 にある
のだから、“那覇放送局”というネーミングがいいのでは。 ・令和３年６⽉（新型コロナウィルスの影響により令和２年
10 ⽉から延期）に札幌放送局が新築移転する予定であり、これに合わせて道内地域放送のセントラルキャスティン
グ化が予定されているそうだが、道内６地⽅放送局の機能統廃合は予定されているのか伺いたい。（私としては、Ｅ
テレとＲ２について、旭川、北⾒、帯広、釧路、室蘭、函館の各局を札幌局の中継局に格下げ（コールサイン廃
⽌）し、室蘭局についてはＧテレ、Ｒ１、ＦＭも札幌局の⽀局・中継局に格下げと考えています。） 以上 

個⼈ ご意⾒について １．経営計画  ・できるだけ国⺠にオープンにし、⾃らの計画や現状の取り組み等を国⺠に説明す  
る   ・また、国⺠からのご意⾒を取り⼊れるシステムを構築する  ・経営等各種委員会を設置されているが、メンバ
ーには広く若⼿も⼊れる   また、放送現場で活躍している知識が豊富なアナウサー等積極的に活⽤する  ・貴社
は国⺠と少し離れていて、上から⽬線（特に幹部）のように⾒えるので   もっと親近感があるような会社にする  ・
地域への貢献をもっと具体的に展開してもらいたい。そして検証する  ２．⼈材の活⽤  ・現場にはすばらしく、親し
みやすい⼈材が豊富ですのでもっと活⽤してもらいた  い、また、部⾨を超えて任⽤してもらいたい。  ・縦割りをでき
るだけ避け、部⾨を超えて登⽤してもらいたい。  ・多様な⼈材を採⽤し、レッテル（使⽤時）を廃⽌し、交流しても
らいたい  ・専⾨性のある知識ある⼈材が豊富であるので E テル等を利⽤して国⺠に知識を   提供する。   
NHK 学園等も充実してもらいたい。  ・外国⼈も採⽤し、多様化する放送体制を確⽴する ３．放送体制  ・地
⽅局作成番組を増やし、貢献度や地域住⺠との連携強化  ・各時間帯ののニュースが同じ内容のものが多く、時間
帯に特徴⽣かす  ・TV とラジオとの役割分担をできるだけ明確にして特徴を⽣かす  ・視聴率の⾼い番組等はスクラ
ンブルでの再放送の検討  ・⺠放と⽐較したら⾯⽩さが劣るのでもっと⼯夫  ・ラジオ放送は TV より国⺠が広く聞い
ているので拡充してもらいたい  ・受信料⽀払率が他企業と⽐較し低いと推定されるので改善要する  ・⽇本には多
くの外国⼈が在住しているので放送も多様化し、理解が必要である 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  私は、東京都に住む⼤学⽣で、気候危機への強い恐怖⼼から気
候変動を⽌めるための活動をしています。今や、気候危機に対する若者の関⼼は世界的にも強く、未来への不安に
怯えているにも関わらず、⽇本での報道が極端に少ないことに疑問を感じています。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 意⾒１︓深刻化する気候危機に対する意識が全くない 猛暑や⼤⾬洪⽔など異常気象が⽇常化する昨今、深刻
化する気候危機について⽇本国⺠に信頼度をもって伝えることは、公共放送の最たる役割ではないか。 特に気候危
機などの環境問題は、マスコミを通じて、その影響も対策も知ることのできる性質のものであるため、マスコミの役割は⾮
常に重要である。 公共放送として、国⺠の安全に直接かかわる事項について、まったく認識がないと⾒えるのは NHK
のためにならない。 BBC など世界の公共放送は、気候危機について伝えることを⼤きな使命としている。世界の公共
放送の在り⽅もきちんと調査し、⽇本の公共放送として責任感をもってふるまうべきではないか。  意⾒２︓SDGｓに
対する意識が希薄すぎる(⼀か所しか⾔及がない） 上記のような環境問題だけではなく、貧困や飢餓、⼈権問題な
ど世界規模の社会課題に対してどのように対峙していくか、ということが国連の加盟国としての⽇本の責任である。これ
もマスコミを通じてのみ、国⺠はリアルに知ることができることである。公共放送としては、積極的に SDGｓ達成に向け
た普及啓発に取り組むのが筋ではないか。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  個⼈として
⾏動し続けていくつもりですが、貴社の発信によって広く、多くの⼈に届くと思います。 どうか、宜しくお願い申し上げま
す。  東京都より 

個⼈ NHK のスリム化という⽅向性⾃体は評価できるが、そもそも今の NHK があまりにも肥⼤化しすぎである。より⼀層の
改善を強く求めたい。  NHK は公共放送の本分を今⼀度再認識すべきだ。私たち視聴者は⽇々のニュース・気象情
報、緊急の災害報道、教育番組といった公共性のある内容に期待し受信料を⽀払っている。 タレント・俳優を起⽤
したバラエティ番組や⾳楽番組、ドラマといった公共性に⽋ける番組の制作費を賄うために受信料を⽀払っているわけ
では断じてない。 「公共放送」の肩書きを盾に受信料を徴収しておきながら、公共性を無視した番組作りを続ける
「美味しいところ取り」の状況は⼀刻も早く是正すべきだ。  先の参院選で NHK のスクランブル化を掲げる政党が議席
を獲得するなど、国⺠の不満は⾼まりを⾒せる。 例えば NHK 総合と E テレの地上 2 波を、報道や教育番組といっ
た公共性のある内容に限定し国⺠が等しく受信料を負担する公共チャンネルと、公共性のない娯楽番組で構成され
⾒たい⼈だけが視聴料を⽀払うスクランブルチャンネルの 2 波に再編するなど、従来の発想にとらわれない、誰もが納
得して受信料を⽀払うことができるような形へ転換することも必要ではないかと考える。 
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個⼈ 地球環境問題を取り上げて貰えませんか︖ 気候変動、アマゾンの森林が 90％が、畜産の為に伐採されてしまいまし
た。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。 

個⼈ 埼⽟に住む学⽣です。環境団体 fridays for future や from us to earth という団体で環境問題発信をしてお
ります。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変
動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 また、真実の情報発信を求めます。政府機関の思惑通り
に真実を隠し続けることはしないでください。悪いものは悪い、良いものは良い。裏でどんな事情があるにしろ、⼈間的に
正しい選択を求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
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す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ こんにちは。都内勤務の OL です。 経営計画への意⾒として、気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強
く求めます︕︕ 異常気象が⾝近に発⽣している近年で、防災に関する知識や how to のみを報道するのではなく、
何故こういった異常気象が発⽣しているのか、根本から科学的根拠を基に報道し、正しい知識を伝える事が 1 番重
要であると思います。 現状をみればもはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺
るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本には
この危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの
利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障され
た表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂
化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、
何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の
⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に
基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが
出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められてい
る貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどう
か、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそが本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤
きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、
全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会
的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
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個⼈ 私は 30 代の主婦です。3 年経営計画への意⾒を初めて送らせていただきます。  貴社の５つのキーフレームにあるよ
うに、５つの観点より、現在、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を経営計画へ⼊れていただくこと
を強く求めます。  国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例など、毎年５０年に⼀度といわれるよ
うな災害が起きています。排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後このような⽔害などの更なる頻発化
が起こるだろう予測されています。これは「気候変動」ではなく、⽣存基盤を揺るがす「気候危機」です。  ２０１５年
に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を２度未満とする」⽬標が国際的に共有されました。そして昨年公表
された IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネル）の１．５度特別報告書においては、「気候上昇を２度よ
りリスクの低い 1.5 度に抑えるためには、２０３０年までに CO２の実質排出量を２０１０年⽐で４５％削減、
２０５０年までに CO２の実質排出量をゼロにすることが必要」とされています。 しかし現状において、1.39 度まで
上昇しているとの試算まで出てきています。 私たちには時間がありません。 ２度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、
感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることに⻭⽌めがきかない状態になりえると予
測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの⼤きな変⾰が必要となり、⽇本⼈⼀⼈⼀⼈がその情報
を共有し、意識を変えていかなければならないと考えます。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出し、インターネットで
も海外メディアの英⽂でのニュースでは⼤きく報じられていることが知られます。しかし、⽇本では報道してくださるメディア
がほとんどありません。スポンサーとの利害関係が理由の⼀つとしてあるのではないでしょうか。  ⼀⽅で貴社の「放送ガ
イドライン」は ”NHK は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで
良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。この役割を果たすため、報道機関と
しての不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも鑑賞されない。ニュースや番組が、外からの圧
⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。全役職員は、放送の⾃主・⾃
律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。” と定められています。 
今、私達が直⾯する気候危機の認知を、⽼若男⼥、多くの⽅に広めることができるのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださっています。国⺠からの圧倒的信頼を得ている、そんなメディアとして、気候変動に関する根本的な
原因と解決策について報道してください。 私たちは⼗分に解決策を持っています。  今、⾏動を起こすかどうかで、私た
ちの未来は⼤きく変わります。⽇本国⺠は気候変動の情報が不⼗分で、⼤多数の⼈はまだ無関⼼かもしれません。
けれど、これは知らなかったでは取り返しがつかない問題です。全ての⼈が正しく情報を認識することで、⾃分のこととし
て多くの⼈が動き出すはずです。  昔から⼩学校で学ぶような環境問題の解決法（節電、節⽔、ゴミを出さない…）
でどうにかなる段階はとうに過ぎ去っています。私には⼦供はまだいませんが、⼦供たちの世代、そのまた下の世代に、ど
うか恥ずかしくない決断をしていただきたいのです。多くの⼈に後悔をしてほしくないのです。  伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動をどうか危機として扱い、 ⽇本をけん引してください。 どうぞ宜しくお願い致します。  
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における２０５０年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
http://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 http://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 願いを込めて書き込みます。 どうぞよろしくお願い致します。 私は東京都に住む 30 代の兼業主婦です。  昨今、⾃
然災害が多くなっています。これは気候変動によるものだと⾔われているにも関わらず、報道局はその因果関係を直接
的に報道していない印象を持っています。  私が若い頃は「地球温暖化」とだけ⾔われていたものが、もはや今、「気候
変動」「気候危機」と⾔われているのです。  年に⼀度、などという枕詞は、多くのミスリードを⽣み出す気がしています。 
この未曾有の危機は、⼈類が初めて直⾯するものです。 どうか、気候変動を危機として報道してください。 正直、公
平、公正な報道をぜひお願いします。 
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個⼈ 東京都で、個⼈事業を営んでいます。気候変動とその報道の少なさに危機感を持っています。  以下、3 年経営計
画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来
に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な
被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加
によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変
動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上
昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感
染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向
き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本
にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサー
との利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障
された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展
と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確
保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は
放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの
認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広める
ことが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来
は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動について、この１年が勝負の年ということをちゃんと報道して欲しい  スポンサーがないのだから、ちゃんと企業
や政治家の圧⼒とかに屈せず、ちゃんとしたことを伝えて欲しい。 
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個⼈ ⻑野県在住の 22 歳です。気候危機について活動されている⽅々の志に共感し、3 年経営計画への意⾒を送らせ
ていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える
気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤
台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよ
うな⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち
⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意された
パリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。  しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。  2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“  と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴
社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害
の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だ
けでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っていま
す。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。
⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響
を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知
れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓  「環境
省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」  
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」  https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」  
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼦供がいる主婦です。 未来に影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて欲しいです。 ⽇本で気候変動の
原因と対策を報道し牽引してください。 ⼿遅れになって後悔をするまえに対策を⽴てられる様に⽇本国⺠に情報を与
えていただきたいです。 未来を⽣きる⼦供達のためにもどうぞ宜しくお願いします。 
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個⼈ 神奈川県の⾼校三年⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を視聴者に求めて下さりありがとうございます。 地球温暖化、気候危機についての報道を強く
望みます。今、地球は平均気温＋1.5 度の壁に着々と近づいており、破壊されるか否かの瀬⼾際にあります。全⼈
類、動物含めた⽣き物のホームである地球が壊れそうな今、これ以上の重⼤ニュースはありますでしょうか︖経済、利
益の前に命がなくなります。コロナ禍で毎⽇全ての報道番組が繰り返し繰り返し報道し、⼈々に周知、影響を与えま
した。その結果、私たちの⽣活習慣は今変わっています。それぐらいテレビの影響は⼤きいのです。1 ⼈ 1 ⼈の意識、
⾏動がいかに⼤きな⼒をもたらすことがコロナでわかりました。今、地球を破壊させないためには、それが必要です。 酷
暑、豪⾬、巨⼤台⾵はわかりました。それらは何が原因で起きてるのですか︖それに対してわたしたちはどのような⾏動
をとればいいのですか︖教えてください︕わたしたちを導いてください︕地球を救ってください︕︕ 報道の義務を果たし
てください、⾃分たちの役割の⼤きさ、責任の重さ、使命をもって仕事していただくことを強く願います。 この度はこのよう
な機会を与えてくださりありがとうございます。期待しています。 

個⼈ 気候変動に関する正しい情報の報道を希望します。 今年の 3 ⽉にある友⼈から薦められた、「脱プラスチックへの挑
戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流」という本を読んで、恥ずかしながら、初めて、地球が危機的な状況であ
り、私達がライフスタイルを変化させる必要があると知りました。 しかし、個⼈がこの事実を周囲に伝えるには限界があり
ます。 スポンサーをとらない NHK で、気候変動について報道していただくことは多くの⼈に現在の地球の状況を理解し
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てもらうことに繋がると考えます。 気候変動と私達の未来の環境は今の私達の⾏動１つ１つに関わっています。多くの
⼈が⾃⾝の⽣活を振り返るきっかけになるよう、より多くの時間を気候変動に関する報道に使っていただくことを望みま
す。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 福岡県の⼦育て主婦です。 いつも E テレはもちろん、いろいろな番組⾒させて頂いています。  要望としては、環境問
題、気候変動について、地球の危機について放送して欲しいです。  最近、私⾃⾝も SNS で環境問題の深刻さを
知りました。 恐らく学校で少し習ったであろうこともいくつかあったハズですが、つい最近まで全く気にせず過ごしていたこ
と、⼤いに後悔しています。 今はまだ勉強中ですが、少しでも出来ることをと思って⽣活しています。 テレビではあまり
放送されないように感じます。 ⾃然災害の多さも年々増えており、このままでは本当に危ないと思います。 どうか、1
⼈でもたくさんの⼈にこの危機を知って頂きたいです。 知れば、⾏動する⼈はたくさんいると思います︕ たくさんの⼈に
知る機会を与えて欲しいです︕ よろしくお願い致します。 

個⼈ 「⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減」について 「⾳声波を現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波
（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減」 に反対です。  地上波ラジオは東⽇本⼤震災時の唯⼀の情報⼿段でした。 災害
⼤国⽇本は、被災地では頻繁に停電、通信網の断絶が起きます。 携帯の電波が来ない場所や電池の消耗が少な
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い携帯ラジオは⽇常作業にも⾮常時にも⽋かせません。 ラジオ ⾳声波は絶対に削減しないでください。 逆に、イギリ
スのように国会中継、スポーツ中継はチャンネルを増やして欲しい。 

個⼈ 環境問題を沢⼭取り上げて頂きたいです。 世界の現状、取り組み、私たちが今すべきこと、出来ること、 ⽇本⼈の意
識が低い原因は、単に知らないからだと思います。 メディアでもっと知らせて欲しいです。 

個⼈ オーストラリア在住、⽇本⼈⼥性です。SNS を通して今後 3 年間の計画概要について知りました。その中に気候変
動に関する事が盛り込まれていないとのことで、是⾮このテーマについても追加していただきたく思います。⽇本国内外
あらゆる場所で⾃然災害に⾒舞われているにも関わらず、⽇本ではそれらが⼗分に報道されていないように感じます。
そのためか、気候変動に対する意識が国として低い印象を受けます。メディアがこの問題を取り上げてることで、視聴者
である国⺠がより気候変動に興味を持ち、⾏動に移していけるのではないかと考えます。計画概要に気候変動関連に
ついて加えていただきたく思います。 

個⼈ ◯地球温暖化がこのまま進むとどうなるか ◯なぜ気候変動しているか改善する⽅法 ◯プラスチックを減らすには ◯⽣
産者の取り組み ◯消費者の意識を変えるには 

個⼈ ⼤分県に住む主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされており
ます。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 安⼼安全について、他局でも同様ですが、災害時の対処法や防災についてはよくテレビで紹介されていますが、異常
気象がなぜ起こるのか、どうすれば異常気象を減らせるのか、根本的なことを教えてはくれません。原因を作らないこと
がもっとも優先されることだと思います。 これは⼤⼈だけではなく、⼦供も今から知っておかないと、⼦供達の未来は無
いと思いますので、総合と E テレの両⾯からコンスタントに伝えて頂きたいです。 併せて、海外の気候変動による影響
も、⽇本は情報が遅いと思います。細かく報道して頂けると注意して NHK を観るようになると思います。宜しくお願いし
ます。 

個⼈ サンデースポーツがつまらない。 お飾りのキャスターばかりど専⾨性に⽋ける。  気候変動に対する報道が少ない。 こん
なに 地球はかなり危機的状況なのに。  受信料⾼すぎる。 

個⼈ 北海道在住の⾼校⽣環境活動家です。知⼈からこのフォームを紹介され、3 年経営計画への意⾒を送らせていただ
きます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変
動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪
⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害
等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全
ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体に
おける 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「8K について」 8K の普及への投資が必要ではないでしょうか︖ 国としての成⻑戦略と国際競争⼒強化、および左
旋の普及のために 8K 放送が開発され 運⽤されていますが、オリンピックが延期され、8K 普及のタイミングを逃したよ
うに思います。 8K 放送の受信機も売れていないのではないでしょうか︖ ⼀刻も早く、魅⼒ある番組を制作しオリンピ
ック延期の影響を補うべきと思います。 また、国としての成⻑戦略を描くのに、「効率的な番組制作や設備投資の抑
制」は⽅向が違うのではないでしょうか︖ 
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個⼈ 気候変動、少⼦化についてのニュースをもっと増やして欲しい。  我が⼦がこれから⽣きていく世界にとても不安です。
変えて⾏きたい。 

個⼈ 我が⼦や孫たちの将来を思うと現在の地球温暖化の加速が気になります。 その実態、原因、対策等、世界中で起こ
っている全ての現象を分かりやすく報道することを計画に⼊れてください。 地球の未来を救えるのは⼈間です。 ⼀⼈⼀
⼈の⾏動が⼤きな⼒になるために、まずは真実を報道して欲しいと願います。 

個⼈ ゴミの問題について ⽇本は世界２位のゴミ排出国と聞きました。ポイ捨てしないから、分別しているから⼤丈夫と思っ
ている⼈が多く私もその⼀⼈でした。けれど現実は全く違っていて、分別しているゴミも海外に売られてるか、可燃ゴミ焼
却の燃料になっているそうです。 このような事は調べればインターネットで割と簡単に分かりますが、興味関⼼が無けれ
ば、全く調べません。 ですので、⾊々な世代の⼈、特に⼦供が当事者意識を持って知ることが必要だと思います。⼦
供は知る事によって、興味を持って調べようとするから。深刻になり過ぎず、けれど楽観的になり過ぎす、事実を知らせ
てほしいです。チコちゃんやカネオくんなど、家族で観る番組で取り上げて頂けると嬉しいです。 

個⼈ NHK 様で気候変動や温暖化に対する内容を特集して頂きたいです︕  私はつい最近まで気候変動がこんなに危な
いところに来ていることを知りませんでした。きっと⼤丈夫だろうと思っていたのかもしれません。ある⽇娘とテレビを⾒てい
る時、洪⽔での被害の映像が流れ２歳の娘が「怖い。怖いねー」と怯えた顔をして⾔うんです。このまま温暖化が進ん
でしまうと厳しい未来が確実に待っている。そんな現実を娘に⾒せてはいけないと思いました。  今気候変動を⾷い⽌
めようと沢⼭の⽅々が Instagram などの SNS を使って発信をしてくださっています。私はその⽅々から情報を得て⾃
分なりに勉強をして⽣活の中でプラスチックフリーを意識した⽣活に変えたり、少しでも CO2 を抑えられるように電⼒会
社を⾒直したりしています。私はそうやって SNS からの発信を受け取れますがそこから情報をもらえない⽅はやはりテレ
ビの⼒が⼤きいと痛感しています。同居している両親は全くこの気候変動にのことを重く受け⽌めていないからです。 
SNS 発信は 20-30 代など若い⽅の発信が⽬⽴ちます。それ以上の年代の⽅々はやはりテレビの⼒が必要です︕ 
地球の環境について早急に対策すべきことなどをぜひ NHK 様で取り上げてほしいです︕︕  私は正直⼦供を持って
から NHK を毎⽇⾒るようになりました。本当に勉強になる事がたくさんです。そこから得たものもたくさんあります。コロナ
対策に追われていますが、地球が壊れてしまっては何も意味がないんです。私は⼦供たちに明るい未来を⾒せてあげた
いです。どうかよろしくお願いいたします。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。⼤阪の⼤学に通っている⼤学⽣です。  貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺
るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満
とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
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て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。公共放送として受信料を⽀払いを義務付けるのな
ら、⼈類の存続に関わる本当に重要な問題である気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 環境問題について 地球の環境問題についてもっと報道して欲しい。 モーリシャスの件は、⽇本ではほとんど報道されて
いません。しかしネットではどんどん取り上げられ、情報は拡散しています。不⾃然なほどに報道されない実態を⾒ている
と、⽇本の報道そのものに疑問や不信感を抱かざるを得ません。 また、地球の温暖化や、プラスチックゴミについてな
ど、報道して欲しい環境問題は沢⼭あります。 政治、経済など配慮しつつ、国⺠の⽣活とのバランスを考えながらの報
道は難しいところもあるかもしれません。 しかし、地球や後世を守るためにも、ぜひ報道してください。 よろしくお願いしま
す。 

個⼈ 近頃の報道は政府の広報でしかなくとても残念です。戦前戦中の過ちを忘れてしまったのでしょうか︖私達国⺠が求
める報道は政府の広報等ではなく、政府の監視を国⺠に代わってしてくれるマスコミです。また各地で起きている問題
を取り上げ、国⺠の声を政府に届けてくれるマスコミです。 政権とは距離を起き、国⺠の⽬線を忘れない報道を希望
します。 ドキュメンタリー等は魅⼒的的な物も多くゴールデンタイムや⼦供たちが⾒る時間帯にも放送して欲しいです。
⼜、ここ数年戦争を伝える番組が⺠放も含め減少していることを危惧しています。体験者が減っていくなかで戦争を次
世代に伝える NHK が果たす役割は⼤きいはずです。終戦の⽇や原爆投下、沖縄戦終結などの節⽬の⽇には⼦供
番組の中でも戦争や平和を伝える内容を放送して欲しいです。 新たに SDGs や環境保護、⼈権問題にも取り組ん
で欲しいです。⼦供の⼈権やジェンダー格差等も⼤きな課題です。 個別の番組では、E テレの「できる」は番組内で
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「出来ない」を連呼し⼦供がとても不愉快に感じている様です。⼦供たちにも出来ない事を数えるような事をして欲しく
ないのでアプローチの仕⽅を考え直すべきだと思います。「チコちゃんに叱られる」は過敏な⼦供は怖く感じるそうです。ま
た、MC のラジオでの⼥性別紙発⾔は⼦供を持つ親としては許せるものではなく、⼦供が⾒る番組だからこそ、⾼い⼈
権意識を持つ⼈が担当するべきだと思います。NHK が局として⾵俗の様な⼈⾝売買にも繋がるような社会をどう考え
ているのかも問われていると思います。報道バラエティー問わず、⼈権意識を⾼く持つ事を求めます。 

個⼈ いつも NHK を⾒ています。 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  ⾼齢者のほとんどが⾒ている NHK。 どうか気候危機を正しく報道
し、そのためにできることを具体的に伝えていけるような報道や取材をしてください。 どうぞよろしくお願いします。 30
代、⼦どものために明るい未来を作りたい主婦より。 

個⼈ ①NHK は現在８０００億円の⾦銭債権を持っているから、公益財団法⼈という法⼈税を軽減されている⽴場上、
これらの財産を０円にするまで受信料を０円にすべきだと思う。②NHK は強制的に受信料を取るが、⾒たくない番組
が多いので全てスクランブルにして有料放送すべきである。③BBC は国営放送であるが、職員は全てイギリス⼈である
ことが必要だが、NHK も公共放送と⾔うなら職員は⽇本⼈であることが必要だと思う。外国⼈が何名いるかについて
国会で追及されたが、その数は明らかにすべきである。④●●●●●●などという職員が左翼市⺠活動をやっている
が、公共放送に職員がこのような政治活動をやることは不偏不党な報道をする NHK としては妥当性にかけるのでは
ないか。⑤NHK のニュース、報道番組などどちらかに偏った放送をしているように⾒える。放送法４条に定められている
ように論点のある場合は対⽴する⾒解を併記すべきではないか⑥BBC は先⽇、列⾞で収容されているウイグル⼈を
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護送した動画を在英中国⼤使を招いて公開したが、このような重要な動画をどうして NHK は報道しないのか。⑦９
時のニュースで安倍総理⼤⾂を招いて意⾒を聞いた時、総理⼤⾂に対してこの男⼥のキャスターが不遜な態度を取っ
た。相⼿は⼀国を代表する総理⼤⾂にあのような上から⽬線で聞いていいのか。そんなに NHK のキャスターは偉いの
か。⑧NHK の建物には中央電視台が⼊っているが、公共放送が中国の影響を受けないように中央電視台に出て⾏
ってもらうべきだ。⑨国会の討論の動画を全て中国に送っているが、これは国の機密な関わることだから⽌めて貰いた
い。⑩解説委員の意⾒を聞いても⼀世代前の意⾒で聞くに堪えない。ニュースや報道は解説は要らないので事実を
そのまま報道して貰いたい 

個⼈ 私は東京に住む⾼校⽣です。 気候変動について報道して欲しいです。 私は友達や家族に気候変動の事を話しても
限度があります。気候変動が今世界でどうなっていて私達にどうゆう影響を与えているか、焦りや危機感が私の⼒では
全然伝わりません。でも、テレビで報道すればどれだけ今、世界中が、地球が危険なのかを伝えられると思います。私は
テレビの⼒はすごいと思います。どうかお願いします。報道してください。もうこれ以上暑い夏を過ごしたくない。外にいる
⽣き物たちも⺠族たちも、私たち⽇本⼈も快適に過ごせる地球に住みたい。私が⼤⼈になっても⼦供を産んで⽣きて
いける地球に住みたい、私の私の周りの⼈の未来のためにどうか報道してください。⼼の底からお願いします。私だけの
⼒じゃ限界があるの。お願いします。テレビは凄いから。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5
つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計
画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に
新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 愛知県在住の⼤学院⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 私は最近ではありますが、気候変動や環境問題にとても興味を持ち始めました。しかし、世間には気
候危機の存在があまり知られていないのが現状です。私たちが⽣きているこの地球が⼈間が⽣きられなくなるほどの危
機的な状況にあるのにもかかわらず、ニュースやテレビで⼤きく気候変動について取り上げられていません。私は、この状
況に納得がいきません。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未
満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ラジオ AM2 波統合、テレビ BS1 と BSP の統合については、再放送枠をネット放送に置き換えるという範囲内でのみ
理解し、番組内容の縮減を含むものであれば、反対します。特に、ラジオについては、これからのメディアとして重要なも
のだと思います。BS1 については海外テレビニュース（翻訳あり）、BSP については、芸術⽂化放送で⽋かせないもの
です。縮減の思想は、受信料を⽀払う視聴者の信頼を損なうものです。 
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個⼈ NHK:いつまで続ける、お笑いの⽅達のコメンテーター，司会進⾏。 どの局を観ても同じキャスティング。 視聴率を稼ぐ
為には いつでも取り替えが効くお笑いの⽅達。 ⾯⽩さを出すためにお笑いの⽅達を使っているのは分かるが彼等はの
べつ喋ってチャチャを⼊れる事をやり続ける。 ⾯⽩さを出したいから視聴率の為に突っ込みの激しいタレントを使ってい
ると、視聴者も突っ込みの激しい⼈間になります。まして⼦供達は刺激に慣れて相⼿の⾔葉尻や やり込める会話しか
しなくなる。 TV は物凄い影響⼒があります。 タレント(芸能界)の⽅達は本当に物凄い影響を与えてしまいます。 今
の若者や社会⼈が⼝の減らない ⾃由気まま勝⼿な，考え無しに話すきっかけを与えたのは お笑いの⽅達から来てい
ると思われます。 先ずアシスタントのディレクター・プロデューサー とは何ぞや。 テレビタレント，俳優，有名⼈を ⼀⽬
⾒たい逢いたい⼈達の集まりか 全員では無いが P も D も飼殺しにしても気にせず付いて来てくれて、怒鳴っても殴っ
ても気にならないアシスタントを雇う。 現実コロナの時代、政府，医療従事者その他の⽅達の話を聞かなくなったのは  
テレビ，マスコミ、教育の報道のせいだと思います。 ⽇本⼈は YES・NO をハッキリ⾔わない、だからハッキリ⾔いなさ
い︕と ⾔えない⼈に無理⽮理 強要した。 学校教育の中で「⾃分の⾔いたい事はハッキリ⾔っていい。その結果今の
⾔いたい放題垂れ流し発⾔が多くなっている。 テレビの番組でコメンテーターとして発⾔している。例えば 元議員だの
元市⻑だの元弁護⼠だの etc、の⽅達の過激な発⾔、まるで喧嘩のよう。本当に頂けない時代を作っていると思いま
す。 けれは NHK だけでなく全局が  倫理・道徳観を持って話し合わないといけないのでは。 本当に⾯⽩いだけのテレ
ビ作りではいけないのでは︕番組の⽐重が「おふざけ，真⾯⽬，くらいに感じる。 いつの時代から平気で「こいつバカだ
から︕⾺⿅だ︕⾺⿅だ︕」と⾔うようになったのか︖ 今や若者達は「⾺⿅でも良いじゃん」と 恥も外聞も無くなってい
る。如何なものか。 番組で⼀つ当たればそればかり。クイズ番組や⾷べ物の番組。今  皆んながお⾦が無い︕お⾦が
欲しい︕と⾔っている時に ⼤⾷いの番組、しかも  視聴率の為のタレントが(事務所の癒着か︖) 美味しい物をただで
⾷べられてタレントは幸せ︕感を演出する。これは失礼です。 ⾷べていかれない⼈達の気持ちを組む事が出来ない⼈
間が番組を作っている。 ⾳楽番組で.曲の 1〜2 ⼩節を何⼗曲も放送。CD を積極的に売る為に必要︕と思っての
事かもしれないが・・・頭がおかしくなる 出演者が⼤⼿のお笑い，●●●●●，●●●，イケメン︖と  前にも書いた
が、同じキャスティングばかり。時には裏番組にも同じ⼈が出演してい る。 今のタレント，コメンテーターと⾔われる⼈達
は真っ直ぐな気持ちの発⾔と⾔うより、相⼿を打ち負かして⾃分が先⼿を取った 喧嘩ごしの討論をするのが好きなよ
う。(皆んなが皆んなでは無いが)  しかし「俺が︕俺が︕ 私が︕私が︕)と  ⼀番先頭に⽴ちたがる。優越感に浸る。 
暴⼒的なシーンの多い番組、あれだけ殴れば⼈は死ぬであろう︕と過激を超えている番組。多分もっと激しく 前よりリ
アルに︕を追求するがあまりの事であろうが  ⼈は真似をする。 娯楽は楽しい。観ていてスッキリする。しかし出演者に
番組を作らせるやり⽅は如何なものか︖何の為のプロデューサーやディレクターや局員なのだろうか。 今の⽇本に必要
な事は品格ではないのか。⽇本⼈は⽇本⼈らしく⽣きる事をしていない。先⼈達から教わった、勤勉，正直，はどこに
⾏ったか︖⼈の上に⽴つ事ばかり考え、物事を勝ち負けで判断する ⾔葉巧みなタレントが⽬⽴つ。そして、テレビ局
側は そう⾔う達者で巧みで⼝の減らない⼈を好む。もんだいです。頭が悪い。 NHK は NHK らしく正確で公平で誠
実なニュースと柔らかでバランスの取れた優しいドラマの制作と過激ではないバラエティー、平等な⾳楽番組 etc を作る
のがいいと思います。  まだまだ沢⼭有りますが 今回はこの辺で終了させて頂きます。有り難うございました。 ●● 
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個⼈ 埼⽟に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされており
ます。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



388 

 

個⼈ 3 年経営計画について。  今、当に、この瞬間に起きている、⽇本や世界各国での気候危機の正確な実態と原因、
明⽇、そして、未来に対して成し得る限りの温暖化抑⽌の為の諸策の情報発信を⼤々的に計画に⼊れて頂く事を
強く求めます。  私は NHK が好きでした。幼い頃は教育テレビで育ちました。⼩学⽣時は、⺟が⼤河ドラマ織⽥信⻑
を⾒始め、NHK の圧倒的な凄さを知りました。そして、⽣涯、忘れぬであろう、映像の世紀。過去の⽩⿊写真や動画
が伝え遺す強烈なメッセージに、毎回、⼼を踏ん張りながら観ていました。  しかし、過去もさることながら、未来を⾒据
えた今⽇と明⽇の為の⽇々の報道が急務だと強く思う次第です。 映像の世紀のようにシリーズ化し、何度でも、放送
する必要と価値もあると思います。  メディアの⼒は莫⼤です。どんなに、世間がテレビ離れだと揶揄されていても、それ
でも、世論の形成はメディアなのです。  不可解な程に次々と起こる⾃然災害の警報に、私の⽬や⽿や⼼は、徐々に
慣れてきてしまいました。流⽯に濁流にのまれた家々の屋根だけは慣れていませんが。。 ただ、これだけ頻発する災害
映像を、毎回、本気で⾒⼊っていたら、⼼が破裂します。防御反応として、⾒る制限をかけざるを得ません。  しかし、
本当に⾒るべきものを⾒ずに、知るべき事を知らずに、やるべき事をやらずにいたら、⼈類に未来等はなくなるでしょう。
国内、海外での災害は⽌まる事なく、更に頻発化・激甚化するでしょう。温室効果ガスの影響は確実に⼈類の⾸を
絞める事になるでしょう。  私には⼦供がおりません。未来を考えずに、⾃分が死ぬまでの事だけを考えて過ごす事も可
能です。 しかし、このような理論、仮にも先進国に⽣まれ⾼等教育を受けてきた⼈間が発する⾔葉でしょうか。  ⽇本
は⽇本だけでは完結しない国だと、既に理解されている通りです。 ⾐⾷住、その全ては国内で完結せずに、発展途上
国での労働搾取から始まり、巨⼤国からの⼤量な輸⼊でやっと⽣活は成り⽴っているのが現状です。  しかし、メディア
はそれらには⼀切、殆ど触れず、天気予報⼀つに於いても、明⽇は何度です、気を付けて下さい程度。 それでは、⾃
ら時代を読み、学び、アンテナを上げる⼈以外は、何も知らずに時を過ごさざるを得ません。⾃ら希望する事なく、地球
の未来の懸念に加担する道を歩む事になります。⾃⾝の使うエアコン、ドライヤー、⾞、ゴミがどんな温室効果ガスとなっ
ているか。その⾷べ物は世界の⾃然をどれだけ壊してきたもので、また、⾷品ロスは貧困地域の命にどんな影を落とし続
けているか。  私達の世代は、新たな映像の世紀の題材になるのでしょうか。何の為に、あの⼤作は作り上げられたの
でしょうか。 ⼈間はどこまで、愚かに同じ過ちを繰り返しながら⽣きなくてはならないのでしょうか︖  歴史は教科書で学
ぶ受験対策⽤でしょうか︖それとも、⼤⼈になって接待で話す際の、⾃⾝の博識ぶりの披露のためですか︖ とはいえ、
核兵器も IT も進み過ぎました。強欲は頂点に達しています。このまま進み続けては、持続可能はおろか、⼈類を含む
全ての⽣物の⽣存基盤を揺るがすことは⽕を⾒るより明らかです。気候危機も⼈道危機も、時遅し⼨前の今です。 
⼀刻も早く、新しい社会システムの構築、世論の形成をせねばなりません。  ⽇本は平和な国と⾔われています。コロ
ナでの緊急事態宣⾔の⾃粛でも、⼈々を震撼させる⼤きな事件は起きなかったようですね。か細い犠牲者は多くいま
すが。。 このような国⺠性の国が、今、どのように舵を切るか。それは、⽇本が被爆国であると同等に、私達の世代に
課された⼤きな選択です。  NHK は、⺠放が莫⼤な時間を要しても困難な事であっても、実現可能にする事ができま
す。 スポンサーは国⺠からの視聴料⾦です。政財界との癒着は、恐らくあるかと思いますが、、あるだろうと憶測される
のは悔しくはないですか︖NHK に勤めている友⼈がいます。彼⼥は、、何のためにその⼈⽣を NHK と共に使っている
のでしょう。 貨幣価値は変わります。NHK の⽅々のお⾦の使い⽅ももっとシビアにもっと有効的にそして、平和的且つ
先進的に使うべきです。 ⼀部の特権層のみが莫⼤な富を蓄え、⼀般庶⺠は何も知らずに⼀⽣を終える。 NHK が
本来、実現すべき事、今後どのような公共放送であるべきか、改めて考え直し、新たなメディアの先頭に⽴ってくださ
い。  NHK が⽴ち上がらずに、どこの⺠放なら⽴ち上がれると思いますか。  私も貴⽅も誰しもが、後悔しないように。
命が失われてからでは遅いのです。  NHK の「放送ガイドライン」を、誰に躊躇する事なく、揚々と発動させ、三年計画
に、この未曾有の気候危機と⼈道危機に取り組む姿勢を⼤々的に組み込んで下さい。  

個⼈ NHK は⾒たい⼈だけが料⾦を払うスクランブル放送にして、放送も通信も有料放送にして CM を⼊れてもいいから⾃
⽴してもらいたい。 NHK の決算書を毎年調べてみると従業員数は１万６千⼈から１万⼈になっていますが関連会
社を作って天下り、集⾦業務をヤクザな会社に外注委託してるだけです。 関連会社のほとんどの収⼊は NHK 本体
からの委託収⼊です。 平均給与は１１００万円ぐらいです。  ●●●●●● 1000 万円以上の給与に加えて
⼿厚い⼿当と 500 万円超の年⾦ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/260982  
現⾦預⾦有価証券を⾜し合わせると新放送センター建設費１７００億円を除いても平成３０年で４８０３億
円です。 繰越剰余⾦は１１６１億円で差額は退職⾦の積⽴⾦・⼤規模災害の復興準備⾦と⾔うらしいですが、
あまりにも巨額すぎます。 毎年決まったようにお⾦が⼊ってくるので減価償却費を予算化して有形固定資産になるよう
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な物を買い続けています。 ⺠間企業なら法⼈税対策ですが NHK は法⼈税を払わないので現預⾦有価証券で残し
ていると受信料を下げろと⾔われるからです。 ⺠間企業なら裏⾦作りに使う所ですので無駄使いをしていないか会計
検査院に検査してもらって、裏⾦作りをしていないかは国税に仕⼊れ先の会社を調査をしてもらって下さい。  上杉た
かし⽒の説明によれば職員採⽤についても政治銘柄といわれる有⼒者の⼦弟の数が⾮常に多いそうです。 ⺠放も同
じ傾向のようですので電波オークションをして既得権をなくして下さい。 ＮＨＫから国⺠を守る党幹事⻑上杉たかし⽒
解説 １３分位〜 https://youtu.be/x4W1gY_JEOU  以上間違っていればユーチューブ動画で反論してくださ
い。 

個⼈ ＮＨＫらしさについて 報道部⾨にこそ、多くの経営資源の投⼊を  ⼈的・物的、経営資源の多くを「⺠主主義を充
実させるため、憲法が保障する『国⺠の知る権利』を実質的に充⾜する」『報道部⾨」にこそ傾注すべきです。  受信
料の根拠、正当性は、まさに、最⾼裁も指摘した、ここのところにこそ存在することをＮＨＫは存在理由の１丁⽬１
番地として取り組むべきです。  特定の個⼈、団体、国家機関から財政⾯での⽀配や影響を受けることなく、国⺠の
知る権利を充⾜させるために「⾃主・⾃律・不偏不党」の⽴ち位置を堅持し、時の権⼒にも切り込む努⼒と、事実の
報道をしていくことこそが国⺠に期待されています。  特定の政治団体や⼤⼿広告代理店、経済団体、特定産業団
体、特定企業などから内容によって圧⼒がかかることが商業ジャーナリズムにおいては存在するかもしれませんが、ＮＨ
Ｋにはありえません。受信料で⽀えることを必要とする根本理由はここにあります。  そして、公共放送として、国⺠の
期待に応えるための取材⼒、記者能⼒の向上こそ、洞察・分析⼒の向上こそ、ＮＨＫがＮＨＫとして求められる最
⼤のものです。  情報媒体が無数に広がる中、ＮＨＫにバラエティー番組や娯楽番組はいまや不要な時代になってき
ているのではないでしょうか。これらこそ、⺠放に任せてよい時代だと考えます。  ⼀⽅で、報道番組や国会中継（衆
参本会議や予算委員会の中継）においては、世論を⼆分する問題、国政に不正が疑われる問題などがある場合、
予算委員会に限らず、総務委員会や内閣委員会、厚⽣委員会、⽂部科学委員会など、各委員会をライブ中継す
ることが、⺠放にできない、唯⼀、ＮＨＫだからこそできることです。ぜひ、思い切った報道姿勢を導⼊願います。  優
秀な⼈材の多くを報道部⾨に集中させ、切り込んだ質問、解説をニュース時間をワイド化して伝えていくこと。⼤⾂会
⾒や毎⽇の官房⻑官会⾒はデスク経験者以上の記者に担当させることを期待します。  報道、教育番組以外では、
ダーウィンが来たなど⾃然分野や科学分野を扱ったＮＨＫでなければ制作できないものは⼀層充実させていくことを期
待します。  ＮＨＫがかかげる「社会への貢献」があるとすれば、知る権利への貢献、それが受信料により⽀えられる最
⼤の義務・責務であると考えます。  また番組内容に対する国⺠・視聴者からの質問とＮＨＫの回答をＮＨＫホーム
ページで、だれもが⾒られるよう、個別の放送内容にはお答えしかねますなどの逃げでなく、ＮＨＫとしての考えを正々
堂々、回答するシステムを構築することをお願いいたします。そうしたことがＮＨＫを必要とし、ＮＨＫへの信頼を⾼
め、受信料⽀払い率の向上につながるものと考えます。 

個⼈ NHK は⾒たい⼈だけが料⾦を払うスクランブル放送にして、放送も通信も有料放送にして CM を⼊れてもいいから⾃
⽴してもらいたい。娯楽番組は不要。 NHK の決算書を毎年調べてみると従業員数は１万６千⼈から１万⼈になっ
ていますが関連会社を作って天下り、集⾦業務をヤクザな会社に外注委託してるだけです。 関連会社のほとんどの収
⼊は NHK 本体からの委託収⼊です。 平均給与は１１００万円ぐらいです。  ●●●●●● 1000 万円以上
の給与に加えて⼿厚い⼿当と 500 万円超の年⾦ https://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/money/260982  現⾦預⾦有価証券を⾜し合わせると新放送センター建設費
１７００億円を除いても平成３０年で４８０３億円です。 繰越剰余⾦は１１６１億円で差額は退職⾦の積
⽴⾦・⼤規模災害の復興準備⾦と⾔うらしいですが、あまりにも巨額すぎます。 毎年決まったようにお⾦が⼊ってくるの
で減価償却費を予算化して有形固定資産になるような物を買い続けています。 ⺠間企業なら法⼈税対策ですが
NHK は法⼈税を払わないので現預⾦有価証券で残していると受信料を下げろと⾔われるからです。 ⺠間企業なら
裏⾦作りに使う所ですので無駄使いをしていないか会計検査院に検査してもらって、裏⾦作りをしていないかは国税に
仕⼊れ先の会社を調査をしてもらって下さい。  ＮＨＫから国⺠を守る党幹事⻑上杉たかし⽒の説明によれば職員
採⽤についても政治銘柄といわれる有⼒者の⼦弟の数が⾮常に多いそうです。 ⺠放も同じ傾向のようですので電波
オークションをして既得権をなくして下さい。上杉たかし⽒解説 １３分位〜 
https://youtu.be/x4W1gY_JEOU  以上反論があればユーチューブ動画で反論してください。 
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個⼈ 5 つのキーフレーム １．安全・安⼼を⽀えるについて、災害報道の価値は⾼く評価します、この部分に関しては NHK
らしさとして、今後もつづけてほしいです。しかしコロナ報道は他の⺠放と同じくことさら危機を強調する報道で、⺠放と
の差別が感じられません。たとえば、新規感染者にクルーズ船の⼈数をカウントし続け、退院した⼈、回復した⼈の数
が全然報道しない姿勢など、これでは⺠放のワイドショーとかわりません。コロナの特集番組を何回かやられたとき、私は
番組みましたが、危機ばかり煽らないで、安⼼とか希望の持てる内容も報道してほしいといった意⾒が結構あったことを
記憶しております。いまの NHK の報道をみているととてもそうは思えません。 ２．新時代へのチャレンジ ＮＨＫならで
はの⾼品質なコンテンツ制作⼒・技術⼒の向上に努めます。 この点について、品質の⾼いコンテンツは認めます しか
し、これに関しては視聴者の価値観によるものです ⾒たいと思う⼈には追加料⾦を払ってみてもらう仕組みにしてくださ
い。 私は価値のある放送には、お⾦を払うべきだと考えます しかし、⽇々の⽣活に困っているひと、テレビをゆっくりとみ
ることがかなわない⼈にも、強制的に⾼品質なコンテンツを作っているのだから受信料払えはおかしいと思います。 公共
放送としての受信料と、付加価値のある部分の受信料は分けて考えてください。そして、付加価値のある放送は当
然、他の有料放送、有料配信と競争していくことがあるべき姿だと思います。 ５．「ＮＨＫらしさ」を実現するための
⼈事制度改⾰ NHK の給与⽔準が公務員と⽐較してもべらぼうに⾼いと思います。 これでは、いくら公共性を唱えて
も理解は得られないでしょう。 せめて国家公務員レベルまでさげるべきでは。  ◆保有するメディアの在り⽅について 中
波放送は設備コスト等がかかり、維持が難しいのが⺠放からもみてとれます、 だからこそ、公共放送として必要ではな
いか ⼤規模災害時は、スマホの電波は輻輳し情報伝達⼿段としては必ずしも役に⽴たないのではないでしょうか︖ 
ラジオこそ、普及台数からみても、また、電池などの最低限の準備で活⽤できる、災害対応のメディアだと思います。こ
れを維持するために遍く費⽤を徴収しても不満は出ないのではないでしょうか 

個⼈ 都内在住、20 代会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨 ⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 災害と同じく強い危機感が必要です。  2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
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動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体に
おける 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ ⼤阪府に在住の⼤学⽣です︕ 三年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 本当に、
切実な思いです。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分
で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識する
ことで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として
扱い、⽇本を牽引してください。 より良い地球にしていくには、私たち⼀⼈⼀⼈が意識を持つ他に道はありません。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ドラマやバラエティは受信料でなく、⺠間で制作すべき。 訪問員全廃。 警備員全廃。 
個⼈ 1 ⾳声波について 結論から⾔いますと、この案には反対です。 理由は、NHK の中波（AM）放送は第⼀・第⼆共

に儲けが優先される⺠放では 真似できない番組が多い上、災害報道についても同様だからです。 これは私⾃⾝の都
合もあるのですが、トラックで⻑距離移動する際 AM 放送は周波数の切り替えは多くても１０回までで済みますが 
FM 放送は数⼗回の切り替えが必要になり、まともに拝聴することが 極めて困難に陥ってしまうからです。 もし停波が
必要なのでしたら、今ではコミュニティ放送等も多くあり ⺠放も相当成熟した FM 放送のほうをえらぶべきと考えており
ます。  ２受信料について ここでは記されておりませんが、ニュースでは受信料の統⼀化の 記事を拝⾒しました。 我が
家ではパラボラアンテナを付けても衛星放送を視ることは出来ません。 視るためには⼤掛かりな⼯事が必要とのことでし
た。 そういった所もあれば、地上波だけで⼗分な世帯に対しても 衛星料⾦を上乗せされて事実上の⼤幅値上げにな
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ってしまえば 「NHK をぶっ壊す」とかいう訳の分からない者たちを助⻑させる 原因にもなってしまいますので、統⼀化は
絶対に避けるべきと考えます。  3 NHK らしさについて 少なくとも私は、芸能⼈をひな壇に座らせてのトーク系の番組
など ⺠放に合わせたような番組などは全く必要ないと考えてます。 むしろ、去年放送した⾸都直下地震「パラレル東
京」を視て NHK に必要なのはこういった番組だというのを改めて⽬の当たりにしました。 ⺠放では真似しない、真似で
きない独⾃性の強い番組を作り 質・量ともに優れた番組が多ければ NHK の必要性を改めて知ることになり 受信料
収⼊の向上につながると考えます。  私からは以上になります。 ご検討よろしくお願いします。 失礼しました。 

個⼈ 福岡県に住む●●と申します。 地球、地球に住む⽣き物を守りたいので 3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導
くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくては
なりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださる
メディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ こんにちは。 私は今仕事でシンガポールに住んでいる会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 
貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例
は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更な
る頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き
物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。出⾝地である岡⼭も⽔害に遭い多くの被災
者を出しました。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ 埼⽟県に住む 29 歳の⼥性会社員です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。 国内連続猛暑⽇記録は観測史最多になりました。2026 年、⼩学 1 年⽣が中学⽣になる
頃には地球上から野⽣動物が消えると⾔われています。 この事態を”⾃分⾃⾝や⼦の危機”だと認識し、具体的に
何か実践しようと動いている⼈は⽇本に何%いるのでしょうか。 こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈
類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。環境省も気候変動の呼び
⽅を「気候危機」に変え始めました。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされており
ます。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



395 

 

個⼈ ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）について、２点意⾒がありお伝えさせていただきます。  １点⽬
は、「◆保有するメディアの在り⽅について」で述べられている⾳声波の２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた
検討を進める、という件の⾒直しをお願いしたいということです。  災害時に広域での提供⼿段を確保するという点で、
ＡＭ２波の維持、あるいはそれと同等の⾳声波の維持をご検討願いたく思います。  確かにインターネットでの情報
提供は効率・効果の⾯でメリットが⼤きいことは認めます。しかし東⽇本⼤震災を関東で経験し、電⼒供給がままなら
ない中でのラジオという⼿段の⼒は⼤きいものであり必須であると⼼底感じました。⾳声のみで情報を得られるという点
での特性も被災現場への情報提供⼿段として優れていますし、電池のみで⾳声を流すことができる点でもラジオ機器
での受信⽅法は災害時に適しています。（充電が必要なスマートフォンやパソコンは、電⼒供給が⼗分でない環境で
は緊急な⽤途以外では使いにくいと思います。また、ＮＨＫから現在提供されている複数のアプリも含め、多数のアプ
リを常にインストールしておけるような潤沢な容量の端末・⾼速の回線はある程度経済⼒の⾼い⼈しか持つことができ
ません。）災害時のライフラインとしてのラジオ波の必要性は専⾨家にも研究・考察いただき、今後の公共放送が提
供すべき放送体制の検討に反映していただきたいと考えます。  また実体験として災害後の⽣活をメンタル⾯でも⽀
えるためにもラジオ放送の⼒が⼤きかったと感じております。実際震災後２〜３年は就寝時以外ラジオをつけておりま
したし、現在でもらじるらじるも利⽤しながらですが、在宅時の⼤半はラジオ⾳声を流すことで⽇々安⼼感が得られて
おります。  その後の熊本の震災や各地の⽔害時でもラジオでの災害情報は必須のものでありました。その中で、１
波で地⽅の情報を流していると、全国情報はネット経由でないと聴取できないという不便を感じました。ＡＭ波は２波
残し、⼤災害時には地域情報と広域情報をそれぞれ流すなど、災害時の⼿段として積極的にかつ最⼤限に利⽤する
ことが適切ではないかと考えます。常時ＡＭ２波分のコンテンツを⽤意することが難しければ、⽚⽅は再放送中⼼、あ
るいは実験的放送や若⼿放送⼈育成を⾏う枠に使⽤するなどして、⾮常時にはすぐＡＭ２波を利⽤できるような設
備・体制の維持を⾏っていただきたく思っております。   ２点⽬は、経営計画全般を通し「合理的なコスト」「スリムで
強靭」「量より質をめざして」などとの表現がみられますが、コストの合理性に傾注しすぎなようにお願いしたいとうことで
す。  現在、⺠放においては時間をとって⾒たいと思う番組がほとんどなくなってしまいました。私は昭和４０年代の⽣
まれですが、幼少期から成⼈になる頃までは、ドラマや⼦供向けアニメ番組でも命や⼈のつながりを尊重したもの、戦
争の悲惨さを伝え平和の⼤切さを訴えるものなど、気概の感じられる番組が⺠放でも多く提供されていた印象がありま
す。世界名作劇場、まんが⽇本昔ばなしのような良質な⼦ども番組も提供されていました。しかし今では⺠放では娯
楽的バラエティ番組ばかりが⽬⽴ち、⾻のあるドラマや⼦どもに⾒せたい番組もほどんどなくなってしまい、絶望感すら感
じます。たとえ視聴率が伸びなくても、現在のような良⼼的な番組を、時には実験的な番組も、ＮＨＫスタッフのお
⼼・お⼒を最⼤限発揮して提供し続けていただきたく強く思います。現在ＮＨＫのみが最後の砦という危機感すら感
じております。受信料は下げなくても、むしろ値上げしてでも良⼼的な番組を１本でも多く作っていただきたいと思ってい
ます。  そして、今回⼈事制度改⾰にも⾔及されていますが、スタッフの皆様が⼼⾝共に充実して⼒を発揮されるため
には、⼈を⼤切にする⼈事制度を必須としいただきたく存じます。能⼒評価・⼈材開発に傾注するあまり、スタッフの⼼
⾝の負担が増えることは避けるようお願いいたします。合理性に捕らわれない、余裕のある⼈に優しい経営を⾏ってい
ただきたく存じます。   このような意⾒を申し上げましたのも、現在のＮＨＫの提供下さるラジオ・テレビの番組に⼤き
な信頼感を持っているからです。私はこのような意⾒を公の機関に挙げるのは初めてですが、今回是⾮気持ちをお伝
えしたく、勇気を出して筆を取りました。ご⼀考いただけますと幸いです。   最後になりますが、⽇ごろたくさんの番組を
届けてくださっていることに⼼から感謝し御礼申し上げます。 

個⼈ ⽇本のメディアではほとんど取り上げられていない気候危機について放送して頂きたいと強く望んでいます。 レジ袋が有
料となりましたが、今地球では何が起きているのか、もっと環境問題について実態を知る事ができたら⼀⼈⼀⼈の⾏動
が変わってくると思います。 ヨーロッパでは毎⽇トップニュースになっている気候変動や気候危機についてなぜ⽇本は報
道しないのでしょう︖ 環境活動家の●●●●●●さんの YouTube を⾒て下さい。 まずは知ることの⼤切さが分か
ります。 よろしくお願いします︕︕ 
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個⼈ 宮城県に住む⼥⼦⼤⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 家族構成より海外のニュース等もみますが、⽇本の放送で感じたことがあるので意⾒を送らせていただきます。  貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ●放送内容について希望です。 ・ニュース番組において、⺠法と同様の内容は短縮し、経済や世界の動向などを客
観的に伝えてほしい。 ・⺠放と同じ視点と内容では、国営テレビの価値が下がる。 ・国営放送のニュース番組でアナウ
ンサーが個⼈的な意⾒や感想を述べるべきではない。  ●受信料と放送内容についてです。 同額の受診料を⽀払い
しているのに、⼈⼝が多い地域の放送内容と放送時間が多いのは間違っている。 放送内容の格差はデータ化される
ので、受信料は地区により差別化してほしい。  ●街⾓アンケートはやめてほしい。 外注されていると思いますが、回
答の誘導や、質問に悪意を感じることが多い。 国営テレビが⺠意を調整している印象を持った。  平等で情報操作が
ない国営テレビを望みます。 
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個⼈ 沖縄県の⼤学に通っている学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを希望します。 現在、台⾵が沖縄に接近しており⾃宅にて⾃粛⽣活をしています。被害が⼤きくないことを願い
つつ、近年世界各地で多発している異常な⾃然災害のことに思いをはせているところです。排出され続けている温室
効果ガスの増加が、⽔害等の更なる頻発化・激甚化などを引き起こすと⾔われていて、「気候危機」とも表現すべき
事態にあるにもかかわらず、危機感を持っている⼈が周囲にあまりいないことに私はとても驚いています。  2015 年に
合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有され、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書では、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 
1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 
の実質排出量をゼロにすることが必要」とされています。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出て
きています。2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷
河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得るとのシナリオが出ています。  これらを解決に導くために、⼦どもか
ら⼤⼈まで意識改⾰をして、緩やかでも確実な⾏動改⾰をしていくことが必要です。私はコロナでイギリス留学を半年
に短縮して帰国しましたが、帰国してから⼀般の⽇本⼈の環境に対する意識が低いことに気が付きました。また、毎⽇
ドイツのニュース番組を視聴しているのですが、⽇本より圧倒的に多く環境について報道しています。ドイツやヨーロッパ
圏にいる友⼈は「未来の私たち」にとってよい選択をすることをクールであり、当然のことと考えているのを感じます。彼らと
⽇本にいる友⼈との当然の差を痛感し、市⺠の意識の差はメディアで気候の危機的状況をどれくらい報じられているか
の差で⽣じてくるのではないかと考えました。  貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保
障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発
展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を
確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め、信頼ある情報を届けてくださっています。また、災害の際に迅速か
つ正確な情報を提供してくださるだけでなく、常⽇頃から⽇本に住んでいる私たちに寄り添った情報を提供してくださる
こと、いつも感謝しています。  しかし、気候変動に関する根本的な原因と解決策についても、もっと報道していただきた
いです。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⽇本のメディアではまだまだ気候変動の情報が
不⼗分で、⼤多数の⼈は関⼼を持てていない印象です。全ての⼈へ影響を与える問題を認識することで、⼀⼈ひとり
の⾏動が変わり、⽇本もよりよい国になると信じています。貴社の報道の⼒は⼤きいです。気候変動を危機として扱
い、私たちの住む⽇本をこれからも牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共
団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 
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個⼈ 私は親族が NHK で教育番組を制作していたこともあり、⼦供の頃からずっと NHK が好きで、今も猫歩き、趣味の園
芸、駅ピアノ、72h、やまと尼寺など書ききれないくらい好きな番組があります。 そして NHK のいい所は特定の企業か
らお⾦を貰わないからこそ忖度無しで番組制作を出来るところだと思っています。 ですが残念なことに⽇本の報道の⾃
由度は世界ランキング 66 位。確実に私達には必要な情報が届いていないと思わざるを得ません。 そしてそのひとつが
気候変動です。 昨年の 7 ⽉、⽇本では全く触れていませんが、BBC は残り 18 ヶ⽉が気候変動による⼈類の分か
れ道だと報じました。 その後⽇本のは豪⾬、オーストラリア⽕災、アマゾン⽕災、アフリカ⼤陸サバクトビバッタ⼤量発
⽣、シベリア⽕災、北極圏の⾼温化、グリーンランドの氷床融解、インド、中国の豪⾬による⽔害が続き、今もハリケー
ンや台⾵、異常な数の落雷にみまわれています。もう後戻り出来ないほど気候変動は進み、既に気候危機と呼ばれる
ほどです。 アメリカのミレニアム世代の懸念の⼤きなひとつは気候変動だとの調査結果もあります。⽇本は気候変動の
影響を世界で 2 番⽬に多く受けるとも⾔われています。 けれど⽇本では気候変動という⾔葉を TV で聞くことはまず
なく、これら地球に起きている異常気象の報道もほぼされず、地球温暖化も関連づけて⾔われません。 この報道のあ
り⽅は危機を伝えないことによって私たちの⽣命、財産を脅かすことに繋がり、NHK が進める｢安全、安⼼を⽀える｣と
は真逆をいっているとしか思えません。 新時代をコロナしか⾒据えないこともそうです。これは動物由来のウィルスです。
⼈間が 77 億⼈と激増、⾃然を破壊し、動物の⽣息地に踏み⼊ったことて起きたものです。そうでなくとも⼯場型畜産
で単⼀の種を劣悪な環境に密集させ、抗⽣剤を使⽤することで耐性ウィルスが発⽣しやすくなっています。これら私た
ちの⾮には触れず、アルコール消毒やソーシャルディスタンス、マスクの着⽤という対処療法ばかりを報じています。お願
いです。⾃分たちの作りだした持続不可能なシステムを変える放送をして下さい。 でないと｢あまねく伝える｣も、｢社会
への貢献｣をしているとも⾔えません。社会に必要なのは国⺠が欲しい情報を伝えることだけではなく、どれだけ不都合
でも、どれだけ不愉快でも、私たちの未来に関わる重⼤な問題を包み隠さず伝えることだと思います。 ⽇本の公共放
送では BBC のようにはっきりものをいうことは難しいのかもしれませんが、あまりにも報道されていなさすぎると思います。 
環境省も⼤⼿企業も既に気候危機が私達の⽣命も財産も⼤きく脅かすことに気付き、サイトや株主宛書簡などで触
れるほどになっています。NHK の⽅々が何も気づいていないはずはありません。 WMO でも今年ラニーニャ現象が発⽣
したとしてもその冷却効果は⼈為的な気候変動の影響を相殺するには不⼗分だと⾔っています。気象庁でも気候変
動について記載はあります。天気予報で毎⽇報道することが必要で可能だと考えます。 デンマークでの研究で海の低
酸素濃度の海域が CO2 の増加により⼤幅に増えたことも最近報道され、海外メディアでは⽇々気候変動と⾔う⾔
葉が出てこない⽇はありません。 いつまでも⽬を背けられる問題ではないし、このまま⾒て⾒ぬふりを続けるなら、IPCC
の予測通り、今後 10 年以内に私達には安⼼して⽣存できる地球は残されていないでしょう。国連の温暖化対策の
⽬標は 1.5℃未満に抑えることです。しかし今年の平均気温は既に 1.39℃。今 2℃を超える可能性の⽅が遥かに
⾼いことが分かっています。ここを超えると不可逆的に気温は上昇し続けると予測されていますが、それにもかかわらず
⽇本の温室効果ガス削減⽬標は 2013 年⽐で-26%と他国に⽐べて⼤幅に低いうえ、その事を知っている⼈は関
⼼のある極わずかな⼈だけです。 お願いです。私達に必要な情報を提供し、当事者意識を持たせて下さい。 温室効
果ガスは今からどれだけ減らそうと頑張っても遅いかもしれませんが、希望を捨てたくないので、私達に出来ることを⼀部
書き出します。 ⾶⾏機、⾃家⽤⾞の使⽤を減らす。 ダイベストメントする。 省エネ、電⼒会社を再エネに切替える。 
お⾁の消費を減らす。 ⼤量⽣産⼤量消費をやめる。 ゴミを減らす。5R。 そしてメディアや政府に訴えかける。  このこ
とを科学的な根拠と共に私達が当事者であり⼈為的な気候変動から未来を救う最後の世代であることを NHK が独
⾃に調べて理解し、報道していただきたいのです。 ちなみに私は未来に希望が持てないので⼦供を産むつもりはありま
せん。 時間がありません。経営計画に気候変動を最重要事項として組み込むようにお願いします。 
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個⼈ 愛知県に住む 21 歳の⼤学 4 年です。  私は最近、世界で起きている環境問題等について関⼼が芽⽣え始めまし
た。世界的にみて明らかに遅れている⽇本、他⼈事として捉えている国⺠に危機感しか感じません。私⾃⾝、つい数ヶ
⽉前までは、⾃分が当たり前だと思っていた⾏動が知らないうちに環境破壊に繋がっていたとは知りもしませんでした。
知らない⽅が悪いと⾔われればそれまでですが、環境問題を本気で解決するならば、そういうことではなく、知識を持っ
た⼈がきちんと情報発信していくことが重要であると考えています。  そこで、3 年経営計画への意⾒を送らせていただ
きます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変
動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪
⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害
等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全
ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解
決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まな
くてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道して
くださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま
す。 

個⼈ NHK さんの番組は頻繁に試聴させていただいております。しかしながら、BBC などの海外メディアと⽐べて「気候変動」
に対する報道が少ないと感じております。 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）などの科学的に証明されている
データを考慮すると、気候変動は新型コロナウイルスと同様に世界規模での脅威と考えることができると考えています。
そして、その脅威は⽇本でも豪⾬や超⼤型台⾵などのように、⽬に⾒えるところまで来ています。さらに今後はより深刻
な被害が出ることは明らかだと思います。 しかしながら、NHK さんだけでなく他の⽇本のチャンネルのニュースを視聴して
いても、「これらの⾃然災害が発⽣した原因は海⽔温が例年に⽐べて⾼いことである。」「災害に対処するため、防災
を強める必要がある」などのコメントが多くある⼀⽅で、この⾃然災害を引き起こしている根本の原因である「⼈為的な
活動由来の温室効果ガス排出」について述べられることはほとんどないと感じます。 ⽇本のメディアを引っ張ってきてお
り、信⽤も⾼い NHK さんがこの「気候変動」を報道し、⽯炭⽕⼒発電からの脱却ならびに再⽣可能エネルギーの普
及などの、根本的な温室効果ガスを減らすための社会転換の重要性を国⺠に周知していたきたいと考えております。 
どうぞ未来の⼈たち、我々の次の世代が安⼼して暮らせる地球を作っていくために、よろしくお願いいたします。 

個⼈ 福岡県に住む会社員です。いつも、NHK 拝⾒させて頂いています。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきま
す。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
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さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 環境問題、気候変動についてもっと放映していただきたいです。  地球温暖化に伴い、異常気象が勃発しています。 
⼈間が住みやすい街にすればするほど、森林が破壊され、河川や海は汚れ、⽣物は絶滅し、気温が上昇し、地球が
どんどん滅びていきます。  先⽇、貴社の取材を受けました。 コロナを期に⽣活や⽣き⽅が変わった⼈を特集する企画
を考えているとの事でした。 とてもとても素晴らしい企画だと思います。  ⽇本は綺麗な街に⾒えますが、⼤量に出るゴ
ミの⼀部は発展途上国へ輸出され、埋め⽴てたり燃やされたりしています。この事はほとんどの⼈が知らないと思いま
す。 また、プラスチックゴミもリサイクルされるのはほんの少しで、残りは燃やされていることも、知らない⼈が多いと思いま
す。  街を⾒渡しても、過剰包装が⽬⽴ち、⾷品ロスも減りません。  ⽇本は先進国という⽴場だからこそ、責任を持っ
て環境問題に取り組んでいくべきだと考えています。   私はコロナをきっかけに環境問題に深く興味を持ちました。  シャ
ンプーは固形に変え、化粧品は容器を回収してリサイクルしてくれる会社(LUSH)のものに変え、 コンポスト(⽣ゴミを
肥料に変える)を導⼊し、電気は⾃然エネルギーのものに切り替えました。   環境問題、気候変動については、関⼼
がある⼈が多いと思います。 でも、具体的に何をしたらいいのか分からない⼈もまた多いと思います。  しかし、ほんの少
しずつ、個⼈が⽣活習慣を変えるだけで⼤きな変化が⽣まれると思います。   環境問題、気候変動について、繰り返
し頻繁に番組を放映して欲しいです。 どうぞよろしくお願いします。 

個⼈ 報道内容について 気候変動・⽇本のエネルギー政策の現状・その世界各地の被害についての報道により⼒を⼊れて
ください。国⺠の安⼼・安全を謳うにもかかわらず、経営計画の中では全世界の国⺠誰⼀⼈残らず被害を受けるであ
ろう気候変動に関する報道についての追⾔が⼗分ではありませんでした。未来の世代にも⼤きな影響があるこの問題
について、多くの国⺠が科学的知識や事実を得ることがとても重要であります。どうぞ、地球温暖化や気候変動に関す
る報道を出来る限り増やし、NHK が国⺠の知の軸になってください。どうぞ宜しくお願いします。 

個⼈ 気候変動についての報道 スポンサーと利害関係がない NHK でしか報道できない内容 私達の⽣活に影響が及ぼさ
れる環境問題を世界での取り組みとともに報道お願いします。 未来ある⼦どもたちのため、報道すべき内容をしっかり
と伝えていただけることを期待します。 
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個⼈ 30 代 主婦です。⾃然が美しい⽇本、地球で⼤切な⼈たちがずっと平和に暮らせるように以下の意⾒をお伝えしま
す。このままでは、安⼼して家族を増やすこともできませんし、最近⽣まれた友⼈の⾚ちゃんの将来も⼼配です。わたし
は、他局より NHK さんの内容の詰まった番組が好きで、テレビだけでなく、関⻄ラジオワイド、N ラジも愛聴していま
す。⼤相撲中継もかかさず⾒ています。 NHK さんにぜひ気候危機について、緊急性をもって報道していただきたいで
す以下何卒ご検討ください  ---- 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機についてもっと放送していただきたいです︕畜産の環境負荷や現状も。 ⼦供たちの未来が選べなくなってい
ます。nhk さんだけが頼りです︕宜しくお願いします︕ 

個⼈ 昨今の異常気象による被害は甚⼤です。その有様だけでなく、原因である温暖化（気候変動）について、もっと報
道してほしいです。温暖化がなぜ起こってしまっているのか、そしてどうすればこの悪化を抑えられるのか。ひとりひとりが暮
らしでできることと、社会全体で変わっていかなくてはならないこと、網羅的に伝えていけるようにしていただけたらとてもう
れしいです。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動や環境問題について、たくさん報道してほしいです。また、環境問題について、⼦供にもわかるような番組も
E テレで流してほしいです。 NHK では、他局にない番組が多く家族でよく観ています。今後、率先して世界中の気候
変動に関する番組やニュースを流してください。 

個⼈ ＜経営に関する公募＞要旨 視聴者の信頼を得よ私の⼦供のころは親を、学校では先⽣をそれぞれ信頼してきまし
た。社会⼈になってからは、ＮＨＫの解説・論評を全⾯的に信じ、⾃分の⾏動基準として来ました。ところが最近、そ
の信頼が薄れて来ました。（例１）(1)テレビ番組に不満があり、改善を求めて解約届を提出した。（別紙①）(2)
すぐに受理され、前払いしている受信料は返⾦された。(3)数ヶ⽉後、未払に対する請求書が郵送されるようになっ
た。 （真⾚な、派⼿な⼤封筒で）(4)届が受理されいるため、その請求には応じなかった。(5)後⽇「ＮＨＫから」と
名乗る男性が ・⼣⽅の暗くなった頃に来宅 ・⼤声で ・威圧的態度で ・サラ⾦の取⽴てまがい の⽀払い請求を
受けた。(6)当該局（名古屋）で担当者と⾯談（H28,2,22）し、届が受理されていることを伝えるも、聞き⼊れら
れなかった。(7)H28・4・28 付 当該局からの⼿紙で（別紙②）、届に記した理由ではなく、「転居先、受信設備
なし」とされていた。（転居の事実は全くなく、当該局で勝⼿に書き加えられたもの。）また、「今後の申し出は⼿紙で
はなく、電話にするように」とも記されていた。（電話は不正確になる、にもかかわらず）(8)その後、再三再四「離婚、
転居等の事実でない」ことを正すも「⾯談⽇に話した通り」と理不尽であった。(9)受信料の⼝座振替に関して「⾦融
機関にデーターが残っていない」と⾔いつつ、後⽇、私に承諾なしに振替されていた。（別紙③④）(10)前記の「ドア
ーを強く叩く、⼤声を出す、派⼿な郵便封筒、取⽴てまがい」等々の⾏為は、住居周辺への⾵評を意図していないの
か。不快である。（例 2）ある地⽅都市で、ＮＨＫ記者の犯罪があった。それに関する報道で「記者でなく、協⼒社
員である」と主張されていた。本職員であろうとなかろうと、ＮＨＫに全責任がある。罪を薄めようとの下⼼が⾒える。
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（例 3）あるイベント会場で、視⼒障害者⽤の誘導ブロックをカメラの三脚が跨いていた。指摘すると、私をにらみ付
け、カメラを向けた。（例 4）事件、事故、災害等が発⽣した時、放送局前、駅構内、警察署⽞関等の映像が多
い。現場を⾜で取材した⺠放に位べ、緊張感がない。（例 5）視聴者提供の映像が多くなった。「視聴者○○」の
テロップが、映像より早く消される。協⼒者に失礼ではないか（例 6）アポ電サギに関する番組（R2,5,10 前后 １
８°５０ʻごろ）では「起訴された男性」に話を聞くことが出来た」とし、公園で顔なしインタビーをしている。事実か、起
訴中の関係者に記者とは⾔え、⼀般⼈が接触可能か。（例 7）ＮＨＫ関係者に受信料の不払者はいないか徹底
した調査が必要である。令和２年８⽉３１⽇             以上 

個⼈ NHK 経営計画に対して  今後報道されます内容について、『環境問題』を取り上げて頂きたく思います。  現状にお
かれましても、多種多様な環境問題を取り扱われている様に存じますが、環境問題を看過させるものや、肯定的に捉
えたものも多いように感じます。 ⼀概に不安を煽る報道も承認しにくいですが、環境問題の表⾯のみではなく、根本原
因についても教えて頂きたいです。  ここからは個⼈的な意⾒を申します。 NHK で好きなのは、朝ドラ、⼤河、昆⾍す
ごいぜ等です。 

個⼈ わたしは●●に住む、40 代の看護師です。 今年 2 ⽉ごろ朝イチの番組で●●●●●●さんという海洋プラスチック
でアクセサリーを作っているグループがいることを知り、それから地元の海に私もゴミ拾いへ⾏くようになりました。 ゴミ拾い
を初めて同じく活動されてる⽅が全国にたくさんいることも知りました。 そこから、海洋プラスチック問題を知ったり、気候
変動の事に興味をもち、知れば知るほど⼤変なことになっていると唖然としました。 気候変動はいろんな原因があって、
簡単ではないけれど、⼀⼈⼀⼈に出来ることがもっとあると思うし、以前のあたしのように知らない⼈の⽅が圧倒的に多
いと思います。テレビで報道されないのはスポンサーとの関連が⼤きいようなので、ぜひ NHK さんで伝えてほしいと思い
ます。  わたしは活動家ではないですが、今は⼩樽の海を綺麗にしたくて、ゴミ拾いに⾏って、他に⼀緒にゴミ拾いする
仲間を作ったり、わたし歌も歌うので⼀緒にゴミ拾いしてくれた⼈にお礼としてウクレレの弾き語りを聴いてもらうという活
動を計画中です。  ⼩樽は、⼭にもゴミがたくさんあります。 タイヤや電化製品、ガラスなど、考えられないことが実際に
起こっていて、驚きますが、捨てに来ている⼈がいるってことを改めて知ってもらうことも発信したいです。   異常気象など
への対処も⼤変ですが、根本的な気候変動への働きかけも本当はみんなも知りたいと思います。 是⾮ NHK さんで
報道してください︕ 危機をあおるだけでなく、どうしていこうと考えられる内容を希望します︕︕ ⽅法はまだまだたくさん
あると思います︕  よろしくお願いします︕︕︕ 

個⼈ 東京都在住の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
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⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の
概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 今回、NHK 様で募集の企画があると知⼈から聞き、 応募させて頂きました。  現在、⽣後 5 ヶ⽉の娘がいます。 娘
が⽣まれるまで 地球環境の問題を⽿にしても 正直、他⼈事のように感じていたんだ と今とても感じています。  独⾝
の時は守りたいもの、 守らなくちゃいけないものがなく、 「⾃分 1 ⼈の⼈⽣」と正直、 そう思っていたんだと 娘が出来て
思います。  ここ最近、世界中での異常気象や 船転覆での海汚染、私が知る以上に もっと、もっと⾊んなことが 世界
中で起きてるんだと思うと とても悲しくてなりません。 コロナも関係ないとは⾔い切れないのでは ないのでしょうか。  育
児に追われて、調べてる時間も 限られ、その中、抱っこしながら ⾒られるテレビは重要な情報源です。 芸能⼈の不倫
のニュースなど 本当に本当にどうでもいい。 もっともっと知らなくてはいけないことが たくさんあるはずなのにって思います。 
どうか NHK さんを筆頭に もっと⾃分たちの⾝に置かれている状況が簡単に誰にでも⼿軽にすぐ わかるように広めて頂
きたいです。  世界では、若い⼥の⼦が 今のままの地球では⼦供がかわいそうだから ⼦供を⽣まない宣⾔をしていると 
聞きました。とっても悲しいです。 わたしも出産を経験して、こんな 素晴らしい経験をできて本当に よかったと思ってい
ます。 そして、だからこそ、娘の未来が 娘の⼦供の未来がより良いものに なってほしいと強く思うようになりました。  何
かしているのか︖と聞かれたら 正直、微々たるもので エコバックや⽜乳を⾖乳に 変えてみたりのそれくらいしか出来てお
りません。 ヴィーガンでもないし、誇れることは なにひとつありません。 ですが、 なにか微々たるものでも⾏動をと思い こ
の投稿をさせて頂いております。  気持ちをそのまま打っているので 読みにくかったら申し訳ありません。  どうぞよろしくお
願い致します。 

個⼈ ２０２０年５⽉２５⽇の「ジョージ・フロイド⽒の死」に関する放送に対し、ジョセフ・ヤング駐⽇臨時代理⼤使は、
ＮＨＫ制作のアニメ動画について「侮辱的で無神経」との⾒解を表明し、ＮＨＫは謝罪した。  ＮＨＫによる⿊⼈
差別のほかの例。ETV 特集「疾⾛する帝王 マイルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」、「私のこだわり⼈物伝」で
取り扱っているジャズ界の⼤御所、⿊⼈のマイルス・デイビスの誕⽣⽇が番組内でみっともないほどに間違っている。⼈
物伝を作成するのだから、取り上げるマイルス・デイビスの誕⽣⽇くらい、制作段階で調べないのだろうか︖Wikipedia
でも初めから「５⽉２６⽇（履歴表⽰の最古のページ）」として記されているし、「５⽉２５⽇」は有名な間違い。
ＮＨＫに苦情しても⼀切、回答なし。  この番組を担当した、ディレクター●●●●と制作統括の●●●●●は、反
省も訂正もする気がなく、ＮＨＫという⼤屋敷に巣⾷うネズミのよう。もっと驚いたのは、ETV 特集「疾⾛する帝王 マ
イルス・デイビス〜菊地成孔のジャズ講座」が、放送批評懇談会で第４５回ギャラクシー賞奨励賞を受賞しているこ
と。放送法で受信料を徴収しているのだから、放送法の訂正放送の義務くらい理解して欲しい。学歴詐称も⾒抜け
ず、⼈物伝で取り上げる⼈物が⿊⼈だから詳しく調べないというのも⼼が腐った局員。ＮＨＫ制作のアニメ動画より劣
悪で卑劣。  １９８３年出版の「マイルス・デイビス 誰も知らなかった帝王の素顔（講談社）」では、●●●●に
「世間じゃ私の誕⽣⽇を今だに５⽉２５⽇と書いているようだが、５⽉２６⽇が正しいのさ。もう４０回も訂正してる
のに」と⾃⾝の誕⽣⽇を間違えることは⼈種差別と述べている。４０回訂正しても理解しないのがＮＨＫである。私
も２０回以上、ＮＨＫに苦情しているが⾳沙汰なしで、返信らしきものが来たのは●●⽒からの意味不明の罵詈雑
⾔ブログ。http://web.archive.org/web/20160626020251/http://www.kikuchinaruyoshi.net/n-
k-blog/ 明らかにＮＨＫ局員の●●と●●が関与した嫌がらせ（苦情の⼿紙をそのまま転送したはず）。●●と●
●が関与した嫌がらせは、以下の謝罪で表明すべき。  ＮＨＫは、ギャラクシー賞奨励賞の⾃主的な取り下げをし、
会⾒を開き、●●●●（「ネーミングバラエティー ⽇本⼈のおなまえっ!」も担当）と親しい学歴詐称講師の経歴を調
べ「●●●では●●⼤学中退と放送しましたが、ＮＨＫが調べたところ、⼀浪して●●⼤学中退でした。●●●●
⼤学学からも⽋陥講義の指摘で教壇追放されていました。⼈物伝で誕⽣⽇を間違えるという⼤きな誤りを訂正し、ギ
ャラクシー賞奨励賞の取り下げを申し出て、謹んでお詫びします。」と放送とホームページで清く謝罪すべき。恥をかかな
ければ改善もない。●●⽒は、焦るだろうが、意味不明の罵詈雑⾔ブログの削除につながるので、当然の対処。⿊⼈
差別もなくなる。  ＮＨＫ前⽥晃伸会⻑と役員にも、ＮＨＫ局員の●●●●と●●●●●の杜撰極まる仕事振り
を知ってもらい、懲戒処分が必要。私を局員として採⽤したいのであれば、履歴書は元・⼈事部⻑の●●●●⽒が
持っています。私のマイルス・デイビスの著書はアメリカ・ジャズ・ジャーナリスト協会 (Jazz Journalists 
Association) 2020 年「Book of the Year About Jazz」ノミネート済み。  マイルス・デイビスの誕⽣⽇を５⽉
２５⽇とＮＨＫのように間違えることは「侮辱的で無神経」な⼈種差別。受け取りメール（精査して対応しますのメ
ール）が来るまで何度も送ります（マイルスにちなんで４０回以上）。マイルス・デイビスが⽣まれたのは５⽉２６
⽇。ジョージ・フロイド⽒の死は５⽉２５⽇。ＮＨＫ会⻑と役員は、課題「ＮＨＫ経営計画＝⿊⼈差別を⽌める」
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に取り組むべき。公の場で、「Black Lives Matter」に取り組む意志が⽰せないのであれば、すぐ辞めるべき。  ●●
⽒の学歴詐称は＞https://www.youtube.com/watch?v=w24Siy-VHdg ●●●●●●と●●●は追
放済み。 ＮＨＫの「５⽉２５⽇」の間違い部分の動画＞https://www.amazon.co.jp/gp/customer-
reviews/RFIXF5FUNM70J?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp  2020 年「Book of the Year About Jazz」
ノミネート作品の書評︓http://www.masayayamaguchi.com/jazzwise_bookreview.html 

個⼈ 「ラジオ AM 放送をなくしていく⽅向について」   NHK ラジオを毎⽇楽しみに聞いている者です。「NHK 経営計画
（案）」によれば順次 AM 放送をなくしていく⽅向とか・・・。今 ラジオを楽しみにしている⼈たちは結構たくさんいま
す。⼿を⽌めずに仕事をしながら聞いたり、寝ていても⽿に⼊ってくるのを楽しみにしていたりしています。我々⾼齢者に
とっても、障害のある⽅々にとっても⼤変便利な情報ツールです。せっかく「らじる・らじる」のような便利なアプリもできた
のに、ラジオを軽視する経営計画には疑問を感じます。  受信料を取っているからにはすべての⼈の要望にそっていた
だきたいものです。 どうか R１も R２も FM もなくさないでください。 

個⼈ 全体を拝⾒いたしましたが、これほど喫緊の課題になっているにも関わらず気候変動危機への⾔及が全くなされておら
ず、SDGs 課題の解決にとどまっている点に関してすごく懸念をしています。 海外では the Guardian などのメディア
が気候変動への解決にメディアとして取り組む責任があると認識し、科学的な情報や気候変動災害の現状をメインス
トリームの⼈々に届けています。⽇本では最近やっと台⾵や熱波などの気象災害と気候変動の関連性が取りざたされ
るようになりましたが、このままでは間に合いません。私は今 19 歳で、4 歳の妹がいます。僕たちは 40 度超えや台⾵
が顕在化した社会をこれから⽣きていかなければならないことになります。いまできるだけ早く世界の気候変動対策を進
めることによって、⼀⼈でも多くの命を救い、次世代が安⼼できる未来を作っていくことが求められています。 欲望の時
代の哲学やクローズアップ現代など素晴らしい番組で、視聴者に有益な情報を届けていらっしゃる NHK の皆様にもぜ
ひ報道者として未来への責任を認識して、⾏動指針にしていただきたいと考えています。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  新潟市に住むフリーランスです。⼦供達の将来が不安で意⾒させ
ていただきます。 危機感のないテレビ報道にも不安を感じます。NHK の公平な放送で下記の実現を願います。   貴
社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
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あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 経営計画読まさせていただきました。多少、読み込み不⾜等あるかと思いますが、私なりの視点でアップデートしていた
だきたいことを記載いたします。 今後取り扱っていきたい内容としてトピックがいくつか上がっていたかと思います。この点
に関してなのですが、現在の若者の問題意識や、世界全体としての主流になりつつある価値観、重要視される問題
等の内容が nhk 経営計画に反映されていないと思います。若者のための番組を作れという意図ではありません。しか
し、経営計画の内容が若者の視点を⼗分に取り⼊れてていないと感じます。世の中に⽀持される情報媒体としてのメ
デイアに若者が求めるものは⼤きいです。そのため、nhk さんの経営計画に⼗分に若者の問題意識、価値観を反映
させ、かつ世界全体で⾒たときのメインストリームとなりつつある価値観にそくした⾒応えのある番組作成を強く求めま
す。 ここで具体的に、若者が持つ視点としてどのような内容を求めているのか記載いたします。①ジェンダーバイアスの
是正、セクシャルマイノリティー含む多様な性への寛容と制度的不平等への対応を訴えるもの。男性への性暴⼒を含
む、⼈権問題への適切な対応と制度の是正、強化も求めるもの。⽇本に置いて⼀向に改善しないジェンダー格差を
批判的な視点で⾒つめなおし、それを報道することを求めます。 ②気候変動への対応、⽣物多様性保全、また再⽣
可能エネルギーへの移⾏の必要性を強く訴える内容。 気候変動の影響が年々⼤きくなり甚太な被害を及ぼしてお
り、かつ、今後より危険な状態になることが研究により明らかとなっています。しかし、この点に関しての記載がほとんどあ
りませんでした。気候変動はすべての⼈にとっての脅威であり、このままでは⼈間としての健康、命が当たり前のように脅
かされる世界になってしまいます。気候変動への迅速かつ野⼼的な取り組みを政府主体で⾏うよう求める内容であっ
てほしいと思います。また、⽣物多様性も同様に守るべき対象であり、⽣態系のバランスが崩れることすなわち⼈間の
健康、命を脅かすことになります。若者は気候変動に関して⾮常に敏感であり、政府らの対応に批判的です。若者は
気候変動への迅速かつ野⼼的な対応を政府に求める強いメッセージをメディアが発信することを強く希望しています。
なぜ、⽣物多様性が⼤事なのか、なぜ、気候変動に真剣に向き合わなければいけないのか、問題の核⼼をつく内容
を展開するよう、映像企画者の教育も含めて求めます。再⽣可能エネルギーについてもどうようです。建設的な議論を
市⺠の間で展開していくためにも、メディアとしての責任を認識し番組を作成してほしいと願います。 以上の点を具体
的に計画に取り⼊れる努⼒を強く求めます 

個⼈ 東京都に住む⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
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れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 私は市の国際交流委員会に参加させて頂き姉妹都市であるオーストラリアの⽅々とも SNS で仲良くさせて頂いてい
ます。  海外の⽅々と交流をすると⽇本の環境問題に関しての取り組みがとても遅れていると改めて感じます。  エコバ
ッグも良いのですが、スーパーで異常にビニール袋を多く持ち帰る⽅々も⾒られます。  ⼦どもから⼤⼈まで、それぞれの
年代にあわせて番組を考えて頂ければと思います。 

個⼈ ﾗｼﾞｵﾁｬﾝﾈﾙの削減について    経費の節減や⺠放の AM から FM への移⾏の動きがあるのはその通りですが、そもそも
放送内容は今のままでよいのか︖R2 が担ってきた学びの機会はどうなるのか、R1 は若者にすり寄りすぎではないか︖
⺠放でもよいような内容を⻑時間ほうそうするのではなく、ニュースをきちんと伝える NHK の本来のたち位置に戻ること
を提案します。①R1 は 19 時のニュースに加え 22 時にもニュースを放送する。(プロ野球等の結果が放送できるはす
です。②⼟⽇の若者向け番組は 21 時までとし、21 時以降は⼤⼈向けコンテンツを放送する。③ネットラジオに関し
て聴取エリアを現在の札幌仙台東京⼤阪など⼤都市圏から全都道府県に拡充する。④ネットラジオに関して、ラジコ
に統合するか、より明確な優位性を確⽴する。加えて、R1 の⼟曜午後のプログラムですが、かんさい⼟曜ほっとたいむ
が終了してから、｢ぜひ聞きたい｣と思わせるものが放送されていません。むしろ、なぜ終わらせたのか、このコロナのなか、
ほっとたいむを復活させ、⼟曜の午後に、ぼやき川柳を放送していただきたい。 

個⼈ 気候変動のことについて、報道を増やしてほしいです。私には⼩さな⼦供が２⼈いますが、こどもたちの将来を考えると
苦しくて仕⽅ありません。⺠放ではスポンサーの関係があるためかあまり報道されませんが、NHK さんではクローズアップ
現代やあさイチなどで特集していたのを何回か視聴することがありました。多数の⼈が温暖化防⽌の⾏動に移せるよう
に、報道を増やしていただければと思います。⼦供たちの未来を守ってください。 
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個⼈ はじめまして、こんにちは。 広島県在住の 20 代の会社員です。 こちらのアンケートについて、インスタグラムで知りまし
た。ぜひ思いを伝えたいと思い、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 多くの意⾒が寄せられていると思い
ますが、これは業者でも団体でもありません。ある 1 ⼈の⽅の呼びかけによるものです。 メディアの⼒も⼤きいですが、
個⼈の集まった⼒には勝てないと思っています。 国⺠が知らないこと、⼤事なことを正しく、丁寧に、わかりやすく伝える
ことができ、⼀番信頼がおけるメディアが NHK だとわたしは思っています。 ぜひよろしくお願いいたします。 貴社の 5 つ
のキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画
に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新
しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・
激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての
⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の
幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する
政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 環境問題についての放送を是⾮お願いいたします。 気候危機にあ
ることは近年の災害から明らかです。 幅広い年齢層から信頼されている貴社の放送で地球が危機に⾯していることを
ご紹介いただけないでしょうか。 是⾮宜しくお願い致します。 

個⼈ 「NHK らしさ」があいまいとしているのですが、特定企業・団体をスポンサーとしない、中⽴性と課題提起を「NHK らし
さ」と感じています。 持続不可能な経済・社会のしくみの転換が喫緊の課題であるため、特に、気候変動、⼈権（と
りわけジェンダー、在⽇外国⼈）、⺠主主義に焦点を当てた番組作成・情報発信に期待します。専⾨性がなく⼈権
意識の低い芸能⼈（有名⼈）のコメントではなく、科学者・専⾨家のコメントを分かりやすく紹介してください。 

個⼈ ・ラジオ放送削減について 現在放送中の 3 波の削減には反対です。 既存 3 波にはそれぞれ特性を活かした放送が
されていると解釈しています。 AM と FM では与えられた使命が全く異なりますし、また第⼀放送も、第⼆放送もそれ
ぞれ違うリスナー向けの放送を⾏っていると理解しています。 今回の計画案ではこれらをどのように統合するつもりなの
かが⼀切伝わって来ません。 誰でも軽微な設備で受信できる第⼀と第⼆は、共に必要不可⽋なメディアであり、他の
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⽅式では絶対に代替え出来ません。特に専⾨性の⾼い教育、語学や気象は第⼀放送では全く馴染まないと断⾔し
ます。 昨年来からかなり番組の質が落ちていて、リスナー丸投げ番組が増えてきているのも⼼配ですが、そもそもタレン
トを呼ばずリスナー丸投げなら、電波を減らしたところでそれほど予算は減らないと思いますが如何でしょうか。 予算⾯
なら五輪関連からナタを振るうべきでありラジオ放送削減には絶対に反対です。 

個⼈ 気候危機の問題について、より⼀層取り組んでいただけるようお願いします。 世界で起こっている現実を、もっと報道し
てほしいです。 

個⼈ １．安全・安⼼を⽀える 視聴者・国⺠のみなさまの安全と安⼼を徹底的に守ります。 ○地震や台⾵などの災害や
新型コロナウイルス感染症などの疫病、インターネットの弊害など、さまざまな脅威→ここに地球温暖化・環境の変化、
⽣物の多様性が失われるとこへの脅威を加えてください。  ⾹川照之の「昆⾍やばいぜ」の最後部分、「昆⾍が減少す
ることによって起こりうること」は秀逸でした。 ⾍や⽣き物に興味のない同僚も「⾍が世界をまわしている」という⾔葉に
納得していました。 国の安全保障と同じくらい環境の安全保障が必要です。 ニュースで是⾮その視点を取り上げてほ
しいです。 

個⼈ 初めまして、岡⼭県在住の会社員です。 最近、環境活動家の●●●●●●さんの話を聞きに⾏き、気候危機につ
いて知りました。想像を遥かに超えた現状にとてもショックを受けました。⾏動の強制はするものではないと思っています。
先ずは現状を知ること、知れば何かが変わると思います。⺠放ではなく、NHK さんには真実を広める⼒があると思いま
すので、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今
の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、
国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温
室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 
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個⼈ 気候変動についてもっと報道して欲しい  今気候変動がどれたけの危機的状況なのか。 ⽇本のメディアではあまり報
道されてないきがする。⽇本と世界の報道格差があまりにもありすぎるように思う。  なぜ気温が⾼くなっているのか。  
なぜ近年こんなに⽔害ひどくなってきているのか。  なぜ森林⽕災は起きているのか。  これらの『原因』をしっかり報道し
ているメディアがない気がする。⽇本国⺠はもっと『原因』をしっかり知ったほうがいいと思う。こういうことをしっかり伝える
のが、メディアの社会的責任だと思う。  宜しくお願いします︕ 

個⼈ 20 代⼤学⽣です。 3 年経営計画についての意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れることを強く求めま
す。 近年台⾵被害など異常気象が頻発しており、⺠放各局、NHK でもその旨をニュースで⾒かけることはあれどもほ
とんどの場合異常気象の原因については触れず仕舞いです。どんなに経済が活性化しようとも、どんなに⼈々の⽣活が
豊かになろうとも私達の暮らす地球が⼈の住めない環境になっては元も⼦もないのではないのでしょうか。 気候変動、
温室効果ガスの問題はスポンサー等の理由で⺠放各局では取り上げにくい問題だと思います。公共放送として普段
から素晴らしいドキュメンタリー番組を制作している貴社に是⾮環境問題について深く掘り下げ、ありのままの現状を伝
える番組制作をしていただきたいです。 

個⼈ 海外在住ですが、テレビジャパンでいつも番組を拝⾒させて頂いております。 近年⽇本で多発している豪⾬や台⾵な
どの⾃然災害、今までにない夏の暑さに、⽇本の、そして地球・⾃分や⼦供たちの未来が⼼配でなりません。 気候変
動は⾮常に緊急性があり、今すぐにでも周知されなければならない問題です。 気付いている⼈だけが⾏動するので
は、もう間に合わないのです。メディアには⼤きな責任と影響⼒があります。どうか、これを読まれているあなたやあなたの
⼤切な⼈を守るためため、安⼼して暮らせる地球を取り戻すためにも、気候変動と異常気象の関連性、根本的な原
因と解決策を報道してください。⼦供達に過酷で悲しい未来を⽣きていってほしくありません。どうかよろしくお願いしま
す︕︕︕ 

個⼈ ⼈為的な気候変動についてもっと放送して下さい︕︕  これからの時代は、未来を⾒据えて⾏動していかなければい
けない時代です。 この⽬線を持った時、気候危機に向き合うことは⽋かせない視点です。  環境省も 2020 年の環
境⽩書に、地球は⼈類の⽣存に関わる深刻な「気候危機」の状態であると宣⾔しました。 しかし、⽇本国⺠のどれだ
けの⼈が「気候危機」の真実を知っているでしょうか︖  なぜ、みな知らないのか︖ 答えは簡単です。 テレビをはじめと
するメディアがほとんどそのことについて報じないからです。  このまま問題の本質について⼈々が理解しないまま、持続
不可能な⽣活を続けていくことは、⼦供達の未来をつぶすことに繋がります。  現時点でも、途上国など他国では気候
変動による甚⼤な被害が出ていますし、⽇本も猛暑・豪⾬・台⾵など災害が⼤型化し続け、将来的に⾷料不⾜や感
染症の蔓延・海⾯上昇などにより⽇本の⼈々の⽣活を脅かすことになることは⽬に⾒えているのです。  どうか未来の
⽇本を守るために、メディアの社会的責任を果たして下さい︕  危機を危機として扱わずして、どうやって危機を乗り越
えていくことができるのでしょうか︖  どうか⼦供達の未来のために、どうか国⺠放送として、本質的に国⺠を守るための
放送をお願いします︕ 

個⼈ ジャーナリズム全体が今、世界全体のなかで戦後以降、再度どうあるべきか問われている時代であると思います。その
危機の根本は、個⼈としての⼤衆の⽣存における⽣命と⾃由と⽣活の重要性を⾒つめる眼差しが、どうあるべきか焦
点を失っているからだと思います。⽣活者としての⼤衆の本⾳は、政治や経済の⼤声のなかでは⼩さく、⼤したことない
と思えてしまいますが、それは⼤間違いだと思います。忙しい中でよく⾒ていると思います。 今、消費資本主義と⾔われ
る時代は実は⼤衆が消費を全体で拒否できるリコールの⾃由を持っており、それを、実際⾏使すれば政府は企業は
倒産が可能です。コロナ禍は実態として、その怖さを垣間⾒せたと思います。企業体で消費者（視聴者）のまなざし
の繰り込みを忘れ、内部だけで利益を追求し始めたところは、間違いなく消費者は気づきます。それは⼤企業の盛衰
を⾒ればわかると思います。今回 NHK 会⻑就任時、権⼒を持つものはチェックされて当然とのことば、戦後補償の問
題提起など、⽬を⾒張る番組や特集、ドキュメンタリーがどんどん出てきており期待しています。⼤衆と社会に対し国家
との裂け⽬は全世界で危機となっている気がします。⺠衆個⼈の⾃由がない偽りの「公共性」が権⼒を盾にのさばるの
を NHK に勇気をもって守っていってほしいと思います。あと番組のわかりやすさと幼児化は別と思える気がしています。 
視聴者はコロナ禍で家にじっといるので必要以上にじっと NHK 味わっている感じです。 
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個⼈ ラジオの放送局を⼀つにする件について。  私はよく NHK 第 2 放送を聴いております。キャスターとゲストのトークなど
は煩く感じてしまうので、第 2 放送が⾃分には合っております。⽂化講演の録⾳や講座など落ち着いた興味深い番組
が楽しみです。私も⼦供もそうですが、基礎英語で学びました。今も語学番組を聞いています。語学も⼯夫したさまざ
まな番組があり、誰でも受信料だけで無料で学べるのはありがたいです。  ⺟は⽬がよく⾒えなくなり、もうあまり歩けな
いのですが、ラジオ第⼀がお気に⼊りで聴いて毎⽇数少ない楽しみとして聞いております。  このたびの計画で NHK ラ
ジオ局はひとつにする⽅向と聞き、残念です。ラジオ第 1、第 2 放送のどちらもあって欲しいと思いますし、第 2 放送は
とても役⽴っていることをお知らせしたいと思いました。よろしくお願いします。 

個⼈ 計画（案）中に、「⾳声波の整理・削減に向けた検討」とありますが、語学番組はぜひ残していただきたくお願い申し
上げます。 コロナ禍で語学教室に通うことができず、３⽉のある⽇、数⼗年ぶりかでラジオロシア語講座を聞きました。
とても内容が充実しており、４⽉からはテキストも購⼊し、真剣に聞きました。教材としてバレリーナなどのインタビュー、
⽂学など多岐に富んでおり、いまや「ロシア語講座」は⽣活の⼀部になっています。 「語学講座」は様々な年齢層の⽅
が聞かれていると思います。そのなかで、⾼齢者にとっても、需要は⼤きいと思います。⺠放では、「マネのできない番
組」だとも思います。どうか、地味ですが、熱⼼なリスナーが存在する語学番組を存続させてください。そのような声は多
いです。 もうひとつ、「ラジオ深夜便」もぜひ、存続させていただきたいです。この番組は、独居の⺟が、毎晩就寝時に
聞いておりました。⺟にとっては、社会と繋がる唯⼀の（あまりテレビは⾒ない⺟でしたので）ツールでした。この番組も
地味だけど、熱⼼なリスナーがいます。どうか少数意⾒を切り捨てることはなさらないでください。お願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動についての報道や特番を沢⼭組んで下さい。 全ての⽣命に関わる問題であり誰も逃れることのできない危
機です。 温暖化を引き起こす温室効果ガスの排出は畜産業界がトップクラスのため、畜産物の消費を国全体で抑制
していく必要がありますが、現段階ではその因果関係をまだ理解していない⼈が殆どです。 この事実が広く知られるよ
う、気候変動に関する特集は猛暑や台⾵シーズンだけでなく⼀年を通して組み、⽇本の若者たちのアクション（FFFJ
等）もどんどん取り上げて下さい。 また視聴者が普段の⽣活にプラントベースな⾷事を無理なく落とし込めるよう、例え
ば料理番組でお⾁を使わないレシピや⼤⾖ミートを使⽤したレシピをもっと取り上げる等して頂けたらと思います。  
NHK さんは企業スポンサーが付いていない分、忖度せずに事実だけをしっかりと伝えて頂きたいと強く要望するものであ
ります。 以上何卒宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 衛星波、⾳声波数削減と⽀出額の削減計画が、2021-2023 年とその後が不明確です。 2021-2023 年の減波
と⽀出減、その後の減波を分り易く⽰して欲しいです。3 年間の減額波分ではないのですか︖ 各波毎の削減よる⽀
出減は︖放送時間減なのか︖  私は、NHK の存在⽬的は放送で有り、放送波減は避けるべきと考えています。ラ
ジオのデジタル化も即刻実現すべきと思っていました。NHK 放送は電波でよく、ネット配信は無理して批判を招く必要
ないのでは︖ 

個⼈ 東京都在住 30 代主婦です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
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く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⺠放、総務庁から⾔われたから BS 、AM、FM を削減するのはおかしいと思います。 視聴者、聴いてる⼈の事は無
視されるのでしょうか︖BS は素晴らしく、質の⾼い番組がたくさんあり、さすが NHK だなと思いますし NHK しかできな
いと思います。AM 、FM については⾃然災害で停電の事を考ます。削減されると情報源が無くなり⼤変な事になりま
す。インターネットが普及していますが、やはり信⽤ができるのが NHK です。視聴料⾦が上がってもはらいます。チャンネ
ルの削減はしないでください。 

個⼈ 今後の私たちの⽣活にとても⼤きく関わる気候変動についての報道をぜひ NHK さんに⼒を⼊れてしていただきたいで
す。私はこの⼤好きな地球とすべての⽣き物がどうしたら⽣き続けられるか考えています。それには私たち⼈間がバラバ
ラに動いていてはうまくいきません。私たちが⼒を合わせる機会を是⾮作っていきたいです。よろしくお願いします︕ 

個⼈ 愛知県の主婦です。  ⼦どもたちの未来を守るために、気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。気候変動を緊迫した危機として扱う報道をして頂きたいです。よろしくお願いいたします。 

個⼈ まだ 1 度もキャンパスに⾏けてない⼤学 1 年の者です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
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られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ こんにちは。私は学⽣です。私が NHK 様に報道していただきたいのは気候危機についてです。この異常気象は⼈間
が引き起こしたということ、いま地球は気候危機に直⾯していて時間がないこと、そしてこの気候危機に⽴ち向かう⼀番
効果的な⽅法はプラントベースの⾷⽣活であることを放送してください。より詳しい説明もお願いします。それは、畜産
業が⽣み出す⼆酸化炭素は、世界中の交通機関全て(⾶⾏機、⾞、電⾞など全て)の合計よりも多いことをどうか強
調して報道していただけませんか︖ 私たち若者が、地球未来のためにひっそりがんばっていますが、気候危機マスメディ
アに報道されることはなくとてもつらくて悲しいです。 ぜひよろしくお願いします。 

個⼈ 東京都在住の⼤学⽣ 18 歳  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
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ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 千葉県の 30 代主婦です。 意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今
の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、
国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温
室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ⼩学 4 年⽣、2 年⽣、3 歳の⼦供たちの学びの場として、また娯楽として。とても活⽤させていただいております。コロ
ナの⾃粛中には E テレの学校向けプログラムも活⽤させていただいていました。そして、海外の情報も⼦供達に伝える
ため⺟として⾊々と集めておりまして、そこで知ったのは EU 諸外国でのトップニュースは毎⽇【気候危機】についてだと
⾔うことです。⼀昨年の夏からスウェーデンのグレたトゥーンベリさんが始めたストライキはスウェーデンだけでなくドイツや
EU の⼦供達を中⼼に毎週⾦曜⽇、執り⾏われています。⼦供たちがそれを⾏えるのも、情報としてきちんと【気候危
機】が⼈為的なもの。私達の選択で⾊々と変えられることがたくさんあること。何故使い捨てプラスチックがいけないの
か。そして国⼟の規模で⾒たら⼩さい⽇本がプラスチックゴミの排出量が世界⼀という事実。ゴミ処理場の多さも
1200 もあり、2 位のアメリカの 300 の 4 倍近くあります。そして発電の⽅法も化⽯燃料頼り。世界的にやめていく⽅
法である化⽯燃料の発電所をこれからも増やそうとしていて、名指しで建設中⽌を国連から求められていること。ドイツ
やポルトガル、ノルウェー、コスタリカ、アイスランド、パラグアイも 100%再⽣可能エネルギーを達成または切替ておりま
す。⽇本にもそうした再⽣可能エネルギーで発電をしている会社、また⼩さな会社でそういった発電機を開発していると
ころなどたくさんあるはずです。どうかそういう企業をとりあげ国⺠の意識を変えてください。海のプラスチックごみ問題。森
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林⽕災の問題など取り上げてほしいことはたくさんあります。これからの地球に関わることなのに。今の⼦供たちが⼤⼈に
なってからなんて、もう、すぐそこまで来ている未来のことなのに‥と思います。スポンサーによる利権問題が無い分、きち
んと正しい情報を。政府や企業の顔⾊ばかりを伺わず世界から⾒ても、NHK はきちんと報道していたとアピールするた
めにも こうした番組また、ニュースでも⽇本のことだけじゃなくて地球規模のニュースを報道してください。これは NHK さ
んにしか出きません。よろしくお願いいたします。 

個⼈ １、安全と安⼼を⽀える について  「命と暮らしを守るために」地球温暖化、気候変動について広く深く取り上げて下
さい。この２〜３年が地球環境を守るためのターニングポイントと⾔われています。私は⾝近に２年前の倉敷市真備
町の豪⾬災害を経験し、その後も繰り返される全国各地の豪⾬災害に⼼を痛めています。⾟く苦しい思いをする⼈を
もうこれ以上⾒たくありません。⼿遅れにならないうちに、現在の気候変動がどれほどひっ迫した状況であるかを、どうか
NHK さんが率先して取り上げて下さい。命と暮らしを守る為に避けては通れない何よりも⼤切なテーマだと思います。 
２、新時代へのチャレンジ について  ⾒ごたえのある、正確で内容のある⼤型のシリーズ番組に、是⾮気候変動を
重点的に取り上げて下さい。⾃然、動植物、地球環境などの分野での NHK さんの素晴らしい番組作成の経験と培
われてきた技術と地球を愛する熱意をもって、今何とかしないと更なる温暖化による環境破壊と更なる災害を避けて
は通れない事を、是⾮多くの⼈の⼼に届けて下さい︕ ４、社会への貢献 「地域発の情報発信の割合を⼤幅に増や
すこと」に⼤いに期待しています︕その中で、特に福島の原発事故処理の問題点と現状、福島の⼈たちの苦しみが決
して終わっていないことを、何度でも取り上げて下さい。福島を取り残さないで下さい︕   NHK らしく、社会貢献への
取り組みを惜しまず、地球環境と命と暮らしを守る内容をあまねく伝えて下さい︕これからも NHK さんに期待していま
す︕︕頑張って下さい︕ 

個⼈ 東京都に住む 32 歳。⼦持ちの主婦です。 コロナになり家にいる時間が多くなり、気候変動について知り、何かできる
ことはないか考え、まず発信することだと思い連絡致しました。 少しでも国⺠の声が届いてほしい。そう思っております。  
ここ近年⽔害による被害が多発していることは前々から感じておりました。 ですが私は、「わざわざ⽔害がありそうな場
所に住まなければいいのに。」そう思っていました。 でも、⽔害⾃体こんな頻繁にあることではなかったし、⽔害は年々
被害が酷くなっています。気候がおかしくなってきたということです。なので、住む場所を変えたら解決する話ではなく、問
題は気候を改善していかないといけないことに気がつきました。被害のあった地域のみならず、今後⽇本全体に、地球
全体に悪影響を及ぼす可能性が⼤いにあることも認識いたしました。 ⽣まれ育った場所を離れるのはやはり⼤変悲し
いことだと今なら思います。  ⼈間が⽣きていく上で CO2 を出しすぎていること。森林伐採し⼈間が⾃然を壊しているこ
と。⽊を植えてくださっている⽅々もいますが、⼈間同⼠のおいかけっこだなと思います。  地球ありきで我々⼈間も⽣き
ていられることを今⼀度知る必要があると思います。我々が⽣物の頂点であるのであれば、考え⾏動し地球を良くして
いくのも我々⼈間の責任だと思います。 ⽇本は先進国ですが、平和なおかげもあるからか、⼈種差別、災害、何かあ
っても知らんぷり。私たちには関係ない。そんなことが多いような気がします。もちろん私もその⼀⼈でした。 ですが、私に
は⼦供がいます。 ⼦供が将来死ぬまで、もちろんもしかしたら⼦供が⼦供を産むかもしれない。そんな時に地球の気
候のせいで産むことを諦める、もしくは⾃分の命が脅かされるような、そんな地球にはなってほしくないです。 「温暖化が
進みました。もう改善できません。」というところまでいってからでは取り返しがつかないですし、今からどうすべきなのか、少
しでも多くの国⺠がまず知ること。それが⼤事なのではないかなと思います。  もう⼀つ。 昔から当たり前にお⾁も⾷べて
きましたし⽜乳も飲んで育ちました。 ただ、海外の農場の動画を観ると⽜乳や⽜⾁、豚⾁もこんなに量産しなくてもの
いのではないか。と思えるような酷い動画ばかりでした。 ⽜は⼈⼯的に妊娠させられ、毎年出産させられ、すぐに⺟⼦
が引き離され、搾乳された⽜乳は⾃分の⼦供へではなく⼈間への売り物として奪われているんです。 ⼈間が⽣きていく
上で、こんなにも量産する必要があるのか。 ⾁を全く⾷べるな︕とか、⽜乳を⽣産するな︕とは⾔いません。その辺りは
本当に⼈間の都合ですが経済に関わる。180 度変えることができないのはわかっています。 ただ、畜産業がたくさんの
CO2 を出しているというデータも拝⾒しました。  気候変動には、まずなにからしたらいいのか私もまだ分からないのです
が、まずどうして気候変動が起きているのか、このまま何もせずに進むと地球がどうなるのか。 そのようなリアルな情報をテ
レビで⾒て、興味を持つ⼈が増えたらいいなと思います。 それでも温暖化を加速させるようなことをし続ける⼈、加速を
⽌めようとする⼈、必ず両者いると思います。 ただ、今の状態に対して無知なのが 1 番怖いです。  ⼈間の欲、経済
だけにとらわれず、とにかく地球を良くしていきたい。 もう⼗分発展させてきたので、ここら辺でバランスを取れないもの
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か。 今ある物に感謝していきたい。 そういう思いです。  もしここまで読んでいただけたのであれば、とても嬉しいです。 
ありがとうございます。 

個⼈ ⻑野県松本市在住の 25 歳⼥性です。いつも報道をありがとうございます。 気候変動についての報道を求めます。 
⼆酸化炭素の排出が原因とされる気候変動は、その対策が待ったなしの状態であるものの⽇本の報道機関はそれへ
の⾔及が少ないのに違和感を感じています。猛暑・⽔害・森林⽕災と⽬に⾒えて影響が出ており対策が求められてい
ますが、そもそもの原因である気候変動について触れないのは本当に信頼できる報道機関とは思えません…。 どうか
今後、気候変動についての報道の機会を増やし、重要なことに国⺠の意識が向くよう、より本質的な報道をしてくださ
い。お願いします。 

個⼈ 群⾺県に住んでいる●●と申します。  私は今の地球が⼤好きです。⾃然豊かで美しい地球を、⼦供の世代まで残
したいと思ってます。  今のままだと、地球は壊れます。 メディアの皆様が正しい情報を国⺠に伝えてくださることを期待
しています。  今こそメディアの⼒が必要です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキー
フレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊
れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいと
ころですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問
題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況
にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライ
ン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法
で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ このような要望をここに書いてよいか迷いましたが︔ 「NHK の TV チャネルとして、⼦供から⼤⼈を対象とした多様性
のある第⼆外国語（英語）専⽤チャネルの創設」の要望です. ⽬的は、国⺠のグローバル化に向けたコミュニケーショ
ツールの醸成と育成です. この提案の基は、１０年ほど前にコペンハーゲン⼤学に⾏った時、ある先⽣に質問しました. 
「どうして皆さんは数か国語を話されるようにななったのですか︖ と.  先⽣の答えは︓⼩さい頃、TV のスイッチをいれ
ると外国語が流れてきて数か国語を選択でき、⾃然に⽿に⼊ってきた.」とのことです. ⽇本の地理的な位置を、痛感
させられた⼀瞬でした. 
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個⼈ 地球温暖化や気候変動といった、気候についての報道を積極的に⾏ってほしいです。近年異常気象や甚⼤な災害
が頻繁に起こるようになり、⾃分の⾝にも危険を感じることが増えました。このような状況の背景には⼆酸化炭素の排
出、ゴミ問題等が挙げられると思うのですが、それらを⾃分の事として問題視している⼈はまだまだ少ないように思いま
す。 異常気象についてもニュースでは「数百年に⼀度の⼤規模災害」とのように⾔われますが、毎年のように起こってい
るのでもう違和感しか感じません。そして、地球温暖化や気候変動についての番組や報道は、知る限りでは NHK で
も地デジより BS の⽅で放送されている印象を受けます。BS を契約している⼈ではないと⾒られず残念に思います。 
安定した地球環境があってこそ、⼈は活動したり⽣活したりすることができます。そのためには⼆酸化炭素の削減、ゴミ
の削減、エネルギーの無駄遣いをしないといった個⼈の⼀⾊が必要だと思います。そのためにも、公共放送の社会的責
任は重いと思います。公共放送は影響⼒が⼤きいです。環境を守るための啓発をするだけでも意識する⼈が少しでも
増える可能性があります。特に⾼齢の⽅々はそうではないのかと思います。 公共放送である NHK が危機的な状況に
なっている地球温暖化や気候変動を取り上げないのはおかしいです。とても違和感を不快感を感じています。ここまで
気候がおかしくなっているのです。呑気に構えることなく、積極的に報道してほしいです。 ぜひとも今後の経営計画に
「地球温暖化、気候変動についての報道や番組制作を積極的に⾏っていく」を加えてください。何卒よろしくお願い致
します。 障害、性、不妊治療、遺伝⼦組み換え等といった⺠放では積極的に取り扱わないテーマを、積極的にひとつ
の番組として取り扱う NHK を素晴らしいと思うこともあります。今後の NHK に期待しております。 

個⼈ 〜三年経営計画への意⾒〜          「気候危機について」    貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点
から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 
先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的
に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書に
おいては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 私は、東京
都町⽥市に住むいち主婦です。植物や動物が好きで、⽇々のお天気や季節の変化を植物の世話やワンちゃんのお
散歩などから感じ取っています。そして、3 ⼈の⼦どもの⺟です。末の娘は 12 歳です。 いま私たちの暮らしている地球
各地の現状を知れば知るほど、この⼦が 30 歳 40 歳の時には⼀体どうなっているのか…希望を持ちたくても難しく時
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には絶望的な気持ちになります。⽔のこと⾷糧のこと住む所のこと、差別なく⽣きること…そしてこの⼦を含めた地球の
⼦どもたちの存亡…。まず⼈間たちの前に動植物の⼤いなる危機があり、⼈類と地球の仲間たちが弱い順から悲劇が
畳み込むように襲い始めています。 環境活動家の●●●●●●さんは、講演会の度に必ず⾔います。「今まだ⽇本
の皆さんが知らないという事が希望です」「知ったらすごいです」「⼀気に変わります」と。 どうかどうか…全ての年齢層が
知れるようご尽⼒下さい。毎⽇のお天気ニュースのように、所々に現状や変化、世界での事⽇本での事動植物の事を
気候危機として︕そして必ず⼀⼈⼀⼈が出来ることを細かく繰り返し伝えて下さい︕貴社の作品は素晴らしいものが
沢⼭あります。これからも楽しみにしています︕ 何卒宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 以前は『公共放送 NHK』を絶⼤に信頼し、誤った報道は無く、公平中⽴な報道がされていると疑う余地もなく観させ
てもらっていました。 最近の⾹港の問題から、中国(中国共産党)にも興味を持ち、国際情勢(⽶中問題中⼼に)も
⾃分なりに勉強していくなかで、残念ながら NHK は偏向報道、意識印象操作報道をしている事がよく分かって来まし
た。 最近では半ば強制的に徴収されている受信料を⽀払っていることが悔しく思うことも有ります。 中国共産党に忖
度しない、⽇本のための正しい報道をしていただくようにお願いしたいです。 NHK 内部にも中国共産党の⼯作員が蔓
延っているとも聞きます。 どうか⽇本国⺠の為の、そして世界の⺠主主義の為に成る報道をしていただける組織と成っ
てくださるように希望、要望いたします。 

個⼈ 構造改⾰について  経費削減に関する項⽬に関し、既存職員の厚遇は維持したままの施策ばかりである。 ・番組委
託費の⾒直し ・外部委託法⼈の⾒直し、訪問要因の削減 ・定年延⻑を前提とした職員採⽤規模の⾒直し  ⼀般
的な企業でも固定費削減で真っ先に実施するのは ・給与⽔準の⾒直し ・早期退職の募集 といったリストラと⾔われ
る施策であるが、全くその⽅向性は⾒られないので残念。  コロナで困っているのは、⼀般国⺠であり、イギリスで実施
されたように、国営放送視聴料は減額されるべきものであると考える。  ⾼市⼤⾂の指⽰にも有るのだが、全く聞く⽿を
持たない態度に憤慨します。  猛省を希望するとともに、①職員の給与⽔準の⼤幅⾒直し ②職員数の⼤幅削減に
是⾮前向きに取組むべき。 

個⼈ まず、５つのキーフレームについて書きます。「１．安全・安⼼を⽀える」にあるように、スマホアプリやネットを通じて、テ
レビがなくても⼤切な情報を伝えられるような施策はとても助かります。継続した対応をお願いします。「２．新世代へ
のチャレンジ」は放送技術とともにコンテンツに関しても『ＮＨＫらしく』と書かれています。戦争企画など新しい試みは、
先⼈がいないだけに批判を受けることもあるでしょうが、批判と真摯に向き合い、必要であれば⽅針を曲げずに完遂し
てください。「３．あまねく伝える」では、視覚や聴覚が不⾃由な⽅へのサポートを挙げていますが、在⽇外国⼈に対す
るひらがなでのわかりやすい情報配信も以前からやっていると思います。こちらも、例えば専⾨⽤語をわかりやすい⽇本
語に置き換え、さらにひらがなにするなど、さらなるサポートをしてもらえると、今後の⽇本社会に役⽴つと思います。
「４．社会への貢献」では、最先端の技術で⽇本の⽂化や伝統を記録することが触れられていますが、古い映像
（ＮＨＫの番組）の修復や発掘にもこれまで以上に⼒を⼊れてもらえたらと思います。番組発掘プロジェクトというプ
ロジェクト名は聞いたことがありますが、実際は少⼈数で専任でもないと聞きます。⽇本だけでなく、世界にも散在して
いるであろう古いビデオテープ、フィルムに保存された番組の収集・アーカイブ化へ、今以上に予算と⼈員を割いてほしい
と思います。また、ＮＨＫの番組やホームページを活⽤して、もっと古い番組の映像を探していることを伝えてください。 
次に保有するメディア（電波と認識しました）について、衛星波は現状の右旋３波から将来的には４Ｋの１波にす
る⽅針とのことですが、左旋８Ｋもあり⽅について検討すると書かれておりますので、場合によっては右旋１波だけとな
る可能性もあり、ＮＨＫの放送における役割を果たせるか⼼配です。慎重な検討をお願いします。 インターネット活
⽤業務について、先ほどの電波の話と関連しますが、電波のチャネル数が減る場合、代わりにあまり⾼解像度や⾼⾳
質を必要としない番組はインターネット上での配信するなど、両⽴を検討いただけるとありがたいです。また、今はＮＨ
Ｋの施設内でのみ視聴可能な番組をインターネット配信にも対応してもらえると、ＮＨＫが保有する豊富な資料の再
活⽤につながると思います。５つのキーフレームの「４．社会への貢献」にも関連します。 最後に、受信料について。
幅広いジャンルの番組制作と放送にとどまらず、放送技術の研究もありますので、個⼈的には現在の値段でも⾼いと
は感じていません。⼀⽅でニュースのような最低限の情報だけ視聴できればよい、という⼈がいることも事実ですので、ス
マホアプリとニュースのみ視聴する世帯、現状と同じサービスを利⽤する世帯、ＮＨＫオンデマンド＋放送ライブラリーの
映像を視聴したい⼈のように、いくつかのレベルに分けた受信料とサービスを⽤意してもよいのではないかと思います。 
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個⼈ ⽬を通していただき、ありがとうございます。東京に住む、23 歳の者です。 以下、友⼈の⽂章が分かりやすかったので、
⾔葉を借りながら、私の主張として、提⽰させていただきます︕  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴
社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 只今オーストラリア在住している 20 代⼥性です。  貴社の 5 つの
キーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ ○ドキュメンタリーからドラマまで、各種番組の制作現場の職員の皆さま、そしてそれを様々な形で⽀えておられる全て
の職場・関連会社の皆さま、多くの良質な番組を送り出し続けていただき、ありがとうございます。「受信料は安い︕」と
思えます。 MDGs の次は SDGs と、社会は良くなっているところもあるのでしょうが、構造的な解決があまり進んでいな
かったり、気候変動問題のように、かつて経験したことがない甚⼤な危機が顕在化してきている分野もあります。⾃分の
周囲の⼈たちを⾒る限り、「市⺠の意思さえ反映されれば、もっと問題解決がスムーズに進むはずのに．．．」と感じ
ることがよくあります。「市⺠の意思を社会の問題解決に反映させる⼿続き＝⺠主主義」にとって⼤前提となる不可⽋
の条件は、「情報の共有」「事実を知る」ことだと⾔われていますが、フェイクニュースや SNS 上の情報氾濫などの状況
下、その重要性は⼀層⼤きくなっていると思われます。 番組の制作や編成において政権その他の政治的圧⼒を排除
できるよう、経営委員の中⽴性確保、選考過程の透明性確保に⼀層注⼒してください。  ○コロナ危機だけでなく
「３０年前からのもう⼀つの危機＝気候危機」に関しても、基礎情報を分かりやすく説明する良質な番組をもっと増
やし、地上波で、⾒やすい時間帯に放送し、深夜の再放送もしてください。 ＢＳでしか放送しなかったＢＳ１スペシ
ャル「気候クライシス」「⼤⽔害」「⼤災害」、『地球が壊れる前に』、などはぜひ、地上波でも放送を。  ○温暖化型激
甚災害が増えていますが、報道では、「避けることができない⾃然災害」として伝えられ、迅速な避難や治⽔設備増強
など受け⾝の防災・減災という視点から取り上げた情報しか発信されていません。 ＮＨＫスペシャルでも、地震や津
波、⽕⼭の噴⽕など、本当の天災と横並びでシリーズ化し、温暖化型災害も避けられないものであるという印象を与
えようとするかのような番組作りや編成がされているように思われます。 温暖化による⾃然災害の激甚化は「⼈災」で
あること、今後の発⽣を減らすことが最も重要な防災対策であること、そのためには温暖化を早く⽌めることが必要であ
ること、等の視点から伝えてください。  ○「エコチャネル」サイトを復活させてください。 環境問題についての情報が集約
されたサイトとして、公共貢献度は⾮常に⾼いサイトだったと思います。サイトの告知が⼗分でなかったために利⽤者少
なかったのかもしれませんが、今は SNS での拡散⼒もありますので、告知に⼒を⼊れれば、⾒る⼈も前より増やせるの
ではないかと思います。未曾有の豪⾬や台⾵強⼤化、アラフォー猛暑などにより、ここ数年で気候変動問題への視聴
者の関⼼は⾶躍的に⾼まっていると思います。  ○気候変動に関する良質な番組の中には、なぜか、NHK オンデマン
ドで公開されていないものがあります。 昔の BS1 スペシャル「世界を襲う異常気象（IPCC５次報告の内容を分かり
やすく解説）」や、最近では「気候クライシス」など。 番組の中では、⽇本の温暖化対策について、「遅れている」という
国際環境 NGO の評価があることを客観的な事実として伝える内容が含まれていました。そういうシーンがある番組が
地上波やオンデマンドで放送されなくなった時期、エコチャネルが突然閉鎖された時期が、経営委員に、政権に近い⼈
が⼊られた時期と重なるように思われます。政治的な圧⼒がかかるようになったり、国の温暖化対策への忖度が働くよ
うになったりしたのではないでしょうか︖政権からの距離を確実に保てるような独⽴性の⾼い経営委員の選出が⼤きな
課題かと思われます。 「温暖化の科学」に関する番組だけでなく、海外での温暖化対策や再⽣可能エネルギー制度
と⽇本との違いなど、「温暖化の政治」についての情報を得られる番組作りにも⼒を⼊れてください。  ○再エネ関連 
… 再エネ関連の国の諸制度が再エネ普及の障害となっていることや、全国各地の市⺠電⼒の取り組み紹介、等  
○ＣＧについて ⾃慢のＣＧ技術を駆使した映像はインパクトがあって良いのですが、科学系の番組では、あまり過剰
な演出になりすぎないように注意してください。 

個⼈ ・気候変動がどれだけ危機的状況にあるか 
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個⼈ 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 報道内容に関して 今気候変動は⼤変⼤きな問題であり、喫緊の課題であることは⼗分承知のことだと思います。し
かひ、NHK さんを始めとする⽇本のメディアではその報道数は少なく、気候変動を危機的状況だと捉えているとは考え
がたいです。今⼀度危機であることを認識し、若者や次の世代の未来がかかっているこの気候危機という課題をしっか
りと報道していただきたいとおもいます︕ 

個⼈ 環境問題について、焦点をあてた討論や、NHK スペシャルなどを増やして欲しいです。環境問題は本当に深刻です。
私たちが、50 年後、100 年後、この世界で⽣きていけるのかどうかもわからないくらい、影響を及ぼしています。私たち
若い世代のためにも、増やしたいただくことをお願いしたいです。政治では、環境問題にそこまで取り組んでいただけない
ように感じます。それは、やはり国⺠に危機意識がないからではないでしょうか。国会議員は国⺠の声の代弁者です。
国⺠が関⼼を持たない限り、国は動いてくれません。先進国である⽇本では、暑くなったらクーラーをつければ涼しくな
る、という環境が整っています。それ故に、あまり危機意識を持てていないのではないでしょうか。地球温暖化によって、
どれだけのものが犠牲になり、戻ってこなくなるのか。私たちの未来のために、環境問題について、深く取り上げていただ
けないでしょうか。私は今⼗代です。まだまだわからないことがたくさんあります。事実をしり、今何をするべきなのか、知ら
なければいけないと思います。しかし、周りの危機意識は本当に低いです。将来が不安で不安で仕⽅ありません。私た
ちの未来をどうか助けてください。 
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個⼈ 兵庫県に住む⼤学⼆年⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満と
する」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオについての意⾒です。私は⼩学⽣の時からおよそ 30 年以上語学講座をラジオで受講してきました。ラジオ本体
とテキストさえあれば誰にでも学びの機会が与えられるラジオという媒体に⾮常に恩恵を受けたと感謝しています。単に
語学を学ぶだけでなく、その国の歴史や⽂化なども学べたのは、NHK の番組制作に対する⾼い志があったからだと考
えています。⽬的に即するならば「不要」と判断されたかもしれない要素です。ラジオ局を２局に集約するという計画を
聞き、そのような⽂化を伝えていく媒体がなくなってしまうかもしれないと危機感を抱きました。2020 年度からはインター
ネットのコンテンツからも語学が消えました。ラジオ放送はラジオのスイッチさえ⼊ればインターネットよりもあまねくすぐに聴
取することができます。どんな年齢・体の状態にあっても操作があまり要りません。インターネットで聞けさえすればいい、
代替できると直結させていただきたくないです。 
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個⼈ 4ｐ⽬② 重点投資について 投資規模 １３０億円程度 「安全・安⼼を⽀える」 5ｐ⽬ その他 受信料につい
て、公平負担 7ｐ⽬ 放送法第７１条の２に係る事項について 国内放送 ↑ 3 点をまとめて。 私はいまワンセグの
せいで受信料を払っています(⾃宅にテレビなし)。  4K ⼤型 TV とワンセグの受信料が同額というのは、⾼級パン 1
⽄と安売りパン 1 切れを同額で売るようなもの。5ｐの受信料公平負担云々の前に、殿様商売すぎる。  これではス
マホ各社もスマホ利⽤者も「ワンセグないほうがお得」と考えます。  4ｐ⽬で「災害時〜情報提供」とあるが、それなら
ワンセグは有効な⼿段です。字幕付き災害放送は、聴覚障碍者に必要です。  でもの理由を考えたら、誰もワンセグ
を平時から準備しません。  私は NHK に  ①商売道徳から、ワンセグを無料化する。少なくとも受信料を 1/10 に下
げるなど、画質に⾒合う値段にする。  ②ワンセグ無料化することで、ラジオにワンセグを付けた災害⽤ラジオ TV、ワン
セグスマホの開発できる、そういう環境を社会に提供する。(ワンセグ無料化したら、⺠間企業だって「ワンセグ機能追
加してみるか」と考えます)  を経営判断するよう求めます。  若者のテレビ離れという話が出ても、 1）ワンセグから満
額受信料とる⇒2）ワンセグ商品が消える⇒3）ちょっと NHK ニュースをワンセグで観ようという環境がなくなる⇒4）
テレビへの⼊り⼝がなくなる という悪循環を NHK ⾃⾝が⽣み出していると、私には思えてならない。 

個⼈ 「ラジオ放送の削減について」 ラジオ第⼆放送の削減に反対します。ラジオ第⼆放送は語学や学問を学ぶ場だけでは
なく、視覚障害者や在⽇外国⼈の情報源として役に⽴っています。その放送を削除することはこれらを分断することで
あり、公共放送としての役⽬が無くなることになります。案ではインターネットの活⽤を視野に⼊れておりますが、インター
ネットの環境のない⼈に不利であり、⻑時間の停電でインターネット接続ができなくなる可能性を考慮した上で継続す
るべきです。 「衛星放送チャンネルの集約について」 こちらも強く反対いたします。理由として、質の良いドキュメンタリー
番組やエンタテインメント番組が削減される恐れがあるからです。 

個⼈ 東京都在住の主婦です。3 歳と 1 歳になる⼦どもがおります。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴
社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
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機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ５つのキーフレーム 「３あまねく伝える」︓新技術への⾔及に終始していますが、いまだに NHK の放送を受信できな
い⼈々や場所があり、その解消が第⼀でなければなりません。国税を使って“みなさまの NHK”と称しているのですか
ら、この社会の⼈びとすべてが等しく受信できる環境・体制を整えるべく努めてください。所によっては住⺠が出資しあっ
て共同アンテナをつけることでやっと受信できているところもあります。総合局のニュース、ことに災害などの緊急の情報を
誰もが受けられるようにしてください。 「４社会への貢献」︓SDGｓに⾔及されていますが、SDGｓの基本は”⼈権”
であって、単なる社会貢献という位置づけでは不⼗分です（だから、経団連も”企業⾏動憲章”を２０１７年に改
定して”⼈権の尊重”を掲げるまでになっています）。NHK の存在とその活動（報道）が、ジェンダー、⾔論の⾃由、
働き⽅、多⽂化共⽣、災害、教育、環境などなどにきちんと応えるものであることを表明すべく、この経営計画の基本
に位置づけたものになるよう、計画を⾒直してください。 

個⼈ ラジオのチャンネル数削減について  反対です  お⾦がないのかと思っていました  ラジオ第⼀を午前中から、以前の番
組から楽しみに聞いていました  どんどんゲストが減らされたり、アナウンサーだけでがんばっていたり。  そんななか、スタッ
フの⽅たちは、少しでも良い番組にしようと努⼒なさっています  今は、インターネットなどで、情報が得られますが、⾃分
から探しにいかないといけません  ラジオなら、とりあえずスイッチを⼊れれば、情報が得られます  第⼆放送では、ステイ
ホームでも、スイッチを⼊れれば、学ぶことができます  貧困ラインの⼦どもが増えている中、少なくとも公共の電波では
学ぶことができます  今社会に出ている⽅で、語学番組にお世話になっていた⽅も多いのではないでしょうか  ⼦どもの
学ぶ機会や、⽣涯学習のチャンスを潰さないでください  災害時にも、ラジオが⾮常持ち出し袋に必要と⾔っていました  
災害時、チャンネルが複数あったほうが良くないですか 

個⼈ こんにちわ。 東京在住の会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。 こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、すでに 1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。  2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷
河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システム
の変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこ
の問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない
状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイド
ライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで
良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関
として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧
⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃
律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“  と定められています。
今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基
本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してく
ださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な
原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。 それこそ本来の報道のあり⽅ではな
いでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤
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多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識すること
で、多くの⼈が動き出すはずです。  知らなかったから出来なかったこと、知らなかったから差別的な事をしてしまうことを
少しでも減らすために、メディアの⼒は強⼤です。良くも悪くも強くて⼤きい。  それを伝えるメディアの社会的責任は計
り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環
境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 滋賀県、2 ⼈の⼦育てをする主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 「技術研究について」ＮＨＫ単独での技術研究ではなく⺠間との共同研究を基本にしてほしい。放送関係の技術は
国家プロジェクトとして進めるべきと思える。これまでＮＨＫの⾃⼰満⾜でほとんど終わってきている。毎⽇便利に使って
いるテレビ番組の予約⽅法は⺠間のメーカーなど皆が協⼒しあって実現したものだと推察します。ＮＨＫ単独の研究
開発はほんとんど無駄になってしまいそう。 「⼈材育成について」⺠間からの⼈材採⽤を継続して推進してほしい。Ｎ
ＨＫに⼊ったら⽣涯楽勝・・の環境を作らいようにしてください。競争ないところに進歩ないでしょう。「その他について」
⺠間に学んでください。とにかく我々視聴者の意⾒を徹底的に聞いて、改善すべきことは改善してほしい。「好き放題、
やりたい放題」が今までのＮＨＫだと思っています。私たち国⺠を守る放送局であってください。 
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個⼈ 経営計画（案）概要に記載された、「新型コロナによる社会・経済状況の激変」に着⽬し、下記について問題を提
起したい。 １．公平公正な報道   貴局のコロナ報道は、公平公正であるとは⾔い難い。   PCR 陽性者を「感
染者」と置き換え、「感染者」なる概念が何故、どのようにしてつくられたのかについて何らの検証も加えないまま、あたか
も「感染者＝患者」であるかのように⼀⽅的な印象操作を⾏い、連⽇報道していることは特に⼤きな問題である。
PCR 検査には⼀定レベルで偽陰性が出現する、検出されたウイルスが必ずしも活性（⽣きている）状態ではないと
いう事実を踏まえず、いたずらに視聴者へ不安と恐怖を植え付けていることは、放送法第 4 条第 1 項第四号に明ら
かに違反した犯罪⾏為である。今回の新型コロナウイルスのような専⾨家間でも⾒解の分かれる事象を扱う場合は、
「できるだけ多くの⾓度から論点を明らかにすること」が特に強く求められる。   その第⼀歩として、貴局のコロナ報道
に関する検証番組を制作していただきたい。番組では、PCR 拡⼤推進派、反対派の各論点から検証することはもち
ろん、他の病気や⽣活に潜む様々なリスク等との客観的な⽐較を⾏い、ただ脅すだけではない「新型コロナウイルスと
は何か」について、公共放送らしい番組を制作するよう期待する。 ２．社会への貢献   ここ数年の受信料収⼊は
7000 億円以上で推移し、売上⾼ベースでは⽇清製粉やユニ・チャーム等と肩を並べる。しかしながら、果たして貴局
はこれらの企業のような、売上に⾒合った社会貢献をしているのだろうか。むしろ社会の⾜を引っ張っているのではない
か。１．で指摘したとおり、⼀連のコロナ報道で視聴者を脅し、経済活動を委縮させた結果、他国に⽐べて死者数が
圧倒的に少ないにもかかわらず、年率換算の GDP の落込みはこれら他国の⽔準にも匹敵している状況である。   
⽇本経済がこれ程疲弊している⼀⽅で、単⾝世帯や外国⼈世帯の増加により、世帯数は増加傾向にあるため、受
信料収⼊は安定している。いわば現在の⽇本においては「儲け過ぎ」なのである。コロナ報道に対する社会的責任を
果たすためには、今後 5 年間は受信料を免除したり、コロナ失業やコロナ倒産をした個⼈や法⼈には⾒舞⾦を出すと
いった社会貢献を積極的に進めていくことが、公共放送としての価値を⾼めるうえで重要ではないだろうか。 

個⼈ 神奈川県の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
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ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 私が興味があるのは気候変動についてです。 きっかけは毎年起こる⾃然災害でした。毎年のように⽇本のどこかで災
害が起き、犠牲になっている⼈がいる。次は⾃分の地域かもしれないし、⾃分の⼤切な⼈かもしれない。そして、実際
に毎年犠牲者が出ています。 もしかしたら、これも地球温暖化が原因なのだろうかと、⾃分なりに調べています。そうす
ると、この問題をより深刻に捉えて発信している⼈がいることを知りました。 本当にこれらの災害は地球温暖化が原因
なのか、もしそうだとしたら今後どうしていけばいいのか、是⾮ NHK の他に追随を許さない取材⼒で取材し、発信して
ほしいと思っています。 毎⽇朝晩とニュースをチェックし、BS の番組なども拝⾒しています。BS や夜の娯楽番組はとて
も⾯⽩いですが、ニュースは少し物⾜りなさを感じます。公正な報道も⼤切ですが、国⺠の不利益になる情報などは、
ぜひ斬り込んで伝えてほしいと思います。 ご参考のほどよろしくお願いします。 

個⼈ NHK3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の
時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 
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個⼈ ラジオ 3 局の統合について  今回のこの提案に関して、⼤変残念に感じています。 どうにか今後も 3 局それぞれの良
さを活かした放送を継続していただきたいです。  私は主に R1 を聴くことが多いのですが、R2 は学ぶ機会を FM は美
しい⾳楽を提供していただいています。 特に R1 はこの夏だけでも様々な良い番組を放送していたと思います。 ⼦ども
科学電話相談、ひきこもりラジオ、戦争の向こう側、ラジオ深夜便、ちきゅうラジオ、書ききれない程です。 コロナで⾃
粛⽣活中の放送は⼤変だったと思いますがラジオ放送で充実していました。 昨⽇は１⽇を通して災害時の備えにつ
いて放送されました。 NHK ラジオの良さは⺠放のワイドショーとは違い、余計な不安を煽らずに受け取る事ができま
す。 楽しく聴きながら、時にじっくり数時間かけて全国のリスナーさん達の考えを聴くことが出来るメディアです。 ラジオス
タッフの⽅々はテレビでは出来ない番組作りをされていると思います。 災害時やいざという時は絶対ラジオです。 必要
な情報と優しさが詰まってます。 財政的な理由がネックであれば⼈気番組の⾳源販売をされてみてはどうですか︖ 主
観的な意⾒でなく理論的なものにしたかったのですが、NHK ラジオが好きでそのようにはなりませんでした。 そのくらい素
晴らしい放送がされています。 どうか、3 局とも継続して災害時にも強く優しい国営放送であってください。 

個⼈ １．はじめに NHK に提⾔したいのは、NHK が所有する⾼品質で且つ膨⼤な、⾔語資源を活⽤した、NHK 受信
者に対する外国語学習⽀援強化です。 コロナ禍による⼀時的な停滞はあるが、グローバル化や労働者受⼊拡⼤政
策により、訪⽇外国⼈、特に、アジア諸国からの労働者が、⽇本国内の広い地域、多くの産業で増加しています。 ⼀
般的には、外国⼈労働者雇⽤時は、⼗分な意思疎通の為の配慮が重要ですが、コミュニケーションに関しては、現状
では、外国⼈の⽇本語能⼒だけに⼀⽅的に依存するだけで、受⼊側の対応が不⼗分に⾒えます。これでは他の先
進国との労働者獲得競争上から⼗分な⼈数も質も確保困難なこと、雇⽤できても雇⽤の安定継続は容易ではな
い。国内受⼊れ先にて、メンターや責任者等は該当外国語での基本的なコミュニケーション能⼒を備える等、労働環
境の多⾔語化を考慮する事が重要です。 外国⼈居住者の急増(中⻑期的には、欧州並みの全⼈⼝⽐ 10％程
度)に備え、官⺠連携し、少なくとも先⾏している欧州先進諸国並みの外国語教育充実の計画的対応が必要と考
えます。本提⾔はその⼀歩です。  ２．外国語学習⽀援 重要な外国語について、いつでもどこでも、各学習者で異
なるニーズや⽬標に対して、ピンポイントで、最適な NHK ⾔語資源や学習環境を⽣涯にわたり提供して頂きたい。つ
まり、NHK 受信者であれば、受信料だけで世界最⾼クラスの外国語学習環境の⽣涯利⽤可能化により、個⼈的な
経済的・⽂化的に、安全・安⼼を⽀える⼟台を提供する。教育格差の是正にも寄与します。 具体的には、個⼈的
なシステム構築と試⾏実験に基づき、下記を要望します。 (1)NHK 所有の全⾔語資源の再構築︓NHK の各種
外国語講座(TV、ラジオ、書籍)で使⽤した⾔語資源(紙、アナログ⾳声、データ)を編集・統合し、NHK 受信者がい
つでもどこからでもアクセス可能な仕組みを作る。過去の情報を再利⽤する理由は講座作成コストの低減と、及び、
過去の講座の使い勝⼿向上による受講者(＝NHK 受信者)の増加を期待できる。つまり、過去に使⽤した教科書
は、着⼿しやすいことと、学習効率も良いため。連絡頂ければ、⼀例として⼩⽣が⽇々活⽤している⾔語資源のディレ
クトリを送付します。 (2)各学習者の単語習熟度管理の仕組み提供︓各学習者の⽬標・⽬的・レベル及び学習者
のニーズや実⼒を⽣涯にわたって容易に把握する仕組みがあれば、各学習者の⽣涯学習の⼤きな動機づけとなろう。
連絡頂ければ、⼀例として、当⽅が 2006 年に構築以来、試⾏しながら改善運⽤している MS-Exel ベースの管理
表の⼀部を添付します。フルバージョンは、英語 20000 語、ドイツ語 5000 語、中国語 2000 語の⽇々の習熟度
を管理可能。 (3)⽣涯学習⽀援システムの構築・運⽤⽀援︓上記（１）と（２）を連携して、NHK 講座を中核
とした、各学習者に最適な学習システム構築の⽀援をする。本来、各学習者にとって、外国語学習の維持には、その
都度の上達の実感等の⼿ごたえが必須である。また、必要な時期に、必要な部分だけを、簡単に、安く、学習できる
ことが重要であり、そのためには学習者個⼈ごとに異なるニーズ、習熟度を把握し、未習熟部分のみをピンポイントで
抽出し、学習する仕組みが必要。  ３．最後に ご参考まで、本提⾔理由として、私の背景を以下に記します。  私
は６６歳男性、元技術者で、地⽅出⾝（宮城県加美郡）の神奈川県在住者です。外国語学習にはほとんど興
味のない私の郷⼟の友⼈たちでも、何とか、外国⼈労働者とうまく共⽣し、地⽅の活性化はできないものかと思案して
います。 私は、1974 年、宮城⾼専(現在の仙台⾼専)電気⼯学科を学びながら、通信教育講座と NHK の各種
英語講座を教科書にし、在学中に英検１級を取得しました。 定年退職までの４５年間、専⾨知識の習得に加
え、海外関係者との効果的な意思疎通のために管理職とは英語で、現場スタッフとはドイツ語や中国語が必要なた
め、習得に多くの時間を費やしました。英語だけでも、最初の 1 級取得に 4000 時間、取得後もレベル維持の為に
年間 1000 時間程度が必要と判明。これでは⽣涯持続困難である為、単語習得や技能習熟度向上の効率化、
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⽣活への外国語埋め込み(習慣化)が重要でした。 現在の課題は、英語以外の外国語(中国語やドイツ語等)の⽇
常⽣活への埋め込みをどう実現するか。最終的には、低コストで海外(疑似)留学の実現です。 例えば、NHK の「み
んなの体操」の副⾳声の多⾔語化は、最初の⼀歩になるかもしれない。 グローバルな競争社会に⽣きていく⼦供や
孫の世代には、マルチリンガル先進国に負けないよう、世界最⾼レベルの外国語学習⽀援環境を構築し、プレゼント
したい。 以上、ご提⾔申し上げます。 

個⼈ 神奈川県在住の⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ １.安⼼と安全を伝えるについて  昨今、中⽶の緊張の⾼まりなど、地政学リスクも⾼まっているので、⽇本の領⼟侵
犯の実態など、⽇本の脅威になることがらも積極的に報道してほしい。  ２.新時代へのチャレンジについて  3D、VR・
AR は利⽤のハードルが⾼く、魅⼒的なコンテンツが⼀⽅的に展開しても利⽤する⼈はそうそういないと思う。まずはイベ
ントで体験してもらう⽅が無難だと思う。せっかく展開しても維持できるような仕組みがないと⻑続きせずもったいなくな
る。  ３.あまねく伝えるについて  様々な特性のある⽅々に確実に伝える取り組みは数ある放送局の中では最⼤限で
きていると感じている。  ⾮常時に何をすればいいかをまとめたものを様々な⾔語で⽤意しておくと⾮常時に役⽴つと思
う。  ４. 社会への貢献について  少⼦化対策に関してはこどもを持つ世帯への⽀援について積極的に伝えたり、こども
を連れた家族への配慮を呼び掛けるなど、少しでも啓発活動をしていけば効果があると思う。少⼦化対策に成功した
海外の例(スウェーデンなど)も⾒せると効果的。  ５.「NHK らしさ」を実現するための⼈事制度改⾰について  ⼀⼈に
あれこれ仕事をやらせると気が散って⽣産性が下がってしまうので、ゼネラリストのようなことは避けて、適材適所を考慮
に⼊れた⽅がよい。 
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個⼈ ◆保有するメディアの在り⽅について ◎衛星波の整理・削減を段階的に実施し、将来的には右旋の１波化に向けて
検討を進めます。について  本項⽬の事業計画は、⾼所得世帯には優しく、⼀般世帯には厳しい施策に⾒えます。 
NHK 視線では、事業費削減になるとのことですが、視聴者視線から⾒ると多くのデメリットを強いられることにはなりま
せんか︖  《新４Ｋ８Ｋ視聴可能機器の普及率と普及加速に向けての施策とは︖》 ・新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴
可能機器台数は、5，167 千台（普及率ベースで５％程度）（2020 年 7 ⽉末時点）との公表値が有ります
が、2023 年度末の普及台数をどの程度になると推定して、今回の事業計画を⽴案されていますか︖ 現状の普及
ペースだと、2023 年度末で 15%に留まるのではないかと試算されます。 ・新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴可能機器の
普及加速に向けてどのような施策を検討されていますか︖  《視聴に必要な機器の環境は》 現在発売されている新
４Ｋ８Ｋ衛星放送を視聴するには、消費電⼒の⼤きい４０インチ以上の新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴対応の⼤型
テレビに買い換える必要が有ると認識しています。  《現状の多くの世帯での設置環境は︖》 しかしながら、経済的な
事情や住まいの住宅事情により、新４Ｋ８Ｋ衛星放送対応テレビを購⼊、⼜は、設置できない世帯が多く有るのが
実態かと思います。  《視聴できない家庭でのデメリットは︖》 このことは、３２インチ以下の⼩型テレビで視聴している
世帯では、２Ｋ衛星放送の BS1/BSP 統合による３波⇒２波への再編・削減が⾏われることにより、視聴可能な
番組数が制限され、NHK が⽬指す受信料収⼊の最⼤化や、全国あまねく伝えるの趣旨に反する事が計画されてい
るように⾒え、デメリットを受ける世帯が増えるのでは無いかと危惧します。  《２Ｋ衛星放送で継続すべき番組は》 
AM ラジオの全国⼦供科学相談を聞いていると、衛星放送のコスミックフロントやワールドライフ等での天⽂宇宙・⾃然
科学・⽣物関連の番組から得た知識から更に疑問を持ったと思われる電話相談も放送されている様なので、2003
年度末以降も２Ｋ衛星放送でも引き続き放映されることを期待しています。  《１波への再編・削減が⾏われると》 
また、将来的には１波への再編・削減となると、衛星契約をしていても、新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴対応の⼤型テレ
ビを設置できない世帯では衛星放送を⾒ることが出来なくなります。 ⽇本の将来を担う⼀般世帯の⼦供たちの夢を
育くむ機会は残せませんか。  《⼩型テレビでも新４Ｋ８Ｋ衛星放送の番組を視聴したい場合は、どうすれば良い
の︖》 また、新４Ｋ８Ｋ衛星放送対応テレビを購⼊されている世帯でも家族全員で視聴するリビングルームに設置
するに留まり、台所でのながら視聴や個⼈部屋などにでは⼩型テレビを利⽤されているケースが多いのでは無いかと思
います。 世帯中のテレビを消費電⼒の⼤きい新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴可能機器に買い替える事は現実的では在
りません。  《普及率算出に当たって使⽤した機器台数の引⽤先》 ⼀般社団法⼈ 放送サービス⾼度化推進協会
（A-PAB） ⼀般社団法⼈ 電⼦情報技術産業協会(JEITA) 

個⼈ 神奈川県の会社員です。コロナ禍、⾮常事態宣⾔の最中、第⼀⼦を出産いたしました。コロナもある種⼈類の招いた
環境汚染の結果という専⾨家もいらっしゃるなか、⼦どもの将来に繋がる喫緊の課題である気候変動、環境問題につ
いて、政府への忖度や偏った報道ではない誠実な報道を強く希望いたします。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 今年も超⼤型台⾵が来ています。今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、この
ような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち
⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意された
パリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
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されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 先⽇貴社で放送された「コロナ危機 未来への選択」にて、ジャレド・
ダイアモンド⽒は、「コロナでは⼈類滅亡はないが、気候変動に早急に対処しないと⼈類は滅亡へと向かう」旨の警鐘
を鳴らしておりました。そのような報道を⾃社でしていらっしゃるのであれば、影響⼒を強く持たれ、取材⼒も確かな貴社
のさらなる報道を期待するばかりです。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変
動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を
問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候
変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ NHK には残っていない映像を集める発掘プロジェクトがありますが、その担当のグループに割り当てられる予算が少な
く、対応が良くないことを⽿にしました。そのため、発掘プロジェクトや、NHK が所蔵している映像の公開などに関わるこ
とに関する予算増をお願いしたいと思います。 NHK の⼀部の⼈だけではなく、多くの⽅が NHK が過去に放送した数
多くの番組を⾒られるようにすることはとても⼤切であり、公共放送の使命であると思います。 

個⼈ ⼭形県で教員をしている者です。 気候変動についてメディアが充分に報道しない点について意⾒させてください。  3
年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有される
とともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの
問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わら
ず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、
スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲
法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主
義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の
⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。
NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線で
あるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関
に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そ
んな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たち
は⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
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げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 近年、⽇本は様々な災害に合いました。台⾵、⽔害、⾼い気温など原因は地球温暖化にあります。しかし、⽇本では
災害を単なる「天気」として報道し、危険性や避難を呼びかける報道のみで、どうしてこの様な災害が発⽣するのかと
いう「原因」について触れている番組を拝⾒したことがありません。  災害の際にはいつも迅速に正確な情報を報道して
くださり、とても感謝しております。しかし、今後は更なる災害が予測されており、今⼈々が⾏動をしないと⼿遅れになり
ます。NHK の経営⽅針に「安全・安⼼を⽀える」とありますが、災害情報を報道するだけでなく、今後更なる災害を少
しでも減らせる様「気候変動」について触れた報道をすることが、私たち国⺠の環境に対する意識を変えることができ、
本当の意味で国⺠の「安全・安⼼を⽀える」ことに繋がると思っております。  どうか経営⽅針の中に「気候変動に関す
る報道」を追加してくださいます様、よろしくお願いいたします。 

個⼈ 保有するメディアの在り⽅について ◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。  2
波への削減は、安全・安⼼を⽀える、あまねく伝える、社会への貢献と相反することではないかと考えます。 2 波への
削減ではなく、3 波をどう活⽤していくかをお考えいただけないでしょうか。どうか再考願います。 

個⼈ 気候変動について。 畜産が地球に与える影響や環境問題、ヴィーガン等について放送して頂きたいです。 ⼈々が変
わらないと地球は終わる、今なら間に合うのだから、間に合うときに⾏動を起こせるよう、必要な知識を必要なときに発
信して頂きたいです。 宜しくお願い致します。 

個⼈ R1 と R2 の統合に反対します。 それぞれの聴取者は必要があって⽇々聴取しております。 私事ですが、このコロナ禍
のストレスやら酷暑やら⾼齢両親のケアのための疲れからか、抱えている難病が今夏、再燃しました。 時間の許す限り
ラジオ(R1，FM)を聴き、Twitter でリスナーさん達と繋がることで⼤いに気分転換を図り、それによって病気を苦にす
ることなくいられるように思えます。 午前と午後のバラエティ番組は⼼のオアシスです。 ぜひとも減らさないでいただきたい
です。  【追記】 現在、帯広エリアだけで放送されている『⼗勝の話題と⾳楽』を、せめて、らじるらじる札幌でリアルタイ
ムで聴けるようにしていただけると、とても嬉しいです。 ご検討いただければ幸いです。 

個⼈ 環境問題について ヨーロッパやアメリカの流れを⾒ていると、環境バランスを考えた選択を重ねていくことは当然であり不
可避の流れで、⽇本のテレビでやってもやらなくてもどんどん進んでいくと思います。これからも地球で暮らすつもりでやっ
てきている⼦どもたちもたくさんいます。いつも素晴らしいコンテンツを発信してくださっている NHK さまには、これから更に
環境についてみんなが考えられるような情報発信を先導して⾏ってくださることを期待しております。 

個⼈ こんにちは、毎⽇ラジオを拝聴して過ごしています。今回のラジオ放送の統合・削減に反対します。 各放送番組を楽
しんで過ごしている⾼齢者や、不安な⽅たちに寄り添う番組を待っているリスナーがいることをわかって頂きたいと思いま
す。 これからも AM ・ FM の継続を望んでいます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 5 つのキーフレームのうち、4.社会への貢献の中でも SDGs につい
て触れられていますが、これからの時代に強く影響を及ぼす気候変動問題についての情報発信を強く求めます。 近年
の猛暑や豪⾬などの異常気象は、⼆酸化炭素等の温室効果ガスによるものであることは世界的にも認められているに
も関わらず、⽇本では未だにその事が⼗分に知られていません。また、⽇本のメディアは異常気象⾃体については報じ
るものの、その背景となっている気候変動についてはほとんど報じていません。これでは、海外と⽐べて⽇本が環境後進
国と⾔われても仕⽅ない状況です。 2015 年のパリ協定において、「平均気温の上昇幅を 2℃未満とする」⽬標が
国際的に共有されています。さらに、昨年の IPCC の 1.5℃特別報告書においては、よりリスクの低い 1.5℃未満に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに実質排出量をゼ
ロにする必要があるとされています。しかし、現状では 1.39℃まで上昇しているとの試算もあります。私たちに残された
時間はわずかです。このままでは、更なる⽔害、猛暑、⽣物多様性の崩壊、⾷料危機など、様々な災害に襲われて
しまいます。     世界は今持続可能な社会の構築に向け動いますが、その⼀環として気候変動に関する情報はなくて
はならないものです。まだまだ認知度の低い問題ではありますが、これは今⽣きているすべての⼈に関わる⼤変⼤きな
問題です。利害関係に左右されない公共放送だからこそ、この問題を喫⽔の課題としてとらえ、情報発信をしていただ
きたくお願い致します。 
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個⼈ ⽴派な経営計画以前の常識から、始めて⾒ませんか︖ ・スクランプル化の実現 総務省に⾃ら進⾔しよう。 ・強引な
受信料の取り⽴てをやめる。 ・関連会社の廃⽌。 ・アナウンサーとキャスターの⾝分差別の廃⽌。 ・バラエティーやドラ
マの廃⽌。 ・●●からの離脱。 ・CCTV の排除 ・肩書優遇主義の撤廃。 ・御⽤学者や左側の憲法・歴史学者・そ
の他の無意味な学者の重⽤をやめる。 ・NHK 解説委員の質の向上。 

個⼈ 岐⾩県出⾝で、カナダの⼤学院で環境社会学を勉強している学⽣です。今回、貴社が募集していた 3 年経営計画
の意⾒を送らしていただきます。  現在新型コロナウイルスの影響により、公衆衛⽣や健康への「危機」に直⾯おり、政
府も国⺠もそれなりの対応や⾏動の変化をしています。しかしこのパンデミックの「危機」の他に私たちが直⾯している問
題があります。それが「気候危機」です。「気候危機」とは気候変動による現象（⽔害、台⾵、⼲ばつ、など）の頻発
化と激甚化、そしてそれにより私たちの社会や経済への被害が及んでいる状況のことを指します。近年⽇本各地に⽖
痕を残した⼤型台⾵や⼤豪⾬、35 度以上の観測⽇の増加など、⽇本に住む私たちも気候変動という現象の打撃
を少しづつ感じ始めています。しかし、私たちはこの状況を「危機」として扱っておらず、政府も国⺠もそれに相応の⾏動
の変化をしていないのが現状です。  ⽇本ではこの状況を「危機」として扱わず、なぜ気候変動が起こっているのか根本
的な問題や、その解決策を報道しているメディアは皆無と⾔っても良い状況にあります。防災についてよく報道された
り、特集を組まれていますが、これは先進国に住む私たちの特権でもあります。資⾦があり、災害を予測することもで
き、それに対応するための準備ができます。しかし、世界中ではすでに気候変動による⼲ばつや洪⽔などで「気候難
⺠」と呼ばれる⼈や、気候変動によって⽣活や経済活動そのもの（特に農業）に影響が及んでいる⼈が存在してい
ます。彼らは⽐較的に貧しい国や地域に住んでいるため、災害対策が充分にできなかったりする為に⽣活そのものを奪
われてしまうこともあります。気候変動の⼈為的な⼀因は温室効果ガスの排出で、それはほとんど先進国に責任があり
ます。それなのにも関わらず、気候変動によって最も打撃を受けやすいのは貧しい国や地域に住む⼈々なのです。私
は、そんなに不公平なことはないと思います。  さらに今回の新型コロナウイルスの様な動物から⼈へ映る感染症は、私
たちの⾃然環境との関わり⽅とも深く関係があります。動物由来感染症が広がる主な理由として森林破壊や⼯場畜
産が挙げられます。森林が減ることによって⼈間と野⽣動物との接触が増えたり、⼈間が⾷べる家畜動物と野⽣動物
との接触が増える為に感染リスクが⾼まります。さらに、⼯場畜産では利益を最⼤限にする為に⼤量の動物が狭い、
劣悪なスペースでし育されている為、感染病が発展し、はやいスピードで同じスペースで過ごしている動物たちに感染し
ていきます。スペインかぜや⿃インフルなども⼯場畜産と深く関わっています。さらに地球温暖化で蚊などの媒介⽣物が
増えることによって感染が拡⼤するとも⾔われています。  私たちは今、「どの様なポストコロナにしたいか」や「どの様に災
害に備えるか」を考えていると思いますが、コロナが収束したとしても、⼀つの災害を乗り切ることができても、現在の産
業・経済活動が変わらなければ同じ様なパンデミックや⾃然災害はまた次々に発⽣していくと思います。国⺠に「安全・
安⼼」で「正確で良質」なコンテンツを届ける為に、この様な問題の根本的な要因と、それに対する解決策を発信して
欲しいと思います。  私が求めるコンテンツは、 ①気候変動・危機とは何か、どうして起こるのか、 ②私たちの消費・⽣
産活動とどの様に関わっているか、 ③畜産と気候変動、感染症の拡⼤はどの様に関わっているのか（畜産は地球上
の温室効果ガス排出量の半分以上を占めているし、森林破壊や⽔質汚染などの問題も作り出している）、 ④グリー
ンリカバリーとは何か、なぜ重要なのか（いわゆる「グリーンジョブ」の雇⽤数を増加できるという可能性）  です。この様
な情報を通して根本的な問題に⽬を向け、危機感を持ち、それと同時に、未来に希望を持って欲しい、というのが私
の願いです。私たちは解決策を持っていますし、⽇本国内で団結すれば、地球を守れる可能性はあります。  気候危
機や私たちの経済活動がもたらす影響は全ての⼈の安全と未来について関わることで、それらについて報道すること
は、公的資⾦で運営しているメディアとして国⺠の為にできる最低限にできることだと思います。もし気候変動が進んで
地球が住めなくなってしまえば、何も意味がなくなります。  どうぞよろしくお願いします。 
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個⼈ 群⾺県在住の⾼校⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ ･BS について 2K と 4K の 2 波へ整理するとのことだが、2K に関して従来通り BS1，BSP を残してほしい。4K は
徐々に普及してはいるが、BS 視聴の⼤半は 2K であると思う。また、BS1，BSP はチャンネルの分担で差別化がな
されており、4K は総合や BSP の番組やエンターテイメントを 4K 素材で放送されている傾向にあると思う。せっかく差
別化できていたのに統合してしまうことによって、優位性が失われると考える。  ･ラジオについて AM と FM の 2 波に整
理するとしているが、AM を⺠法ラジオでも導⼊されているワイド FM にも対応してほしい。radiko にも対応しているラ
ジオであるが、データ通信を必要としない地上波ラジオは災害が起きた際にも強みがある。中でもワイド FM は災害対
策として⺠法でも対応されてきているため、AM をワイド FM 化することが重要であると思う。  ･NHK プラスについて 現
在提供チャンネルは総合と E テレの 2ch であるが、衛星契約をしている⼈は衛星チャンネルも視聴できるような環境
を整えてほしい。また、画質も SD 相当まで対応であるが、HD にも対応してほしい。ネット発のコンテンツが主流になり
つつある現在においても、NHK のコンテンツは素晴らしいもので、これを放送のみに限定してしまうのはもったいないと感
じている。放送後に注⽬を浴び⾒たいと思っても⾒れない状況は⺠法でも徐々に改善されつつあるため、NHK プラス
の機能充実を望んでいる。 

個⼈ 東京都の中学⽣です 環境問題も特集希望です 
個⼈ 中国のプロパガンダを放送しないで下さい。 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にして下さい。 極左の活動家を

やっているプロデューサーやディレクターは起⽤しない。 海外のニュース報道は両論併記。 
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個⼈ 気候変動についての情報発信を計画に⼊れていただきたいです。 ここ数年、そして最近も台⾵や集中豪⾬による被
害が深刻です。そして連⽇続く猛暑による熱中症で倒れる⼈や死者も出ています。 これらの出来事は異なるようで原
因は同じであると考えます、温室効果ガスによる温暖化によるものです。 私たちは今とても便利な暮らしを送っていま
すがその便利な暮らしと引き換えに⼤きな代償を背負ってしまっているのです。 これは私たちの責任であり、私たちが今
後この地球で暮らしていくうえでもっと真剣に考え取り組まなければいけない問題であると考えます。 そのためには⽇本
で⼤きな影響を持っているメディアの⼒が重要であると考え、その中でも国⺠から信頼の⾼い貴社だからこそこの危機を
知らない⼈に訴えかけることができる⼤きな影響⼒があると考えます。 私たちの未来のためにもぜひ気候変動を⽇本が
取り組むべき⼤きな問題として取り上げていただきたいです。 よろしくお願い致します。 

個⼈ 中国のプロパガンダを放送しないで下さい 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にしてください 極左の活動家をやっ
ているプロデューサーやディレクターは起⽤しないで下さい 海外のニュース報道は両論併記 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」 ⾳声波を２波に整理・削減する計画には反対です。 ここ 1 年ほど、とりわけ今
年の 4 ⽉以降は良い番組が減り R1・R2 がつまらなくなりました。R1 は若者向けと思われる番組や番組内でスマホ
所有を前提とした内容、進⾏が増えており、聴いている際「蚊帳の外」の感を強くしています。聴いているのはほぼ
NHK だけにストレスが溜まってしまっています。 いっそ、旧来の良さ（私にとって正に NHK らしさ）を残した R3 が欲し
いな、とすら考えていました。 今回の 3 か年計画に触れ、増波は叶わぬ期待であることを認識させられました。残念で
す。 

個⼈ 神奈川に住む⼤学⽣です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える、気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスによって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“  と定められています。今、私たちが直⾯する難題
を、多くの⽅に認知してもらうことが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
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/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 中国のプロパガンダを放送しないで下さい 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にしてください 極左の活動家をやっ
ているプロデューサーやディレクターは起⽤しないで下さい 海外のニュース報道は両論併記 

個⼈ AM ラジオの⼀本化についての意⾒です。私はこれに反対します。ラジオ第⼀と第⼆を⼀本化した場合、どの番組が
存続し、どれがなくなるのでしょうか。これが明確のされない段階では、⼀本化には賛成できません。そもそも現在の体
制で、NHK の AM 放送は必要⼗分だと考えられます。「あまねく伝える」という⽬標を達成するにあたって、今の体制
がとてもよく出来上がっているためです。  ラジオ第⼀では現在、定時ニュース、平⽇朝・⼣・晩の報道番組、多様な企
画を⾏う平⽇⽇中のバラエティ番組、地域密着型の情報(産業・歴史・防災など)を伝えるローカル番組、そしてラジオ
深夜便など、硬軟織り交ぜた様々なコンテンツがバランス良く提供されています。また時には国会中継を⾏い、政治情
勢を肌で感じ考えることもできます。戦争/ひきこもり/若者の⾃殺など、国⺠が真剣に向き合うべき問題についての⽰
唆を与えてくれる番組も、度々提供されています。特に今年度始まった「みんなでひきこもりラジオ」は、全国のひきこも
り状態にあるリスナーが互いに情報共有・意⾒交換を⾏い、ひきこもり経験者からのアドバイスも共有するというコンセプ
トを掲げ、夏に放送された第⼆回放送でそれを既に達成しつつあります。他にも⼀本化でなくなってしまっては惜しい数
多の番組が、現在の第⼀放送にはあります。だからといって第⼆放送をそのまま無くせばそれでいい、というわけではあり
ません。  ラジオ第⼆では、充実した学習コンテンツが提供されています。不登校問題の解決策として多様な学びが叫
ばれる中、⾃宅で質の良い学びを得られる語学番組や⾼校講座は、問題解決に⼤きく寄与するものではないでしょう
か。また、私は外国語ニュースの重要性を訴えたいです。外国⼈労働⼒を国が積極的に受け⼊れようとしている中で、
彼らに必要な情報を如何に届けるか、これは重要な問題です。⽇本語や英語が堪能でない労働者を受け⼊れること
もあるでしょう、そんな時彼らはどこから情報を得られるのでしょうか。この外国語ニュースは、彼らに今の⽇本社会につい
て知識を提供するだけでなく、⺟国語を聴くことで安⼼感をも与えているかもしれません。これをなくしてしまっては、彼ら
は異国で孤⽴しかねません、情報も得られません。私は「あまねく伝える」という観点からも、この外国語ニュースは無く
してはならない、そのために第⼆放送は今の形で存続させるべきではないかと存じます。  私は、ラジオ第⼀には多様な
コンテンツ、第⼆には学習/外国語ニュース、という役割がある今の体制で、必要⼗分ではないかと考えます。また第⼀
放送は、災害時の情報発信という、今後災害が頻発するであろう⽇本で重要性を増す役割も担っています。仮に⼀
本化が為されたとして、学習番組の放送中に災害情報を伝えるのは、学習機会を損ねることになります。災害情報の
報道には⼀定のソースが必要です。現に熊本での豪⾬災害では、第⼀放送でライフライン情報を伝える関係で通常
業務がやや制限されていました。しかしこれは第⼀放送のソースを割いたのであり、第⼆放送のそれではありません。学
習機会を担保し、外国語での情報発信も⾏い、災害発⽣地域には必要な情報を伝える、今回の経営計画における
「あまねく伝える」という観点を補強するような形で、現在のラジオの体制は、ある意味完成されたものではないでしょう
か。 
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個⼈ 愛知県に住む、会社員です。  最近コロナで外出⾃粛期間があったこともあり、 以前よりも地球環境や気候変動など
の情報を得る機会が多くありました。 そこで、今まで当たり前にできた⽣活、当たり前にこのまま続くと思っていた地球
が、このままだとあと数⼗年後には崩壊するということを知りました。  どうにか⽇本の、世界の未来を救いたいと思い、 3
年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有される
とともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの
問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わら
ず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、
スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲
法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主
義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の
⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。
NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線で
あるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関
に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そ
んな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たち
は⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼆店あります。  1 つ⽬は「国会及び、選挙報道」についてです。 余りにも選挙報道が無さすぎです。 ⽇本の近隣諸
国の政治には多くの時間を掛け報道するのに、国内の内政や失政についての報道が無さすぎます。 とても「公共メディ
ア」と名乗れるものとは思えない内容ばかりです。 いつまで、特定の企業や代理⼈に忖度し続けるのでしょうか。 今回
の東京都知事においては討論番組すらありませんでした。 選挙の意味や報道の使命を放棄してしまったのでしょうか。 
放送法には選挙の時にはかなり⻑い時間、選挙に関して報道できるように書かれているかとは思うのですが、これから
も特定の政党や、⼤企業に忖度を続けられるつもりでしょうか。 国会中継についても、例えば検察庁法の改正につい
ての議論の時には決まるときには⼀切中継がありませんでした。 その他、憲法違反を繰り返しながら、国会を閉じ続け
る政権与党、⾃⺠党への批判等もありません。 果たして、真実を伝えるメディアがやることなのでしょうか。 本来、政治
は⼈々が動かすものであり、メディアはその協⼒、権⼒への監視をするのがメディアの役割だと思います。 権⼒への番
⽝である事を辞めてしまえば、メディアの存在意義は無くなってしまいます。 明らかにおかしな報道が続いています。 
今、視聴者達はネットへ流れていっています。 メディアが真実を語らなくなればその⽀持基盤が無くなっている事になる
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事が具現化していると思います。  ２つ⽬は 「環境問題、気候変動」です。  世界中が気候変動対策に躍起になる
渦中にありながら、今後 3 年の経営計画の中に無いって本当ですか︖余りにもあり得ない。 それで報道機関と名乗
れるんですか。  ⽇本だけでなく、世界を守るために、 あなたやあなたの⼤切な⼈や、あなたが⽣きている地球を守るた
めに どうか、真実を報道してください。 

個⼈ 東京都在住の 29 歳です。 下記の意⾒には賛同したためお送りさせていただきます。ご検討ください。  3 年経営計
画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に
⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被
害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によ
って、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」
ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 
年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨
年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 
度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、
2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇し
ているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症
の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測
されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合
い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこ
の危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの
利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障され
た表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂
化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、
何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の
⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に
基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが
出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められてい
る貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどう
か、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 神奈川県の⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ ラジオのチャンネル統合案について。 ＡＭのラジオ第１と第２、ＦＭ放送の３チャンネルも、ＡＭとＦＭの⼀つずつに
する、とのことですが、こちらに反対します。 ラジオの AM 放送が⺠間でも縮⼩されていますが、⾳質は悪くとも遠くまで
聴取できる特性は、災害時など⾮常時にとても重要だと考えます。 また、NHK の多チャンネルだからこそ提供されてい
る番組の良さを、私は強く⽀持しています。 「⼦ども科学電話相談」の⼤ファンですが、この番組編成ができるのは、今
のチャンネルがあるからこそだと思います。 また「三昧」シリーズなど、痒いところに⼿が届くような番組も⾮常に魅⼒的で
す。 こう⾔った優れた番組が失われてしまうのは⾮常に惜しいです。 どうか、⾒直してください、よろしくお願いいたしま
す。 

個⼈ NHK には純利益８０００億円があるにもかかわらずこれまで以上に贅沢をしようとしているとこが許せません。聞き分
けのないガキの様に受信料にこだわって⾦カネを集めることに必死になっている。英国では受信料を廃⽌する動きなの
で⽇本も時間の問題です。天下り⽼⼈の委員会が必死に集⾦を⽬論んでいるけれど国⺠は⾺⿅じゃないし今の経
営陣の贅沢ぶりを知るところになると反感が増えるでしょう。平均給料１８００万円なんて⼀般の国⺠からみれば⼀
番の改善点だろう。⾃分達で改⾰出来ない様なら⼿厳しい命令が落ちることを覚悟しないといけない。⽥舎の情報弱
者は騙せてもテレビを⾒ないネット⺠はみんな知っている。いかに贅沢な経営をしているか⾮営利団体にあるまじき状
態である。余剰⾦８０００億円がなくなるまで受信料を無しにして国⺠に還元しろ。 
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個⼈ 神奈川県に住む 20 代のフリーターです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 「NHK らしさ（番組内容）について」  NHK（TV）は数年前から極端に変わった（特に総合）。 まるで「⺠放のコ
ピー」になった。 「NHK らしさ」などというものは捨てようとしていると思える。 こんな NHK は好きではない。  ●私にとっ
ての NHK ⺠放はくだらないから私は NHK しか⾒ない。 ところがその NHK が何と⺠放のコピーになったのだ。 全部と
は⾔わないが、基本的に「騒がしくて」「薄っぺらい」あのトーンが漂う。  どうしてこんなことになったのか︖ 好意的に解釈
すると、受信料不払い問題があったと想像する。 不払いの理由に NHK は「⾒ない」「つまらない」「堅い」などがあったと
聞く。 しかし私に⾔わせれば、⺠放のコピーにどうして⾦を払うのだ、ということになる。  ●コピーの双璧 コピーの典型と
して次の２つのコンテンツがある。 （１）バラエティ （２）⾷べ物 この２つが極端に増えた。 あるいは、お笑い的騒
がしさが濃くなった。  ●バラエティはおちゃらけ 私はバラエティを「おちゃらけ番組」と呼んでる。 司会には⺠放のキャラを
そのまま使ってるのが多い。 例えば、●●、●●●、●、●●●・・・。 他にもいっぱいいるようだが、よく知らない。  こ
ういう⼈間をどうして NHK でまで⾒なきゃならないのか︖ そんな使い古した⼈間など使わず新鮮なキャラを発掘すれば
いい。  さらに他の出演者もお笑いやチャラ系が多い。 彼らに求められてるのは騒いで笑うこと。 さも盛り上がってるかの
ように⾒せるのが役割。  もう１つ嫌いなことがある。 テレビ画⾯の中に⼩さな枠を作って、その中に出演者の顔を出す
ことがある。 ⾃分の顔が映されると無理⽮理何か⾔ったりするが、「エーッ︕」「メチャ凄い」などの騒⾳を撒いてるだけ。 
番組の中⾝に関係ないことに⼿間をかけるより、質を良くすることが本来。  ●「笑い」にどんな価値を持たせているか 
⺠放はとっくにお笑い芸⼈に占拠され、彼らが発するトーンがベースになった。 それが今では NHK の基本にもなろうとし
ている。 では NHK は「笑い」にどんな価値を持たせているのか︖  「笑い」が⼈間にとって⼤事なのは⾔うまでもない。 
しかし笑いは⾮常に幅広い。 テレビ芸⼈はつまらないこと⾔ってヘラヘラ笑うだけ。  その笑い声も、録⾳したものを流し
てると思われることもある。 例えば BS の野球情報番組「球辞苑」。 何か⾔うたびに笑いが起こるが、誰が笑ってるの
か︖ どうしてそんなにまでしたいのか︖  ●⾷べ物について ⺠放コピーの典型のもう１つが「⾷べ物」。 NHK でも番組
に⾷べ物が出てくることが極端に増えたが、異常だ。 ⼀⽇中⾷い物ばかりでバカみたいだ。  まず⾷べ物がメインの番
組がある。 キッチンが⾛る、サラメシ、極上スイーツ、農家メシ・・・。 知ってるのを挙げるだけでアホらしくなる。  さらには
⾷べ物番組でもないのに⾷べ物が出てくることが多い。 バラエティやワイドショーはもちろん。 地域紹介番組にも当然の
ように出てくる。 さらには登⼭やらランニング、鉄道など、⾷べ物と関係ない番組にも。 要するに、どんな番組でも何が
何でも⾷べ物を出そうとしてるみたいだ。  そして⾷べ物が出てくると必ず⾷べるところを⾒せる。 現場でリポーターが⾷
べたり、スタジオで出演者が⾷べたり。 ⾃分が⾷べてるところを⾒られたくないし、⼈が⾷べてるのも⾒たくない。  NHK
の⾷べ物蔓延は病的だ。 もはや「⾷べ物テレビ」で、明らかに意図があると思う。 視聴者が望んでいるのだろうか︖ 古
代ローマ貴族が吐いては⾷べたことを思わせる。 豊かな感じなど全くないし、むしろ貧しさが溢れてる。  ●「NHK らし
い」番組とは では気に⼊ってる番組を挙げてみる。 まずはドキュメンタリー番組。 英 BBC とも競う⼒量は秀逸。 具体
的にはいくつもあるが、思い出せるものに「プリズン・ドッグ」がある。 時間をかけた緻密な取材を思わせる。 これこそ
NHK らしいというもので、⺠放は逆⽴ちしてもできない。  もちろん⼤河ドラマや朝の連続テレビ⼩説もいい。 さらに
BS には落ち着いた番組が多い。 気に⼊ってるものには次のようなものがある。 〇世界ふれあい 街歩き 〇駅ピアノ、
空港ピアノ 〇地球タクシー 〇クールジャパン（これは総合︖） 世界の普通の⼈の普通の⽣活を紹介してるのがい
い。  ●これからの NHK かつて●●●●は「⼀億総⽩痴化」と嘆いた。 ⽇本のテレビはどこへ⾏き着いたのか。 そし
て⽩痴化はどこまで進んだのだろう︖ NHK には他ではできない誇れる番組を作って欲しい。 もちろん政権に媚びるな
どもってのほか。 政治の⼝出しに「委縮する」などと情けないことは⾔わないで欲しい。 
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個⼈ ＞「波」別の個別番組管理から「ジャンル」別の総合管理へ転換について 基本的には賛成ですが、奥⾏き深い番組
とライト層向けの番組が同ジャンルでも両⽴できるような⽅針は維持していただきたいです。  ＞放送波の整理・削減
について 「具体的な実施時期等については、視聴者に対する意向調査等を踏まえて検討を進め」とありますが、放送
波を整理・削減することは既に決定したことなのですか。 放送波を整理・削減するということは、NHK にとって、また視
聴者にとって影響が⼤きいことです。したがって、整理・削減を検討するならば、まずそのこと⾃体について、NHK が世
論調査や意⾒募集を⾏うことが必要と考えます。 そのうえで、NHK は、国⺠・視聴者の意向をできるかぎり正確に把
握したことを前提に、放送波の整理・削減について検討を開始する必要があると思います。  ＞受信料⽔準について 
「現在の料額を維持する」ことに賛成します。過去、⽉々数⼗円値下げを⾏ったことはありましたが、NHK の収⼊は⼤
きく減少する⼀⽅、この程度では契約者の負担が実感できるほど変化したとはいえません。NHK の経営を安定させ、
良質な放送を維持するためにも、無意味な料額の変更は避けるべきです。  ＞事業⽀出の削減について 「作り⽅改
⾰」と称していますが、NHK で評価されている番組の多くには外部委託制作が含まれています。外部委託の⾒直しに
より番組の多様さが損なわれることのないように留意していただきたいです。 また、「番組委託費を⾒直す」とあります
が、圧倒的優位と思われる取引関係を利⽤して、NHK が外部制作会社に過度なコストカット要求をすることのないよ
う留意していただきたいです。  ＞社会への貢献（5 つのキーフレーム）について せっかく NHK が地域の⽂化や歴史
を記録していっても、現状において視聴者がそれらの記録を利⽤する⽅法が、NHK アーカイブスのウェブサイトや放送
局の視聴コーナー、あるいは番組の再放送などしかありません。また、視聴者がそれらの映像を⽤いて映像作品を作
成する、あるいは研究に役⽴てるといったことは、著作権などを理由に厳しく制限されています。NHK が著作権を持つ
記録(映像⾳声など)は、視聴者の受信料を元⼿に作成したものですから、アーカイブスのウェブサイトを充実させるなど
して、視聴者が主体的に活⽤できるようにすべきであると考えます。 また、フェイクニュース防⽌や政治家の発⾔に関す
るファクトチェックを国⺠が広く⾏うことができるよう、また、国⺠の知的好奇⼼や趣味などに応えることができるよう、外
国の公共放送（韓国 KBS など）で⾏われているような、過去のニュース番組映像のほぼすべてをインターネット上で
誰でも閲覧・活⽤できるようにすることで、信頼できる NHK の豊富な記録をいかすことができるのではないかと考えま
す。  ＞⽤語について 「放送・デジタル」とありますが、テレビがデジタル化した昨今、あえてデジタルを分けて書くというこ
とは何かしら意味があると思われますが、⼀般⼈には理解が難しいと思われます。意味に関する注釈、あるいは別の⽤
語への置き換えが必要であると思われます。 

個⼈ ⺠放ではほぼ報道されない、地球温暖化の原因に畜産業が⼤きく関わっている事を、その業界に忖度されない NHK
さんがしっかり報道してほしいです。 世界的には、地球や動物のために畜産業を無くそうという動きが出てきている中、
⽇本はその事について、気味が悪いほどまったく放送されません。 （スポンサーの関係かと思いますが） 地球が危機
的状況にある中、メディアで正しい情報が発信されない⽇本は、危機感があまりにも⾜りません。 忖度無しに正しい情
報を発信されるのは NHK さんしかいません。 また、イルカ漁もあまりに過激で残酷ですが、その事を知らない⼈も多い
です。 どうかよろしくお願い致します。 

個⼈ おかあさんといっしょなどの E テレ⼦供番組(朝や⼣⽅などの)について  今まではお願い︕編集⻑があったので昔の番
組でも⾒れる時がありました。 ですが最近お願い︕編集⻑は無くなってしまい昔の番組が⾒れなくなりました。 そこで、
お願い︕編集⻑みたいなものをやってもらえないかと思いここでお願いします。(昔の天てれやおかあさんといっしょやその
他の番組など⾒たいです︕) 

個⼈ 安全、安⼼を伝えるのところで意⾒させていただきたいです。 地球の気候変動についても報道してほしいです。 ⾁⾷と
気候変動との関係性についても。 コロナだって、⾁⾷ということから発⽣しています。そこに⾔及して欲しいです。対策だ
けじゃなく、⾃分たちが原因を引き起こしていることに気付けるように。 ヨーロッパの国々では、既に気候変動のための
取り組みをたくさんされているし、ヴィーガンの⽅も増えています。  ⾊んな国から情報を得て、⽇本だけでなく世界に⽬
を向けて、世界と⽐較して、より良い報道をしてほしいです。 世界のニュースもぜひかいつまんで報道してほしいです。 
事実のみ報道してほしいです。 短いですが、ぜひよろしくお願い致します。 

個⼈ １ 受信料の返還・減額について （１）コロナ対応で再放送等に切り替えたため新規番組制作費減少に伴う経
費の原資   としての受信料を内部留保しないで返還・減額する計画策定 ２ 番組構成について （１）すべての
分野で多すぎる類似番組の削減計画の策定 （２）NHK の在り⽅として防災・ニュース・ドキュメント・情報・教養
等に特化させ   る計画策定 ３ 管理体制について （１）フリーダイヤルの創設 
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個⼈ 【ラジオ第 1・第 2 の合併について】 反対いたします  ラジオは災害が起こったときのライフライン情報に有⽤だと思いま
す 以前はテレビやインターネットで充分だと考えていましたが、持ち運びしやすいラジオで地域ごとの情報を発信できる
⼿段だと思うからです  貴社は公共の放送機関だと思うので、賢明な判断を期待いたします 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  １つ⽬のキーフレーム『安⼼安全を⽀える」報道の中に気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただきたいです。  毎年台⾵や豪⾬によって私たちの⽣活は不安と危険にさらされてい
ますが、この⼤きな原因は気候変動、気候危機です。私は海外のニュースに⽬を通すことが多いのですが、英語では
気候危機について⼤きく報道されていて、特に将来⾃然災害が増え、住む場所に困る⼈がたくさん出ることから若者
は危機感を覚えながら⽇々の⾏動を改善しています。しかし、⽇本の報道では気候危機の正しい情報がなかなか⾒
当たらず、全く認知されていない印象です。  これから台⾵シーズンが本格化していきますが、すでに「破壊的な暴⾵」
「近年にない勢⼒」などの表現を⽬にし、不安ばかりが募ります。この不安の理由は、年々増していく⾃然災害の原因
や解決策を知らないからだと思うのです。海⾯⽔温が⾼いことが台⾵の巨⼤化の理由ですが、海⾯⽔温上昇の理由
は温室効果ガスによる地球全体の気候変動です。この根本の問題について、国⺠に教育を提供し、SDGs やパリ協
定などと⾔った⽇本も参加している世界の取り組みを通し、持続可能な社会に向けて情報を提供して頂きたいと思い
ます。  私の親、祖⽗⺟世代は NHK のニュースに関⼼を寄せ、⽇々世の中の動きをアップデートしています。国⺠から
の信頼の厚い報道局だからこそ、国⺠の不安を払拭させるための情報、⼀歩踏み込んだ内容を取り上げて頂きたいと
思います。災害情報だけでなく、そもそもの原因となっている気候変動に関する報道をして下さい。海外と⽐べてしまう
のは申し訳なく思うのですが、気候危機に対する⽇本の報道量との差に⽇々驚いています。国連も気候”危機”なの
だと⾔っています。もっと危機感を持って帰港危機に関する報道をお願いいたします。  まだ就学前の我が⼦たちが⽣き
る未来の姿をとても⼼配している⺟親として、声を届けさせて頂きます。どうぞよろしくお願いします。 

個⼈ ラジオ統合反対です。 むしろチャンネルを増やして欲しいです。 国会チャンネル、防災災害⽤チャンネル、今までの
r1r2、防災や災害のことを考えたら、ラジオ統合など考え付かないと思いますが。 

個⼈ 「3、あまねく伝える」について 福島県県南地域のすんでいますが、ワンセグ放送、ラジオの受信状況が⾮常に悪いで
す。防災のためには災害時にタイムリーに情報が必要ですが、ワンセグ放送、ラジオが有効ですが良く視聴できません。 
災害時は停電や、インターネットが不通になってしまうので、情報収集には停電でも使える、ワンセグ放送、ラジオが有
効なので改善お願いいたします。 優先順位は、4ｋ8ｋより上位だと思います。その点を考慮して設備投資お願いい
たします。 

個⼈ ラジオ AMFM 統合について 反対します。NHK はこの災害が頻発している現状を直視し、NHK 全体のお⾦の使い
⽅を⾒直せば、AMFM を統合しなくても⼤丈夫なはずです。 この頃テレビでも視聴率にこだわりすぎて、公正公平で
もないし、お⾦の使い⽅を間違っていると思います。特に年末の紅⽩歌合戦です。最近の紅⽩を⾒直さないで、ラジオ
だけ削減されたら、最初からラジオ削減ありきで、この意⾒募集もガス抜きなだけだと勘ぐると思います。 とにかく受信料
を徴収するからには、それにふさわしい使い⽅をするようにしてくださるよう願います。 
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個⼈ １︓受信料制度に関する記述について （総論） 受信契約は、受信機がある世帯に締結義務がある旨、放送法
64 条 1 項をはじめ NHK 定款、受信規約にもその旨規定されています。⾔い換えれば、受信機を設置していない世
帯には、受信契約の義務はありません。にもかかわらず、NHK の地域スタッフと⾔われる⼈たちは、受信機のない世帯
に対し、およそまともとは⾔えない⽅法で契約を迫り、また、NHK も「受信契約のご案内」（すぐに開封してください）
などという失礼極まりない⽂書を送りつけています。 これは、「未契約世帯」＝「受信機設置しているが、届け出をして
いない世帯」と決めつけて対応していることが、原因です。  今回の計画案でも、テレビ保有率が低下すること、受信
料収⼊が減少することが予想されることを NHK ⾃⾝認めているではありませんか︖もはや、テレビのない世帯は珍しい
ことでも何でもありません。 受信機を設置していない世帯に対する度重なる営業⾏為は、契約の可能性のない世帯
に対する営業であり⾮常に効率の悪い営業⾏為と⾔えます。また、⼀⼈暮らしの若い⼥性宅に対するいわれのない営
業⾏為などは、防犯上好ましくありません。契約受注⾏為全般の在り⽅について、再検討すべきです。  今後は、
「未契約世帯」＝「受信機設置しているが、届け出をしていない世帯」 +「受信機がない世帯」と認識したうえで、「受
信機がない世帯」の権利を守る（法律を守る）ことに配慮する旨、明記し、実⾏してください。 （各論）では、経営
計画の⽂⾔に従って、指摘します。 P1「近い将来逆転…テレビ保有率の低下…」 ⇒現状、NHK としてどの程度、
把握しているのか、営業⾏為において「受信機がない」旨を通知された世帯がどの程度あるのか、ふれあいセンターが
受けた営業⾏為に対するクレームの件数と内容を⽰してください。それについて、どのような⾒解なのかも⽰してくださ
い。 「受信料で成り⽴つ「公共メディア・NHK」」 ⇒放送法では、NHK は、受信料で成り⽴つ団体だとは規定されて
おりません。すなわち、公共メディアとして存⽴できるのであれば、受信料によらずに運営することも可能のはずです（イ
ギリス BBC のように）。受信料で成り⽴つと当然のように語るのはいかがなものかと思います。 「受信料価値の最⼤
化」 ⇒国⺠は、それを望んでいるのでしょうか︖むしろ、視聴者負担の最⼩化を図るべきではないでしょうか︖法律で
規定されている NHK の設⽴⽬的にかなう品質を保ちつつ、視聴者の負担をできる限り抑えていく」これが、本来とるべ
き⽅向性ではないですか︖ 「視聴者・国⺠の皆様」 ⇒分けているのはなぜですか︖定義と理由を教えてください。 
P3 「未契約の⽅」 ⇒未契約の⽅の中には、64 条 1 項の対象となっていない⼈も含まれていませんか︖NHK が公
表しているほかの資料を⾒ても、そのように受け取れます。これは明らかにおかしいです。根拠をもう⼀度⽰したうえで修
正してください。 「公平負担の徹底の取り組み」 ⇒具体的には何ですか︖NHK 地域スタッフによる不法⾏為につい
て何ら⾔及がなされていないのはなぜですか︖平成 28 年に総務省「公共放送をめぐる現状と課題について」では、⼦
会社（地域スタッフが所属する会社もそれにあたる）の不祥事について抜本的に対応するよう要求されています。具
体的な対策を求めます。 P4 「コロナ関連の免除」 ⇒受信規約には、延滞利息についての記述はありますがコロナ関
連の免除規定はありません、これは、放送法 64 条 2 項違反です。説明を求めます。 「訪問活動によらない営業活
動」 ⇒スクランブル放送を検討するのですか︖昨年 N 国党が議席をとりました。国⺠にアンケートを取らないのはなぜ
ですか︖はっきりしてください。  ２︓そのほかの記述について ・P１ 「多様な伝送路を通じて…NHK が公共メディアと
して果たす役割が再認識されました」 ⇒認識されたかどうかは、国⺠が決めることであり、NHK が決めることではありま
せん。ほかのメディアは役割を果たしていないのですか︖ 「NHK らしさの追求」 ⇒公共の福祉にかなう存在として公共
放送があると⾃認されるのでしたら、新しい「NHK らしさ」を NHK ⾃らが作成してはいけません。これをやりたいのなら、
⺠間企業になるべきです。 P2 「視聴者・国⺠の皆様の安全と安⼼を徹底的に守ります」 ⇒報道機関にすぎない
NHK がどうやって「徹底的に」安全・安⼼を守るといいきれるのでしょうか︖⾔葉でごまかすのはやめてください。 P3 ・
⺠間放送が AM から FM へ転換したことは、NHK の抱える事情と異なります。理由になりません。 ・R2 の事実上の
廃⽌は、NHK が掲げる「学びの場の提供」「教育コンテンツの提供」と⽭盾しませんか︖ 

個⼈ ラジオ R1 R2 統合について。   R1 R2 の統合には反対です。 それぞれ、性格がまったく異なりますし、 災害情報や
政治関係の放送が⼊る際にはもう⼀つチャンネルがほしいくらいです。   特に R2 のような教育番組メインのチャンネル
は、 学ぶ機会をなかなか取りづらい者にとってはありがたい存在です。 外国語講座など、インターネットがあれば、と思
われるかもしれませんが 全く性格が違うものです。 同時に、 おしゃべりな古典教室、のような 聞き物としても、かつ、知
識の器としても良質な番組に出会えたことは R2 あればこそ。  ぜひに存続をお願いします。  ⺠放のようなタレント起
⽤過多、はしゃいだ番組とは ⼀線を画した、まじめな番組を望みます。  皆がテレビとネットばかりで情報を得ているわ
けではないことを 考えていただきたい。 
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個⼈ 『気候変動』について取り組んでいただきたいことを強く求めます  温暖化により、さまざまな問題が多くなってきました。 
⽔害災害⾷料危機など、私たちに出来ることは、もっとあるはずです。NHK で取り扱わなければならない問題です。 
宜しくお願いします 

個⼈ ラジオ放送について  テレビは⾒なくてもラジオはききます。 特に⼦ども電話科学相談が好きです ラジオ放送を無くさな
いでください 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒です。  未来に影響の⼤きい気候変動の 情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、また近年国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬は気候変動の⼀つですが、あくまで⼀つでし
かありません。 今も排出され続け ている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されていま す。 ⼲ばつ、感染症の拡⼤、南極北極などの氷が溶ける。 「気候変動」は、私たち⼈類
や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが す「気候危機」と表現するべき事態です。 これを⽌めるために、⼀⼈の
⼒ではあまり動きません。⼀⼈の 100 歩より、100 ⼈の⼀歩です。現状を知り、みんなが動けば世界が変わります。
それをできるのは、企業に忖度しない NHK さんだからだと思います。  ⼀⽅政府に忖度してるように⾒受けられ、⾮常
危惧しております。  話を戻しまして。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」
⽬標 が国際的に広く共有されるとと もに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇 を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の
実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、 2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける こと
などに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要
となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸と なって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメ ディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま す。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番 
組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として 不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒ や働
きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・ ⾃律の堅
持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私た
ちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかあり ません。 そして、災害対策基本法で
報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確 な情報を提供してくださり、
国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気 候変動に関する根本的な原因と
解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこ そ本来の報道のあり⽅ではないでしょ
うか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈
は 関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、 多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱 い、⽇本
を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 
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個⼈ 東京在住の会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に
定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そん
な貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは
⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの
未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。
けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディ
アの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げま
す。 

個⼈ 30 代、医療職です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出
され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されてい
ます。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候
危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関と
して唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧
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倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策につい
て報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくだ
さい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 北海道に住む専⾨学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ラジオ放送について。 ラジオ第 1 がなくなるとの話が出てますが、それは⽌めていただきたいです。 2018 年度の改編
からラジオ番組の予算を削減しすぎじゃないでしょうか。 出演者は減るし、予算減らされてるのが聴いててよくわかりま
す。 ラジオはながら聴きができるメディアで、作業中や運転中に聴けるメリットだってあります。実際農家の⽅々やトラッ
クドライバーの⽅々も聴いています。テレビは⽬と⽿を使わなければ情報が⼊ってきません。 また、ラジオは今やパーソナ
リティの呼びかけに対してリアルタイムでリスナーが反応できる双⽅向メディア。これはテレビにはないラジオの⼤きな特徴
です。 ラジオの予算削減をするなんて、この⽅針を固めた⼈は何かラジオに恨みでもあるんですか︖ 今ではネットの時
代。テレビを⾒るより動画配信サービスを利⽤してる⼈が多いです(特に若者)。私はらじるらじるを利⽤させていただい
てますが、さすがにわざわざネットを使ってまでテレビを視聴したいとは思いません。 批判的な意⾒を書きましたが、ラジ
オ放送への⼀⽅的なイジメとも解釈できる⽅針は検討し直していただきたいです。 
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個⼈ 畜産業やイルカ漁、⽑⽪の産業や⾰製品について 畜産業では、畜産動物を残酷な環境下で育て痛い思いをさせ殺
しています。 その現状を知らないまま、現在百貨店やスーパーなどではそういった動物達のお⾁を無駄に販売し余った
ら⼤量に捨ててます お⾦の為に必要以上の⽜や豚、⿃達の命が無駄に奪われてます。 スーパーや、特に百貨店での
無駄なお⾁の陳列、あれはパフォーマンスで⾷べ物を無駄にするのはもういい加減辞めて欲しいです︕ そして畜産業
での残酷な動物達の環境下や殺し⽅もう時代も令和です。昔の残酷な飼い⽅を規制して欲しいです。 そもそも畜産
業によって、⼆酸化炭素を⼤量に発⽣して環境破壊になっている現状もわかって欲しいです そして今まだ⽇本の和歌
⼭では残酷なイルカ漁を続けています︕これは海外からも批判されていますし、お⾦の為にイルカを残酷に殺されてい
る事を知って欲しいです。 イルカの⾁なんて殆ど出回っていないのに、もう令和になる現在昔の伝統という事で続けられ
ている残酷なイルカ漁をやめさせて欲しいです。 イルカ漁に反対する事は暴⼒でも可笑しな事でもえりません。海外か
らは⼤批判を受けています ⽑⽪産業は未だにエコファーではなく本物の動物達の⽑⽪を使っている⽇本のメーカーが
あります。リアルじゃないと⽑の⾒え⽅が違うとか、⼈間の勝⼿なファッションの為に。⽑⽪は死んだ動物から作るのでは
ありません。⽣きている動物の⽪ごと剥がして作られているのです。犠牲になる動物達は激痛に耐えながら殺されていく
のです そうした事を知らずに、靴やストラップに惨殺された動物の⽑⽪を付けて皆喜んでいるのです。⾼級ブランドもリア
ルファーを使わなくなってます。⽇本のメーカーも辞めるべきです。その為にはファーがどのようにして出来ているか残酷な
映像はなくともせめて⾔葉で伝えて欲しいです ⾰製品も然りです 

個⼈ 10 代⼤学⽣です。気候変動についてもっとたくさん報道してください。このままでは私たちが住む地球は滅びてしまいま
す。 

個⼈ 数年前から環境、地球温暖化、⾷べ物と環境の繋がりなどに興味を持ち、本やドキュメンタリーなどで情報を得てきま
した。 中でも「cowspiracy」というドキュメンタリーでは、普段何も考えず私たちが⽇々⾷べているものがいかに地球に
負担をかけているのかを知り衝撃を受けました。 まさか私たちが毎⽇選ぶ商品が、地球の未来を左右するとは思っても
なく、消費者⼀⼈⼀⼈が意識改善し、⾃分にもできることがあると⾔うことを知ることが⼤切ではないのかと思います。 
⽇本⼈は環境問題をどこか他⼈事と捉えている⽅が多いように感じます。 それは⽬に付きやすいニュースや報道が少
ないからなのではないのでしょうか︖ まったく興味がない⼈でも、⽬に触れれば、意識をするようになるでしょうし、1 ⼈
1 ⼈の努⼒が不可⽋です。 成⼈した⼦供が 2 ⼈おりますが、いつか結婚し⼦供が欲しいと思った時に、安⼼して⼦
育てができる地球を持続させるために、どうか⽇本の⼦供達の未来、世界の⼦供たちの未来のために私たちができるこ
とを知ることができる番組を放送してくださることを期待してます。 よろしくお願い致します。 

個⼈ 気候変動について取り上げていただきたいです。 私は、30 代会社員(飲⾷業)です。⼦供 2 ⼈を育てる中で、この⼦
たちと未来の孫やひ孫に綺麗な地球、暮らしやすい幸せな地球を残してあげたいと考えて、⺟親の⽴場、企業としての
⽴場から、⾃分に出来ることを実践しています。 多様な環境、⽴場からの、地球環境に対する実践例やディスカッショ
ン番組をお願いします︕ はちどりのひとしずくのように。 

個⼈ 気候変動危機について 私は今⼀歳の⼦供がいます。⼦供が出来てから、⼦供の健康のことや未来のことを調べていく
うちに、環境のこと気候変動危機のことを知りました。 そして⽇本ではほとんど報道されていない気候変動危機のことは
海外では当たり前のように報道されていることもしりました。メディアの⼒というのはとても⼤きいと思います。今、メディア
ではコロナのことばかり報道されて、国⺠の⽣活様式はこんなに簡単に変わりました。 気候変動危機についてもっと報
道してほしいです。 ・畜産業が地球温暖化に⼤きな影響を与えていること。今より動物性⾷品を⾷べることを減らすこ
と。私は気候変動のことを知って、お⾁や乳製品を⾷べるのをやめました。 ・家の電気を再⽣可能エネルギーへ変え
る ・プラスチック製品はなるべく購⼊しない。今持っている物（プラスチックであっても、すでに所有している物）は⼤切
に⻑く使⽤する。 ・農作物は⾃然農法などで作られた物を購⼊する。買い物は投票であること。今、農薬や化学肥
料を使っている農家さんには⾃然農法、有機農法の移⾏を政府が⽀援する。 私もまだ勉強中で知らないこと、間違
えていることがあります。メディアが正しいことを報道し、国⺠が勉強できる場であってほしいです。 ⼦供たちのために綺
麗な地球を守りたいです。そのために出来ること。しなくてはならないことをもっと報道して下さい。お願いします。 
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個⼈ 「安⼼安全を⽀えるについて」料理番組で料理を⾏う⼈はマスクまたはフェイスシールドをする事。 理由は、飲⾷店で
マスクまたはフェイスシールドをしないで、料理をしている店も多く、NHK の料理番組を⾒習っているようで影響が⼤き
い、そして⾷材に唾や⾶沫が付着するのを防ぎコロナウイルスをきっかけに今後あらゆるウイルス感染から命を守る為。  
「新時代へのチャレンジについて」全ての職業の内容を伝える番組を設ける事。 法律特に刑法を伝える番組を設ける
事。理由は紹介される事が少ない仕事職業の内容を⼦供達に伝えて職業選択を幅広く⾏える為。いじめや暴⾔や
暴⼒を⾏う事による刑罰を伝える事によって犯罪の抑⽌⼒になる。  「あまねく伝えるについて」⽇本語に混ざっ外国語
カタカナ語には、外国語またはカタカナ語にどういう意味かを⽇本語で伝える事。理由は外国語カタカナ語横⽂字の意
味が不明な⼈や⾼齢者が正確に情報を公平に得られるようにする為。  「社会への貢献について」護⾝術を伝える番
組、例えば「ストップ暴⼒被害」等を設ける事。理由は、いざ暴漢に襲われたら何もできないで、⼀瞬で被害に遭遇さ
れている。警察に連絡できるまで、少なからず護⾝術ができて、伝えて暴⼒被害を少しでも減らす為。  「NHK らしさ
を実現する為の⼈事制度改⾰について」主な司会に芸能⼈を使わないで、NHK の職員を起⽤する事。理由は、芸
能⼈は補助として起⽤または、起⽤せず、NHK 職員を起⽤した⽅が NHK らしく、経費も節約できるからです。 

個⼈ 動物愛護会より知らされ賛同したく、投書します。 愛知県でイルカが残酷な捕獲処分をされているとのことです。  どう
か、この情報を調査し、取締りをして頂きたいと思います。 

個⼈ 東京在住の 20 代会社員です。 緊急事態中に環境問題を勉強したのをきっかけに VEGAN になりました。   貴社
の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信
を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記
憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻
発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物に
とっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温
上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に
関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
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個⼈ 気候変動のことについて報道をお願いします。 私達の未来、私達の⼦供たちの未来を守るために、地球に住み続けら
れるように。 今が良ければそれで良い時代は終わりました。 地球に住むすべての⽣き物が安⼼して暮らせるように。 
⼀⼈⼀⼈の意識が⼤切で未来を作ると思います。 それを NHK さんで報道してほしいです。 

個⼈ 「⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に向けた検討を進めます。」について  ラジオ第 2 は、災害時に英
語などの外国語で情報を伝えていたと思う。廃⽌の場合にそれをどうするのか。インターネットで代替といっても、停電す
れば、スマホ等のデバイスは電池が携帯ラジオほど持たず、使い物にならないと思う。廃⽌ではなく、緊急時に使えるよ
うにできないか。  「⾳声波については、⺠間放送のＡＭ放送からＦＭ放送への転換の動きや、聴取者の意向などを
考慮しつつ、さらなるインターネットの活⽤を前提」について  であれば、ラジオ全番組をオンデマンド配信できないかと思
う。4 ⽉以降、オンデマンド配信番組が多くはなったものの、⺠放のラジコのようにほぼ全てではないと思う。(特に FM)
権利関係の問題はありますが、何とかならないものか。TV は NHK プラスでできているはずなので。  語学番組等のラ
ジオ第⼆でのコンテンツは、最悪でもインターネット配信で番組数を縮⼩することなく、継続してほしい。学ぶ機会を奪っ
てはいけないと考えます。 ⼀例として、英語⼒が諸外国と⽐べて⽇本が著しく低いのに、これでは国外からなめられてし
まいます。  BS の放送に関しては、1 波削減が妥当と思います。コストの最適化には賛成です。  以上でございます。 

個⼈ 初めまして。東京都に住む会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ こんにちは。 私は兵庫県に住むごく普通の 22 歳です。 天気や気温に対する意識は⼈より鈍いと思っています。  そ
んな私でも、近年の異常気象には疑問を抱き始めました。 「あれ、私が⼩学校の時はこんなに台⾵来なかったのに
な。」 「この数年、毎年のように豪⾬が続いてない︖これ⼤丈夫︖」 と、思い始めました。 こうした気候危機は、今の
⼦供たちが⼤きくなる頃、 さらにひどくなることは明らかです。 学校教育でも気候危機について深く学んできた印象はあ
りません。 それ故、今⼦育てを頑張っている多くのお⽗さん、お⺟さんも、気候危機について ⾃分の⼦供に教えられる
ほどの知識・認識を持ち合わせていないというのが現状だと思います。 しかし同世代の友達に聞くと、「興味がないわけ
ではなく、 メディアであまり報道されないから情報の集め⽅がわからない。」 という意⾒がすごく多かったのです。私もそう
感じている⼀⼈です。  今は SNS の時代。「あの番組でわかりやすく、そして⾯⽩く説明されてたよ︕」という 投稿⼀つ
で視聴者の数は増えるはずです。  そしてお年寄りから⼩さな⼦供まで毎⽇⾒ている NHK だからこそ、 気候危機の
報道の需要は⾼く、そして必要不可⽋なものだと感じます。  私の周りでも、結婚し、⼦育てに励む友達が増えていま
す。 彼ら/彼⼥らは気候問題に関して決して無関⼼ではありません。 むしろ関⼼はこれまでのどの世代よりも⾼いで
す。 ただ、情報の集め⽅がこれまでの世代より下⼿くそなだけなんです。  私には年の近いいとこが三⼈いて、いとこ達
には 0 歳〜4 歳の、合計七⼈の⼦供がいます。 七⼈全員、毎⽇ NHK さんの番組を⾒て歌を覚え、⽣き物や⾞の
名前を覚え、すくすく⼤きくなっています。 そして⼦供たちと⼀緒に親、祖⽗⺟、曽祖⺟までみんな⼀緒に NHK と過ご
す毎⽇です。 （お世話になっております。笑）  彼らはみんな、⼦供達の将来を⼼配しています。 ⼦供達が将来直
⾯する異常気象/気候危機には特に関⼼があります。解決策を求めています。 私たちにどういった⾏動が必要とされて
いるのか、知りたがっています。 ぜひ、NHK さんを通して、私たちに勉強させてください。  今後、気候危機に関するより
多くの報道を求めます。 

個⼈ 千葉県に住む、⼀児の⺟です。 以下、未来の⼦どもたちのためにもどうかご検討いただけますよう、よろしくお願いいた
します。 私たちには躊躇している時間はありません。 何としても、貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点
から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 
先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けて
いる温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうし
た事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的
に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書に
おいては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
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を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 私は⽇頃からあまり放送を聴くことがありませんが これまで深夜運⾏のトラックの中とか  ⾷事のために⽴寄った⾷堂と
かで時々貴協会のﾗﾁﾞｵ放送を聴かせて戴いております。私が⽇頃から関⼼を持っている貴協会のﾗﾁﾞｵ第１放送に
係る諸事案を中⼼に⽇本放送協会 経営計画（2021-2023 年度）（案）について以下に意⾒を述べさせて戴
きます。先ず、貴協会（以下 甲と記す）は 先の⼤戦中において 軍や帝国政府の国策報道機関になりきり、⾂
⺠から受信料を得ておきながら 嘘、偽りの戦果を平然と報道し、結果として幾多の善良な帝国⾂⺠の⼈命を奪い、
私有財産を失わせ、奈落の世界に陥れました。敗戦後、連合国のマッカーサー元帥の命令によって これまでの報道
姿勢が 180 度転換され⺠主的な現在の放送協会に変⾝なさいましたが、甲が犯した戦時中の好戦的虚実報道に
関しては 今もって 甲の責任者からは国⺠に対して⼀切の謝罪がなされていません。経営計画(2021-2023 年
度)には過去の過ちをこのまま闇に葬らず、聴衆者（国⺠）に対し、今⼀度真摯な対応を取るべきです。次に、徹底
した無駄な⼈件費削減を⾏うべきです。このために甲がこれまで放送してきた莫⼤な録⾳の再放送で多くの放送業務
に充当すべきです。例えばﾗｼﾞｵ第 1、第 2 放送で毎⽇定時に放送なされているﾗﾁﾞｵ体操、現在まで毎回 号令が
ご担当のｱﾅｳﾝｻさんとﾋﾟｱﾉ演奏者さんが組になって放送なされておいでですが、今は録⾳機という便利な機械があるの
で これからは⼀度録⾳された後、この録⾳の再⽣のみで充分ではないのですか。また娯楽番組についても 敗戦後
からこれまで 頓智教室、20 の扉、君の名は、ｱﾁｬｺ⻘春⼿帳、浪曲名⼈会、上⽅名⼈座席、、、、と数多くの番組
を放送してこられた訳ですから この辺で新たな娯楽番組は作るのをやめて 今後 70 年間は これら、過去の娯楽番
組の再放送に徹せられたら如何ですか。過去に聴かれた⽅も懐かしく楽しまれるでしょうし、若者たちは当然にはじめて
聴くわけですから新鮮な番組として 楽しまれるものと存じます。従って定時の時事放送や時事解説等 時事番組だ
けについてのみ 限られた数⼈のｱﾅｳﾝｻさんが原稿を読むだけの職務に徹底した勤務に絞り、交替の勤務体制を組め
ば放送に係る⼈件費をはじめ諸経費は激減するものと思います。現在は 例えば朝の『三宅⺠男の真剣ニュース』番
組に於いても司会者の●●●●⽒と時事担当の男性、天気予報の⼥性、運動担当の男性、と 4 ⼈もの⼈⼿を掛
けて 5 時から 8 時までの 3 時間番組を運営され、23 時から翌 5 時までの『深夜便』番組でも毎⽇主なるｱﾅｳﾝｻが
変わり、しかもこの間、当該ｱﾅｳﾝｻが⼀⼈でずっと喋って（勤務して）いるのではなく⾳楽を挿⼊したり、客⼈の対談を
聞かせたりして、実務労働時間は 5 時間にも満たないのではないのですか。労働⽣産性は極めて低いです。時事放
送だけを有⼈ｱﾅｳﾝｻに絞れば 4 ⼈のｱｻｳﾝｻがおれば、8 時間/1 ⼈掛ける 3 ⼈で毎⽇まかなえるし、1 ⼈は予備⼈
材とした勤務体制で臨めばﾗｼﾞｵ第⼀放送局は運営できるのではないですか。ｱﾅｳﾝｽは現⾏では天気予報は気象予
報⼠に、海上予報はｱﾅｳﾝｻが 2 ⼈がかりで執務されていますが 1 ⼈でこなされている番組もあるので、全て統⼀すべ
きです。また交通情報の放送も⽇本道路交通ｾﾝﾀの⼈が喋っているのも時事放送ｱﾅｳﾝｻが原稿を読めば済むことで
す。これに裏⽅の⼈の数もうんと絞れば 極めて少数の従業員でﾗﾁﾞｵ放送は運営できるものと思いますが。、、、、海
外向けに 協会では国⺠の税⾦を使って 短波で宣伝放送をされているように聞きますが、受信なさっておられるであ
ろう⽅は極めて少ないものと思われますので冗費節約のために廃⽌なされ国税を返納なされたら如何でしょうか。ところ
で、私たちの世界は幼少の頃 幼稚園や国⺠学校、⼩学校の先⽣から『きれいな、正しい判かり易い⾔葉』を使うよ
う また美しい標準語を使うことを 熱⼼に繰返し教えられてきました。ﾗﾁﾞｵ放送のｱﾅｳﾝｻさんは 模範となる正しい⽇
本語で話せるように⽇頃から厳しい訓練を受けておられるので 協会のｱﾅｳﾝｻさんの発⾔や⾔葉使い、抑揚をお⼿本
にするよう繰返し繰返し指導を受けてきました。私の今 記憶している中で これまで 緩やかで且つ明瞭な⼝調で 
判り易く 正しい⽇本語で語りかけて下さった、印象に残るｱﾅｳﾝｻさん達を列挙しますと ●●●●●●⽒、●●●
●●⽒、●●●●⽒、●●●●⽒、●●●●⽒、●●●●⽒、●●ｱﾅｳﾝｻ⽒、●●●●⽒、●●●●●⽒、
●●●●●⽒、●●●⽒、●●●●●⽒、●●●●●●●⽒、●●●●●●⽒、●●●●●⽒、●●●●
●⽒、●●●●⽒、●●●●●●⽒、等々ですこの中には物故者となられた⽅もおいででしょうが、どなたも貴協会
における模範的なｱﾅｳﾝｻとして これからも代々語り継がれ、後世にまで名ｱﾅｳﾝｻといわれ続けることと信じおります。こ
こから後の記述は娯楽番組に関することですが、今後も今のように次々と新しい番組を作り続けられる場合についての
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お願いで、過去に放送なされた番組を再放送なさる際には無⽤です。正しい⽇本語の模範⽣として憚られるｱﾅｳﾝｻの
語りも最近よく⽿にします。例えば、今年 3 ⽉まで続いていた 平⽇朝 8;05 からの聞き流し放送の⼥のｱﾅｳﾝｻさんに
⾄っては、当該放送中に⽇本⼈としての常識をも持たずして はしたなくも 平気で︖⾷物を⾷し その咀嚼⾳や ⼝
中に⾷物を⼊れたままの発⾳を電波に乗せたり、柄の悪い⼥外⼈の如くに 放送中に何度もワオーと合槌を打ってみ
たり、不明確なｶﾀｶﾅ語を⾔ってから 何度も「こちらに追悼して下さい。」と意味不明なことを語りかけられたり、ｱﾅｳﾝｻで
ある⾃⾝のことをあんか（⾏⽕︖）だと云ってみたり（もっとも過去にも⾃⾝のことを当ﾏｲｸﾛﾎﾝは、、）と⾔っておられ
た⽅もおいででしたが、、、。他にも⾃⾝のことをきゃくた、とかですく、きしゃ、でぼうた、と称してみたり 好ましい状態を
「⿃肌が⽴つ」と真逆の表現をしたり、他にもだじるだじる（駄汁︖）とか伊⾖ｺﾛﾅ、暮す⽥、ﾊﾟﾝでﾐｯｸ、等々やたらと
意味不明なｶﾀｶﾅ語を多⽤され 私を含め ｱﾅｳﾝｻさんの⾔葉が理解できずにいる国⺠（聴衆者）が少なからずおい
でであるのも現実でございます。『因みに、経営委員会の貴殿もご存じのことと存じますが 戦時下の 16 年から 18
年には 政府は（貴局も加担なさいました）国⺠に対して外国語は敵性語だとして⼀切使⽤することを禁⽌され、
勿論 全ての学校でも外国語教育はご法度されていた訳で、この時代を⽣きてきた国⺠は 今も多くの⽅が⽣存なさ
っておいででございますが この⽅たちに対し、政府からは外国語教育の補習を実施されていませんので 今でも多くの
国⺠は これらﾛｰﾏ字語やｶﾀｶﾅ語に対して拒絶反応を植付けられたままでございますが故、ﾗﾁﾞｵ放送に於きましても 
ｱﾅｳﾝｻの皆さんは極⼒平易な⽇本語で語りかけて戴ければ嬉しく存じます。』挿⼊⽂が⻑くなりましたが 元に戻します
先のｱﾅｳﾝｻさんは放送中に何度も 本性をさらけ出し、下品にげらげら笑ってみたり 常に早⼝で話されるという 貴協
会のｱﾅｳﾝｻの品性を疑いたくなる⽅がおいでなのは事実でございます。更にはｱﾅｳﾝｻの相⼿さんとして出演なさっておい
での⽅の中に 平気で「⾒れない」（⾒られないの意︖）等、 正しくない⽇本語を平然と使われる⽅がご出演なさっ
ておいでの場合もあり、放送局もこれを訂正することなく瞬時にそのまま放送されるので 聴き⼿に変な⾔葉が伝染し 
⽇本国中の若者達に拡散しているように思われます。また、かっては⼟曜⽇の夜、浪曲やお⽗さんはお⼈好し、頓智
教室のような⼤⼈の⽅が寛ぎながら楽しまれておいでであろう時間帯に 最近はこれらの娯楽番組は追っ払われ ⼦
供番組を挿⼊、該番組の中でこんばんきゅう（今晩休︖）とかはもる（鱧る︖）、えんじょいー（援助ｲｲ︖）とか 
正常な⽇本語が理解できない 正しくない（変な）⽇本語を 受信者の⼦供に 喋らせることを強要する悪辣な番
組も存在します。語り番組の途中に度々挿⼊される、多くがごく短い しかも曲の⼀部分でしかない⾳楽も気になりま
す。挿⼊⾳楽と本筋の語り番組とは何等関係はありません。⾳楽番組と語り番組は別々に切り離しそれぞれ独⽴し
た番組にして戴ければと存じます。この度の、⽇本放送協会 経営計画（2021-2023 年度）（案）を拝読し、
これまで詳述いたしました 合理化推進策や放送にかかる問題点を早急に改善戴き 経営の前進と 国⺠の知性向
上と、⾔語活動の範となる運営を展開戴ければ幸堪に存じます。敬具 
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個⼈ 前略、貴局に対して⽇頃思っていることやお願いを率直に書かせていただきます。新会⻑が⾔われました通り、本当に
質の良い番組を提供していただきたい⼀⼼です。コロナウイルス関係のニュース、報道はやはり貴局を最も頼りにしてい
ます。それと同時に今後もますます深刻になる地球温暖化について、理解を深め、その防⽌のため⼀⼈⼀⼈何ができ
るのか、国⺠の意識を⾼めるための番組を作り続けていただきたいです。⽇本語の乱れが⾔われるようになって久しい
ですが、⾔葉使いの悪さが気になります。「ボーッとしてんじゃねえよ」なんて、とてもいやな気分になります。またレポータ
ーや司会を担当する芸能⼈の誤った⾔葉使いなど、注意しないのですか。⼈気度に左右されることなく、適材適所芸
能⼈を起⽤してほしいです。芸能⼈の起⽤で不可解なのが外国語講座です。視聴率を上げたいのか、外国語学習
へのハードルを下げたいのかわかりませんが。今は⾊々な所で外国語を学べますから、ＮＨＫだけは正統派の基礎から
しっかり学べる講座をお願いします。私事ですが貴局が講座を開講する前から韓国語（当時は朝鮮語と称する場合
が多かった）を勉強しており、紆余曲線を経て「アンニョンハシムニカハングル講座」を開講して下さったことへの感謝は
忘れません。当時は⾔語のみならず、韓国について知る機会が少なく、この講座を通してどれ程⾊々なことを学んだか
わかりません。が、最近は内容が軽薄になっております。現在は⼈に教える⽴場になっており、90 年代後半のテキスト
を引っぱり出し、参考にしています。当時は本当に良質の講座でした。本⽂の内容も楽しい充実したもので、⽂法の
説明もきっちりしていました。今は良い講師がいないということかもしれません。そして講座に便乗して「韓流云云」⾔うの
はもうおやめ下さい。韓流ブームの⽚棒を担いでいるＮＨＫですが、（韓流ブームは●●が起こしたという説もあります
が）あの捏造だらけの韓国ドラマが世界中の⼈に韓国に対する誤解を与えています。⽇韓併合百年の特番はよかっ
たと思います。ラジオを⼀局にするという案もあるそうですが、教育放送は独⽴させてほしいです。私の姿や⾼齢の知⼈
は教育放送や E テレで⾊んなことを勉強しています。それだけ貴局に対する期待は⼤きいのです。ドラマについてです
が、時代考証がでたらめなものが多すぎます。特に現在⽣きている⼈々が幼少の時代、あんなものなかった、あんな⾔
葉は使っていなかった。表現のし⽅があまりにも現代⾵でドラマが台無し。興が醒め腹が⽴ち、⾒たくなくなります。スト
ーリーは作り替えても表現法がおかしければ登場⼈物の性質や時代背景が正しく視聴者に伝わらず、感動を与えませ
ん。よく勉強してていねいなドラマ作りをお願いします。そして⺠放ほどひどくはないものの、不愉快に感じるのはわざとらし
い笑いです。喜劇でもお笑い番組でもないのに笑い声を⼊れるのはなぜですか。わざわざ笑い声を出す⼈をアルバイト
で雇っていると聞いたことがありますが本当ですか。私は外国⼈の友⼈も多く、彼らが指摘するのが⽇本⼈の不可解な
笑いです。いつもニヤニヤしている司会者もいて気持ち悪いと⾔います。何事もごまかすために笑っているとしか思えませ
ん。コロナ禍でオンライン授業を逸早く始めた国もありますが、⽇本は国⺠のインターネット便⽤環境整備が世界で⼗
七位とか・・・遅れてますね。⼀家⼀台ネットに接続できるパソコンを所有し、固定電話を引けば事⾜りるのにスマホを
⼦供にまで買い与えています。スマホを勉強など有効活⽤している⼈がどれほどいますか。ネットいじめで⾃殺者まで出
しているというのに⼦供の所有はやめさせましょうと⾔う⼤⼈はすごく少数派です。⼤⼈もほとんど依存症なので⼦供に
⾔えないのです。各⾃スマホを所有しながら⽣活が苦しいから⾷物を援助するなどとはあきれて⾔葉も出ません。そうい
う番組を貴局が放映するとは、価値観がまちがっていませんか。⼦供のスマホ使⽤の弊害をマスコミはほとんど取り上げ
ません。フランス、ロシアでは学校へのスマホ持ち込みを法律で禁⽌しました。経済優先の世の中ですからスマホの批判
ができないように⼤⼿ IT 企業が政府や報道機関に圧⼒をかけているとしか思えません。貴局も主に⾼齢者向けだと
思いますが、「スマホ活⽤術」なる番組を作ってますね IT 企業から献⾦を受けていると考えてしまいます。きっと政治
家達も IT 企業から多くの献⾦を受けているのでしょう 世の中、きっと裏があるのです。このように考える⼈が私の周り
に何⼈かいます。後味の悪い⼿紙になってしまいましたが、この辺で筆を置きます。皆様健康に留意されご活躍下さ
い。令和⼆年九⽉⼆⽇⽇本放送協会 御中 

個⼈ ⾳声波の整理・削減についてカルチャーセンターは敷居が⾼くて⾏かれない息⼦と杖をたよりに思うようには外出できな
い⺟親の⼆⼈でいつもラジオ第 2 放送の恩恵に浴することができ感謝しております。⼤村彦次郎さんの番組の頃から
上野誠さんの万葉集の話現在では古典講読 王朝⽇記の世界「更級⽇記」保坂正康さんの「声でつづる昭和⼈物
史」を毎回、再放送までも、⽋かさず聞いております。特に「声でつづる昭和⼈物史」は、資料の蓄積のあるＮＨＫで
なければ製作できない素晴しい番組だと感⼼しております。保坂さんの的確な分析と解説に助けられ今まで知らなかっ
た事や、考えも及ばなかった新しい世界に⽬が開かれていく思いです。⼼、豊かに⼀⽇⼀⽇⽣きられる原動⼒になって
いる これらの番組が ⾳声波の整理削減によって 消え去ることが無いよう、切に願うばかりです。2020 年 9 ⽉ 1
⽇ 
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個⼈ ＮＨＫはスポンサーが私達国⺠である。私は⽬覚めている時はほとんどＮＨＫのラジオ（FM 局）TV（BS 局）で
情報や楽しみをとり⼊れています。 何故これ程までにＮＨＫかというと、内容の質、レベルが格段に⾼いからです。 
⼜、CM に中断されることなく、集中を途切れされることなく、ドラマ、映画を楽しみ、感動します。居ながらにして、海外
ニュース、観光美術、猫（⾃然動物）等々。。 ＥＴＶは⼦供、孫を育ててくれました。今、哲学、教育、福祉健康
等の分野で私が育てられています。この夏、消えゆく戦争に関する番組は末⻑くアーカイブとして利⽤されることでしょ
う。 不登校やひきこもり、ＬＧＢＴのための番組をどこのスポンサーが⽀援してくれるでしょうか︖ ことほどさように、⼤
⼈にとっても⼤変勉強になる内容です。深夜便のあたたかさ、カルチャーラジオで最新の科学、歴史、⽂学等、解説し
てくれます。意外にも、⾼校講座は今更聞けないなぁと思うこと、全く新しくなった知識、若い⼈の職業、性の問題等も
⽰してくれています。 昔、夢中で聴いたラジオドラマが今もありワクワクドキドキします。ワクワクドキドキといえば、卓越
ＣＧによる恐⻯や宇宙は孫も⼀緒です。 私はラジオ、特にＦＭによって、⾳楽のジャンルが広がりました etc。この
度、今後、ＮＨＫの番組が縮⼩されていく事に不安を感じています。 私は、どれ程、⽣活の質が⾼くなっているか、
視聴料以上のものを得ていて ⾼い質のものを作ってくれるなら、値下げ等しなくてもいいと思っています。⾃分の ⽬や
⽿に⼊るものは⼤切だと感じているからです。 経営委員会の⽅々はＮＨＫに圧⼒をかける事はやめて下さい。コロナ
禍で私達は経済優先で⼤切なものをどんどん削減してきた事に気付かされました。放送⽂化を守り、⽀援して下さい。
私達の公共放送です。ＮＨＫさんにお願いします。ウォッチドックとしてのメディアであることを忘れないて下さい︕項⽬
だけのニュースになりがちなものに、掘り下げるものがありますから。【追加で提出されたご意⾒（補⾜のはがき）】過
⽇、郵送致しました意⾒書は、ホームページ記載の折りは匿名でお願いいたします。※⾒逃されない様に絵葉書にい
たしました 

個⼈ 前略九⽉四⽇までの意⾒をのべたいとおもいます昔は上⽥哲が会⻑かとの時代もありました NHK さんは組合も強い
し給料も良いし職員は冬休み 正⽉休み 、夏休み お盆休み は⼗⽇以上取れるし⾐しょう代もでるんですか公共
放送です、⾃然とかドキュメンタリーとか災害番組を実きょう、歌ばん組などＮＨＫ職員アナウンサをそだてるべきですし
ちょう者とか気にせず⺠放番組と同じような放送はやめてください、つるべいの家族にかんぱいはやめてくださいＮＨＫど
くじの⾊をだしてください政府の意こうにまけないでＮＨＫ、公共放送の役⽬をはたしてくださいコロナで仕事がなくめし
も⾷べれない⼈もいます。⼀受信者より⼆〇⼆〇年九⽉⼆⽇ 14:50 分 

個⼈ 2021-2023 年度の NHK 経営計画案を拝読いたしました。＜保有するメディアの有り⽅について＞当⽅は現在ラ
ジオを主な情報源とする⽣活を送っております。R1 の⽇本語放送でニュースや暮らしの情報を得て、R2 では英語ニュ
ースを聴き、また英語の語学講座で勉強しております。災害時にはまず⼀番にラジオをつけて、正確な情報を得るよう
努めています。ＦＭではピーター・バラカンさんの⾳楽番組などを楽しんでいます。⾃分のような、インターネットへのアク
セスを持たない者にとっては、波が減ってしまう可能性があることに不安を覚えます。現時点でも過分でない、丁度よい
ボリュームだと感じます。聴きたかったらインターネットにアクセスして下さい、というのはあまりにも乱暴であるように感じま
す。⼤⼈向けの（英語を含む）語学講座はラジオでの放送を継続していただけますようお願いいたします。また、今テ
レビの⾳声が流れている英語ニュースをラジオ独⾃のもの（コロナ前に放送していた形式）に戻していただけたら嬉しく
思います。ラジオには、ラジオのコンテンツが必要です。以上、ラジオを愛する者からのお願いです。ありがとうございまし
た。 

個⼈ どうか気候変動について報道してください。   世界では気候変動について報道がされているため各個⼈の意識が⾼い
ようですが、⽇本ではまだだ認識が広がっていません。   私はテレビを観ませんが決まりだそうなんで NHK へ料⾦を⽀
払っています。   せめて、いち意⾒として受け⽌めていただけると幸いです。 
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個⼈ 1）まず、公共放送である NHK の経営計画案への意⾒募集の機会を設けられることに、お礼を申し上げます。パン
デミックによる経済状況の悪化が想定されることを考えると、NHK が蓄積してきた番組制作⼒や取材⼒等、他の放送
局の追随を許さない強みは、これまで以上に重要になると思います。是⾮、その強みを最⼤限に発揮して、公共放送
としての責任を果たしてください。  2）「『NHK らしさ』の基本と考える公共的な価値」が、5 つのキーフレームに適切に
反映されていないように思います。「5 つのキーフレームごとの具体的施策」には、現在の社会と世界の状況を踏まえた
喫緊の課題への視点が乏しいことは⾮常に残念です。  3）パンデミックの影響で「事実を伝えること」がこれまでになく
重要になっていること、そして、「事実を伝えるためには政府の施策を客観的かつ批判的に分析し検討する姿勢が重
要であること」を明確にし、それにより、「NHK らしさ」の基本と考える公共的な価値、そして公共放送としての使命を
果たすことを明記してください。  4）「1．安全・安⼼を⽀える」には、今の時代の持続不可能性の解決、SDGs に代
表される「安全・安⼼な未来」をつくるための⽬標への貢献を謳ってください。マイクロプラスチックに代表される環境汚
染、気候危機、少⼦⾼齢化、移⺠難⺠に代表される⼈権の課題等、防災と同様に重要な問題が⽇本と世界には
⼭積しています。  5）「2．新時代へのチャレンジ」にある「コンテンツ制作⼒」には、技術のみならず、社会・経済・環
境の各分野の問題が複雑にからみあった現在の危機の解決に資する「コンテンツ制作⼒」を明記してください。  6）
SDGs は「社会への貢献」の考え⽅の軸ではなく、⽇本と国際社会が 2030 年までに達成することを約束した⽬標で
す。その認識に⽴って、現在の社会と世界の危機について伝え、「安全・安⼼」で「持続可能な未来」をつくるための
「知る権利の充⾜」「健全な⺠主主義の発展」「⼀⼈ひとりの⽣活の安全、豊かさ、⽂化創造」「地域コミュニティの発
展」「⽇本と国際社会の相互理解」という価値を創造していただくよう、強くお願いします。 

個⼈ ⻑野に埼⽟から移住した⼀児の⺟です。私は環境問題にとても興味があり、その過程からヴィーガンになりつつありま
す。 移住のきっかけも環境問題でした。  NHK さんには今後さらに過酷になるであろう「気候変動」についてもっと報道
して頂けると嬉しいです。きっかけは気候変動、そこから社会の⾊々な問題、政治とのつながり、⾊々知りました。そこに
は報道できないようなこともあると思います。 せめて国⺠のみんなが希望を持てるよう、気候変動の現状をより詳しく伝
えて頂けると、⾏動の⼀歩に繋がると考えます。 クローズアップ現代のプラスチックフリーの特集、とても⾯⽩かったで
す︕スタッフさんが体をはった⽣活での実験も⾯⽩く拝⾒させていただきました︕ あんな⾵に⾯⽩くてさらに地球によう
ならやってみようとかそういう⾏動が⽇本から世界へ地球へ広がっていくことを祈ります︕ これからの NHK さんの番組作
り楽しみにしています。 

個⼈ 環境活動に従事している⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
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が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 北海道の⼤学 1 年、18 歳です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満と
する」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候危機について報道してほしいです。⼈間が地球をどんどんダメにしてしまっていて、時間がない状態です。⽇本⼈は
環境に対する意識がとても低いですが、地球規模で環境に対してのアクションが絶対的に必要です。気候危機につい
て報道してください。 
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個⼈ 国会中継は全て放送して下さい。 全てノーカットで放送して下さい。 選挙の際、候補者の政策についての候補者の
政策や、候補者同⼠の討論を放送して下さい。 誠実であることをどこに向けるのか、国⺠は⾒ています。  コロナ禍で
もあるのに受信料が⾼いです。 

個⼈ 政権に忖度しない番組作りをしてほしい。上からの圧⼒で番組が作れないなんてあってはならないこと。 政権にヨイショ
する番組やキャスターばかりでは興醒めです。●●●●さんのような記者がなぜ辞めなきゃいけなかったのか。 残念で
なりません。  ⽇本はどんどん右傾化していっている気がします。⾔論封殺が静かに進⾏しているみたい。これで良いの
でしょうか。怖いです。 ⽇本には平和憲法があります。この憲法の理念を暮らしの中に、報道の中にも活かしていって
欲しいと切に願います。 

個⼈ 私は、埼⽟県に住んでいる主婦です。 今年の夏は、昨年に増して異常を感じずにはいられない気温と⻑⾬でした。 
体温を超える気温に、こどもたちの未来を⼼配せずにはいられませんでした。 ⽇本は、世界の諸外国にくらべ気候危
機に対する政策や⼈々の意識がとても低く、例年凄まじい豪⾬や台⾵がきているにもかかわらずとても他⼈事で、無
関⼼です。 これは、気候危機だけでなく、政治に関しても同じと⾔えます。 なので、NHK さんは唯⼀の国営放送のよ
うな⽴ち場として、 公平な⽴場を貫いていただきたいです。 報道の⾃由度ランキングをみても、⽇本は安倍政権にな
ってからかなり⾃由度が失われ、報道機関は、政府の都合のいい解釈しか⾒せませんでした。 これでは、わたしたち国
⺠のための報道ではなく、政府の広報と変わりありません。 変わりゆく、⽇々のなか、 常に真摯に国のあり⽅を⾒つ
め、正しい物差しで国をはかり、 いま、わたしたちは、世界の国々と共に⼒を合わせて地球規模の気候危機という⼈
類共通の危機に対策をしていく⼤切な役⽬を果たすべきです。そのためにも、NHK では楽観視しない、恐怖を煽らな
い現状を正しく伝えていっていただきたいです。 これから三年の経営の中に、気候危機を正しく伝えていってほしいで
す。⽇本が世界の中でもトップに躍り出るくらい気候危機に対して対策するためには報道の役割は⾮常に⼤きいと思っ
ています。 地球の問題は、⽇本の問題でもあります。 けして他⼈事ではなく、⼤切な問題です。 よろしくお願いしま
す。 

個⼈ コンセプトに掲げられている NHK らしさについて  最初に私は（周りも含めて）NHK に⼤変期待をしております。 ま
たここ 1-2 年、魅⼒のある番組が多くなって来ているのをとても感じます。 それ以前は 偏った部分で⺠放局の番組の
庶⺠的︖（低俗的な物⾔いなど）を模倣する 場⾯が数多く男⼥平等の時代とは⾔え、番組上の先輩男性（⼥
性ふくむ）に 対する後輩アナウンサー（特に⼥性アナ）の失礼な⾔動は不快感を感じます。 また ⺠放テレビでは芸
能⼈などの話し⽅の模倣などをすぐ取り⼊れたりということが多々ありますが NHK のアナウンサーには決してしてほしくな
いと願っていますが、遅れ気味ですが やはり使われてきています。 例えば 有名な K 姉妹の姉の⽅が何かの番組で 
""なので” という⾔葉を会話の中で連発して 使⽤していてその後あっという間にその変な⽇本語が⺠間の⼥⼦アナを
筆頭に広がっていきました。NHK のアナウンサーには使わないでと願っておりましたが……。  きれいな⽇本語をお話し
する⽅は NHK には多くおりますが、 ただ最近は丁寧語さえ使えないアナウンサーがあまりにも多く、”天皇陛下が来ま
した” 等々、聞きにくいことも多いです。  私たち国⺠がお⼿本にできる⾔葉遣いはどこで勉強できるのでしょうか︖  
⾔葉と同じようにニュース番組のなかで次の場⾯に移動するときに最近、アナウンサーが故意に⼩⾛りしたり、なにか⺠
放テレビに雰囲気を近づけようとして落ち着かない放送になってきているような気がします。 良質で多様な…と掲げてい
ますが多様な中に新しさも⼤事ですが芯のある NHK にしかできない内容の番組作りにこれからも⼤変期待しておりま
す。 追記 40 代になった家族たちからも NHK や E テレを⾒る機会が多くなったと聞いております。よろしくお願いいたし
ます。    ⼩⾛りされて 
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個⼈ 東京都在住の会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ５つのキーフレームについてだが、安全、安⼼を守るのは当然のことである。新時代へのチャレンジとあったが、最近の放
送内容を⾒ていると⾼い専⾨性に裏打ちされ、深く奥⾏きのある番組とは⾔い難く、むしろ程遠いように思える。⺠放
各局の真似をするようであれば、受信料を払う価値は無く、また受信料そのものを語る資格は無い。経営計画以前に
まずはそういった番組編成に対する姿勢を即刻改めてもらいたい。そういう意味では固いと⾔われながらも、昔の番組が
良かったように思えた。加えて最近は再放送ばかりであるので、その分コストは下がっているはずである。それならば受信
料を即刻値下げすべきであろう。また⼈事制度改⾰の項⽬もあったが、そもそも職員数が多いのではないか。また給与
⽔準も平均より⾼いのではないか。そういったところにメスを⼊れることが必要である。まだまだ合理化が⾜りないように
思える。⺠間企業では合理化にかなりの努⼒を⾏っており、そういった姿勢を学ぶ必要がある。保有するメディア数を
⾒直すということだが、当然ながらその分だけ番組が減るわけなので、残す番組、打ち切る番組の峻別が鍵になると思
われる。前述した通り、受信料に⾒合ったコンテンツであるかどうか疑問視される番組が多く、このさい、⼤幅な番組リス
トラを進めてもらいたい。これについては⾳声系のラジオについても同様である。最近、聞くに堪えない番組が増えてお
り、これも⺠放ラジオの真似としか思えない。単なるメディア削減ではなく、放送番組の⾒直し、そして⼈員の削減まで
踏み込む必要があろう。NHK 第２放送が削減されるとあったが、それならば中継局を第１放送に転⽤していただきた
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い。放送法の規定では全国あまねくサービス提供となっていたはずだが、実際にはラジオ電波の⼊りにくい場所が地⽅
を中⼼に散⾒された。経営計画についても結構だが、既に述べたような点も踏まえて、着実な実⾏をお願いしたい。 

個⼈ 30 歳、⼦どもがいる主婦です。 ⼦どもたちの未来のために ⼤切な地球の危機を伝える報道をしていくべきだと思いま
す。 地球温暖化の原因。 家畜業が環境に与える影響が⼤きいという事実。家畜がするおならやゲップに含まれるメタ
ンガスによって地球温暖化が進んでいる事実。私も⼦どもが産まれるまではあまり気にしておりませんでした。 しかしこの
ままいくと⼦ども、そのまた⼦どもたちが住めない地球になっていく。。そう思うと今⼤⼈がどうにかして国⺠の⽅に事実を
知ってもらいたいと思いました。知らない⼈がほとんどだと思います。 NHK さんの⼒を貸してください。 これからの地球。
⼦どもたちのために。   ②つ⽬は ⼦育てママへの報道。 旦那さんは仕事。 平⽇ひとりで⼦育てしているママたちの⼼
は常に⼦どもたちの命を守らなくてはと⾔う責任を持ち、常に緊張感を持って⽣活しております。緊張感を持ち、家事を
こなし⼦どものイヤイヤ期に奮闘し、、⼼も体も疲れている⽅が多いと思います。 しかし夫も外でお仕事しているのだか
ら⽢えてはいけない︕と⾃分の⼼の内を出せない。出したら贅沢だ︕とお⺟さん⾃⾝が我慢をしてしまう⼈が多いと思
います。 それをしてしまうといらだち、怒りの感情が⼦どもにいってしまうのです。 そうなってしまうとこどもたちの⼼が痛み、
傷を抱えてしまう。  ママの笑顔＝⼦どもたちの笑顔 ママの⼼の余裕＝⼦どもたちを伸ばす ママが満たされる＝よりよい
⽇本  ⽇本、世界の豊かさを求めるなら お⺟さんへの⽀援。 お⺟さんたちの緊張感をすこしでもほぐしてホッとできる報
道。 ⼀⼈で頑張せない。 ⼀⼈で抱え込まない情報をこれからも盛り沢⼭な特集や報道を︕︕ 気付けるように定期
的にお願いします︕︕  バブリーたまみさんなどとても共感できて⽀えられている⽅がいると思うので⾊な⽅にまだまだ知
ってもらいたいです。 

個⼈ ●●新聞や●●●●の捏造記事をもとに⽇本をゆすりに来ている連中をテレビに取り上げるようなことをするな。●●
●のような嘘で⽇本を貶めたり●●●●●のように嘘で⾦儲けをしている様な⼈間をバックアップしているくせになんで
受信料を国⺠に請求してくるのか。お前たちは朝鮮⼈と中国⼈の⼿先になって制作費だけは国⺠負担なのかそんなこ
とが許されるとでも思っているのか。ＮＨｋに不信感を持つ受信料不払いは増えると思います。 

個⼈ 東京都在住、30 代主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  ⽇頃から、テレビでの環境問
題、気候危機に関する報道が⾮常に少ないと感じています。 現状、国⺠の関⼼がこれらの問題に対し低いとお考え
かもしれませんが、そんなことはありません。ただ多数の⼈が知らないのだと思います。 そして関⼼の⾼い⼈も私を含め
多いですし、これからもっと増えます。  これまで国内各地で頻繁に起こっている⼤⾬、洪⽔などによる甚⼤な被害な
ど、もちろん何が今起こっているのか事実を伝えるのは必須ではありますが、その背景として何故起こったのか、もっと掘り
下げて追及して報道してください。 皆がぼんやり、温暖化だねぇなんて呑気にわかった気になっているだけでは何も変わ
りません。 何が原因で、私たちの⽣活、企業の活動の何がどのように影響して環境や⽣態系を壊し、従来のバランス
が壊れてしまっているのか、このままでは今後どのようになってしまうのか、どれくらい速いペースで悪化していき、⼿遅れに
なるのか、どうすることで打開できるのか、等。 災害時だけでなく、⽇頃から毎⽇のニュースで当たり前に報道してくださ
い。それくらい、私たちの⽣活に密接に関係している問題であり、向き合っていかなければならないことです。 ドキュメンタ
リーなどもたくさん作成して頂けたら勉強になります。  国外で起こっている、事件、災害、そして国際会議や各国政府
の取り組みも含めて報道して欲しいです。どれだけ⽇本政府の取り組みが遅れているのか、国⺠の意識が低いのか、
知るべきだと思います。規模は⼩さくともその問題に取り組んで発信、活動を⾏なっている国内の⼈々の特集なども観
たいです。コロナよりももっとずっと⼤きくて深い問題ですので内容はいくらでもあります。私がここで詳しく書かなくとも、報
道のプロフェッショナルである貴社ですので諸々ご存知であると考えます。  企業や政府との利害関係など私にはわかり
かねますが、地球に住む⼈類、動物の利益(この地球に住み続けること)を⽬指していけたら嬉しいです。  何卒、宜し
くお願い申し上げます。 

個⼈ NHK ラジオ局の統廃合に反対します。 NHK ラジオを愛聴している者です。ラジオ番組は科学、歴史、経済、古典、
ニュースのほか、⼈⽣の先達の話、名曲の数々を聞くことができる貴重な機会となっています。毎⽇の⽣きる指標になっ
ています。 今回、NHK 経営計画でラジオ第 1 放送と第 2 放送の統合⽅針を知りました。私は次の理由から反対で
す。 第⼀、⽇本列島では現在、⾃然災害が激甚化しています。防災情報伝達⼿段として NHK ラジオの果たす役
割は⼤きく、とくに FM に⽐べ広範に伝達できる AM は有⽤です。ラジオ放送は設備がシンプルで莫⼤な費⽤がかかり
ません。災害による重⼤被害を想定し２波確保しておくことは⼤きなメリットとなります。 第⼆、過去災害で、避難所
でのスマホ利⽤時、電源確保が困難になることが明らかになってきました。スマホは災害現場での⻑時間使⽤が不得
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⼿です。ラジオは省電⼒で乾電池で何⽇間も連続聴取が可能です。 第三、第 2 放送は外国語習得者に⽀持され
ています。会話教室では優秀⽣徒が⼝にする「NHK」とは何だと外国⼈講師の間で話題だそうです。ラジオ講座はお
⾦がかからず外国語をマスターできる貴重な⼿段です。 ステークホルダーによる⼗分な検討なしにラジオ番組を廃⽌し
てはなりません。 

個⼈ NHK 放送法第 1 条⼆「放送の不偏不党、真実及び⾃律を保障することによって、放送による表現の⾃由を確保す
ること。」三「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な⺠主主義の発達に資するようにするこ
と。」という⽴派な理念をすでにお持ちです。権⼒に追従し国⺠の知る権利を裏切ることのないよう、法から逸脱するこ
となく遵守徹底に努めてください。現在のような報道をいつまで続けるおつもりですか︖歴史を繰り返すのは愚かだと思
いませんか︖公共放送としての責任と⾃覚を取り戻してください。 

個⼈ NHK の今後の放送においてぜひ積極的に取り上げていただきたいテーマがあります。  「気候危機」 記憶に新しい 7
⽉の⼤⾬災害をきっかけに、個⼈的に気候変動や異常気象と⾔われるものについて調べ始めました。SNS では啓蒙
活動をされているアクティビストの⽅々が沢⼭いる中、年代問わず多くの国⺠が触れているであろうテレビでの報道は⾒
かけません。 災害についても起こってしまったことを嘆くことはもちろん悪いことではありませんが、根本的な要因や解決
⽅法からは⽬を背けているように感じてしまいました。  気候危機は現実に起こっていることであり、私たち全ての⼈類の
未来に関わりのあることです。何もしなければ悪化する⼀⽅、先の災害のように多くの被害を⽣み出し続けます。勝⼿
に改善されることはありません。 そのような危機的状況の中、知らずにいる国⺠ばかりであることは残念です。私⾃⾝も
っと早く知っていたかったです。知識を⾝につけ始めてからは、⼩さいながら⽇々アクションを起こしています。 知らずに過
ごすことと、知ってから選択することは別物です。⾃ら思い⽴って調べなくてはわからない現状から、⾃然に「気候危機」
の知識に触れられる社会に変わっていくことが危機を脱する第⼀歩だと考えます。その為に、まずは国営放送である
NHK から積極的に発信していだだけないでしょうか。  よろしくお願い致します。  私は⺟と暮らしているということもあ
り、テレビは毎⽇観ています。⾃粛期間中は、普段仕事の都合でリアルタイムでは観られない朝ドラを楽しみに過ごし
ていました。再開を待ちわびています︕ 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
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解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ 「⾳声波は、２波への整理・削減に向けた検討」について 受信料との関係でコスト削減について⾊々と検討されてい
ると思います。その中の⼀環として⾳声波を現在の３波から２波に削減することを検討されていると思います。コストの
低減は理解できないわけではありませんが、第２放送やＦＭ⽅法は、ＮＨＫらしく、⺠放にはない番組が多いことか
ら、この点を考慮して頂きたいと思います。 私は、現在、ＮＨＫのラジオ語学番組の実践ビジネス英語、ユースで英
語術、まいにちイタリア語と毎⽇聴いており、過去にはラジオ英会話、まいにち中国語、おもてなしの中国語等々、聞
いていました。また、カルチャーラジオ、⽂化講演会、古典講読、こころをよむ等のカルチャー番組も拝聴しています。さら
に、クラシック番組も多数あり楽しませて頂いています。 このような番組を気軽に聞けるのは、ＮＨＫのラジオ放送だか
らであり、⺠放では、スポンサーとの関係で、このような番組は無理と思います。 ⾳声波を３波から、ＡＦとＦＭの２
波に削減することによって、ＮＨＫならではの番組が削減されてしまう可能性が⾼く、現状を維持して頂けるようご検
討をお願い致します。 

個⼈ NHK オンデマンドについてです。 受信料を払っているのに、さらに課⾦するのはいかがなものかと思います。 ちなみに，
WOWOW にも加⼊していますが、そちらのオンデマンドは無料です。 受信料は値下げされるようなので、オンデマンド
無料でお願いします。 

個⼈ 愛知県在住の●●●●と申します。  このような機会を設けてくださりありがとうございます。  気候変動について報道
をお願いいたします。  海外⽣活を経て環境問題について知りました。街のゴミ拾いをしたり、ヴィーガンというライフスタ
イルを選択しています。  ですが、⽇本にはまだ気候変動についての真実を知らない⽅々が多く、SNS で発信し続ける
私のような個⼈を「変わった⼈」と笑う⽇本⼈もいます。  ⼀刻も早く⼀⼈⼀⼈が気候変動についての真実を知り、ライ
フスタイルを変える必要があると思います。   個⼈だけで発信し続けても限界があることに気がつきました。   NHK さん
の⼒が必要です。どうか私達を、地球を助けてください。  最後までお読みいただきありがとうございました。 

個⼈ こんにちは。パラ⽔泳をしている●●●●●と申します。コロナウイルスの影響で東京 2020 が延期になる中、それ以
上に⼤きな問題を私たちは抱えていることに気づきました。影響⼒の⼤変⼤きい NHK さんに希望を託し、今回は 3
年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
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を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⼤阪府在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼤阪市に住む、⼀児のママです。 ⼦供が産まれてから E テレなどよく拝⾒するようになりました。 テレビでは全くと⾔って
いいほど環境問題について報道されていないように感じます。 ⼦供たちの未来を引っ張っていってくれるのは、メディアの
⼒が⼤きいと思っています。 ぜひ、国⺠の意志をもっと環境問題に向くように、テレビで本当のコトを流してください。 お
願い致します 
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個⼈ 今回発表された NHK 経営計画について意⾒を述べさせていただきます。 最近 4K 放送の美しい映像を⾒るため
に、⼤型の 4K の有機 EL の TV を購⼊しました。 その 4K 放送の映像を拝⾒し、⾼精細な映像と臨場感、カメラワ
ークなどの制作技術、スケールなど BS 放送には感嘆して視聴しています。 ところで NHK は受信料を徴収して放送
する公共機関です。⺠間の放送企業とは経営形態が違うはずです。今回の経営計画案で提⽰している放送のスリム
化による製作費の⾒直しや CH 数の減少は放送の質や量の低下を招きます。NHK は、あくまで報道やドキュメンタリ
や⾃然などの映像や内容の質、スポーツや⾳楽などのエンタテイメント性を追求していくべきです。ＮＨＫはアナログ放
送の時代から「ハイビジョン」などで⽇本の放送業界のリーダーとして⾼精細映像など提⽰してきたし、このデジタル化時
代でＮＨＫ技研などが頑張って開発した 4K、8K の映像技術を提供してきました。これからはさらに TV 受像機メー
カーと連携しその普及につとめるべきです。私は地上波はあまり⾒ません。主にＢＳです。ＢＳ－１、ＢＳ－プレミア
ム、BS－４Ｋそれぞれ分野や役割があり、ＢＳ－ＣＨ数の減少は理解できません。現状維持しＢＳの特徴を⽣か
し発展させるべきです。最近の⺠放のお茶の間番組やショップ番組にはうんざりしていますし、ネット番組も発展して伸
びている中、放送業界は特徴を⽣かさないと視聴者はネットに流れていきます。ＮＨＫ-ＢＳは現状どおり 4CH の維
持と継続を希望します。製作費がかさむなら視聴者によく説明して受信料⾦を値上げすればいいと思います。  もと
銀⾏員でスリム化やリストラで利益を追求してきた⽅が会⻑になって、同じ⼿法を NHK に持ち込むのは何か公共機
関の役割をお忘れになっているのではと思ってしまいます。今後の放送業界は、視聴者の限られた時間の奪い合いで、
ネットとの競争がますます激化していくと思います。⾼精細、エンタテイメント性、映像のスケール感、緻密で⻑期の制
作で質を⾼めることが、このコロナ時代の閉鎖された⾏動要請の中で夢のある放送の発展が提⽰されることを望みま
す。 

個⼈ こんにちは。東京都に住む 30 代のものです。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフ
レームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れ
ていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいとこ
ろですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの
問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状
況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドラ
イン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本
法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
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牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ 
NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  私は東京都在住のフリーターです。 今の時代、そして未来に⼤きく
影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼ
した巨⼤台⾵、豪⾬の事例のように、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。 また、今年の暑さを体験しての通り、温暖化も着実に進み、私た
ちの⽣活だけではなく⽣命までも脅かす危険は、年々増す⼀⽅です。 こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、
私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  現状の平均気
温の上昇から⾒ても、私たちには時間がありません。 このまま上昇を続ければ更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、
⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されていま
す。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸と
なって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的
状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係
にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の
⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上
に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈から
も⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃
律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、
すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るの
は、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は
災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害
情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。それこそ本来の報道のあり⽅で
はないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。 それを伝えるメディアの社会的責任
は計り知れません。 気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 よろしくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動について報道してください︕ ⼯業畜産の環境負荷や、動物福祉の⽇本のレベルの低さも報道してほしいで
す︕ 私は 20 代なのでこれから未来が続きます。⼦供も産みたいです。ですがこんなに気候変動が進み対策もない
⽇本に希望が持てません。NHK さんお願いします︕ 

個⼈ ＊”「ＮＨＫらしさ」の基本と考える公共的な価値▼視聴者・国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発展
（発達）に貢献”について、ここに記載されている視聴者・国⺠とは誰なのかが具体的に明記されていない。 従っ
て、”⽇本国籍を取得している国⺠の知る権利を充⾜し~”と変更するべきだと考えます。  ＊2023 年度までの経営
計画「⽼朽化した放送センターの建て替えなどに向けた、より効率的な設備整備の在り⽅の検討」について、より効率
的な設備整備という点において放送センターを建て替えることは最上位課題でなく最下位課題に変更し、放送機器
の更新を優先的な⼿法とすることで経営資⾦圧縮につながりスリムで強靭な NHK への変貌や受信料⾦の価値が⾼
まることに繋がると考えます。  ＊基本⽬標”すべての⼈に「安全・安⼼」と「正確、良質で多様なコンテンツ」を届け、信
頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たし続けること」”について、現在、国内外政治報道は両論併記され
ていることが極端に少なく、新型コロナウイルス関連に代表される、⽣活暮らしの報道が恐怖や不安を煽ることに注⼒
した内容になっている。このため基本⽬標を達成する意思が⾒て取れない。 従って更に受信料⾦を 50%程度引き
下げる、もしくは、⽣命維持に関する防災報道以外のコンテンツをスクランブル化してコンテンツ提供における契約内容
の⾒直しを図ることで充実したコンテンツを合理的なコストで⽇本国⺠ひとり⼀⼈に提供し続けることが達成できると考
えます。 
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個⼈ ⼤阪府に住む、看護学⽣です。 私達の住む地球は⼈間だけでは成り⽴ちません。共存していて、共存しているから
私達が⽣かされています。 動物や⾷物への影響が結果的、私達⼈間にも影響を及ぼします。 ここまで⼈間が造り上
げた地球なら、これからも変えていけるはずです。 今の⼩さな 1 つ 1 つの積み重ねが未来で⽣きていく⼈達へと繋がれ
ます。 ご協⼒を求めます。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただきたいです 今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害
等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全
ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ こんにちは、私は神奈川県に住む 20 代の会社員です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5
つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計
画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に
新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
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放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 貴社のネイチャー系の番組が⼤好きで、⼦どもとよく拝⾒しております。 貴社の番組がきっかけで環境問題に興味を持
つようになり、3 年経営計画に対し、思う部分がありましたので、意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測されています。こうした事態は、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表
現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起
こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てて
いないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 愛知県でヨガインストラクターをしています。今回、貴社にお願いしたい事は地球環境について、⼦供から⼤⼈にまで分
かる今の現状と今後の課題などを是⾮特集して頂きたいです。家族で理解する事により、連携も取りやすく地球環境
に対するアクションも取りやすくなり、こうした意⾒を社会が未だ吸い上げてくれるという事を⼦供達に伝えてあげたいで
す。未来の為に共に頑張ってくれる⼤⼿の企業がある事はこれから⼤きくなっていく⼦供達にはとてつもないバックアップ
と希望になり得ると思います。もちろん貴社が動いてくださる事で⼤⼈達の関⼼も⾼まり貴社への信頼も厚くなる事と
思います。⼼燃やす社員さんがいらっしゃると思っています。 どうか、地球環境についての特集番組をお願い致します。
宜しくお願い致します。 

個⼈ ＜受信料徴収における公益事業者の居住情報の活⽤について＞ 経営⽅針（P4）や 2020 年 8 ⽉ 26 ⽇に発
表された有識者会議の報告において、ガス会社などの公益事業者から居住情報を活⽤し、受信料徴収コストを抑え
る案を提⽰されていますが、⼀⺠間企業（NHK）にガス会社が個⼈情報を提供することは現在の個⼈情報保護法
違反であり、法改正が必要となります。（もしくは、全契約者がガス会社との契約の更改が必要かと思われます） ⾮
現実的で、⾮効率的な案である上に、法改正をした場合はなし崩し的に個⼈情報の活⽤が拡⼤解釈されていく危
険性をはらんでいます。 そのため、受信料徴収において公益事業者の居住情報活⽤に反対します。 公平な受信料
徴収のもっとも効率的な⽅法は未払い世帯及び未契約世帯へのスクランブル化だと思います。 

個⼈ 京都市在住の⼤学⽣です。 3 年経営計画について、意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿 



473 

 

個⼈ 東京都に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 2020 年にパリ協定が実施段階に⼊り、気候変動問題も、気候危機という⾔葉で多くの⼈が危機感を覚えるような
時代になりました。パリ協定の採択された 2015 年以降、世界の脱炭素への動きは加速しており、⽇本だけが出遅れ
ている訳にはいきません。2017 年 12 ⽉に初回放送された NHK スペシャル「激変する世界ビジネス〜“脱炭素 ⾰
命”の衝撃」は⼤きな反響があったと思います。ビジネス界にも響いたことと思います。ぜひ、世界の危機感を国内にも
共有して、真の SDGs を達成することに率先して貢献してほしいと思います。そのためにも、経営計画には、SDGs の
実現、気候危機対策を⼤きな柱に据えてほしいです。 

個⼈ NHK は。スクランブルすべきだと思います  最近の NHK には公正・公平・中⽴・または不偏不党がまつたく感じられな
い  それに⾼すぎる受信料 強引な訪問員、質問しても答えられない  元から改⾰すべき  ＮＨＫには、公正・公平・
中⽴・不偏不党を貫き 第四の権⼒の⾃覚プライドをもつてやつて欲しい 
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個⼈ 暮らしや⽣活に役⽴つ情報を発信して頂きありがとうございます。  私は 1 年ほど前から、気候変動、環境問題の深
刻さを知り、⾃分でできる事を実践し、周りに伝えていく取り組みをしています。  近年ニュースでは、⽔害、異常な暑
さ、温暖な冬、レジ袋の有料化について沢⼭の報道がされます。 NHK さんでは、⼦供向けの番組で、ゴミや⽣物多
様性についても問題を取り上げられているのを⾒て、とめも嬉しく感じています。  今、地球温暖化による気候危機が
深刻で、⼤きく変わらなければ、地球の未来はとても⼈間が安⼼して暮らせるような環境ではないであろうとゆう事は、
きっとご存知のはずと思います。  報道を⾒て感じることは、起こっている事やそれに対するその場の対処だけが報じら
れ、根本的に何が原因であるかを報じられていないと感じます。  レジ袋有料化の事でいうと、ビニール袋を買う⼈が増
えたとか、スーパーで無料の袋を⼤量に持ち帰る⼈がいるとか。  私がよく梱包を断ると、（これは無料だから⼤丈夫で
すよ）と⾔われます。 レジでは注意していないと、⼩分けの袋に勝⼿に⼊れられます。  そうではないのです。 なぜレジ
袋が有料化になったのか、根本的な理由をちゃんと理解している⽅が少なすぎます。 そもそも有料化するならもっと⾼く
するべきとも思いますが。 減らしていくべきだからそうしている事を理解してもらえるような報道をお願いします。  また、気
候危機の問題では、  （今⽇も何度を記録しました。熱中症にご注意を。）（記録的豪⾬が予想されます。避難
を。）（川が氾濫しました。救助活動、寄付をお願いします。）  といった報道の仕⽅は、その場の対処だけです。 こ
の災害が何故起こっているのか、気候変動が⾃分達の社会活動によって起こっているのだ知っている⼈はとても少ない
です。  根本的に何故起こっているのか、根本を⾒つめ直し改善しなければ、災害は増える⼀⽅です。  その上で、⾃
分達の⽣活で何ができるのかを報道していただけたら、もっと嬉しいです。  電⼒会社を⾃然電⼒の会社に切り替え
る。⾁の消費を少しでも減らす。使い捨てを出来る限り⽌める。など。  この社会は、経済が最優先されます。 今の⽇
本の⺠放では、スポンサーさんで成り⽴っているため、スポンサーさんに不利益な報道は難しいと感じます。  NHK さん
であれば、国⺠の受信料で成り⽴っているので、そういった事情や圧⼒は少ないのではないでしょうか︖  本当にお願い
します。⼦供達にこれ以上、負の遺産を残さないように。 個⼈の活動も⼒になると信じてやっていても、やはりメディア
の⼒がないと、もう⼿遅れになります。 すでに⼿遅れかもと思う時もありますが。  ヨーロッパでは⽇々当たり前に報道さ
れている事です。 ⼀⼈当たりの co2 排出量は、世界でトップクラスです。⽇本は変わらなければいけません。  コロナよ
り、よっぽど沢⼭の命が⼀瞬で奪われる災害。お年寄りだけでなく⼩さな⼦も犠牲になる災害。 コロナは⾃粛すればい
いけれど、気候変動の問題は何かしてすぐには解決しません。 なぜこちらの解決が優先されないのか。  もう不思議で
なりません。  ⽇本⼈は良い意味でもメディアコントロールされます。メディアの⼒は⼤きいです。  何卒、よろしくお願い
します。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 福岡の⾃然豊かな場所に暮らし、、⾷に関わる仕事をしているもの
です。  テレビから得られる情報のクオリティの低さにげんなりして、数年前にテレビを捨てました。 しかし、今は
youtube などネットに溢れている情報も、アフィリエイトばかりで根拠ないものが溢れています。 そんな中、NHK さんで
したら、きちんとした情報源と取材能⼒、美しい映像と⾔葉とともに、次なるメディアとなってくださると信じ、意⾒を送り
ます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
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公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。埼⽟県に住む主婦です。  気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、 “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の
概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「3．あまねくを伝えるについて」 具体的な箇所ではないが拝⾒していて、「使いやすさ＝デジタル化」が当たり前となり
年配の⾼齢者は４K８K は求めていない。 どの時間帯、年代がよく⾒られていて視聴率も取れているのか、ラジオは
ラジコの普及もあり聴取率はどうなっているのか。 その点も含めて伝え⽅のメリハリも必要。  「5.NHK らしさを実現す
るための⼈事制度改⾰について」 これも特定箇所ではないが、どのような⼈事制度かを具体的に⽰しても良い。 ⼈
材育成、従業員の給与体系の⾒える化（どの役職者がどれくらい受け取っているのか、地⽅局、関東圏。放送センタ
ーも含めて）。  「その他の意⾒」 番組モニター等で各県で前期後期合わせて何名かの意⾒は聞けるかもしれない
が、それは選ばれている⼈達である。 視聴者が NHK に求めているのは情報の正確さと迅速さ。 地震や災害の時は
真っ先に NHK を点ける。 あえて古い⾔い⽅をするならば総合テレビと教育テレビは時間帯や年代によって視聴者、
聴取者も様々。 教育テレビが深夜に休⽌しているように総合テレビも休⽌している時間を設けても良いかもしれない。
２４時間体制がいいとは限らない。休⽌する時間帯も必要（災害時は例外）  「募集は⽇本語で」と書かれている
が経営企画には横⽂字が多い。 そこで⽌まってしまう場合もある。わかりきったものでも⽇本語に置き換える、注釈を
つけるなど配慮が必要。 「これくらいは当たり前」「常識」「普通」は年代、性別によって異なる。 意⾒を求めるならば、
誰でもわかるくらいの配慮を⾏ってほしい。 



477 

 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ 富⼭県の主婦です 台⾵や川の増⽔の被害、猛暑など、 毎年強くなっていく⾃然災害に⼼を痛めています。 同時
に、⾃分の娘が⼤きくなる頃にはもっと⼤変な事態になっているのではないかと、不安に感じています。 そして、それは
⾃分の暮らしに⼤きく関わっていることを実感しています 責任を持った⾏動をしなくては、わたしになにができるか、という
ことを考え、温暖化の原因になっているごみの問題や、畜産の問題に⾼い関⼼ををもっています。 そしてそんな主婦の
友⼈は多く、⼀緒に⾏動をしています。  しかし、実際には個⼈の範囲では到底及ばないこともあります。 また、たとえ
ばいくら家庭でプラスチックフリーに取り組んでても、スーパーや通販、チェーン店の飲⾷などで、そうはいかない現実を⽬
の当たりにしています。  そこで、 「気候変動」の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。   今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、前述しました⽔害等の更なる頻発、激甚が予想されます。 こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有される
とともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で NHK の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法
で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義
の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃
由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。
NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線で
あるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関
に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そ
んな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たち
は⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。 ⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上
げます。 

個⼈ 2016 年 3 ⽉を以て、●●●●キャスターの降板に伴い、クローズアップ現代が 19:30  20:00 までのいわゆるゴー
ルデンタイムから姿を消し、22 時に移動させられた。19 時のニュースに引き続き、⽇本が抱える問題を掘り下げて放
送してきたクローズアップ現代は⾮常に意義があったものと考えられる。2016 年度以降は、鶴瓶、サラメシ、所さんなど
のバラエティーに取って代わられた。貴重な時間帯をなぜ、⺠放と⼤差ないレベルの番組を放送する必要があるのか理
解に苦しむ。22 時には就寝していたり、読書をしたり、余暇に当てたりしている国⺠も少なくないのではないか。NHK
は、国⺠から受信料を徴収し、番組を制作しているのであれば、国⺠にとって重要な番組を、できるだけ多くの国⺠が
⾒やすい時間帯に放送すべきであろう。同様な例として、ETV 特集は⼟曜⽇ 23 時に放送されているが、以前は
ETV 8 として、教育テレビの⼟曜 20 時から放送されていた。クローズアップ現代や ETV 特集、こころの時代などは、
⺠放では制作し難く、NHK が本領を発揮すべき番組である。23 時は遅すぎ、朝 5 時は早すぎて、視聴できる国⺠
が限られるのではないか。勿体ない話である。BS1 の国際報道 2020 は、グローバル時代には必⾒の番組であるが、
衛星放送であり、かつ 22 時からの放送であるため、視聴者が限られているのではないか。総合テレビの⽇曜 18 時の
世界の今があるが、ゲストが今⼀つであり、質を落としている。島国⽇本とっては、国際報道 2020 のような番組が必
要であり、是⾮、総合テレビで放送することを切望する。また、今後も、公共放送の強みを⽣かした第⼆次世界⼤戦
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に関わる番組の制作と、数年前の番組の再放送の継続をお願いしたい。何度か視聴することにより、先の⼤戦への理
解が深まるものと考えられる。  外来語をそのままカタカナにして放送することは⽌めて欲しい。具体的には、リスク、ナビ
ゲート、コンパクト、コンテンツ、オープン、スタート、E テレなど。⾼齢の⽅は理解し難いし、理解できない⾔葉は伝わら
ない。しかも、すべての国⺠が英語に精通している訳ではない。近年、⾃分の考えや意⾒を主張し難い時代となり、⼤
⼈まで「〜かな」を語尾につけることにより、主張を弱め、責任を曖昧にし、批判を避け、周囲と同調する表現がまかり
通っており、NHK でも例外ではない。的確、明解、簡潔な⽇本語での伝達を切にお願いしたい。  公共放送には、
⽇本の将来への道標となるような番組を制作する責務があり、時には、政権と対峙する必要もある。⺠放や
YouTube 等のネット番組では決してできない、あるいは⼿を出さない領域の維持、開拓を是⾮、お願いしたい。  以
上、幼少期より親に NHK を⾒させられ、今は NHK の重要性を認識し、NHK に期待している⼀国⺠の意⾒です。 

個⼈ 都⽴の⾼校に通う、⼥⼦⾼校⽣です。 私の家族はみんな NHK のテレビを毎⽇⾒て、情報収集をしています。私は
２０年後、私が過程を持ったときに、⾃分の⼦供に元気よく外で遊んで欲しい。スポーツや運動会を彼らから奪いたく
ない。⼦供には美しい⿂たちがサンゴの回りを⽣き⽣きと泳ぐ姿を⾒て欲しい。⽩く、海にたたずむ⽩化したサンゴを⾒
せたくない。  気候変動と豪⾬や台⾵の威⼒を増していることを関連して考えられる⼈が少ない。国⺠が知らないと、
何も始まらない。 学ぶ機会をください。ニュースで気候変動を取り上げてください。 NHK には今の状況を変える⼒があ
ります。 どうかよろしくお願いします。 

個⼈ 東京都に住む社会⼈です。 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
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ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼤阪府の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つ
の観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 千葉県に住む主婦です。 これからの計画に 気候変動、気候危機についての情報発信を⼊れていただく事を強く望み
ます。 気候危機というものに対しては 政治にまかせるのではなく ひとりひとりがこの問題と向き合っていかなくてはならな
いと思います。 しかしながら ⽇本のメディアの多くは この問題をとりあげることがとても少なく たまにあったとしても とても
軽い扱いです。 諸外国でははるかに⾼い意識をもって 報道されているようです。 ⽇本で報道が少ない理由にやはりス
ポンサーとの関係が⼤きいと聞きます。 そういったものにしばられない NHK だからこそ できることがたくさんあると思いま
す。 どうか  気候変動を危機として伝えていただき 根本原因と解決策、国⺠全員が意識できるような報道をお願い
いたします。 期待しています。 
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個⼈ こんにちは。神奈川県在住の 20 代です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 「動物搾取について報道してください」 ⽇本は動物搾取・犠牲に関して関⼼が薄いのは報道されないことも⼀つの原
因と感じます。なので私は最強は動物・環境問題などは SNS にて情報を得ています。最近では BBC が、タイでのサ
ルを使ったココナッツ収穫について報道し、不買運動が起こり店頭からタイ産のココナッツ製品が消えたそうです。これさ
野⽣の⾚ちゃん猿を誘拐し、鎖で繋ぎ、ココナッツ収穫訓練所にて強制的に訓練し、毎⽇ 1000 個近いココナッツを
収穫させらていたことが明るみになったからです。拒否すれば暴⼒やご飯がら与えられいとなります。死ぬまでこの状況で
働かされ続けます。⼈間より沢⼭収穫できるし⼈件費もかからないからです。しかし動物はロボットではありません。⼈
間のために存在しているわけではありません。動物園や⽔族館も同じです。動物の習性を無視しかなり狭いところで、
死ぬまで同じ種と関わることもなく⾒世物とされるものもいます。（宇都宮動物園の象の花⼦はその代表です。本来
象は本来仲間と⽣活し知能も⾼く 10 キロ以上毎⽇移動し、夏は⽊陰に移動したり⽔浴びもしますが、あそこは花⼦
をコンクリートのかなり狭いところに、もう 60 何年も閉じこめられています。）⽔族館のイルカが、和歌⼭県太地町で野
⽣から捕われ（今年も 9/1 からイルカ追い込み漁が解禁されましたが報道されているとは思えません。今までだって反
対活動家が過激だとかのみの報道はがりです）、⽬の前で家族を殺されたイルカだということ、死んだ⿂を⾷べるよう
に、最初は餌も与えず⼈間の⾔うことを聞いて餌がもらえるように調教してから、国内・海外の⽔族館に⾼値（特に海
外）で売られている事実をどれだけの⼈が知っているのでしょうか︖ 広い⾃然や海で暮らしていた⽣き物が家族と引き
離され突然狭い檻や⽔槽に⼊れられ⼀⽣でられない。これが私達の娯楽のために本当に必要なのか。現状を当たり
前として捉えるのではなく、海外の現状なども踏まえて報道してほしいです。 海外ではトロフィーハントや canned  
hunting なでもニュースになりますが⽇本は皆無です。 畜産も同じです。海外では禁⽌されている鶏のバタリーケージ
や豚の妊娠ストールなども⽇本では主流。これらに補助⾦もかなり出ています。 海外では屠殺まで 12〜24 時間空く
なら必ず給餌・給⽔をと決まっている国もあり、そういった国にはその内容を守り輸出しているようですが、半数以上の
施設では給⽔設備すらないのが現状です。真夏でもです。なので屠畜場にトラックが着いた時にはすでに 1 頭以外み
んな死んでいた映像もありました。⾟うじて⽣きていた 1 棟も⽴てる状態ではなく吊り上げられていました。屠殺⽅法や
苦痛なく⾏われているかのチェックなど⽇本は動物を守る法律がないも同然です。⽇本は動物福祉のランキングでも A
〜G のうち E です。家畜（飼育、輸送、屠殺など）に関しては最低ランクの G です。 動物実験も同じです。いまだ
3R さえ義務になっておらず、動物実験している施設を届ける必要がないのも⽇本です。なので海外に⽐べて代替法
も進んでいないと感じます。動物の命を無駄に使っていて、減らす努⼒をしていないと感じます。また、消費者も無知の
ためそれに便乗していると感じます。 動物の痛みも分からない、命を軽んじる国は⼈間にも同じになるのではないでしょ
うか。 そう思えてなりません。 畜産業界、動物園⽔族館業界、動物実験などは利益が⼤きく利権が働く組織です
が、そこに屈することなく報道することが他の放送局とは⼀線ひけるところだと期待したいです。  今、テレビ離れが進ん
でいることはこういう事があり、若者が必要な情報はテレビでは報道されないことに気付いたからではないでしょうか。 少
なくとも私はそのうちの 1 ⼈です。  毎⽇毎⽇可愛い動物の映像や、動物をたくさん使った料理番組などには飽き飽き
です。 私は vegan ではありませんが、最近家畜の酷い現状を知りお⾁を⾷べることをやめました。 海外ではそういった
理由で菜⾷を選択する⼈が増え、代替⾁など需要もあります。 私の周りでも確実に増えています。お⾁を⾷べない、
⾷べる量を減らすということは環境問題にも直結します。畜産がかなり温暖化を助⻑しているのは周知の事実ですか
ら。動物を守ることは、環境を守る、しいては地球を守ることに繋がるのではなないでしょうか。  このことから、⻑くなりま
したが私の提案といたしましては「世界・⽇本の動物搾取の現状（⽔族館・動物園事情」「イルカ追い込み漁反対側
から⾒た報道」「vegan、菜⾷、⼤⾖ミートをつかた料理番組」「世界で問題となっている動物に関連したニュース」「動
物搾取とは」「vegan とは」などを取り上げ番組作りをして頂きたいです。 
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個⼈ こんにちは。都内在住の 19 歳です。環境問題に興味があり、気候変動について報道して欲しいとかねてから思ってい
ました。⽇本は化⽯賞を受賞するほどの環境後進国であり、世界中で、様々な環境問題の⼀因となっている動物性
製品の摂取をなくしていこうという動きになっていっているのに対し、⽇本ではその逆をいく「⽜乳チャレンジ」なるものを推
奨するなどしています。 もちろん環境問題に関⼼があり積極的に⾏動しているアクティビストの⽅もたくさんいらっしゃい
ますが、やはりまだ⽇本⼈全体の環境に対する意識はアジア諸国に⽐べてもかなり劣っていると感じます。 そこで NHK
の今後の⽅針にかなり期待をしています。多くの国⺠が信頼し、視聴している NHK で環境問題について積極的に報
道していくことにより沢⼭の⼈に環境問題の危機性を理解して貰えるだけでなく、環境への意識も持ってもらえるように
なると思います。このまま気候変動が進めば、あと数年で地球は⼈が住めないような環境になっていきます。そうなったら
経済も利権もコロナですら何の意味もなくなります。そうなる前に⼈々に環境問題について知ってもらい、出来る限り早
急に対策をとる必要があります。私はただ美しい地球で夢や⽬標に向かって⽣きたいだけです。  3 年経営計画への
意⾒を送らせていただきます。貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく
影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及
ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、
今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」では
なく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に
合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公
表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度より
リスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 
年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇している
との試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡
⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されて
います。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀
丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危
機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害
関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表
現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の
向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何
⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃
主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基
づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出
来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている
貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、
災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を
持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変
わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての
⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
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個⼈ 「ラジオについて」ＦＭ放送がラジオ第１を吸収する形式にすべきだと考えます。万が⼀のＡＭ波利⽤をスムーズにす
るためにラジオ第２はＡＭ放送でお願いします。 「ＢＳ放送について」ＢＳ４ＫとＢＳプレミアム統合するおつもりで
しょうが、それはよしとします。その代わり現⾏ＢＳ１で放送されているドキュメンタリーや、かつての 「ランスマ」「チャリダ
ー」のようなカルチャージャンルは「新・統合チャンネル」に移⾏して下さい。チャンネル数を削減なされるならば、主に「放
送時間延⻑時」に使⽤される「マルチチャンネル放送」を現⾏以上に実施することが前提になってもらってからにしてくだ
さい。「ＢＳ１」は今以上に、リアルタイム性を求められるコンテンツに するべきだと私は考えます。 「経費節減・及び受
信料⾦について」 平時ならＮＨＫさんのおっしゃる「受信料費⽤対価値向上」はいいのでしょうが、もはや⼀般国⺠
の所得は「コロナ禍」の経済活動抑制により⼤幅減収になっている現在、そんな余裕はありません。事実上の公共徴
収料⾦である受信料は値下げすべきであるというのが⼀致した意⾒であることを、今の政府のように⾒て⾒ぬふりをなさ
るおつもりですか︖こんなことだから「Ｎ国」みたいな奇妙奇天烈な政治団体が幅を利かせ、道徳⼼は落ちる⼀⽅にな
るのです。経費 節減については、私も体験した事ですが、「収⼊現状維持」では、⼈並み以上に⾃分に厳しく節制す
る精神が無い限り経費節減努⼒などどいうのは出来るわけありません。その事は⼤多数の⼈間にとって無理というが取
材でお分かりになられるほど、⼈間の⼼は弱いのです。⾃ら⽬に⾒える減収を実感する事を課していかなければ、放送
費⽤の効率化・費⽤対効果の⽬に⾒える向上に本気に真剣に取り組むのが、⼈間というものです。その点でＮＨＫ
さんは未だ「お⼿盛り」の感が否めません。受信料ですが、百歩譲って受信料⾦維持をなされるのなら、現⾏制度以
上に「家計状態」に合わせて、よりきめ細かい「受信料値下げ・減免・免除」制度を設ける事が必須条件にしてもらわ
ないと⾮常に困ります。受信者世帯の中には収⼊が９割減少している世帯が多くいる事を忘れる事はしないようにし
てもらいたい。 現在ＮＨＫ正規職員の給与平均はもはや⼀般世帯平均収⼊を⼤きく上回っている事は事実です。
⾼いのです。 そのうえ、元ＮＨＫ⼥性アナウンサーの●●⽒が起こした事案ですが「育児休暇を不正に⻑年利⽤」し
た結果７年以上も業務につかなかった挙句退職⾦をまんまと受け取っての退職させたという「給与体系の盲点・制度
疲弊」で余計に出費させているという事実、この事を改善し、速やかに情報公開するべきです。受信料を払っているの
は我々視聴者なのですから。 「最後にＮＨＫ幹部職の⾏為について」 ●●●●が暴露した、ＮＨＫ政治部の宴
会強制・３密無視・料理取り分け拒否宴会写真公表の⾏状について、何の説明もないばかりか「プライベートな⾏為
には回答できません」などというのは許される事ではありません。国⺠は「帰省」「観光」を断念し「外出娯楽の⾃ずから
に課した⼤幅制限」で⾊々な事を我慢して「ＣＯＶＩＤ－１９」対策に協⼒しているにも関わらず、 影響⼒有るマ
スコミ（しかも協⼒を⼤きく呼びかけている⽴場である）ＮＨＫの幹部⾃ら国⺠を逆なでする⾏為を実⾏したので
す。この事を主導した、●●●・●●●● の両⽒は、番組上で出来るだけ早く状況を説明・釈明し、お詫びの⾔葉
を⾃らの⾔葉 で⾏うべきです。そしてＮＨＫさんは、両⽒に対して懲戒処分を下すべきです。 

個⼈ スリム化を推進する案はとても良い が、もっともっとスリムになって受信料は半額をめざしてください 受信料負担が重い
とみなが思っているから、NHK をぶっ壊せなどの⽅が当選するのだということをもっと考えていただきたい 公共放送に華
美は不要 これなら仕⽅がないとすべての⼈が思える⾦額にしてほしい 例えば、コロナになって午後全国の地⽅ニュース
が流れていますが、とてもいいです、これを今まで、その地⽅で流すだけで、捨てていたと思うといかに勿体ないことをして
いたのか、そんな事例は探せばいくらでもあるでしょう 再放送ももっと増やしてください 
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個⼈ 5 年くらい⽇本に住んでいるドイツ出⾝の●●●●●●●●です。 いつもお世話になっております。  3 年経営計画
への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に
⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 ドイツのニュースの中、気候変
動・気候危機・地球温暖化が必ず毎⽇出ます。⽇本に来て、⽇本と世界の情報格差にとても驚きました。それがきっ
かけの⼀つで⾃分が環境活動を始めました。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ はじめまして、東京都在住の者です。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来
に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害
を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によっ
て、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」
ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 
年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨
年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 
度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、
2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。  しかし現状では、1.39 度まで上昇
しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がないので、直ちに⾏動すべきです。  2 度を超えた場合、更な
る⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかな
い状態になり得ると予測されています。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危
機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害
関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表
現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の
向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何
⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃
主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基
づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出
来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている
貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、
災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を
持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変
わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての
⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⼩学⽣の娘がいる福岡に住む主婦です。  5 つのキーフレームの 3 あまねく伝える について。  あまねくつたえるとい
うのは広く、すべてにわたってつたえるということ。  今、⽇本、世界はたくさんの⾃然災害で⼤変な状況におかれていま
す。 ここ数年で⾬の降り⽅も台⾵の⼤きさも、どんどんひどくなっています。 ⼲ばつ・洪⽔・豪⾬・森林⽕災・熱波
等々、⾃然災害だからと納得できません。 地球温暖化、気候危機についてもっとあまねく伝えてください。 今⽉の台
⾵がなぜ⼤型になっているのか、メディアでは海⽔温が⾼いからとしか伝えません。 なぜ海⽔温が⾼くなっているのでしょ
うか︖ どうすれば海⽔温が⾼くならないようにできるのでしょうか︖ 私たち⼀⼈⼀⼈にできることはないのでしょうか︖ 
知ることで未来は変えられます。 知らない⼈が多いのです。 メディアで伝えることでたくさんの⽅が知ることになります。 
ＮＨＫさんは「国⺠の求める多様性・質の⾼さを実現」と掲げてあります。 どうか伝えていただけないしょうか。  こどもた
ちに「なにか出来るときになんで何もしなかったの」と⾔わせないために。 ⼦どもたちの笑顔のために。 ⼦どもたちの未来
のために。  よろしくおねがいします。 読んでいただきありがとうございました。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005   銀座勤務 33 歳 会社員 
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個⼈ 以前、ラジオのチャンネルを減らす⽅針が出た時、ヘビーリスナーである私は不安を覚えましたが、いつの間にか⽴ち消
えになり安堵していました。 今回、再び同じ⽅針が出され、「役割の異なるチャンネルを集約するのは困難」と考えてい
ます。以前と異なり、スマホの普及など、環境が変化していることから、仕⽅のないことかと思いました。ですが、ある新聞
のコラム蘭に「ニュースも気象通報も語学講座も落語も、１波に押し込めるのか。すごいことになりそうだ」との記述があ
り、私だけの考えではないのだと知りました。 どのチャンネルも⾃分の⽣活には⽋くことのできないものですが、中でも、⽣
きていくための礎となる教育に関わる部分が⼤きいラジオ第 2 についての気持ちを伝えたいと思います。  外国語関連
の番組について 語学講座は、⼦どもの頃は親に勧められ、⼤⼈になってからは検定試験等や仕事に活かすために聴
いてきました。そこで気付くのは、講師の⽅々のレベルの⾼さです。⽂化教室やオンラインでも語学講座はたくさんありま
すが、⽟⽯混交です。その点、NHK のラジオ講座は、確かな知識と指導法を備えた講師が担当するので、信頼が置
け、効果も期待が持てます。 内容も年々進化していて、かつてよりも理論的・実践的になり、語学を多⾓的に理解す
ることができるようになっています。 ⼿軽に⾼レベルの講座を受けることができるのは、平等や格差是正という点でも⼤
切なことだと思います。中学⽣の頃、家庭の問題で学業が遅れがちな同級⽣が、ラジオ講座で苦⼿な英語を克服
し、希望する公⽴⾼校に⼊学できました。塾に⾏かずとも、学校での不⾜を補うことができたのです。 ラジオ講座で学
習できる外国語の種類も増えていて、社会の多様性に対応し、多⽂化への理解を深めるのに役⽴っています。 また、
⽇本に居住する外国⼈の出⾝地域の多様化から、外国語ニュースの種類が増えていることも、社会の需要に対応し
ていて、素晴らしい取り組みだと思います。  アーカイブについて 現在、ラジオ第 2 でアーカイブを紹介する番組が放送
されており、⽇本で重要な仕事をした⼈物や過去の出来事などを学ぶことができ、参考になっています。 歴史を顧みる
ことの重要性は今後ますます強くなっていくと思われますので、NHK の財産であるアーカイブを利⽤して、様々な切り⼝
でいろいろな番組を製作してくれることを願っています。  テレビとの連携 このように優れた番組が NHK ラジオにはありま
すが、テレビ番組の中で⾔及する機会が少ないようで残念です。 NHK テレビの情報番組で、韓流ドラマのファンの姉
妹がハングル語を独学し始めた、という話を取り上げた時は、「なぜ NHK にはテレビにもラジオにも優れたハングル語講
座があることを話さないのだろう」と不思議に思いました。また、最近では、ステイホームの過ごし⽅としてオンラインでの語
学学習を紹介していたのに、NHK の語学番組のことには何も触れていませんでした。 オーディオブックを話題にした時
も、ラジオ番組の「朗読」やラジオドラマの存在に⾔及がなくて、残念でした。 特に問題がなければ、テレビとラジオの連
携があってほしいです。  まとめ こうした現状だけみても、ラジオ番組の数や種類が増えることはあっても、減らすことは無
理だと思われます。 再放送の時間をインターネットの「聞き逃し」サービスで補っていくことで、時間をやりくりするのかもし
れませんが、誰もがインターネットに接続できるわけではありません。 コロナ禍で在宅時間が伸び、改めてラジオを聴きな
おす⼈や、初めて聴いて⾯⽩さを知る⼈が増えているとのことです。 ラジオチャンネルの整理は、拙速を避けてほしいと
切に願っています。 

個⼈ 放送番組について ここ数年の気候変動には脅威を感じています。気温上昇ひとつをとってみても、どの局も今⽇は最
⾼気温がこんな数値になりました。熱中症に注意!クーラーを使いましょう。みたいな報道ばかりです。せめて NHK さん
には、どうしたらこの気候危機に⽴ち向かえるのか︖私達⼀⼈ひとりが出来ることを放送して欲しいです。BS で放送し
た気候クライシスの番組はとても⾒応えがあり、気付きになりました。地上波でもこのような優れた番組を皆が⾒やすい
時間帯に放送して頂きたいです。どうぞ宜しくお願いします。 

個⼈ ラジオ番組 現在の 3 波から 2 波への整理・削減について  ラジオ第１と第２を⼀つにまとめると理解していますが、
それにより削除される番組がでてくると思います。私は 「まいにちロシア語」の継続を強く望んでおります。  私は 1973
年に初めてＮＨＫラジオロシア語講座でロシア語を学び、それがきっかけで⼤学ではロシア語を専攻し、就職はロシア
語を使って仕事ができる商社を選びました。その後、転職しましたが、ロシア語を使って仕事をするという点は変わらず
で今でもロシア語に接しております。私は地⽅に⽣まれ、ロシア語を学ぶところはラジオ講座しかありませんでしたが、この
ようなきっかけを与えてくれたのがロシア語ラジオ講座で、私はＮＨＫにはとても感謝しています。やる気さえあれば⼩さ
なコストで⾔葉が勉強できるというのは、⾮常に⼤きなメリットです。  今は、応⽤編を聞いて楽しんでいます。応⽤編
は、様々なロシア語に接することができる⾮常によい番組で、過去のものを振り返ると もう⼀度聞きたいなと思うもの
ばかりです。  私の会社員⽣活はロシアとの仕事がすべてでしたが、ロシアと仕事をすることは⼀筋縄ではいかず、⼤変
な苦労をします。ロシアというとネガティブなイメージを持ている⼈が私のまわりにいます。⾔葉も難しい、とっつきづらい印
象で、なかなか勉強してみようという気にはならないようです。でもそのような⼈にこそ ロシア語に接する機会を与えてく
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れるこの番組は⾮常に貴重な存在といえます。  ロシア語講座は是⾮是⾮存続させていただきたく、切にお願いいたし
ます。  尚、テキストの巻末にあるさまさまな情報もいつも楽しみに⾒ています。 以上 

個⼈ 東京に住む 20 代専⾨学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 ①政治関連の番組について 
番組内容、対象世代の幅が狭いと思います。もっと柔軟に、簡単な内容でもいいので若い⼈も調べてみよう、知ろうと
思うきっかけになるような番組を作っていただきたいです。 ②気候危機について 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 ③アナウンサーの⽅々について 数年前からニュース、番組関係なく最後にアナウンサーの⽅がまとめの⾔葉、ひとこ
となど⾔われることが多くなったと思います。特にニュースの後には必要ないと思います。時に個⼈の意⾒とも⾔えるよう
なことを⾔っているときもあると思います。⾔葉が厳しくなりますが、⺠放やタレントではないのですから、まとめるなら挨拶
で⼗分だと思います。 以上です。宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 千葉県在住の 20 代会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームに
あるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 私は 50 代の主婦です。 毎年この時期になると台⾵が来てこわいです。 年々、⼤型になりこの先どうなってしまうのか
不安です。 私の⼦供、孫の次世代は⽣きていけるのか︖ 気候変動についての情報が⽇本は少なすぎると思います。
そして世界の情報もあるのでしょうが、知り得ないところです。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から
今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
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⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 

個⼈ ＮＨＫの番組を観ていて違和感のあることを下記、意⾒させていただきます。 ・ニュース番組で、政権（特に⾃⺠党
や安倍さんに不利なこと）に関わる重要なニュースが後回しにされ、しかも短いことがあります。視聴者として、意図され
ていると感じます。⾃⺠党に忖度せず、事実を正確に伝えるのがＮＨＫの報道番組の役割なのではないでしょうか? 
また、例えばジャイアンツが勝っていなくても話題にするのに、ヤクルトが勝っても全く話題にしない。そのように、ＮＨＫ
が推している⼜は話題にしたいことしか伝えない傾向が強くなっていると感じることが多いです。 ・特にこの 10 年くらいで
しょうか、アナウンサーを育てる姿勢がみられず、よく⾒かけるタレントの多⽤が⽬⽴ちます。 また、●●●●●や●●
●系を多⽤しすぎだと思います。いい歌番組で⽣で歌えない歌⼿を重⽤しすぎて番組を壊していると思います。歌をき
ちんと届けられる歌⼿のあとにアイドルを出されると時に不愉快になります。 ・番組内の番宣が多い。 ・ＮＨＫらしい、
って何でしょうか?⺠放のマネが多いのではないでしょうか?⺠放のようにうるさいだけの番組が多すぎるのではないでしょう
か。 ⾔葉遣いやマナーの悪さには気をつけていただきたいです。テレビに流れることだけが常識になってしまうことは、とて
も怖いです。 昔のように、視聴者が考えさせられる⾒ごたえのある番組がないと思います。 ・ドラマではがんばっているの
が分かります。コメディーでも時代劇でも社会派ドラマでも現代社会を切り取るような、⼼に刺さる作品を今後も期待
しています。 ラジオも好きな番組やいいと思う番組があります。同じく、今後も期待しています。 ・受信料を⽀払ってい
るのでどうしても⾟い意⾒ばかりになってしまいますが、番組作りをみていると、テレビ離れも仕⽅ないのかと思ってしまい
ます。 でも、若い世代にも期待しています。●●●●●●さんの退職は残念でしたが、ＮＨＫらしさにとらわれず、が
んばって欲しいです。でも、変わらないんでしょうね。 
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個⼈ グラフィックデザイナーの 30 代⼥性です。⼩学⽣の頃に習った環境問題が 20 年以上経った今も⼤きな対策がなされ
ず、むしろ悪化する⼀⽅ということが悲しく、絶望的な気持ちになります。今後、気候変動によって地球環境が住みにく
くなることを考えると⼦供を産む気にもなれません。私は気候変動のニュースを BBC などの欧⽶メディアから得ていま
す。ヨーロッパの⼈々にとって、気候変動は今起きている事実として認識されています。⽇本でその認識が広がらないの
は、メディアがきちんと報じないからだと考えます。どうか、気候変動の実態について継続的に報道してください。  3 年
経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そし
て未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有される
とともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの
問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わら
ず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、
スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲
法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主
義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の
⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。
NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線で
あるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関
に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そ
んな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たち
は⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ BS 放送の 1 波化は無理があると思います。現在の BS1 とプレミアムはコンテンツに差がありますから。内容の薄い受
信料に⾒合わない番組が増えるのではないですか。 ⾳声波も総合的な R１と、Ｅテレ的な R２の統合は無理があり
ます。 受信料の⼤幅の値下げでもない限り、視聴者が納得のいくものになるとは思えません。 

個⼈ NHK には思想的におかしな番組が多くありますね。我々の受信料で左翼活動家の●●●が制作する番組を作るの
は許せません。事実を捻じ曲げ反⽇活動に受信料を使われるので受信料を払いたくありません。また解説委員の●
●●も朝鮮半島担当者として朝鮮⼈の代弁者として NHK で六をはんでいます。このような⼈材の給料に⾦を使う以
上受信料の無駄遣いではないでしょうか。余計な⾦が余っているから必要の無い番組を作る⼈材までが紛れ込んでい
るので制作資⾦のスリム化が必須です。 
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個⼈ ■“新しい「ＮＨＫらしさの追求」”とは何なのか 「ＮＨＫ経営計画」のレジュメを初⾒した際に感じたのは、まるで⼆
流会社の企画部⾨の若⼿が慌てて作った、⾔葉は悪いが「屁のような事業計画」という印象であった。説明⽂書を→
（⽮印）や×（掛け算）、○（丸）、□（四⾓）で埋めると、格好はつくが下⼿の極みである。会⻑の出⾝である
銀⾏が、過去に融資先の企業に求めたのはこのレベルで良かったのかも知れないが、ＮＨＫの経営計画がこの程度の
レジュメに集約されているのかと思うと、情けなく、惨めになる。 第⼀、“新しい「ＮＨＫらしさの追求」”とは何のことだろ
う。⽮印の起点にはそれらしく、複数の項⽬が列記されているが、これらのほとんどは古くから⾔いつくされている課題で
あって、“新しい”に区分けされるものなのだろうか。「新型コロナ」を追記したから「新しい」のか、と問いたい。 特に「媒体
を越える―」で新型コロナを列記しているのは、噴飯ものである。便乗はいけません。政府が「⼀億総活躍」等々の政
策を乱発し、その多くが看板倒れになったと⾔われているが、どうも“新しい「ＮＨＫらしさの追求」”もその看板の⼀つに
しか⾒えない。  ■特別な報道機関という⾃らの位置への⾃覚 ＮＨＫは、受信器を所有すると⾃動的に課⾦、とい
うシステムが法的に裏付けられている唯⼀の報道機関である。私企業でしかない新聞や⺠放が、広告収⼊や購読者
数や視聴率の上下に⼀喜⼀憂しているのとは事情が異なる。なんやかや⾔いながらも、停滞なく視聴料を払い続ける
のは、現場レベルの頑張りによる現実の放送コンテンツに、視聴者・国⺠が⼀定の信頼を置いているからだろう。 “社
会の⽊鐸”までは期待できないまでも、正しい情報を公正に視聴者・国⺠に伝えてくれていると信じているからだと思
う。 しかしながら、時折、あたかも国家の広報機関になったような放送が⾏われたり、聞くところ「かんぱ問題」のように
経営側が放送内容を事前検閲し、放送を抑圧するようなこともあったりするようだ。 ＮＨＫは国家のものではなく、視
聴者・国⺠のものである。レジュメの付帯⽂書には、「視聴者・国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発展・
発達に貢献」とあるが、これを経営計画のバックボーンとして、もっと前⾯に持ってくるべきではないだろうか。  ■経営の
視点も必要だが、アイデンティティはもっと重要 組織運営だから経営⾯での視点の必要性は否定しない。しかし特別
な位置づけにある報道機関という⾃らのアイデンティティは、「常に」かつ「さらに重く」意識して貰わなければならないと、
考える。 

個⼈ ▲[NHK らしさ」の基本と考える公共の価値・視聴者国⺠の知る権利を充⾜し、健全な⺠主主義の発展に貢献に
ついて。  私はこれが NHK の肝だと思います。かつて「ニュース」は NHK と国⺠は信頼を寄せていました。ところが安
倍政権以降は特に、政権への隷属が著しく、⺠放のニュースのほうが遥に鋭く事実に⾁薄しています。「安⼼・安全」
の御旗の元、国⺠をまるで⼦ども扱いで、事実に国⺠が耐えられないと思い込んでいるか、あるいは権⼒に忖度してい
るように⾒え、国⺠の「知る権利」は達成されていません。社会のひずみの中で苦しんでいる⼈々、企業の雇⽤形態が
変わり派遣社員という不安定な⽴場で、将来の⽣活設計が⽴たずに失望している⼈々、少⼦化問題、⼦どもの貧
困、等々数えきれない問題が社会にあふれています。以前の NHK は、このような社会の問題を丁寧に取り上げ、他
者への関⼼と思いやりを育て、⺠主主義の発展に貢献していました。しかし、今はその視点が排除されていると思いま
す。憲法 12 条では、国⺠は常に⺠主主義を守り育てる努⼒が必要と規定されています。ＮＨＫには権⼒を監視で
きる⽴場にあり、報道することで、国⺠の知る権利を補完する役割があります。NHK 視聴料を義務化する以上この
点の充実を強く望みます。料⾦引き下げより特に報道の内容充実を望みます。また、国会の審議内容は国⺠の財産
でもあります。国会審議の中継、各委員会、参考⼈質問の⽣中継など私たちの知る権利をまもり、実⾏してください。
（スポーツ放映の時に B ボタンで切り替えを促す⽅式で、平常番組を⾒たい⼈と共存可能なはずです）。また、AM
ラジヲを減らし、FM に切り替えるとか、インターネットの活⽤とか考案されていますが、我々⽼⼈は AM ラジヲを楽しみ
に利⽤していますから、ＦＭに切り替えられると電波が⼊らなかったりしますす。この点は慎重にご配慮ください。 ▲⼈
事制度の改⾰について ＮＨＫ ●●⽒の返り咲き正式発表 「⾸相官邸意向」と報じられていますが、このような⼈
事はＮＨＫの信頼を損ねます。取り消していただきたい。また、「かんぽ⽣命保険の不正販売を報じた番組」に関する
議事録の未公開もＮＨＫの⼤きな問題です。まずはこれらの問題を解決することが先決と考えます。 
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個⼈ ＜計画全体について＞ 「放送する出来事や歴史等すべてについて事実真実(論拠根拠証拠が明⽩）を正しく正確
に伝える」ことが最も⼤事なことと思う。 この計画にはその⼤原則が⽋落していると思う。 １.放送法 4 条を順守する
ための⽅策（担保）を明確にする。 ＢＰＯは業界内組織で委員の思想も偏っていると疑われるので対象外。 ２.
⺠放との違いを⽰す。⺠放では不可でＮＨＫだからできていることを過去の実績等を含め具体的に明⽰説明する。 
３．（５.社会の貢献に関して）ＮＨＫが国家国⺠のため役⽴っていることを具体的に過去の事例を含め⽰す。 
４．ＮＨＫ受信契約は放送法で定められていて、先の最⾼裁判決で合憲との判決だ出たが、悪法も法「妥当」
「正しい」に直結はするものでないと思う。（幸福追求権侵害、契約の⾃由侵害・・・との疑問が有） ＮＨＫに関す
る事項は「国家国⺠の利益（役⽴っている）」ことが必須。 ５．国会で「幹部職員の国籍別⼈数を問われ答えな
かった」これには疑問が残る。 放送は国⺠に多⼤な影響を与える、他国の影響が及ぶ構造は許されない。他国の影
響が及んでいないことを明確に⽰すべき。 野党流にいえば「疑惑は深い」「説明責任を果たすべき」となるでしょう。 
６．少し前に「受信料をご理解いただくため」と幹部の⼈の説明放送があったが、これは、「昭和の初期の時代か」と
思うような内容だったと思う。再度令和の時代に合わせ、ＮＨＫが必要と思わせる内容に編集して放送をやり直すべ
き。 ＮＨＫの⽬的必要性、そして⼀番⼤事なことは、前の項⽬で記載した「国家国⺠の利益（役⽴っている）」こと
と思う。 極論的には、良質の番組とか、あまねくとか、ＮＨＫらしさとかそんなものは何の指標にもならないと思う。 何
度も⾔う「国家国⺠の利益（役⽴つ）」放送内容であること。 過去には、嘘では︖、偏向（切り取り）では︖との
内容も、それも⽇本を貶めたいのかと思うようなことである。 ＮＨＫらしさを⾔うなら 例︓愛知トリエンナーレでほとんど
問題となる映像あまり⾒なかった（意図的切り取り︖）が、「昭和天皇陛下」の写真を燃やす映像、では「⽑沢東
⽒」の写真だったら、「平和の少⼥像」では「嘘から誕⽣の少⼥像」だったら、⽇本兵⼠でなく中国兵のかまくらだった
ら、ぐらいの質問をして、同じように芸術だ表現の⾃由だと⾔うか確認してほしかった。 これぐらいの質問をＮＨＫならし
てほしい︕︕ それこそＮＨＫ でしかできないことでしょう。収⼊減にはつながらない。 これぐらいのこともできないＮＨ
Ｋには受信料を払う価値はないと思います。 

個⼈ もっと気候危機について取り上げて頂きたいと思います。⽇本⼈が環境に関⼼がない、⾃分事として認識していないの
はメディアで適切に報道されていないからだと考えます。年々夏の最⾼気温が更新され、台⾵や豪⾬などの⾃然災害
がひどくなっていますが、その原因を⼈間が作っていること、どうしたらストップできる可能性があるか、スポンサーのしがらみ
のない NHK が⼒を⼊れて報道すべきではないでしょうか。ぜひとも今後の計画に考慮して頂きたくお願い申し上げま
す。 

個⼈ 「ラジオ放送の統合について」   ラジオ放送を AM・FM の２波にするとのことですが、要するに第２放送をやめるという
ことではないかと危惧しています。もしそうだとしたら、⽇本の⽂化・教養レベルを⼤きく下げてしまう暴挙、ということにな
らないでしょうか︖  特に、各種の語学番組などは、多様な⽂化や⽣活習慣や価値観に深く触れるきっかけとなる、
貴重なもので、おそらく世界に誇るべきものだと思いますが、「英語（と中国語︖）だけでいい」という短絡的な⾵潮か
ら、真っ先に削られるのでは、と⼼配です。最近は多⾔語での案内や表⽰なども広まってきて、英語以外の⾔語に興
味をもつ⼈も増えていると思うのですが。  第 2 放送については、どうか「視聴者のニーズに応える」といった経済原理
的側⾯を絶対視せず、「⽇本⼈の⽂化・教養のレベルを維持する」という観点から熟慮してくださいますよう、お願い致
します。 

個⼈ 気候危機について      ここ最近の、気候はほんとにおかしいです。異常に暑かったり、巨⼤台⾵や豪⾬。。雷のなり⽅
も異常です。 環境問題はもっと⼀⼈⼀⼈が真剣に⽬を向けて、⽿を傾けて、取り組んでほしい問題です。 それぐら
い、もう時間がない問題なんです。今⼀⼈⼀⼈が真剣に取り組まなければいけない問題です︕ CO2 の排出量を減
らして、世界中の⼈々が住みやすい世の中になるように。。 テレビの影響⼒はすごいです︕だからこそ、ただ台⾵が起
きた時の現状を報道するのではなく、もっと根っこの部分を報道してほしいのです︕なぜこうなっているのか︕今⾃分達
は何をするべきなのか︕伝えるべきです。 今でも夏は⾟いですよね︖今年の夏も異常でしたよね︖なにもしなければ、
2100 年後は︖︖想像しただけでゾッとします。未来の⼦供たちのためにも住みやすい環境作りをするべきです︕ どう
か、真剣に考えて伝えていただけたらと切実に願います︕今変わるときです︕今⾏動するときです︕遅くないです︕⼀
緒に頑張りましょう︕ 
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個⼈ 【設備更新について】 ラジオ深夜便を聞いているとマイクガリがひどい。 アナウンサーの紹介で⾳楽がかかるときにマイク
ボリュームを下げるとガリッという雑⾳、⾳楽が終わりマイクボリュームを上げるとガリッという雑⾳、 ラジオでそんな雑⾳が
聞こえてくると不快でなりません。 アナウンサー、スタッフはなんとも思わないのでしょうか︖ 設備が⽼朽化しているので
予算を確保して設備更新してください。 ⺠放のラジオではマイクガリを聞いたことがありません。 テレビでもマイクガリが聞
こえますがテレビの場合は画⾯に注意がいっているので 気がつきにくいので許容できるかな･･･ 受信料をとっている公
共放送ですから予算を有効に使ってください。 

個⼈ 「ラジオ放送現状の第⼀，第⼆」２波体制維持願う。「BS も BS-1，プレミアム」の２波を維持されたい。 ラジオは
1 波になると伝統の語学講座メニュー極度に減少する。現状の第⼆メニューは素晴らしい。維持希望。BS も BS-1
での国際報道，スポーツ中継，それにドキュメンタリー極めて質が⾼い。プレミアムの旅番組，歌番組，ドラマも素晴
らしい。これらが⺠業を圧迫しているわけがない。⺠放の BS は特に午前中はテレビショッピングやドラマの再放送などで
お茶を濁しているだけ。⺠放にラジオ第⼆の語学講座期待できない。NHK ラジオの減波，BS の減波は視聴者の国
⺠にとって不利益でしかない。再考を求める。 

個⼈ 気候変動がどれだけ危機的状況にあるかについてもっと報道をしてほしいです。現在先進国である⽇本では他国に⽐
べ気候変動に対する危機感が著しく低いと感じています。気候変動は実際に起きていて、先進国である⽇本は温室
効果ガスを⾒ても⼤きくその⼀因を負っており、すでに私たちの⽣活に⼤きく影響を及ぼしているにも関わらず、⽇本国
⺠の多くは気候変動と関係があるのかなぁ。。くらいの認識であると感じています。そのため必要なアクションを起こさな
い、そもそも知らないということが起きています。情報を発信する⼤きなメディアとして、スポンサーによる報道規制が唯⼀
存在しない⽇本のメディアとして、しっかりと報道し、事実を国⺠に知らせていただきたいです。 

個⼈ ◆NHK は⺠主義の実践についての情報提供せよ コロナ禍により、変化する社会環境に対応するには、成熟した⺠
主主義と政府・社会への信頼が必要であることが改めて明らかになった。それは成熟した⺠主主義を実践する能⼒
が、市⺠にも求められるということです。また、多様な意⾒を尊重し対話を⾏う能⼒を醸成することは社会の摩擦を低
減し社会を安定させえ⼈々の繋がりを醸成する。成⼈は社会の変化に対応するために教育を受ける機会がありませ
ん。⺠主主義の発達のために NHK は放送・事業を通じてその機会を作る責務と考える。    ・メディアリテラシーに関
する情報提供の強化を  ・⺠主主義を実践するための情報提供を個⼈の⼈⽣・社会をよりよいものにするための情
報・議論のスキル・⼈類の普遍的価値（基本的⼈権・平等・平和主義）などの学びの提供を ・主権者教育も時
代とともにブラッシュアップが必要、多様な政治的選択肢を提⽰するせめて国政政党の名称は全ての視聴者が認知で
きる放送量を確保せよ 各党の綱領・基本政策を提⽰する番組が必要 海外の政治の動きから⺠主主義を学ぶ機
会を持つ ・多様な意⾒・批判の表明を疎外しない放送⽂化の発信を トーンポリシング、ミスリードを招く詭弁への対
抗⽅法など共通知の提供を ・多様性についての正しい認識を周知せよ 基本的⼈権・権利が保障された結果、多様
性が⽣まれること。 差別思想は他者の⼈権を侵害するものであり、意⾒の多様性に含まれない、など。 ・⼈類共通
の価値である⼈権・権利の理念の普及を   NHK は⼈権問題に関して、「⼈権を侵害する」「権利を侵害する」など
使わない印象がある。 ⽇本は、国連⾃由権規約委員会より数々の⼈権問題について指摘を受けている。 ⼈権とい
う基本的価値の普及共有をより積極的に⾏う必要がある。 ◆国⺠が権⼒監視し、よりよい社会のための政治的選
択を⾏うための情報を提供せよ ・国会中継の放送を増やせ 予算委員会、重要度・注⽬度の⾼い法案審議はテレ
ビ放送を ・⾸相官邸広報、政府広報に堕した報道からの脱却→⽇本の放送の⾃由度は 66 位という評価がある、
批判性を取り戻せ。→議会の冒涜や⼈権侵害、平和主義を冒涜するような政治家の⾔動の実態を報道し、国⺠に
適正な判断の基準を提⽰すること。 ごはん論法、官僚が書いたペーパーを繰り返し読む答弁、論点ずらし、特定の
属性を差別するようなヤジなど。 ・視聴者・利⽤者に価値判断基準を提供せよ ⼈権や平和などの国際的価値基
準・⽇本国憲法・法令に関するトピックは視聴者・ネットニュース利⽤者が価値判断ができるよう、国際法規・法令の
意義、経緯経過などを⽰す過去の関連情報を提供する体制を。 ・国⺠に政治的選択肢の情報提供を →⺠主
主義の発達に貢献するとうたうなら国政政党の党名ぐらい、全視聴者が認知する程度の放送頻度を確保するべき。
→⽇本の政治的社会課題を伝える番組を増やせ（現在の政治的新しい争点は、緊縮財政 VS 積極財政、新⾃
由主義からの脱却、歴史修正主義・差別の克服、グリーンニューディール、脱構造改⾰、IT 活⽤と住⺠の権利保護
など）→⽇曜討論が討論番組ではない 少数政党の討論への参加機会がなく、不平等  ＊＊＊書ききれませんの
で、複数回にわたって送付します。＊＊＊＊＊ 
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個⼈ 気候変動について放送してください。よろしくお願いします︕ 
個⼈ 「衛星波の整理・削減について」 ＮＨＫ視聴率の⾼い、ことにＢＳＰ率の⾼い１視聴者として、今回のＢＳ１波化

計画には反対です。 ４Ｋが普及したら、現⾏のＢＳＰが４Ｋに移⾏してしまったりすると⾯倒だなと思ってはいたけ
れど、１波とは寝⽿に⽔です。 そもそも、ニュース・スポーツ主体のＢＳ１と、⽂化教養系のＢＳＰを統合すれば、そ
れぞれのコンテンツが半減するのはこどもでもわかります。 それでいて、視聴者の利便性を損なわないというのは、理解
できません。 プロ野球のシーズンともなれば、野球嫌いの我が家ではどうすればいいんですか。  ⺠放ＢＳにくらべてＮ
ＨＫの３波は多いと⺠放側から⾔われるように聞きますが、そもそもＮＨＫは受信料を徴収しているのだから、それな
りのコンテンツがあってしかるべき。⺠放と差があって当然です。 だいたい、⺠放ＢＳに「ＮＨＫは優遇されている」など
と⾔えるような番組はごく⼀部しかありません。 ⼤半を通販番組に費やして、よく⾔えるものだと思うのですが、そういっ
た意⾒に対しては堂々としていてほしいのです。 それで波を減らすのなら、私⽴⼤学と学費の差が⼤きいから国⽴⼤
学の学費を値上げするような論理ではないでしょうか。 今回、受信料が少し下がるようですが、その程度で納得したと
思われたくない。 いや、下げなくていいから、現状を維持してほしい。 そして、技術的にはやりたいのでしょうけれど、家
庭の放送に向けての８Ｋは必要ないと思います。 ８Ｋにかける余裕があるのなら、とにかくＢＳ２波を継続してほし
いです。  「インターネット活⽤について」 オンデマンドをさかんに推奨されていますが、だから１波になってもそっちを⾒て
よねというのかもしれないけれど、それはそれとして、従来のテレビを⾒る環境だけは忘れないでほしい。 毎年年始にやっ
ている千原ジュニアＭＣの番組で、「決まった時間にテレビの前に座る時代は終わった」ような、1 億総スマホ視聴みた
いな発⾔をされると、割り切れないものを感じます。 そして配信では録画できないから、いくら⾒逃し配信があっても、⼿
元に残せない。 （ちなみにオンデマンドも全てを網羅しているわけではないから、私の⾒たかった過去番組はありません
でした）   「その他」 今回の計画に「ＮＨＫらしさ」という⾔葉が度々出てきますが、私は最近のＮＨＫは「ＮＨＫら
しさ」が失われているように思います。 この素材なら、もっと「ＮＨＫらしい番組」ができるはずなのに、と思うことが多々
あります。 ⺠放感覚や外部制作でおもしろくなるケースももちろんありますが、すべてそれでいいわけではないでしょう。 
ＮＨＫにしかできない番組があるはずです。  ほぼ決定事項とは思います。意⾒公募も実績としてのステップなのでしょ
うが、いまいちど再考していただきたいです。 

個⼈ はじめに、NHK 問題は⺠間メディアや政治、総務省がらみの問題でもある。NHK だけに要望や問題を指摘しても解
決できないことは理解している。   NHK の受信契約システムが、デジタル化の現在でも 70 年間何ら変化していな
い。⽇本の悪弊クロスメディアである、新聞社が放送波まで独占、NHK も含めてメディア村を形成し⾃らの利権を守
るために、独占報道を駆使し、政治をコントロールしてきたことの証である。   NHK と⺠間メディアは双⽅でメディア問
題点について、検証なり批判報道したことがあっただろうか。   NHK の監査システムは、BBC の国⺠が直接監視で
きるシステムに習い、NHK と BBC の違いの特集を組むなり国⺠に問うべきだ。   NHK は顔であるニュース報道に⼤
きな問題がある。  番組制作に⼤きな影響⼒のある職員（●●●）が、特定のイデオロギーに偏った活動家として
活躍している。⾮常に偏った報道を垂れ流している裏付けである。  ■ネット時代に双⽅向を拒絶する NHK  BBC
は YouTube チャンネルがあり全世界にニュースを発信、コメントも⾃由に投稿できる。  ⽐較して NHK は、番組宣
伝のチャンネルが⼀つだけ。それにコメント禁⽌でネットの双⽅向性を否定する閉鎖性。  ■短期掲載ニュース記事問
題  NHK 運営サイトではニュース記事が⼀週間で削除される。  さらに、地上波で放送されず、ネットに記事がある
など⼀貫性がない。アリバイ報道と偏向報道の⾜跡を消し去る⽬的だと疑われても仕⽅ない。検索にしても、地⽅局
の記事がヒットしないなど、基準が不明瞭でお粗末すぎる。  ■韓国に関する報道姿勢  例えば 18 年に発⽣したラ
オスでのダム決壊事故。  韓国企業が関わった事故の可能性があるのに、地上波では韓国企業の情報を伏せてネッ
ト記事には記載している。  ほかに、韓国⼈・在⽇犯罪についても、他メディアは報道してるが、NHK は伏せているニ
ュースが多々ある。  ■多⽤する番宣問題  番宣番組が増え、ニュース内でも番宣。  これはメディアの顔であるニュ
ース報道を軽視していることの現れである。視聴者に伝えるべき情報を減らし安⼼安全を蔑ろにしている。  ■再放送
番組のタイトル表記問題  再放送番組が増え、番組表のタイトルに「再」をつけない、または「選」に置き換えたり新番
組との区別ができない。   これら、番宣と再放送多⽤問題は、コロナ以前から露呈しており、⼿抜きをしていることに
ほかならない。制作費が浮いた分契約者に還元すべきだ。  ■国際放送の問題  NHK は⽇本を代表するメディアで
あるが、国際放送では、⽇本の戦争責任、戦争犯罪など⽇本のネガティブ情報ばかりを世界に発信している。  アジ
アでは⽇本が植⺠地⽀配から開放したと評価する国もある。それらも対論として取り上げるべきだ。  ■周辺国問題の
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消極的な報道姿勢。  特に韓国の反⽇教育や⽵島問題、慰安婦問題や徴⽤⼯の問題について掘り下げた内容
の特集を⾒たことがない。尖閣問題も天気予報のように毎⽇の動向を報道するべきだ。  ■戦争番組の報道姿勢  
毎年夏に戦争特集が流されるが、内向きに戦争は怖い、戦争は悲惨だ、⼆度と繰り返すなと報道を繰り返している
が、周辺国への取り組みが⾒えてこない。  さらに、どうすれば戦争にならないのか、周辺国が軍備拡張してる事実が
あるのに、どう対応するべきなのかと⾔う視点がない。⽇本だけが反省をしていれば戦争にならないのか。  ■世界での
NHK の存在感  NHK は BBC をモデルにされているとよく聞くが、NHK は全く世界に対して存在感がないように⾒え
る。BBC キャスターが中国⼤使にウイグル問題について鋭く追求している動画が話題になったが、NHK がそういう取り
組みをしているのを⾒たことがない。  ■災害情報の不備  19 年 9 ⽉ 9 ⽇の台⾵ 15 号被害について、台⾵⼀過
の翌⽇、都⼼部の駅近くを空撮で被害状況を報道した程度で、千葉県全域に及ぶ⼤規模災害の現状を⾒落として
いた責任は⼤きい。NHK はこれらについて謝罪と検証をするべきだ。  ■ナレーション・BGM による印象操作  特に
⽇本の戦争歴史の特番で重苦しいナレーションと不穏な BGM を多⽤する編集は、露⾻な偏向報道が出来ない代
⽤として印象操作に利⽤している。  ■露呈した災害に弱い NHK  18 年 9 ⽉ 6 ⽇に発⽣した北海道⼤地震で
⼤停電になったことで、中継局の停波などで NHK 報道が全く役に⽴たなかった。この問題を視聴者にほとんど説明し
ていない。都合の悪いことは隠す体質を改善せよ。   NHK には優良な番組があることは認めるが、以上のような問
題点があることで、全ての信⽤を失っている。⼀つの傷があればその商品は売り物にならないのと同じ。 

個⼈ ◆⽇本の諸外国への戦争加害をと向き合え  ⽇本は第 2 次世界⼤戦で侵略を⾏った国であることは歴史的事実
である。  その加害について、近年 NHK では取り扱いがない。  加害性時代を無視し、無かったことのように扱うこと
は国を愛し、先の⼤戦の反省に⽴脚した平和で公正な⺠主的社会の成熟を⽬指す者の態度とは⾔えない。  我が
国を愛し、平和で公正な社会をのぞむ⼈々にとって、過去の過ちを認められない事こそが⽇本⼈としての誇りを深く傷
つけるもである。  戦争加害を認められない⼈々は、国を愛しているのでなく、権威を愛しアイデンティティとして内⾯化
している。  ⾮道を⾏った為政者に権威を⾒出す⼈々にとっては、加害の当事者には受け⼊れ難いかもしれないが、
敗戦で我々⽇本⼈はだ政治的連続性を絶った現在に我々は存在している。  戦前の価値を信じ続ける⾃由はその
⼈々には当然あるが、公共放送たる NHK は、⼀部の権威主義とは⼀線を画し、⽇本の戦後の歴史的経緯を踏ま
えた公共性に⽴脚し、戦争加害を透明化・歪曲・矮⼩化することなく、加害の事実を次世代にも伝える必要があ
る。   ・⽇本国⺠・アジア諸国への戦争加害の源泉を共有知とする機会をもつこと   明治維新以降戦前の体制
は国家神道・教育勅語・アジア主義を基盤とした全体主義国家であり、諸外国⺠・家族内・⼥性への差別的社会
構造であったこと。   その思想により侵略の正当性が社会の中で醸成されたこと。   現憲政下とは全く異なる倫
理・価値基準であったことを透明化し、その時代を理解しようとすることは、当時の⼈々の⼈間性を否定することでもあ
ります。   ⼈の善良さ・感性の普遍性が、イデオロギーの社会的⽂脈を超えると考えることは、⼈類の⽂明・法治・
進歩を否定する反知性主義です。  ◆NHK は歴史修正主義、反知性主義と決別をせよ  歴史修正主義、反知
性主義は、事実の歪曲で社会を破壊する。  権威を持った勢⼒であろうと、そういった⾔説を流布する、勢⼒とは⼀
線を画すべきであり、その実態を社会に告発をすることが、健全な社会を保守することとなり、その公共的責任を果た
してゆくことを求める。  ＊＊＊＊複数回にわたって意⾒を送付します＊＊＊＊＊ 

個⼈ ベトナム、ホーチミン在住です。  気候変動について、もっと報道してほしいです。 海外から⾒て⽇本は遅れを取ってい
る様に思うからです。 ⽇本に暮らす⼤半の⼈たち(特に 50 歳以上)はまだまだ TV から情報を取っています。 それだ
け TV は影響⼒があると⾔えると思います。 毎⽇の様に天気予報、やりますよね。 「今⽇は暑いですね」「⼤きな台⾵
がやって来ます」「⼗分にお気をつけて」「⾝を守る⾏動を」 その時だけしのいでも、根本に⼤勢の⼈が気付き⾏動しな
ければ、また同じ事が繰り返されると私は思います。 そして、それは毎年⼤きくなって、新たな被害者を出すのです。 
⾷い⽌めるには今だと思います。 だから⾊々な⾓度から気候変動、環境問題について取り上げて欲しいです。 「なぜ
暑いの︖」「昔はどうだった︖」「今出来る事は何︖」「1 ⼈の⼩さな⾏動がたくさんあつまれば未来をかえるよ」 切り⼝
はたくさんあると思います。 今の⾃分の⾝を守りながら、未来も守って⾏けるような報道を望みます。 

個⼈ 第⼀の重点投資⽅針に「安⼼・安全を⽀える」とあります。現在の新型コロナウィルスや各種災害についてきめ細かな
報道をしていかれるのかと期待します。  いち市⺠としては「安⼼」については政府が何をどうやっていこうとしているのか、
質も⼤切ですが量を増やして欲しいと思います。例えば国会中継は本会議や予算委員会だけでなく、削減するチャン
ネルを国会専⽤にして常時放送して欲しいです。（夜は録画したものを放送する）特にここ数年安部政権下でニュ
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ースにおいて編集・放送された⼤⾂の答弁はＮＨＫが印象操作に加担しているのではないかと思ってしまうくらい改悪
されていると思います。国や⼤⾂、官僚が問われたことに真摯に答えているか監視するのは報道機関の⼤切な役割と
思います。ましてや視聴料を徴収しているＮＨＫならば⺠放よりもより厳しい⽬を向けて欲しいです。  どうぞ宜しくお
願いします。 

個⼈ 5 つのキーフレームの社会への貢献について  近年の国際的にも⼤きな問題として、「気候変動」や「環境破壊」という
ワードが頻発するように思いますが、それら問題に関して記述がなかったように感じました。⽇本でも「ヴィーガン」や「エコ
フレンドリー」などと⾔った⾔葉や⽣活様式がマイノリティーから少しづつ変化してきていますが、それらがそのまま「気候変
動」などの環境問題につながっているということまでを含めて報道していることが少ないように感じます。今現在はテレビを
持っていないため視聴する回数は減りましたが、NHK は多くの⼈がアクセスするプラットフォームでもありますし、記述が
あった SDG's などにも深く関係が「気候変動」「環境破壊」などにはあると思います。実際の報道内容に⼊っていってし
まっているかもしれませんが、「知ること」を促すためにもテレビというメディアは有効で⼒を持っていると考えるため、計画
概要に特にその現在検討が必要な⼆点に関する記述のなさが気になりました。よろしくお願いいたします。 

個⼈ 「気候変動」についての報道を増やしていただきたいです。 現在、⽇本で豪⾬の増加や異常な暑さなどを感じている
⼈は多い⼀⽅で、その原因は何なのか、どうすればそれを⽌めることができるのかということについては知らない⼈が多い
ように感じます。このままでは状況は今よりも悪化していくばかりです。 昨今のコロナ禍で家にいる時間が増えたことで、
⾷事や買い物など、⽇々の⽣活への関⼼が⾼まった⼈が多いと思います。そしてそれらは気候変動に密接に関係して
います。たとえば気候変動の原因の⼀つは⼤規模な畜産業であるため、⽇々の⾷事のなかで⽜⾁や豚⾁を控えるこ
とは、状況の悪化を⾷い⽌めることにつながります。また、スーパーではなるべくゴミがでないような製品を買うことや、輸
送にかかる CO2 排出量がより少ない国産の製品を選ぶなどの配慮も環境への負荷を減らせます。レジ袋が有料化し
たことで、⼈びとの買い物に対する意識も少し変わってきているかもしれませんし、⽇々の暮らしが気候変動に直結して
いること、それを防ぐための配慮は⼀⼈⼀⼈が実践できることだということは、今すべての⼈が必要としている情報だとい
えます。さらに、個々⼈の実践だけで気候変動を⾷い⽌めるのは難しいため、環境に配慮した取り組みをする企業や
⾃治体を積極的に紹介することも必要だと感じます。 あらゆる世代に届く NHK が気候変動の問題について報道する
ことは重要な意義があるため、この報道に取り組んでいただけるようお願い申し上げます。 

個⼈ 「ラジオチャンネルの削減について」  いつもお世話になっております。新しい計画案では、ラジオのチャンネルがずいぶん
減ってしまうようで、⼤変悲しく、また困っております。 特に第２の語学講座、カルチャーラジオ、⽂化講演会、気象情
報が無くなってしまったら本当に困るのです。 ニュースも、気のせいでしょうかテレビよりも内容を掘り下げられているような
気がしております。  テレビ.ラジオの番組が変わっていくのはいろいろと仕⽅ないのかもしれませんが、どうぞ良い(必要な)
番組はこれからもお続けください。特に E テレ、ラジオ第２はそのままお願いします。NHK 様でなければ古典芸能やク
ラシック⾳楽の番組、そして N コン(合唱、放送コンテスト、⾼校演劇)など、放送さえしていただけないと思います。  
NHK を頼りに知識と情報を得ている⼈たちは沢⼭います。⼝の悪い意⾒が沢⼭あるのは承知しておりますが、応援し
ている⼈たちもたくさんおります。残念なのは、クレームを⾔う⼈たちは熱⼼ですが、肯定的な⼈たちはあまり意⾒しない
ことだと思っています。  どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それと、もし番組の復活がかなうならば、「関⻄⼟曜
ホットタイム」「キラクラ︕」をお願いします。 

個⼈ 気候危機について報道していただきたいです︕  ドイツでは毎⽇のトップニュースが気候変動についてと聞きました。 ⽇
本はあまりにも気候危機に対する認知度が低すぎると思います。 私も毎⽇ NHK を視聴させていただいてますが、や
はり TV なのどのメディアの影響⼒はとても⼤きいです。  私たち、⼦どもたち、世界中のみんなの未来のために、気候
危機についての報道をどうかお願い致します。 

個⼈ １．⽇本⼈からは安くはない受信料を取っておきながら、中国⼈向けに無料放送をするのは納得がいかない︕そもそ
も中国⼈向けに放送を流す理由はない︕直ちに中国⼈向け無料放送計画を中⽌すべきだ︕どうしても中国⼈向け
の無料放送をやるのなら、天安⾨事件や⾹港・ウィグル・チベット等で中共の⾏ってるヒトラーを彷彿とさせる弾圧・虐
殺を重点的に報道しろ︕ ２．⺠放では全く⾒かけない中国製スマホ新製品発表を、ニュースとして流すのはどういう
事か。ＮＨＫと中国の放送局が同じ住所に社局を構える等、密接な関係にあるのは有名だが、巷ではＮＨＫは完
全に中国の⽀配下にあるともっぱらの噂である。武漢肺炎のニュースにしても、「⽇本で新型ウィルスが発⽣した」とも読
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めるニュースを中国語で流しているのを知らないとでも思っているのか︕直ちに外国⼈や外国⼈の⾔いなりになっている
職員を調査し、排除すべきだ︕それができないのなら受信料を⽇本⼈から取るのをやめろ︕ 

個⼈ はじめまして。 東京都在住の⼀社会⼈です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキー
フレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊
れていただくことを強く求めます。  今現在も巨⼤台⾵が沖縄県をはじめ猛威をふるっていますが、先⽇、先⽇国内各
所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例はもはや⼀過性のものではありません。  今も排出され続けている
温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事
態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現す
るべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広
く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ５つのキーフレーム「安⼼・安全を⽀える」「社会への貢献」について  特にコロナ禍以降、NHK さんの報道の仕⽅に
⼤きな疑問を感じています。⾮常に不満です。不安極まりない世の中に向けて、更に不安を煽るような情報を流した
り、切り取りしたり功罪の罪ばかり取り上げて、何かと政府の不⼿際に⾒えるような伝え⽅が多すぎます。⽇本を取り巻
く世界情勢についても、尖閣問題など、正しく必要な情報が少なすぎます。今の状態は、掲げられているコンセプトにま
ったく叶っていないこと、NHK さんに⾃覚はあるでしょうか。NHK さんはどこの国の国営放送ですか︖本当に信頼でき
るコンテンツを期待します。 
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個⼈ 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ はじめまして。 グラフィックデザイナーをしております、 愛知県在住 28 歳の●●と申します。 3 年経営計画への意⾒
を送らせていただきます。  いつも⾃宅では、基本 NHK を⾒ています。 ニュースも朝ドラもドキュメンタリーもよく⾒ます。  
ですが私が、今⼀番⽇本国⺠に届けてほしいと思う内容は ほぼ全くといっていいほど放送されていません。 されていて
も、⾒ている⼈が少ない時間帯。 【気候変動・気候危機】についてです。  未来に⼤きく影響を与えるこの情報の発
信を 計画に⼊れていただくことを、強く強く求めます。  今地球は、危機にさらされています。 台⾵は毎度勢⼒を増し、
発⽣数も増えています。 ⻯巻や雷も増えています。（怖い） ⾃然災害のたびに亡くなる⽅が増え、⼤変胸が苦しい
です。  気温も年々上がり、世界中⾄る所で最⾼気温を記録していますね。 熱中症で亡くなる⽅がどんどん増えてい
ます。 作物も育ちません。  ⾷べるために捕っているお⿂も減っていますよね。 この先飢餓で亡くなる⽅が 気候危機に
ほぼ加担していない 発展途上の国からどんどん増えていきます。  全部全部、気候変動のせいです。 気候危機で
す。  公共放送なのであれば 国⺠に⼤きな声で伝えてほしいです。 今すぐに、気候危機を国⺠に伝えて、 国⺠の考
えや⾏動を変えてほしいです。  個⼈で動いていても NHK さんが動いた時のスピードには到底届きません。 TV が、
NHK さんが 国⺠に与える影響はほんっとに⼤きいんです。 今はスピードが⼤事です。時間がないからです。  どうか、ど
の局よりも先に ⽇本に「気候危機を⽌めるぞブーム」を起こしてください。  ⽇本⼈の性格として ブームになれば早いと
思うんです。  政治はなかなか変わってくれません どうか、NHK さんも⼒を使ってほしいです。  時間がありません。 毎
⽇でも気候危機について 私たちに必要な情報を伝えてください。  どうか、この想いを汲み取ってほしいです。 今この⽂
を読んでくださっているあなたも、お友達も そのご家族も、将来増えるかもしれない家族も みんなみんな命の危機にさ
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らされているんです。  今や⼈間が絶滅危惧種です。  今ならまだ、間に合うと思います。 皆で世界で頑張ればまだ間
に合います。  どうか NHK さんも頑張ってほしいです。 国⺠に、現代に、今必要な発信をお願いします︕  お読みいた
だきありがとうございました。 何卒よろしくお願い申し上げます。  ●●●●● 

個⼈ こんにちは。都内在住の 20 代です。 3 年経営計画への意⾒を送らせてください。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願いします。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質
ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・
沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 深刻な気候変動についての報道を求めます。 そこにはゴミ問題、畜産業の問題など様々な問題が付随しますが、⽇
本国⺠の多くは未だに⾃分には関係ない・⽇本は⼤丈夫だと思っているように感じます。例えばレジ袋が有料になっ
て、レジ袋にお⾦を払うのか払わないのか、エコバッグは不衛⽣だとか、そのようなこと以前に、なぜレジ袋が有料になっ
たのかその背景をほとんどの⼈が考えていません。 ⽇本国⺠の SDGs 認知度は世界的に⾒てかなり低いです。 損得
や利益関係なしに、今こそメディアの⼒を発揮して頂きたいです。昨今のメディアは、情報を都合のいいように切り取っ
たり視聴率を取るために不安を煽るような報道をしたり、それによっていろんなことが狂ってしまったり尋常ではない事態
に陥ったりしています。トイレットペーパー品薄などが分かりやすい例です。もちろん国⺠にも責任はありますが、メディアの
⽅には今⼀度、⾃分たちがしていることは社会を動かすことができるという責任を持ってもらいたいです。SNS などても
⾊々な取り組みをしている⼈はいますが、多くの⼈はやっぱり、テレビの情報を 1 番信じるんです。そんなに危機的状
況ならテレビでもっと報道してるでしょと、事の⼤きさに気づいていない⼈がたくさんいるんです。そろそろひとりひとりが本
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気で考えなければ、取り返しのつかないことになります。もうすでになっているところもあります。 拙い⽂章ですみません。
どうか宜しくお願いします。 

個⼈ 初めまして。 2 ⼈の⼦供を⼦育て中の 20 代主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 私は最
近、気候変動がいかに地球にとって重⼤な問題であるかということを強く認識いたしました。  気候変動についての報道
というのは他の報道に⽐べて極めて少なく、⾃分から調べないとなかなか情報が出てこないように思います。(特に畜産
業がもたらす温室効果ガスによる地球温暖化など)  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有
されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、
「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐
で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈が
この問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関
わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、
憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多く
の⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機
関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。
そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私た
ちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
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個⼈ 気候変動について   初めまして。 モデルをしつつ、夫婦で海外⽣活をしている●●●●●と申します。 世界を旅する
中で、豊かな⾃然と動物を守っていきたいという気持ちが強くなりました。 そして⽇本の環境問題への意識の低さを認
識しました。少しでも私たちの未来を守れるように、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキ
ーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
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保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 来年度からの NHK 経営計画(案)を拝⾒しました。気になる点が少なくないのですが、計画全体について意⾒を述べ
るほどの知⾒を有していないので、私がとりわけ気になる次の３点に絞って、意⾒を申し上げます。  第１は、衛星波
並びに⾳声波の整理・削減に向けた検討を進めるとされていますが、それに伴って、どういう番組が整理・削減の対象
とされるのか、⼤いに気になります。この点について、私の要望を申し上げれば、広く学びの機会につながる教育・教養
番組を安易に整理・削減の対象とすることだけは是⾮とも避けて頂きたいと存じます。江⼾時代の儒学者である佐藤
⼀斎が指摘しているように、⼈間にとって、「学ぶ」ことは若年・壮年・⽼年を問わず、いつでも重要です（注）。NHK
は総じて⽇本国⺠が学ぶ良いきっかけや機会となり、⼈によっては⽣き甲斐ともなる「有益で興味深い教育・教養番
組」を提供されています。今後ともこれを続けてほしいと切に願っており、そのために必要ならば、衛星波・⾳声波の整
理・削減を断念してもよいのではと考えます。NHK は肥⼤化や競合を理由とした⺠間放送会社からの批判が強いた
め、衛星波・⾳声波の整理・削減を検討せざるを得なくなったと仄聞しています。しかし、教育・教養番組に関しては、
⺠間放送会社は殆ど提供していないので、整理・削減しなくても肥⼤化や競合といった批判は当て嵌まらず、気にす
る必要な無いと信じます。 （注）「少にして学べば、則ち壮にして為すことあり。壮にして学べば、則ち⽼いて衰えず。
⽼いて学べば、則ち死して朽ちず。」（佐藤⼀斎の「⾔志晩録」より）  第２は、経営計画の具体施策の中で、⼀
⽅では「国際放送のコンテンツを（中略）⽇本への理解促進や訪⽇・在留外国⼈に対する情報提供にいっそう資す
るようにする」と記されています。他⽅で、NHK らしさの基本と考える公共的価値に「⽇本と国際社会の相互理解に
貢献」と記されているにも拘らず、⽇本国⺠がいっそう世界情勢を知るための施策については全く⾔及が無いことが気
になります。コロナ禍のようなパンデミックや⽶中対⽴など、いろいろあっても、グローバライゼーションは今後とも着実に進
展し、国際協調や国際協⼒の必要性は益々⾼まると思われます。そうした中、依然として「内向き」で「井の中の蛙」
的な傾向が⾒られる⽇本国⺠が、世界情勢についての関⼼や知識を⾼めていくことは極めて重要であると思います。
BS1 の開始以降、NHK の国際報道は⼤いに充実しましたが、未だ不⼗分な⾯も⾒受けられます。マスコミ界のリー
ダーとして、NHK がなお⼀層、⽇本国⺠の世界情勢についての関⼼や知識を⾼める役割を果たされるように期待して
います。  最後に、第３は受信料の⽀払率ですが、なぜ「80%台の維持」という⽬標に⽌めているのか、⼤いに気にな
ります。「公平負担の徹底」というなら、⽀払率 100%の達成を⽬指すべきではないでしょうか。私を含めて何⼗年も
銀⾏振替で途切れなくきちんと受信料を払っている視聴者には、100%を諦め、20%ものフリーライダーを放置して良
しとするのは、「正直者が⾺⿅を⾒る」状況を是認しているに等しく、許し難い気がしますが、如何でしょうか。（以 
上） 

個⼈ ・給与が⾼すぎ-給料に⾒合った仕事をしているか︖他社の⽇本⼈ならほとんどの⼈は⾃問しながら働いでいますよ。
特に、最近の番組はひどい。同じ再放送を何度もやっていたり、ちょっと編集して違うタイトルをつけてみたり…コロナの
影響があるとは⾔え、まともに活動しているとは思えない。例えば、深夜帯は放送休⽌にすればよいのでは︖ ・全国に
⽀局がありすぎ。⼤幅に減らすべき。すでに役割を終えている。暇だから変な事件も起こす。ネット事業もやるのであれ
ば、なおさら。 ・チャンネルを減らすことは賛成だが、中波ラジオは減らす必要はないかと。 テレビは基本的にはスクラン
ブルをかけるのがよい。なくても困らない。 ・国営放送を標榜するのであれば、本来の国益にかなう報道するべき。⼈権
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侵害国家の新華社通信社を置いておく理由が全く理解できない。 こんなことに受信料を払いたい⼈はいない。 ・国
⺠はバカではない。情報は常に公平に配信されるべき。判断は視聴者がする。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈が
この問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関
わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送として、
憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多く
の⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共
機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ていま
す。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。    私は今ま
で貴社の番組の多様な視点にきっかけや刺激をもらい、しっかりと⼈の⼼に届くように考えられて丁寧に作られた番組に
⼼を動かされてきました。 NHK ならではだと思っています。だから、NHK にやってほしいのです。 どうぞよろしくお願い致
します。 

個⼈ 環境問題について、もっと取り上げていただきたいです。 ①世界中で起きている環境問題 ②⽇本で起きている環境
問題 ③このまま⾏動しなければどうなるか ④世界の環境問題への取り組み ⑤⽇本の環境問題に真剣に取り組ん
でいる企業の紹介  近年⽇本でも毎年のように「100 年に⼀度」規模の災害が起こり、今から⽣まれてくる世代の⼦
供たちは美しい⽇本の⾵景を⾒ることができないのではないかと思います。 もちろん⽇本だけでなく世界中で今、森林
⽕災、気温上昇による外来種⽣物の被害など、気候変動が深刻化しています。 それなのに、プラスチックの⼤量消
費、畜産業が環境へ及ぼす影響への無関⼼、⽯油燃料依存など、先進国の中でも特に⽇本は無知な⼈が多いで
す。 地球に住めなくなる前にもっとたくさんの⼈に知ってもらい、⾏動していただかなくてはなりません。  よろしくお願いし
ます。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 新潟県在住の⼯芸家です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
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によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ 神奈川県に住む⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 東京都在住の⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
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“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。   貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有
されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、
「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐
で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈が
この問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関
わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、
憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多く
の⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機
関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。
そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私た
ちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
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営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報
発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例
は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更な
る頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き
物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均
気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変
動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるた
めには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量を
ゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私
たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不
⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くた
めには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなり
ません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメデ
ィアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ NHK 広島の#ひろしまタイムライン シュン@nhk_1945shun の 6 ⽉ 16 ⽇と 8 ⽉ 20 ⽇のツイートについて、社会
に重⼤な影響のある差別発⾔を、⽇記（⼀次資料）によらず創作。内容に歴史的な疑義が呈されています。 ま
た、問題が新聞などでも指摘され、注釈、削除要求もツイッターで多く寄せられたにも関わらず⼀切応じていません。 
（問題になった後の⽇記には注釈が付くようになりましたが、6 ⽉ 16 ⽇と 8 ⽉ 20 ⽇のツイートに関しては放置した
ままです）  第 3 者委員会を設置し、１．内容制作と編集、検証のプロセス〜なぜ史実に誤りのある創作を⾏いな
ぜチェックできなかったのか︖ ２．事後対応についての検討と決定プロセス〜なぜ放置し続けているのか︖公正なガ
バナンスがなぜ効かないのか︖ について検証を⾏い公表することを求めます。 
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個⼈ 京都でフリーランス、ミュージシャンをしている、30 歳です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京に住む、23 歳⼥性です。  もっと気候危機を報道してほしいので、そのように経営計画を作ってください。  ⽇本
のテレビでは報道しなさすぎて、気候危機関連のニュースは、今では海外のニュースやインスタグラムから情報を得てい
ます。  ⽇本のメディアはなんのために存在しているのでしょうか。  気候変動はあと数年で後戻りがきかないところまで
来ています。報道をしてください、ただし、新型コロナのように不安を煽る報道ではなく、現実と共に⼀⼈⼀⼈が何をす
ればいいのかを伝えてください。  毎⽇、世界のどこかで何かしらの気候変動による地球の故障が起こっています。先⽇
アメリカでは史上最⾼気温が達成されました。⽇本では 40 度と⾔っていますが、この気温になり始めたのは最近と聞
きました。涼しい時代を知らないのでわかりませんが、このまま何⼗年もしたら毎⽇のように 40 度、最⾼は 50 度なん
て⽇も来るかもしれません。  このような報道は、会社の不利益になるからとか、スポンサーが、とかそういう問題ではな
く、今企業が経営をサステイナブルなものに変えないとその企業⾃体の経営が危ないです。企業には社会的責任があ
るので、サステイナブルでなければいけない時代です。実際に、その環境保全の流れに対応できなかった企業がアメリカ
でも最⼤⼿とか関係なく破産してます。（乳業など）  気候危機はすんごく深い問題です。番組に毎⽇気候危機コ
ーナーを導⼊してもネタがつきないと思いますよ。TBS の N スタさん、報道特集さんは少しずつ動いてくれました。視聴
者は⾒てます。そして、めちゃくちゃ期待しています。  NHK さんは多くの企業関係者、役員の⽅も⾒るような、素晴ら
しい公共放送です。彼らの会社をもっとすてきなものにするためにも、若者の未来を作るためにも、どうかそういう⽅に届
くような発信をお願いします。私たちの未来がかかっています。よろしくお願いします︕ 
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個⼈ 私はインスタを通して、環境問題を知りました。 真実を知ってからは、もう⾏動しています。  私は知る機会が無かった
です。  知る機会があれば、知ればみんな変わっていくと思います。  SNS は主に若い⽅なので、50 代とかにも伝わる
ように   バンバンテレビで流して欲しいです。  よろしくお願いします。 

個⼈ 千葉県出⾝、アラブ⾸⻑国連邦に在住しております 30 代⼥性です。  ⽇本で報道されるニュースや政策を⾒ている
と、環境問題や気候危機、次世代にどのような世界を残せるかということに関して認知度や理解度を上げるものが極
めて少ないと考えております。  ヨーロッパ諸国と⽐較して、環境を配慮した国や⾃治体レベルでの取り組みが少ないた
め、国⺠の危機感もとても低いです。  これに対して、強い危機感を感じています。以下、詳しい要望を添えさせて頂
きます。      3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点か
ら今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



515 

 

個⼈ ⼤阪府 20 代⼥性です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表
明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰な
ど/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ この度 3 年経営計画への意⾒をお伝えできることを嬉しく思います。このような機会をありがとうございます。 貴社の 5
つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計
画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に
新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。現在、発⽣している台⾵ 10 号も、海温の上昇により、勢⼒を強めています。こ
うした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と
表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際
的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告
書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量
を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし
現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場
合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌め
がきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈
類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出
しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな
理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。例えば、畜産業が環境に多⼤な悪影響を及ぼしている
ことに、もはや疑問の余地もありませんが、畜産・⾷⾁・酪農企業から資⾦を得ている以上、それらの企業に不利益な
情報を広めることは難しいでしょう。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保
障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発
展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を
確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。私たちの世代では、現在の危機的状況が改善されない社会の中で、⼦どもをもつことを躊躇う・不
安に思う・そして⽣まない選択をする⼈が増えています。(バースストライク)もちろん私⾃⾝も、⽇に⽇に悪化していく地
球環境を実感し、⼦どもをもつことは諦めようかと考えています。本当は、⾃分の⼦どもをもって、安⼼して育てたい。で
も、そうすることすら躊躇ってしまうほどの危機的状況にあると思っています。気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈
は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの
⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 



517 

 

個⼈ 神奈川に住む⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ワードに記載してからコピペしようとしたができない。⼈にはムダにエネルギーを使わせている。気軽に声を出そうとする⾏
為を阻むものだ。  ＜受信料収⼊ 減収局⾯へ＞ nhk の⽀出⼊の中⾝がよくわからない。視聴者にわかるよう伝え
てほしい。収⼊要素が挙げられているが計画は 2021-2023 度。もともと受信料は⾼い。チャンネル数が減らすとのこ
とだがいつからなのかわからない。番組の質を落とさないのは必要だ。しかし、紅⽩で●●●●さんの海外中継(単に
話題作りのよう)、いだてんでは相当数の⼈が海外ロケに参加している。どうかなと思う。職員の⼈件費は社会、海外
の同業者と⽐較しどうなのだろう。⽇々研鑽し尽⼒している⼈には相当のものが⽀払われるべきだが・・・。経営委員会
会⻑に退職⾦があることに驚いた。経営委員にもあるのか︖  ＜削減する番組について＞ どの番組が削減されるのか
⼤変気がかりだ。特にドキュメンタリーは様々⾒ている。海外制作のも⾒る。知らなかったことを多く学ぶことができるから
だ。制作には⼿間のかかる資料収集、調査や取材などに時間も費⽤も掛かる。決定理由は明確に⽰してほしい。 
nhk が情報開⽰しなかった(なぜ開⽰しないのか︖)かんぽ報道の情報を●●●●●が⼊⼿し経営委員が番組批
判を繰り返し個別番組の介⼊に抵触する疑いがあると報道している。また、⾃⺠党・菅⽒のクローズアップ現代への圧
⼒が別件により⾏われ●●⽒は番組降板となってしまった。nhk だからできる番組が消え、どれもこれも情報バラエティ
番組になってしまった。  ＜スリム化について懸念＞ ニュースは⾔っていることを伝えるだけになっているので、しっかり調
査報道してほしい。  ＜衛星波の将来的には 1 波化＞ 4k8k は機器を購⼊しなければならない。 技術⾰新につい
ては視聴者や社会に恩恵があるとは思う。4k8k については科学や芸術などの分野でも⽣かせるだろう。しかし、⾼齢
になるにつれ視⼒聴⼒は⼤幅に衰えていく。以前から⾔われているドラマのバックの⾳楽と俳優の⽅のセリフの⼤きさの
バランスが悪く⾳量を⼩さくしたり⼤きくしたりしてドラマに集中できない。俳優の⽅の発声に問題があることもあるだろう
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しひそひそ声の場⾯では⼩さくなる。バランスを考えてほしい。⼀般家庭で特別な視聴覚室などない。  ＜多発する災
害について＞ 防災的なものから発災後の速報的なものからまち・市⺠の⽣活再建の数年後まで、また科学的な切り
⼝やグラフィックなものを使ったりとこれからは益々、新しい技術により多様な映像がつくれるだろうと思う。地⽅の様⼦を
重点を置いてほしい。記録として後世に伝えられるような内容も必要だ。  ＜nhk グループ全体で nhk らしさを⼀体と
して追及できるよう、ガバナンスを強化＞ そもそもどのような組織があって、どのような規模(⼈数)でどのような役割や運
営をしているのかわからない。  ＜みなさまの nhk＞ 視聴者は受信料を⽀払い、国からの予算は税⾦である。何事も
透明にしてほしい。 

個⼈ いつも，⼤切な情報をお伝えいただき，ありがとうございます。  ◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）への整理・削減に
向けた検討を進めます。 ○⾳声波については、⺠間放送のＡＭ放送からＦＭ放送への転換の動きや、聴取者の意
向などを考慮しつつ、さらなるインターネットの活⽤を前提に、現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波（ＡＭ・Ｆ
Ｍ）への整理・削減に向けた検討を⾏い、計画期間内に具体案を⽰します。 について  以下，意⾒述べさせてい
ただきます。 ・⺠間放送のＡＭ放送からＦＭ放送への転換の動きを同じくするのであれば，公共放送ではないので
はないでしょうか。 ・インターネットの活⽤を前提とありますが，現在のラジオ放送聴取者全てが，インターネットの環境
を備えているわけではないと思います ・第⼆放送で語学を学ばれている⽅も多く居られると思います。AM 放送 1 波に
なれば，発⾳を聞いている最中に「ここで気象の情報です…」と⼊る可能性があるのは，語学習得において良いもの
であるとは考えにくいです。  ＜公共メディア・ＮＨＫ ５つのキーフレーム（重点投資先）＞ １．安全・安⼼を⽀え
る ２．新時代へのチャレンジ ３．あまねく伝える ４．社会への貢献 ５．「ＮＨＫらしさ」を実現するための⼈事
制度改⾰ キーフレームのうち， 安全・安⼼を伝えてくれるラジオ， 受信機があればあまねく伝わるのがラジオ， ⾮常
時の社会に⼤きく貢献してくれるのがラジオ 様々な災害が増加している今，災害の際に有効な情報取得⼿段である
ラジオを削減する事は，安全・安⼼とは逆⽅向なのではと思ってしまいます。 私は，ラジオ放送を聴くのが好きです。
それは，テレビなどの動画ではなく，何かをしながら情報を得ることが出来るからなのです。今ある，放送波の整理・
削減を⽩紙にしていただきたく思い，意⾒させていただきました。 失礼いたします。 

個⼈ 望みたいこと、視聴率やコマーシャリズムに頼らない存在として、これからこそがＮＨＫの果たす役割の重要性を痛感。
ジャーナリズムの観点からは新聞の衰退などで頼れる報道機関として期待⼤。エンターテイメント・教養などからは、⺠
放やネットなどのコンテンツにはない優れた番組作りで、幅広い世代に向けての要望に応えてほしい。ただその改⾰に気
になる点を以下に記します。■⼤河など豪華過ぎる番組の⾒直しを含め、⾃由過ぎる予算のチェックの厳格化。■芸
⼈冠番組は⺠放に任せ廃⽌。ギャラの無駄遣い。若者忖度必要なし。局アナで味のある⽅も多く充分である。■特
番や紀⾏にまでのタレント使い廃⽌、内容の良さは損なわれずむしろ逆効果もあり。■視聴離れが明らかな紅⽩な
ど、打ち切り策を含め積極的番組編成への取り組み必要。■原発の廃炉追跡など、市⺠レベルで踏み込めないテー
マ等への継続的取組、視聴率に頼らない報道姿勢。■政府与党に迎合せず、受信料がベースである国⺠視点の放
送姿勢。■⾼い受信料を払いながら、予算や番組制作に関与出来ない国⺠の声を、如何に汲み取るかの仕組みづ
くり。■ネットのコンテンツで、再放送お知らせなどの視聴者サービスを廃⽌する⼀⽅で、必要性を感じない仕掛けも多
く、視聴者サイドのサイトづくりを。■オンデマンドなどは、受信料⼝座引き落としの視聴者には無料化する。■現⾏の
Ｇ、E、B1、BP は住み分けが明確であり、4ｋ、8ｋを現⾏チャンネルに乗っける技術を確⽴すべし。・・・まだまだあり
ますが、本⽇が締め切りとのことで以上とします。経営計画とは外れる点も多くありますが、ＮＨＫの今後に期待してい
ます。 

個⼈ よく拝⾒させて頂いています。  今回は気候危機について取り上げて頂きたくご連絡致しました。 御社の経営計画には
気候危機について取り上げられていません。  7 ⽉にレジ袋が有料化されましたが、批判的な意⾒がとても多いです。 
何故ならメディアが『なぜレジ袋を有料化に踏み切るのか』をしっかり報道せず、表⾯的なことにしか触れないから海洋
プラスチックのうち 0.03%だから意味がない、などという悲しい声に繋がっていると思います。  近年は⼤きな被害となる
天災が頻繁に起きています。 被害の状況を知ることはもちろん⼤切ですが、根本的な原因(地球温暖化)に対しては
何の報道もないように感じます。  NHK さんは唯⼀スポンサーがついていないメディアです。  このまま地球温暖化を放
っておけば産業⾰命後＋1.5 度を超え、更に頻繁に⼤規模な天災が起きると⾔われています。   ⽇本は環境問題
に対して知識や危機感が他国に⽐べて低いです。 テレビの⼒は⼤きいと考えています。 どうか気候危機について多く
の⼈に知ってもらえるよう、⾏動してもらえるような報道をお願い致します。 
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個⼈ 愛媛県の主婦です。 ⼦供の未来や地球のためによろしくお願いします︕  3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動について。 海外では気候変動を積極的に報道しているのに、⽇本は報道しません。 報道していろんな⼈
に、地球の現状を知ってもらわないと、 ほんとうに暑くて茶⾊い惑星になってしまいます。 お願いします。 
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個⼈ 私は保育⼠として、未来の⼦どもたちに少しでも豊かな⽣活を送ってほしという思いで、今できることに取り組んでいま
す。 ⼦どもたちを守るためには、私たち⼤⼈が、本当に⼤切なものを守るための正しい情報を知らなければならないと
思います。⼈は本来誰かのために⽣きた時、⽣き⽣きとしてきます。⼦どもたちや、親御さんをみていてもそう思います。  
NHK さんには家族でお世話になっていますので、是⾮ともその影響⼒を発揮して、未来の⼦どもを守ってください︕  3
年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有される
とともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの
問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わら
ず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、
スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲
法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主
義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の
⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。
NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線で
あるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅
に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関
に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そ
んな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たち
は⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 先⽇ニュージーランドから帰国しまして、⽇本の環境問題に対する考え⽅を今すぐ変えなければいけないと⼼から思った
ので、こちらでご意⾒させていただきます。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⻑崎県に住む主婦です。 台⾵ 9 号で停電や倉庫の屋根が⾶ばされるなどの被害に遭い、とても怖い思いをしまし
た。近年最⼤の⾃然災害というのが、ここ最近で多発しているのは、気候変動のせいであると思います。でも、⽇本の
メディアは⾃然災害の根本的な原因となる気候変動を報じていません。 そこで、3 年経営計画への意⾒を送らせてい
ただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、
今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」では
なく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に
合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公
表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度より
リスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 
年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇している
との試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡
⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されて
います。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀
丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危
機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害
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関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表
現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の
向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何
⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃
主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基
づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出
来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている
貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、
災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を
持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変
わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての
⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂
献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK 広島放送局が企画・運営しているツイッターアカウント「ひろしまタイムライン」が、在⽇朝鮮⼈への差別を煽るツ
イートをしました（2020 年 6/16、8/20 付）。 公共放送がヘイトスピーチを垂れ流すなど許されません。問題化後
の姿勢も含め、私は NHK のこの企画・対応は犯罪的ですらあると思っています。  それに対し多様な論点から多くの
批判が寄せられ、NHK は当該アカウントのツイートやホームページ上でコメントを出してはいますが、重要な論点には
誠実に答えようとせず、休⽌していたツイッターを何事もなかったかのように再開し、開き直っているようにすら⾒えます。
こうした、視聴者を⾺⿅にした態度も許せません。 当該差別ツイートは未だ削除されておらず、註釈もつけられておら
ず、差別扇動が現在進⾏形で⾏なわれている状態です。  ・まず、「関係者」ではなく、差別被害を受けた当事者に
対し謝罪をして下さい。  ・当該の差別扇動ツイートを削除するか、適切な注釈をつけるようにして下さい。  ・当該ツイ
ートに触発される形で多くのヘイトスピーチがツイッター上に再⽣産されています。ヘイトスピーチはそれだけで⼈を傷つ
け、死に⾄らせることもできる犯罪的⾏為です。軽く⾒ないで下さい。誘発した責任をとり、局としてヘイトツイートに逐
⼀反論・批判して下さい。  ・公共放送がヘイトスピーチを拡散するという重⼤な事態です。第三者委員会を設置し、
当該ツイートがテキスト化されるに⾄った経緯（出典や取材・会議の⾳声なども含め）を詳細に調査し、調査結果を
公表し、テキストの作成に関わった⼈物の責任を明らかにして下さい。  ・このツイートが問題化した後の NHK スタッフ
の対応も、問題の本質を捉えずはぐらかしに終始しています。結果、いつまでもヘイトスピーチが残り、差別扇動し続け
ている状態となっています。この事後対応についても第三者委員会の調査対象にして下さい。  ・NHK は、つい先⽇
も⿊⼈への偏⾒を煽る差別的なアニメ動画を流して批判を受け、謝罪に追い込まれました。同様のことが繰り返され
ないよう、局として正式に差別禁⽌規定を作成してください。 

個⼈ 神奈川県主婦です。 気候変動について取り上げる番組作りをして頂けたら嬉しいです。 ⼦育てをするようになって、
近年の⾃然災害や、夏の猛暑が、このまま状況が更に悪化したら、将来の我が⼦はどんな⽣活を強いられるのだろう
と、⽇々不安に思っています。 ⼦どもにこの地球の危機についてうまく伝える為にも貴社で情報を沢⼭発信していただ
けると有り難いです。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ NHK さん、いつも分かりやすい教育番組を放送してくださりありがとうございます。このようなわかりやすさで、⼦供に対し
てや⼤⼈に対して環境について、気候変動について、もっと報道して頂きたいです。気候変動が進んでおります。です
が、ニュース番組などでは分かりづらく、難しい話だと感じ流してしまう⽅が多いと思います。放送の仕⽅を変えれば興
味のない⽅の⽬もひけると思います。これから確実に重要視されるトピックですので、ぜひ NHK さんに先陣をきって、報
道し始めてほしいです。宜しくお願い致します。 



526 

 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ タイムカードきる ・エアシフトタイムカード ・●●●●●●●●   ・滑らなくて防⽔の靴 ●●とかでキッチンシューズ頼む  
3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ &#160;NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 横浜市在住のものです。   貴社の経営計画について、貴社のキーフレームにあるように、５つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響をあたえる気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  連⽇の猛暑の
影響や、⾃然災害、パンデミックなど様々な現在存在する課題は、気候変動に関わっており、世界的にも⼤きく報道
されるようになっています。しかし、私たちの国⽇本では気候変動に関する報道はほとんどされずに、国⺠は知る権利を
持っているのにもかかわらず、報道を通じて知ることは限られている現状があります。  貴社は⽇本を牽引するメディアと
して、メディアの社会的責任を果たすべきだと考えます。気候変動、気候危機について、⽇本を始め⼈類の未来のた
めにも、適切な情報発信、報道を⾏うことを強く求めます。  よろしくお願い致します。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動や⽣物多様性の減少に関わるドキュメンタリー作品にいつも感銘を受けております。最近のものですと、ホット
スポットシリーズは⼤好きな作品です。  環境問題の 2 ⼤危機である気候変動と⽣物多様性の減少問題に関する、
ドキュメンタリー作品やニュースでの報道をしていただいていることに関して、感謝申し上げます。  これらの問題はここ
10 年ほどが正念場となります。ぜひ報道の頻度をあげていただきたく存じます。 
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個⼈ 神奈川県 27 才⼥です。⽇に⽇に⽣きづらさ、⽣きていてもどこに向かうのか分からないと思ってしまいます。  3 年経
営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして
未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚
⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの
増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気
候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上
昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感
染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向
き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本
にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサー
との利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障さ
れた表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と
⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保
し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放
送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認
識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めるこ
とが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められて
いる貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はど
うか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂
献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⾳声波２波への削減に反対。  仮に２波に削減（ＡＭ２→１）とした場合、現⾏のＲ２の教育番組はどうなるの
か︖ ＡＭ１波で、現⾏のＲ１とＲ２を半々ずつにして放送するのか︖ または、ＦＭにもＲ２の教育番組を振り
分けて放送するのか︖ Ｒ１は⽣放送が多く「２４時間安⼼ラジオ」と標榜しているにもかかわらず、ＡＭ１波体制
で現⾏のＲ１・Ｒ２混在放送となったならば、「２４時間安⼼ラジオ」ではなくなる。これでは、５つのキーフレームの
“安全・安⼼を⽀える”の根幹から否定・⽭盾する⾏為ではないのか︖ “国⺠の安全と安⼼を徹底的に守ります。”と
は、施策しない事なのか︖ 衛星波削減と⾳声波削減は、まったく同⼀ではない。⾳声波の削減は“国⺠の安全・安
⼼”に重⼤な影響を与えるものだ。  全国⺠のほぼ１００％がスマホを持ち、⾳声波をラジオ受信機ではなく『らじる
☆らじる』で聞いている状況にまでなれば、⾳声波削減となっても問題が無いと思われるが、まだ、そのような状況では
なくスマホの所有率も６割ほどだ。全国⺠が誰でも聞く事のできる放送でなくなってしまうのであれば、それは、５つのキ
ーフレーム、“あまねく伝える”に相反する。  ＡＭ⺠間ラジオ局ではＦＭ補完放送を⾏っている局もあるが、全国に
は、⺠間ＦＭ局が聞こえない地域も存在する。放送法第１５条には 『協会は、公共の福祉のために、あまねく⽇
本全国において受信できるよう〜』とある。⾳声波の削減は、この放送法の条⽂にも抵触するのではないか︖ 
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個⼈ ラジオのロシア語講座を視聴しています。⻑年聴いていますが、罪と罰のような難解な⽂学を細かく取り上げていただ
き、語学、⽂化を知るため⼤変勉強になっています。ロシア⼈の性格を知るのにも⼤変役に⽴っています。ぜひ、トルス
トイの⻑編も取り上げていただきたいです。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 気候変動について NHK で放送して下さい。NHK さんで放送されると皆さんとても興味を持たれると思うので宜しくお
願いします。 

個⼈ 気候変動の情報発信を計画に⼊れて頂きたく、意⾒提出します。 近年、国内各所に甚⼤な被害を及ぼす巨⼤台
⾵、豪⾬が起きています。温室効果ガスの増加により、今後もこのような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測
されます。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現すべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」とい
う⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5
度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされていま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ば
つ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河の溶解などに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道す
るメディアがほとんどありません。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係があると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
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め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は、災害の際の迅速かつ正確な
情報提供により、国⺠から圧倒的信頼を得ています。どうか、災害情報だけでなく気候変動に関する根本的な原因と
解決策についても報道して下さい。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。多くの⼈は、気候
変動の情報が不⼗分なために、関⼼を持つに⾄らないのではと感じます。しかし、このことが全ての⼈へ影響を与える
問題であると認識することで、多くの⼈がこの問題について考え、⾏動するはずです。それを伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ラジオに関する意⾒です。  「◆保有するメディアの在り⽅について」において、『◎⾳声波は、２波（ＡＭ・ＦＭ）へ
の整理・削減に向けた検討を進めます。』とあります。こちらは AM を現在の 2 波⇒1 波に削減するものと理解してい
ますが、 ①AM 派は災害時においては重要な情報元であり、こちらの削減は「安全・安⼼を⽀える」と記載された内
容と⽭盾するように思います。 ②また、現在の R1/R2 は語学系の番組や国際ニュースが放送されておりますが、こち
らの番組が結果的に削減されてしまうということであれば、⾮常に残念です。仮に⾳声波が削減された場合も、番組
数やコンテンツの低下がないことを強く望みます。英語を始め、マイナーな外国語での番組は公共放送でなければなか
なか実現できないことと考えていますので、昨今の国際化の観点からも番組削減やコンテンツ低下とならないようお願い
したいです。コロナ禍のいまだからこそ、世界視野で充実した内容になることを望みます。  「 事業⽀出について」の中で
『⻑期的な減収トレンドにあっても、「ＮＨＫらしさ」を追求し、コンテンツ投資を充実させ、視聴者・国⺠のみなさまの
求める多様 性・質の⾼さを実現するための⽀出を⾏う。』とあります。ユーザインターフェイスや番組削減をすることは、
通常の企業であればサービスレベルの低下にあたり、そういった選択肢を取ることは事業存続上のリスクになると思いま
すので、ぜひ別視点で経費削減にトライいただき、さらなる番組の充実をお願いできればと思います。 

個⼈ 熊本県に住んでいる者です。 ぜひ気候変動について報道してほしいです。 豪⾬災害、年々勢⼒を増す台⾵、気温
の上昇など、確実に地球が変わってきていることを近頃ひしひしと感じています。 いまやどこで何が起きてもおかしくない
状況で、起きたことに対して動いていくのも⼤切なことですが、いま 1 ⼈ 1 ⼈が意識を変えて動いていかなければ、普
通に⽣活するのさえ困難な最悪な状況に陥っていくと思います。⼼を動かすような番組を、これからも期待しています。 

個⼈ 都内の短⼤に通っている 3 年の者です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
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頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ わたしは 4 歳と 10 ヶ⽉の 2 時の⺟です。 こどもが⽣まれてから、⼦供たちやまたその⼦供たちが将来素敵な環境に
囲まれ幸せに⽣きていける世界にしたいと思い、環境問題に強い興味を持つようになりました。 そこで、未来に⼤きく影
響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただ来たいと思い経営計画への意⾒を送らせていただきます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動について  気候変動はもう待ったなしです。より多くの⽇本国⺠が考えるきっかけになるよう、NHK さんが報
道してくだされば希望になります。私たちの住む地球の未来がかかっています。⽇本は他国と⽐べて気候変動に関⼼を
持っておらず、対策も不⾜しています。⼀⼈⼀⼈の意識が⼤きい⼒になると私は思います。そのきっかけとなる報道を
NHK さんにもしていただきたいです。 
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個⼈ ⼩学⽣の⼦を持つ親です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ 埼⽟県在住、美容師です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
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Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 沖縄県在住の 6 歳と 3 歳の⼦供の⺟であり、主婦であり、ヨガインストラクターです。  3 年経営計画への意⾒を送ら
せていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与え
る気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤
台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよ
うな⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち
⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意された
パリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
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https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 朝ドラが好きで NHK をよく⾒ている者です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフ
レームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れ
ていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいとこ
ろですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化
などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基
盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 
度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間
パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年
までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必
要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間があり
ません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河
が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの
変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの
問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状
況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 

個⼈ 兵庫県在住の⼤学 2 年⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ



536 

 

ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 環境問題についてと、温暖化の原因、解決策について報道して欲しい。 このままだと地球はどうなるのか、⼦孫は何
代めでどんな思いをするようになるのか、野⽣動物が絶滅していくことについて。 また、プラゴミなどが網を汚している現
状なども。レジ袋を無料に戻してほしいなどの、今の⽬の前のことだけを考え続けるとどうなってしまうのか。 よろしくお願
いします。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 東京都の会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5
つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求
めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出さ
れ続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 5 つのキーフレーム、1.2 についての意⾒です。  こちらに関連して、より現在の⽇本や世界が抱える気候変動の問題
を取り上げていただきたいです。 感染症や⾃然災害のニュースは毎⽇⽬にしますが、その原因となる環境問題のことに
ついては、今のマスメディアではほとんど取り上げられていません。  ⽣活をしていて、⾮常に違和感を感じることが多くな
りました。今までにないウイルス、今までにないレベルの⾃然災害。ただ、その原因や改善策について全く語らないメディ
ア。 若年層のテレビ離れが深刻なのも、本当に知りたい情報が取り上げられていないからだと感じます。  他のテレビ局
ではスポンサーの不利益に繋がるような話題を取り上げるには限界があります。 そういったしがらみがなく、国⺠の知りた
い情報、知るべき情報を届けることができるのは、貴社しかないと考えます。  私よりも若い世代が、気候変動を真剣
に考え、⾏動を起こしています。 気候変動の原因を作っていないにも関わらず、です。  社会に出て、気候変動を加
速させる仕組みに加担した私たちには、その現実と向き合い、改善する責任があります。  貴社のキーコンセプトであ
る、「新しい NHK らしさ」ぜひ追求していただきたいです。 そのためにも、全てにつながる問題である気候変動を継続
的に取り上げ、国⺠の意識を変えてください。  20 代の私が、テレビ局にかける最後の期待が、貴社の今回の意⾒提
出です。 どうか、よろしくお願いします。 
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個⼈ はじめまして。 愛知県在住の 20 代 主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  私が、今⼀番
⽇本国⺠に届けてほしいと思う内容は【気候変動・気候危機】についてです。  未来に⼤きく影響を与えるこの情報の
発信を計画に⼊れていただくことを、強く強く求めます。  今地球は、危機にさらされています。 台⾵は毎度勢⼒を増
し、発⽣数も増えています。⻯巻や雷も増えています。 ⾃然災害のたびに亡くなる⽅が増え、⼤変胸が苦しいです。  
気温も年々上がり、世界中⾄る所で記録的な暑さが続いていますね。  作物も気候の影響を受け、スーパーで売って
いる野菜は⾒たこともないようなとんでもない値段になっています。  ⾷べるために捕っているお⿂も減っていますよね。  
この先飢餓で亡くなる⽅が 気候危機にほぼ加担していない 発展途上の国からどんどん増えていきます。  全部全部、
気候変動のせいです。 気候危機です。  公共放送なのであれば 国⺠に⼤きな声で伝えてほしいです。 今すぐに、気
候危機を国⺠に伝えて、 国⺠の考えや⾏動を変えてほしいです。  個⼈で動いていても NHK さんが動いた時のスピ
ードには到底届きません。 TV が、NHK さんが国⺠に与える影響はほんっとに⼤きいんです。  毎⽇でも気候危機に
ついて 私たちに必要な情報を伝えて欲しいです。  今ならまだ、間に合うと思います。 皆で世界で頑張ればまだ間に
合います。  私には最近産まれた⼦供がいます。 将来、⼦供達が⼤きくなった時、 地球環境が悪くなっている… そん
なことはあってはならないと思います。  私たちが変わらなければ、負の遺産を次の世代へ残してしまうことになりかねませ
ん。  私たちの両親の世代は、⽇本の⾼度経済成⻑を⽀え、⽇本を変えてきてくれました。 次は私たち若者世代の
番です。 地球環境、気候変動について動いていくべきだと思います。  そのためには、NHK さんの⼒が必要です。 国
⺠に、現代に、今必要な発信をお願いします︕  お読みいただきありがとうございました。 何卒よろしくお願い申し上げ
ます。 

個⼈ 中国のプロパガンダを流さないようにしてください。 受信料は純資産が 0 円になるまで無料にすべきだと思います。 極
左の活動家をやっているディレクターやプロデューサーを起⽤しない。 ニュース報道は両論併記するのは当たり前。 

個⼈ ⼤変お忙しいところ失礼します。 よくテレビ視聴、ラジオ聴取しております。  NHK さんは公共放送を標榜しています
が、罰則付きの法律で受信料を徴収しています。 また、主に受信料による収⼊の使途について国会承認が必要とさ
れていると思います。  所管は総務省で、総務⼤⾂・総務省が⼤きな影響⼒を持っていると思います。 なので実質的
に「国営放送」と⾒られていると思います。  その理由は、「⺠業圧迫」とよく⽿にするからです。確かに、「国内」に限って 
⾒ればその様に⾒えます。が、国内においては「⼈⼝過疎地・島しょ地域」にも  サービスを⺠放衛星放送が始まるま
で⻑らく 1 団体で展開してきました。 これは、法律による国⺠からの受信料制度による恩恵・成果です。  昔も今も、
よく「もう NHK だけが放送していた時代じゃない」という⽅々が います。私も昔はそうでしたが、これは「その地域」だけし
か⾒て考えていないと  しばらく前から考えを改めました。NHK さんはユニバーサルサービスで動いており この事は受信
料徴収時に、衛星放送受信料の様に明⽰されていません。  また、国外の⽇本⼈の安全のためにも、⽇本国の外国
への宣伝にも使われています。 この事が「⾮常に重要」である事を国⺠に理解されるよう活動する必要があると  思い
ます。⽇本⼈の国外での「安全」のためでもあると思います。この事だけでも NHK の「スリム化・規模の縮⼩」に疑問を
持っています。  NHK さんは、「ハイビジョンテレビ」等の技術開発にも貢献してきました。 これ等は放送技術ですが、
今はもう、IT 技術が随分と発達してきました。  IT（通信）が放送を凌駕しています。IT は双⽅向サービスを放送と
違い容易にできる からだと思います。が、これは先進国等これに準じる国に限った事で国外（世界）  には、まだまだ
多くの国が電気の普及が低く識字率の低い国があるのは明らかな事実 です。故に世界へ向けての放送は⽋かせませ
ん。そのために、NHK の規模を縮⼩する  のは間違いです。国内でも災害等では簡易に報道活動ができるラジオはま
だまだ 縮⼩するのは間違いと思います。  IT においてもまだ個⼈で複数の機器を保有している⽅がいて、経済的に機
器を持つ事 ができない⽅、地域状況により IT をカバーできていない所があると思います。  これらに IT 機材・環境を
提供するのも NHK さんの業務と思います。これを記⼊して いる私も中古ノートパソコンを何とか購⼊できてアンケート
に答えています。  これから⼈⼝減等により受信料収⼊が減る予測を出していますが放送以外の活動等で ある程度
カバーしてほしいと思います。当然、受信料徴収率を理解を得られた上で  上げる必要もあると思います。是⾮、職員
の教育・努⼒で受信料徴収率を 上げて、上がってほしいと思います。  国内では IT が放送を「凌駕している」と既に
記⼊しましたが、 それはユーチューバーの増加等々が証明していると思います。  ユーチューバーをするにもそれなりの機
材が必要と思いますから経済的にゆとりが ある⽅でないとできないと思います。この⽅達に援助はあまり必要ないと思
います。  IT の発達・普及による娯楽の多様化で放送業界が独占していたものが崩れ去り 混乱している感があります
が、質の⾼さはまだまだずっと保持していると思います。  制作⾯の動揺を抑えてこれからは IT でも作品・報道を展開
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し、していくために ユニバーサルサービスの強みを⽣かして懐深く活動していく事を強く望みます。  ユニバーサルサービス
は強みでもありますが、芸能⼈にとっては放送当初懸念して いた問題点もあります。勢いのある時の宣伝効果は絶⼤
も陰りを⾒せた時、昔は  地⽅興⾏である程度収⼊を得られたものが、それができなくなる点です。 時代がそのように
変わってきたといえばそれまでですが。  IT は、それに輪をかけています。⼀旦アップロードしたらそれらが実質、世界中
で 視聴取できるようになっているからです。ある意味で IT に視聴料⾦を設定するのは  正しい事と思いますが、NHK
さんは既に受信料徴収をしています。今の私には 決して安すぎる額ではありません。この辺りが微妙な部分と思いま
す。  ⽇本の⽂化の発信のためにそれなりの出費は必要です。⼀握りのトップクラスの 芸能⼈のギャラも⼤事ですが、
⽇本が世界に誇る漫画、アニメ等の制作にかかわって  いる⽅々に低すぎる賃⾦の⽅達がいると⾔われています。この
様な陰で⽀えている ⽅々の⽀援・賃⾦アップをする事も必要です。  新型コロナ禍等々から守ってくれている⽅々への
⽀援も独⾃予算を持っている NHK さんができる事を最⼤限⾏ってほしいと思います。  受信料減免も永続するもの
でないので寛⼤な対応をお願いします。 

個⼈ ・”NHK らしさの追求”と”社会への貢献”の２点の基本⽅針に共通する提案です。 具体的に複数年間を通じて取り
上げて頂きたいテーマとして、”気候変動危機”を掘り下げて報道してほしいと考えます。教材としては、IPCC が 1990
年から報告と警告と提案を継続してきた第１作業グループレポート、第２作業グループレポート、第３作業グループ、
レポート、及び、随時発表されてきたスペシャルレポート、の４種類です。IPCC が 30 年前から報告してきたこのレポ
ートの存在の意味と重要性は、2018 年 8 ⽉ 20 ⽇のスウェーデン国会議事堂前での 15 歳の少⼥の座り込みスト
ライキまでは誰も気付きませんでした。 彼⼥の⾏動から全てが加速し始めました。今、グレタはダボス会議(世界経済フ
ォーラム）、国連 COP24、欧州経済社会評議会、欧州議会、ロンドン議会、オーストリア世界会議、気候サミット、
その他数え切れないほどの会議やテレビ局や表彰式に招待され、その都度、⾮常に内容のあるスピーチをして、⾼い評
価を受け、そして、世界中で⾏動を起こす若者を激増させました。グレタは”私は IPCC の代弁者にすぎない、メッセン
ジャーにすぎない”と⾔っています。そして今、世界中で現実に起きている異常気象とその損害と影響と要因が主に⼈
間活動にあることは、世界の周知の事態になっています。しかし、このレポートは全て英語で書かれており、例えば
2013 年度版の第⼀作業グループのレポートだけでも 1535 ページあり、重さ４.２kg もある⼤書です。内容は固有
名詞と数字とたくさんのグラフです。そして、15 歳のグレタはスピーチの中で、”IPCC スペシャルレポートの第 12 章の
128 ページをぜひ読んでください”と話かけます。このテーマは⺠放では無理です。NHK でも１年間かけて完結出来る
か、読めません。しかし、⽇本を代表する報道機関なら、このテーマに取り組む責任と義務があります。⽇本⼈をこのテ
ーマから盲⽬にしておくのは、⽇本を代表する報道機関のミッションからの逃亡です。たとえ、政府与党から横槍があっ
ても、はねつける位の信念を持って完結させることが、社会への貢献＝国⺠への貢献＝⼈の役に⽴つ NHK の任務で
す。今、⼈間社会の存続は全地球の⽣態系と切り離せないことが証明され続けています。⽇本⼈だけが井の中のカワ
ズであることは許されません。 次の提案は” ⼈事制度改⾰”です。⽇本には、”ジャーナリズムとは”を本格的に勉強で
きる教育機関が⾒当たりません。ジャーナリズムの原理原則・セオリー・哲学・歴史・事例研究も⼗分にせず、現場に
⽴っている、としか思えないキャスターとスタッフが多いのでは、と感じます。そこで、私からの提案です。NHK の職員全
員に、ジャーナリストのバイブルとして、（ジャーナリズムの原則、●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●
著、訳︓●●●●、●●●●、●●●●●●●出版、原題︓THE ELEMENTS OF JOURNALISM 。328
ページ、本体 1800 円）を配布し、熟読させ、これをテキストと指定し、本物のジャーナリストを養成して欲しいと思い
ます。 

個⼈ 気候危機について報道していただきたいです。私たちが気温上昇、⼤⾬などなど⾃然から受ける影響は⼤きいです。で
すから、⼈間が⾃然とどう向き合うべきなのか考えるべきだと思います。⼈間は被害者であると同時に⾃然に対して加
害者でもあります。 今の気候の状況が危機的なものであることを⾃覚し、どのような改善⽅法があるのか 考える機会
をお作りください。 よろしくお願いします。 
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個⼈ 兵庫に住む⼥⼦⼤⽣です︕  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオＡＭ局の削減について  私は３０年前ＮＨＫＡＭの「ラジオ英会話」のテキストと放送でリスニング、ライティン
グの勉強をして東京⼤学⼊試に合格することができました。 テキストは優れており、⽇本語訳を⾃⼒で英語に翻訳し
てテキストと照らし合わせて⾃分で添削し、ライティングの勉強になりました。スピーキングの能⼒も付きました。 毎⽇録
⾳した放送はテキストの朗読だけではなく、はぼ⽣放送なので時事の話題や、英語での語彙、熟語の⽤法の解説が
あり、⼤変⾯⽩く為になり、勉強になりました。リスニングの能⼒向上に⼤変役⽴ちました。ウォークマンで聞きました。 
⼤学⼊学直後英検準⼀級にも合格できました。  ラジオ第⼆はネイティブと会話できない貧乏な学⽣にとって、⽣の
英語に触れる貴重な教材です。今は学⽣がリスニング、スピーキングが必須になった時代なので必要とする学⽣は多
いと思います。 テレビ放送ではＩＣレコーダーに録⾳して持ち歩くこともできず、⼗分な学習効果を得られるとは思えま
せん。 経営難はわかりますが、少数でもＮＨＫラジオ第⼆の放送が必要不可⽋な学習する学⽣や社会⼈がいま
す。テキストの値上げなどで対応できないでしょうか。 ⼤切な公共の電波が⼀つ減ることは⽇本社会にとって⼤きな損
失です。 是⾮今後もラジオ第⼆を継続し、必要とする学習者に勉強の機会を与えてくださるようお願いします。 ●●
●●より 
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個⼈ 兵庫県 24 歳です。 メディアとしての責任を果たして下さい。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴
社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
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保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⾃営業をしている 30 代⼥性です。 以下 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレー
ムにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れてい
ただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところで
すが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
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要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
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個⼈ 神奈川県に在住の主婦です。⼆⼈の⼦供を⼦育てしております。⼦どもたちの未来の為、そして地球の為に僅かなが
らでも⾃分が出来ることを毎⽇模索しております。その⼀環として、今回は 3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導
くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくては
なりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださる
メディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅
で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・
公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を
果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュース
や番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職
員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。
“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体に
おける 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ こんばんは。三重県に住む⼤学 4 年⽣の者です。 いつもわたしたち国⺠のために情報を発信してくださりありがとうござ
います。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から
今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先
⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けてい
る温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした
事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現
するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に
広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書にお
いては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を
2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現
状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、
更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがき
かない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀
⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定
公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得て
います。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さ
い。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどう
かで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないか
もしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それ
を伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願
い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 気候危機について報道してください。  このままでは、加速度的に気温上昇が進み、災害が頻発し、⾷料や⽔の調達
が困難となるなど、全ての⽣物の⽣存がおびやかされます。  全ての問題は、⽣存可能な地球があってこそだと思いま
す。 このような危機的状況てあるにも関わらず、多くの⼈が関⼼を持っておらず、危機を認識していません。 メディアの
役割は重要です。 ぜひ、気候危機の問題を報道してください。 
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個⼈ 去年、⾼校を卒業し、⼤学⼊試に励んでいる⼤阪住まいの学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただき
ます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動
の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬
の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等
の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全て
の⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では
「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の
気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に
抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排
出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきていま
す。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、
⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に
導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくて
はなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくだ
さるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体
における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 20 代会社員です。 以前から⽇本のメディアコントロールに疑問を抱いており、この度同意したい意⾒がありましたので
そのままで恐縮ですが以下送らせていただきます。 気候変動についての報道、どうか前向きにご検討いただけると幸い
です。よろしくお願いいたします。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 
&#160;“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良
質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関と
して不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒
や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律
の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、
私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本
法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださ
り、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因
と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでし
ょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の
⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多く
の⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を
牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭
素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ 
&#160;NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate 
Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ ⼤阪の主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの
観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
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されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオの AM1 局化について意⾒させていただく。総合 TV、BS、4K8K など映像部⾨を肥やしておいて、ラジオを縮
⼩していく⽅向には明確に反対したいと思う。災害も想定の域を超え、未曾有なものとなり、被災者がまず情報を⼊
れやすい環境をむしろ整備し、より細やかな情報提供ができる体勢を構築していくべきではないのか︖ラジオは持ち出
せるが TV は持ち出せず、被災者以外の者が先に情報を受けることにあまり意味を為さない。TV は被災に即したツー
ルとして、ラジオより優先順位は下である。また、国会中継など TV と同時中継で報じられることについてはむしろ、ラジ
オの多チャンネル化をすすめ、専⾨チャンネルとして機能させていけばいいのではないか︖各地域番組の編成も含め、コ
ンテンツを充実させていくべきはラジオである。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
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しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。   貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。   先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。 こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。   2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広
く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。  しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。  2 度を超えた場合、更な
る⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかな
い状態になり得ると予測されています。   これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈
⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。   世界はこの問題に対して⼤きく動き出してい
るにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の
⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。   ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放
送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健
全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、
番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されて
はならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送
の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“  と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。   そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指
定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得
ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下
さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。   今、⾏動を起こすか
どうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていない
かもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。そ
れを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお
願い申し上げます。   参考⽂献︓  「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の
状況」  https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html   「NHK ホームページ NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」  https://www.nhk.or.jp   「NOAA Global Climate Report」  
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 東京都に住む２児の⺟です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 京都市に住んでいる社会⼈です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
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⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 福島県に住む主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報
道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を
起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持
てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すは
ずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 
宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 分割⺠営化がひつよう NHK は政権に忖度ばかりしている、たいした知りたくないことは知る必要なくて結構、電波の押
し売りはやめてくれ  弱⼩政党になろうが NHK への抗議するためにも NHK から国⺠を守る党を応援する NHK はい
らない解体するべきだ税⾦の無駄遣い 
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個⼈ 気候変動についてのニュースを して欲しいです。  地球の危機が、迫っていることを コロナよりもして欲しいとおもいま
す︕  地球がなくなってしまったら、 元も⼦もありません。  ⽇本のみならず、 世界の環境のこと  もっとたくさんの番組で 
やってもらえたら、 ⼀⼈⼀⼈の意識も変わるのではないかと 思います。 

個⼈ 地球温暖化の⼤きな原因である畜産公害について取り上げて欲しいです。また、⼯場式畜産で畜産動物に対して⾏
われている暴⼒的な⾏為も取り上げて頂きたいです。 また、動物愛護の⾯からパピーミル等の実態も取材して頂きた
いです。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 「保有するメディアの在り⽅について」における 「左旋の BS8K については、効率的な番組制作や設備投資の抑制を
徹底し、東京オリンピック・パラリンピック後に在り⽅に関する検討を進めます。」について意⾒を述べさせていただきま
す。  在り⽅の検討の⽅向性は計画案より明らかではないですが、計画書の記載では同⽂の上位にある「衛星波の
整理・削減を段階的に実施し、将来的には右旋の 1 波化に向けて検討を進めます。」および同⽂前段の「効率的な
番組制作や設備投資の抑制を徹底し」さらに計画書案に何度か現れる「整理・削減」から、効率化・縮⼩・撤退の
⽅向の検討が⽰唆されていると考えられます。これは不適切かつ時期尚早と考えます。  本件は、2013 年以降総務
省のロードマップに沿って、オールジャパン体勢で進めてきたものであり、2018 年 12 ⽉に実⽤放送がスタートしたばか
りです。 左旋という周波数資源の有効活⽤、8K という視聴者に新境地をもたらす映像の提供を⾏うものであり、メデ
ィア業界の発展、視聴者の映像体験の⾼度化のために先導的な役割を果たすのは公共放送の使命と考えます。 ⼀
⽅、世界に先駆けた期待の⾼いサービスでありますが、全世帯における受信機更新期間の⻑さからも普及には時間
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がかかり、総合的・⻑期的な取組が必要であります。  ⼀般論として常に例外なく⾒直しを⾏うことは当然ですが、上
述のような共通認識のもと、国・メーカーを含めオールジャパンでの取組に先導的な役割を果たしてきた NHK がこの段
階でサービスの再検討を⽰唆することは不適切と考えます。また、すでに左旋設備の導⼊、8K 受信機を購⼊してい
る・しようとしている視聴者も少なからず存在することにも留意が必要です。 

個⼈ NHK 三年経営計画について、「気候変動の情報発信」を増やしていただくよう求めます。  毎年この時期に甚⼤な豪
⾬災害が起きるようになった近年、これが気候変動の影響であり、環境問題に私たちがどのように取り組むべきか、個
⼈レベルで思考し、考える⼈達はまだまだ少ないです。  将来の⼦どもたちの世代に負の遺産を残さないためにも、今
すぐにでも環境問題へのアクションが必要と考えます。  そのためには、まずは「知る」ことが重要であり、NHK の報道は
⼤きな役割を果たすと考えます。問題関⼼があれば、様々なメディア(映画、ドキュメンタリー、書籍、SNS、Podcast
等)等で得られる環境問題や対策の情報も、普段の地上波での報道ではほとんど⾒かけません。  気候変動を危機
として発信し、⽇本を牽引してください。何卒宜しくお願いいたします。 

個⼈ 「安全安⼼を⽀えるについて」中国発祥のコロナウイルスにより全世界が⼤変な被害をうけていたのに中国と WHO は
この病気を隠蔽し被害が拡⼤しました、またファーウェイなどの中国関連の通信機器はプライバシーに関わる様々な情
報を勝⼿に⼊⼿しているということがニュースになっている今、NHK ビルの中にある CCTV（中国中央電視台）の存
在は安全安⼼とはいえない事だと思います。  「あまねく伝える」に関していえば、放送法４条に⾒られる「対⽴する意
⾒がある場合様々な⾓度から論点を明らかにする」とありますが、例えば 8 ⽉ 15 ⽇が近づくと NHK さんは戦争のド
キュメンタリー映像などで必ずと⾔っていいほど反⽇⾃虐史観に基づいた放送をします。南京事件や従軍慰安婦などは
近年、そのような事は無かったという証⾔や証拠が多くだされています。そのような⼈たちにスポットを当てた番組が無け
れば NHK の放送は放送法を無視した偏った番組ということになります。 他にも⽇本兵は外地で良くないことをしたとい
う放送内容が多いですが、アジアの⽩⼈からの植⺠地の解放につながったという、紛れもない事実が他⽅あるわけで、
なぜそれに触れようとしないのか昔から疑問に思っています。 今の若い⼈達は疑問に思えばネットを駆使して事実を知
ろうと⾏動します。 NHK さんが⼀⽅的に偏っていれば⾒なくなります。  「社会への貢献」についてはスポンサーがなく受
信料で運営しているわけですが、 受信料が⾼いです。 そもそも⾒逃した番組をオンデマンドなどで料⾦を払って視聴さ
せるといった⽅式に疑念を持っています。 受信料を払っているので、たまたま⾒れなかった番組は無料で提供するべき
です。 受信料で作った番組なのだからいつでも⾒れた当たり前だと思うのです。  また最後に放送法 4 条を守ってほし
い、公共放送として事実は曲げないで報道するとか政治的に公平であるということが最近蔑ろになっているように⾒えま
す。 

個⼈ ⻑野県在住２０代⼥性です。気候変動に強い危機感を感じております︕  3 年経営計画への意⾒を送らせていた
だきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、
豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔
害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 
全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定
では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国
連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 
度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実
質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきて
います。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
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ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



557 

 

個⼈ ⽇本、世界の為にも気候変動についてのどうか報道をお願い致します。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つ
の観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 

個⼈ 都内の⼤学に通っております、●●●●●と申します。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5
つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計
画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に
新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディ
アがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴
社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正
な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たす
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ため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 埼⽟県に住む 20 代会社員です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 岐⾩県在住の会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 熊本在住の 25 歳会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
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⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきたいです。 私は気候変動についての情報発信を強く求めます。これから
先、気候変動は全ての⽣き物が⽣きていく上での⽣活に⼤きな悪影響を及ぼし問題視すべきものでありますが、⼈々
の努⼒で改善が可能であるからです。そのためにはまず、現状を知ることが⼤切だと思います。どうか、ご検討の⽅宜しく
お願いします。 

個⼈ 初めまして。 東京都在住、⼀児の⺟をしています主婦です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴
社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発
信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は
記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる
頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物
にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気
温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動
に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるため
には、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼ
ロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
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機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 環境問題について もっと環境問題について学ぶ場が欲しいです。地球を思いやった選択をしていきたいです。今は
SNS や海外のニュースサイトから情報を得ていますが、NHK さんが定期的に発信してくだされば、その影響も⼤きいと
思います。環境問題について学びたい⼈はたくさんいるはずです。そのニーズに応えて欲しいです。 

個⼈ 東京都に住むメーカー勤務、社会⼈ 4 年⽬のものです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の
5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を
計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶
に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 初めまして。 ●●●●と申します。 ⼦ども達が⼩さい頃から、ｅテレが親⼦共々⼤好きで、今でも「地球ドラマチック」
やドキュメンタリー番組を楽しみに拝⾒しております。  これからも素晴しい番組制作を期待しております。   3 年経営
計画への意⾒を送らせていただきます。   貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未
来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。   先⽇、国内各所に甚⼤
な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増
加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候
変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。   
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。  しかし現状では、1.39 度まで
上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。  2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、
感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得る
と予測されています。   これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と
向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。   世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇
本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポン
サーとの利害関係にあると考えます。   ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、   “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“  と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広
めることが出来るのは、貴社しかありません。   そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定
められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな
貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗
分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。   今、⾏動を起こすかどうかで私たちの
未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。
けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディ
アの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  宜しくお願い申し上げま
す。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
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て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオの語学講座については、ぜひ存続をお願いします。英語はもちろんですが、その他の⾔語についても、国⺠の語
学⼒の向上やに⼤いに役⽴ってきました。特に、アラビア語やロシア語などの「レア」な⾔語は、⽂化や⾔語の多様性を
伝える役割も担っています。世界が分断と対⽴を深める中、こうした地道な語学講座が果たす役割は⼤きいです。も
し語学講座を廃⽌・縮⼩することになると、それによって誤ったメッセージを国内外に送ることになるのではないでしょう
か︖ 

個⼈ ・報道の批判性の希薄さ ・国会中継の放送が少ない ・公正に国⺠に政治の選択肢を伝える番組が少ない（無い
かなも） ・ジェンダーの取り扱い ・⽇本国憲法が透明化されている ・メディアリテラシーに関する情報提供の不⼗分
さ ・⽇本の戦争加害に向き合っていない ・⼈類共通の価値、⼈権・平和・⽂化の価値体系が透明化されている ・
差別禁⽌ルールが無いことことによる差別への加担 ・トーンポリシングとして社会に機能しかねない放送・演出が無意
識に⾏われている 

個⼈ ⼤阪府在住の主婦です。 わたしには⼩さい⼦どもが 2 ⼈います。 その上で、3 年経営計画への意⾒を送らせていた
だきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、
豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔
害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 
全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定
では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国
連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 
度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実
質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきて
います。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解
決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まな
くてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道して
くださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えま
す。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正
確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 こ
の役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されな
い。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持す
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る。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業
務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社し
かありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、
迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでな
く、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それ
こそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は
気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える
問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れませ
ん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅
公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 熊本県に在住の会社員です。 劣悪な環境下にある畜産動物や気候変動、また今問題となっているペット業界の闇
(引取屋や移動販売等々)について取り上げて頂きたいです。 

個⼈ 東京都在住、介護施設でフルタイム勤務をしています。⼦供は 4 ⼈います。 貴社の経営計画への意⾒を送らせてい
ただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪
⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害
等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全
ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定で
は「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連
の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度
に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質
排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきてい
ます。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 どうか、宜しくお願い致します。 
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個⼈ 京都府に住んでいる⼤学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームに
あるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただく
ことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ こんにちは。いつも NHK を利⽤させていただいています、30 代の主婦です。   3 年経営計画への意⾒を送らせてい
ただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候
変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、
豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔
害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 
全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定
では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国
連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 
度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実
質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきて
います。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩
壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決
に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなく
てはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してく
ださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 
⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で
公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役
割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュ
ースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役
職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあた
る。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありませ
ん。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ
正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候
変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来
の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動
の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問
題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変
動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体に
おける 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 



567 

 

個⼈ 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 

個⼈ 2 ⼈の⼦供を持つ主婦です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよ
うに、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
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“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 

個⼈ いつも NHK で放送されるさまざまなジャンルの素晴らしい発信ありがとうございます。私はホモサピエンス系の番組が好
きです。 今年放送された未解決事件ジョン・F・ケネディ 暗殺 もすごくおもしろかったです。 今回経営計画案ということ
で 1 つお願いがあり意⾒させていただきます。 2020 年はコロナの蔓延以外にも世界的に災害や酷暑、北極圏の氷
の減少などの影響も深刻だと考えます。今年、環境⽩書は地球温暖化の現象を気候変動ではなく気候危機と提⽰
しました。最近はこのことから環境に優しい、サスティナブル、エコ、ゼロウエイストなどのワードが⽇本でも広がりつつありま
すが世界と⽐べると⽇本のメディアは環境に関しての情報がまだまだだと感じております。しかし今世界中で起きている
事象を鑑みるとこのままではいけないと思うのです。そこで多岐にわたり発信している NHK さんにもっと「このまま気温上
昇が続けば地球はどうなってしまうのか」「気候危機」「⽣物多様性の危機」「マイクロプラスチックと海洋⽣物」「これから
私たちはどのように考え取り組みしていくことが⼤切なのか」etc...といった地球や気候危機に関する報道にも⼒を⼊れ
て放送してほしいと考えています。私たちは情報がないから選択できないのです。知ることで、気づくことができることで選
択も変わってくると思っています。NHK さんの今後に期待しています。よろしくお願い致します。 

個⼈ 埼⽟県在住の⼆⼗代会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が
必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に
対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあ
ります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」
は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な
番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不
偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働き
かけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持
が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たち
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が直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報
道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国
⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決
策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「気候危機の報道について」 今、地球温暖化は IPCC 報告書で警告されているとおり年々、グリーンランドや北極、
南極の氷を溶かしつづけ海⾯上昇によるツバル等島々の⽔没、アメリカ、オーストラリアなどの⼤規模森林⽕災、⽇本
においては毎年繰り返されるようになった豪⾬や⼤型台⾵による災害等、地球の気候を危機状態にしています。最新
の IPCC 各報告書でも警告されているとおり、今、CO2 排出制限に本格的かつ抜本的に取り組まないと、⼦どもたち
が⼤⼈になる 30 年後この地球は⼈類の存続すら危ぶまれる状態にあります。 科学的根拠と具体的災害を正しく捉
え、気候危機の報道を増やすよう強く念願します。NHK として⽇本のメディアを牽引する責任は⼤きく、貴局に⼤きな
期待をしています。どうか気候危機の報道を増やしてください︕ よろしくお願いします。 

個⼈ ラジオ第２について  もう 20 年ほど毎⽇、語学講座を危機続けています。 英語に限らず、さまざまな⾔語を、少し、
あるいはかなりの程度の深さで勉強することができ、⼤変助かっております。ぜひ、番組を残してください。 

個⼈ 経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そし
て未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
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⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ■キーコンセプト「らしさ」の追求について ニュースや特集番組など、「らしさ」を追求する番組も多くありますが、バラエテ
ィー番組を中⼼に既視感のある内容だったり、AM ラジオを中⼼に、「アンコール」と称した再放送が極端に多いなど、
必ずしも「らしさ」が⾒られない番組づくりが多いように思えます。2021 年度から３年間の間で、さらに良質なコンテン
ツが制作され、放送されることを切に願います。 ■保有するメディアの在り⽅について ⾳声派の整理統合については、
安易な結論を求めないことをお願いします。特に R2（ラジオ第２）は、ラジオ講座の愛好者が多く、私もその⼀⼈。
関東地区では放送⼤学の FM 波がなくなり、ラジオを通じた教養番組がなくなり、物⾜りなくなっています。 通信トラフ
ィックに依拠する IP サイマル配信より、電波による「放送」が、有事の際の確実性が段違いに⾼いことは周知の事実で
しょう。費⽤対効果というベクトル単軸ではなく、あまねく国⺠から受信料を預かる「公共放送」として、国⺠の⽂化素
養の向上に努めながら、放送だからできることにもっと注⼒した番組づくりを⼼からお願いします。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
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個⼈ 気候変動、気候危機についてもっと取り上げて頂きたいです。 ⽇本は気候変動の影響を⼤きく受ける国だと思う⾔わ
れていますが、これからの未来に、まだ間に合ううちに、出来ることを今すぐに始めなければいけないです。  今実際に起
こっている世界の状況、⼀⼈⼀⼈がやらなければいけない対策など  多⼤な影響⼒のある NHK さんに、これらをもっと
取り上げて頂いて、皆の意識が変わる事を望んでいます。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そし
て未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 ⼦供たちの明るい未来の為
に。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
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発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 

個⼈ BS のチャンネルを減らすなどというのはとんでもない話です。 絶対に反対です。  地上波はニュース速報や地震情報、
気象情報、交通情報、JR 情報、画⾯を縮⼩しての災害情報、今年は新型コロナ特設サイトの QR コードに数か⽉
間などに画⾯を汚されてしまう事が⾮常に多く、しかもニュース速報や危険性のない⼩さな地震の情報など⼤半はわざ
わざ番組の視聴を邪魔されてまですぐに知る必要のない情報で、オリンピックを観ている時に⽇本⼈選⼿のメダルが出
るとその番組を観ているにもかかわらず、わざわざ不快な警告⾳とともに画⾯を汚してニュース速報を流すという視聴者
を⾺⿅にしてるとしか思えない⾏為も当然のように⾏われます。  ニュース番組まで後 1 分ほどであろうと容赦なくニュー
ス速報で折⾓の番組を汚してくれることもあります。  あまりにも⾊々と汚してくれることが多く本放送も再放送も無事に
放送されず、結局⼀度もきれいな状態での放送が無いままの事もよくあります。  綺麗な放送が無いままの時は受信
料を返してほしくなります。  その点 BS は画⾯を汚されることが⾮常に少ないので⾮常にありがたいです。  地上波は
ニュース番組と交通情報や地震情報や気象情報や災害情報だけにして、他は BS での放送にするか、地上波を BS
のように録画したら消えるタイプのテロップに変更してほしいです。  それから４K ８K はいりません。  ４K も８K も簡
単にで⻑期の録画保存できるメディアが安価で出てからでいいです。  特に８K は⼀般家庭レベルの広さでは全く必
要ないと思うのでそんな事に貴重な受信料や電波を使ってほしくないです。  ８K をやめて BS をもう 1 チャンネル増や
してほしいです。 

個⼈ はじめまして。 愛知県在住 28 歳の●●と申します。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の番
組には興味深いものが多く いつも楽しみながら思考を巡らせています。  私が最も取り上げて頂きたいのは 【気候変
動・気候危機について】です。 この問題は私たちの安全で安⼼できる⽣活を守るために必要な情報であり、誰もが取
り組める問題でもあると考えます。  ここ数年で⽔害や熱中症など、気候変動による⾃然災害が頻発するようになり、
たくさんの⽅が今までの⽣活を奪われ、命までもが奪われる現状にとても⼼を痛めています。   少しでもこの現状に⻭
⽌めをかけたい。  ⼤きな動きは難しくても、私たち国⺠⼀⼈⼀⼈にもできることはあると考えています。 SDGS やサス
テナブルなど、最近では世間への呼びかけも増えましたが、私たちの⽣活に浸透するまでにはまだまだ⾄っていません。  
もっと具体的且つわかりやすく、たくさんの⼈の⾏動に結びつくような報道・情報の発信をお願いします。  もっとも幅広
い世代が視聴し、国⺠からの厚い信頼がある貴社に今後も期待しています。  お読みいただきありがとうございました。 
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個⼈ 静岡県住在の⾼校⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ オーストラリア在住者です。こちらでも環境については関⼼が⾼い⼈がいますが、⽇本はまだまだ情報が少ない為危機
感もない状態だとかんじます。本当にすぐにでもて遅れになる予測がついています。いまは出来る限りの情報の拡散、ア
クションしかありません。それには NHK という信⽤おける番組で⼈々に伝える事が必要です。どうか、どうかこの声がとど
きますように。 

個⼈ 中国の覇権主義に世界の国が危機感をもっている今、NHK のビルに中国中央電視台が、⼊っていることが、安全安
⼼なのか︖ 不安に思う。受信料で作成した番組なのにオンデマンドが有料、BS も有料、NHK は利益を求めても出
してもいけないはず、そうゆう NHK は、安⼼できない。放送の内容も政治的に公平でなくてはいけない、とゆうことから
も逸脱していることにも安⼼安全とは、思えない。 

個⼈ 全般的な意⾒ですが、裏付けの取れた事実を、報道してください。共同通信や cnn の横流しが多いと思います。 報
道が、韓国、北朝鮮、中国に配慮した内容に偏っていると感じます。⽇本の公共放送ですから愛国⼼を持ってくださ
い。 反⽇国家のドラマを多く流すことを、控えるようにお願いします。 差別ということに、過度に敏感になっている気がし
ます。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 私は事業をしています。 町の海が好きで⾏きます。 ここ 20 年でだ
いぶ砂浜が無くなり 海まで近くなっていると感じてます。他の地域では砂浜が無くなっているのも⾒ています。地球温暖
化が進んでいて、気候危機は事実です。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未
来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤
な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増
加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候
変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 
2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるととも
に、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇
を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削
減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上
昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感
染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると
予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向
き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本
にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサー
との利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障さ
れた表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と
⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保
し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放
送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認
識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めるこ
とが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められて
いる貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はど
うか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決
策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤き
く変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全
ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的
責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 神奈川県逗⼦市の料理プランナーの●●●●●です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5
つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計
画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に
新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発
化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっ
ての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上
昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関
する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるために
は、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロ
にすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たち
には時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷
糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには
社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりませ
ん。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディア
がほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社
の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な
情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオの語学番組を継続して放送して欲しい。 
個⼈ はじめまして。 ●●●●●と申します。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  いつも⾃宅では、基本

NHK を⾒ています。 ニュースも朝ドラもドキュメンタリーもよく⾒ます。  ですが私が、今⼀番⽇本国⺠に届けてほしいと
思う内容は ほぼ全くといっていいほど放送されていません。 されていても、⾒ている⼈が少ない時間帯。 【気候変動・
気候危機】についてです。  未来に⼤きく影響を与えるこの情報の発信を 計画に⼊れていただくことを、強く強く求めま
す。  今地球は、危機にさらされています。 台⾵は毎度勢⼒を増し、発⽣数も増えています。 ⻯巻や雷も増えていま
す。（怖い） ⾃然災害のたびに亡くなる⽅が増え、⼤変胸が苦しいです。  気温も年々上がり、世界中⾄る所で最
⾼気温を記録していますね。 熱中症で亡くなる⽅がどんどん増えています。 作物も育ちません。  ⾷べるために捕って
いるお⿂も減っていますよね。 この先飢餓で亡くなる⽅が 気候危機にほぼ加担していない 発展途上の国からどんどん
増えていきます。  全部全部、気候変動のせいです。 気候危機です。  公共放送なのであれば 国⺠に⼤きな声で
伝えてほしいです。 今すぐに、気候危機を国⺠に伝えて、 国⺠の考えや⾏動を変えてほしいです。  個⼈で動いてい
ても NHK さんが動いた時のスピードには到底届きません。 TV が、NHK さんが 国⺠に与える影響はほんっとに⼤きい
んです。 今はスピードが⼤事です。時間がないからです。  どうか、どの局よりも先に ⽇本に「気候危機を⽌めるぞブー
ム」を起こしてください。  ⽇本⼈の性格として ブームになれば早いと思うんです。  政治はなかなか変わってくれません 
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どうか、NHK さんも⼒を使ってほしいです。  時間がありません。 毎⽇でも気候危機について 私たちに必要な情報を
伝えてください。  どうか、この想いを汲み取ってほしいです。 今この⽂を読んでくださっているあなたも、お友達も そのご
家族も、将来増えるかもしれない家族も みんなみんな命の危機にさらされているんです。  今や⼈間が絶滅危惧種で
す。  今ならまだ、間に合うと思います。 皆で世界で頑張ればまだ間に合います。  どうか NHK さんも頑張ってほしい
です。 国⺠に、現代に、今必要な発信をお願いします︕  お読みいただきありがとうございました。 何卒よろしくお願い
申し上げます。 

個⼈ カナダに住む 20 代⼥性です。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく
影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及
ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、
今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」では
なく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に
合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公
表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度より
リスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 
年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇している
との試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡
⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されて
います。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀
丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危
機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害
関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表
現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の
向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何
⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃
主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基
づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出
来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている
貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、
災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を
持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変
わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての
⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責
任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂
献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。  また、畜産動物についても是
⾮取り上げていただきたいと思います。 畜産動物は、環境問題の第⼀の原因です。 動物性⾷品はがん、⼼臓病など
のリスクをあげます。ですが、儲けがいい事を理由に、この事は隠されています。 そして何より、畜産動物のひどい扱いを
私達は知らずに⼤⼈になってしまっている事が、問題だと思うのです。 是⾮事実を 1 番影響⼒のあるテレビで取り上げ
ていただけたらと思います。  宜しくお願い申し上げます。   参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年
⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホーム
ページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 1. 「かんぽ⽣命」の取材放映のときの、1 回⽬を観た。しかし、2 回⽬についてはなかなか放映されなかった。 後で、
郵便局に脅されていたという。情けない。もっと強くなって欲しい︕正しかったのに︕ 2．コロナでも、なぜ ＮＨＫが国
に対して国⺠はこう⾔っていると、反論なりができないのか︖ 解説者を含めて、「テレビ朝⽇」のように、国を前進させ
る提⾔など、国⺠に代わってできるはずだ。コロナには何も出来なかったＮＨＫ。 3．⺠放のように、なぜ、芸⼈を多く
使うようになったのか︖ダメなＮＨＫになって欲しくない。（お⾦も掛かるはずだし、⾮常に不愉快だ。私は、芸⼈達が
⾃分達でワイワイガヤガヤ喋り合っているのが、⼤嫌いで、⺠放でも観ない。） 情けないＮＨＫになるな︕ 4．地上
波 2 本、ＢＳ2 本、4Ｋ．8Ｋ．などそんなに必要があるのか︖ ない︕天気予報・１つ 取ってみても、違う作り⽅
をとっている。意味ない。時間を合わせて、同じ１本でやればよい。無駄遣いが多い︕︕︕ 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 東京都の主婦です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの
観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が
国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全
⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き
出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤き
な理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、
公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供
し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を
守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右
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されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公
共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題
の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯
⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信
頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道
して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こ
すかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持ててい
ないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずで
す。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜
しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など
/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ ラジオ AM 波の削減に反対します。 昨今、NHK のラジオ番組は、マスメディアが多様化しているなか、「ラジオは必要
なのか」「視聴者にとったラジオとは何か」を⾃問しながら、さまざまなチャレンジを⾏っているとように思えます。その結果、
ニーズを⾃ら開拓しある程度成功しているように思えます。 ⼊院患者の⼈など、とにかく時間の経過を必要としている
⽅々にとって、時間の制約が⽐較的⾃由にとれる（スポンサーがないので）番組編成はありがたいのではないでしょう
か。 製作コストについては、休⽌時間や再放送、AM・FM、R1・R2 の番組の乗り⼊れ、テレビとのコラボを設けること
でコントロールできるのではないでしょうか。 また、⽇本にいる外国⼈への情報提供（特に災害発⽣時など）への備え
としても AM２波の維持は必要と思います。 以上 

個⼈ NHK らしさの基本と考える公共的な価値の中の項⽬、国⺠の知る権利を充⾜し、完全な⺠主主義の発展発達に
貢献、また、⽇本と国際社会の相互理解に貢献との記載がある箇所についてです。  とても⼤切な事だと思います。 
しかし、今現在の報道の仕⽅では⼗分ではないと毎⽇朝のニュースをメインで拝⾒して常⽇頃から感じており、より具
体的な表現が、経営計画に必要ではないでしょうか︖  事柄の⼀⾯しか取り上げず、本質を報道していないニュース
が多いと感じています。事柄がなぜ起こり、その事柄が私達⽇本⼈の⽣活にどう結びついているのか。そこまで報道する
努⼒をすると経営計画に明記していただきたいです。 現代の⽇本に暮らす私達の⽣活は、⽬の前に⾒えない離れた
場所（⽇本内外を問わず）と切り離せなくなって複雑になっていると思います。その複雑な社会だからこそ、公共のメ
ディアが健全な⺠主主義の発展のために、正しい情報、今視聴者の⽬の前では⾒えない情報を伝える事はとても⼤
切だと考えます。 具体的に⾔うと、最近は⽇本の異常気象が取り上げられていますが、世界に⽬を向ければそれ以上
の異常気象が起こっていますよね。世界的な気候変動、その事⾃体は多少ニュースで触れられますが（少ないと感じ
てますが）では何が原因なのか︖その、報道がほとんどありません。もちろんいろんな要因がありますが、先進国に住む
私達の⽣活が⼤きな原因のひとつだと⾔われています。⽇本に住む私達向けのニュースであるので、⽇常のニュースで
その事実はもっと伝えられるべきだと思います。それが健全な⺠主主義の発展にも、寄与していくと思います。  また、コ
ロナゴミの問題もたまに報道されていましたが、こんなにゴミが増えてしまった。という事実を伝えるだけに⽌どまる報道が
多かったように感じます。では、ゴミが増えて、どんな問題が誰に起きるのか︖そこまで報道するということが本質を報道
するという事だと思います。  最近の事例で⾔うとモーリシャスでの⽇本船の座礁による油流出について、発⽣からかな
り時間が経ってからニュースになり驚きました。船⻑と服船⻑は逮捕されたとありましたが、その後、事故を起こした⽇本
の会社がどんな対応をするのか︖する⾒込みなのか︖いう事はニュースでは⾒ておらず、⽇本の⽣活に、あの事故がど
う関わっていたのか…という本質が報道されていないと思います。   コロナの特集で、取り残される⼤学⽣、シングル
親、体質でマスクを出来ない⼈…など報道されていて、多様な状況にいる⼈たちのそれぞれの⼤変さを伝えていただけ
たのはとても勉強になりました。  ぜひ、そう⾔った視点をもう少し踏み込み、⽇本に住む私達が関係している、でも⽬を
向けようとしなければ⾒なくて済んでしまうようなニュースの本質を、届けてください。 これからの世界中が繋がる時代
に、⽇本と世界の相互理解のためにも、まずは国⺠が事実を知るところから始めることが必要だと思います。  そのため
に、公共のメディアとしての役割に期待しています。  いつも、ニュースや⾃然科学系のドキュメンタリーを楽しませていた
だいています。どうぞこれからも、頑張ってください。 
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個⼈ 愛知県に住む会社員の者です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「NHK 経営計画（2021-2023 年度（案）」について   これまで、⺠放には真似のできないような⾼度で感動的
な素晴らしい特集番組を数多く世に送り出してきた NHK に敬意を表します。今後も、新たな⽂化的価値を創出し
国⺠の知的⽔準を引き上げるような質の⾼い教養番組を（あくまでも謙虚に）作り続けていっていただきたいと⼼から
願っております。そのためには有能なプロデューサーやディレクターに最⼤限の制作の⾃由を保障することが必要でしょ
う。   5 つの⽅針のひとつに「社会への貢献」を謳っていらっしゃいますが、⼤変重要なことだと思います。歴史にきちん
と向きあった、国際的に通⽤するような（例えば BBC のような)ドキュメンタリー番組が求められます。  報道について
も、「権⼒」に貢献するのではなく「社会」に貢献する媒体でなければならないというのが公共放送としての使命だと考え
ます。そのためには常に弱者の⽴場に⽴った報道姿勢が必要です。  「NHK らしさ」という⾔いまわしはやや曖昧に感じ
られます。カッコの中に記載されている「健全な⺠主主義」「⽂化創造」「地域コミュニティの発展」「国際的相互理解」
という価値観を明確に前⾯に打ち出していただき、その⽅針に沿った経営をしてくださることを強く望みます。   減収に
より「財政のスリム化」が喫緊の課題であることは理解できます。そのためにラジオ第⼆放送が廃⽌されることがどうしても
やむを得ない場合、現在放送されている外国語講座はぜひすべて続けていただくことを切望いたします。⽇本語話者
が世界のさまざまな⾔語の習得を通して多様性を理解し、多⽂化に馴染んでいくことこそ、未来のグローバル社会で⽣
き残るための⽅策の基本です。  私は、ラジオ・テレビの両⽅でロシア語講座の講師を務めた者ですが、英語を初めと
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する各語学番組は世界でも稀に⾒る優れた語学教育番組だと思います。テレビの語学番組を⾒て関⼼を持った視
聴者がラジオの語学番組でより深く学ぶことができるという現⾏の素晴らしい制度をどうかぜひ残していただきたいと思い
ます。   何とぞよろしくお願いいたします。             2020 年 9 ⽉ 3 ⽇                      
●●●●●⼤学 教授 ●●●● 

個⼈ いつも NHK の番組を楽しませて、そして勉強させていただいております。 特に最近では新型コロナ関連のニュースに関
して、公共放送以外ではありえない冷静な姿勢で論点や問題点を深く掘り下げ、そして難しいことを分かりやすく伝え
るという、⼤変な仕事を⾒事にやってのけられて、番組を観ながら感嘆することがしばしばありました。番組を制作されて
いるスタッフの⽅に敬意を感じます。  と同時に、公共放送のあり⽅として現在の状態が最上の状態かというと決してそ
んなことはないのかな・・・と⽇頃感じているのも事実です。まず、法律で決まっていることとお考えかと思いますが、受像
機を持っているから受信料を⽀払うという、公共放送だから許されている課⾦徴収⽅法にやはり無理が出てきているよ
うに思います。特に、衛星放送は必ずしも必要ではない世帯も多いかと思いますが、衛星アンテナを持っている、もしく
は私のマンションのようにテレビ端⼦に衛⽣の電波が来てしまっている家に関しては無条件に衛星契約なってしまうとい
うのは如何なものかと思います。果たして、無条件で衛星分の契約をしなければならない合理的な理由が（公共放
送だからといって）あるのかというと、おそらくないと思います。（念の為申し添えますが、BS1，プレミアムとも⼤好きな
番組が多いです。）  結局のところ、受像機（や受信設備）を持っているだけで、観ようと観まいと無条件で⽉額
2，000 円以上を課⾦させるというのは他と⽐べて⾼いというのが実際です。これを法律があるからということを盾に徴
収するのは、⺠間の私からするとちょっと乱暴な所業に感じます。  現在の多チャンネルの時代、事実上国⺠すべてを
契約対象となるマスサービスが⽉額 2，000 円以上課⾦しているのは「⾼い」・・・まずこれを認識してくださるようお願
いいたします。  そのように認識を共有頂いた上で、料⾦を⽉額 1，000 円程度にした上で、例えば BS チャンネルは
スクランブル化するとかの施策は良いと思います。1 チャンネルは公共放送としての役割に徹し、もう⼀つはプレミアムな
コンテンツを放送するとか、それであれば、公共放送としての課⾦は税⾦経由で⾏っても良いと思います。そうすれば徴
収コストも削減できますから。  そして公共放送という役割から考えると、チャネルを⼀つ追加してでも国会中継はフル
で⾏われても良いかと思います。また、公共放送としての番組に関しては PD 扱いとし⾃由に引⽤しても良いことするく
らいが公共放送らしい、ありかたかと思います。ファクトをあとから参照できるのは⾵通しの良い⾔論空間にとって⼤切で
す。ネット上ではデマが度々流布されますが、そのような情報の真偽の判定とデマ訂正の役割もあると思います。  この
ように公共放送としての役割を果たした上で、本当にプレミアムな番組（BS プレミアムを中⼼にいつまでも残す価値の
ある番組が沢⼭あります）は VOD として別途課⾦するのも良いですね。本当に価値のあるものを評価して、お⾦を
払ってもらえるそんなしくみを作っていただきたいです。  以上、⾊々書いてみました。 現在の混乱している⾔論空間の
中において、公共放送の役割は極めて⼤きと私は感じています。だからこそ、法律により掛かるのではなく、現状を維持
しようとするのではなく、安定的な財政に頼るのではなく、攻めの姿勢で「21 世紀の環境に合わせた、公共放送のあり
⽅」を模索していただきたい。NHK の番組が⼤好きです。これからも楽しみに期待しています。 

個⼈ キーコンセプトとキーフレームについて  新型コロナウイルスと並んで、気候変動（地球温暖化）は⼈類最⼤の危機で
あり、私たちの世代がそれを解決しなければ⼈類に未来がないことが科学的に明らかになっており、世界の共通認識と
なっています。 今はまさに、そのために全ステークホルダーが全⼒で取り組まなければならない時、マスコミが果たすべき
役割（責任）の⼤きさははかり知れません。にも関わらず、⽇本のマスコミにおいて不⾃然なほど気候危機の事実が
報道されない状況は、⽇本⼈の無関⼼さ、間違った情報の拡散に⼤いに影響していると考えられます。 世界で今何
が起きているか、良識ある 97%の科学者がどう⾔っているか、若者が何を訴えているかを、きちんと報道してほしいと思
います。 クローズアップ現代+などで放送されることは科学的でクオリティーが⾼く、とてもタイムリーで素晴らしいです。
NHK とその関係者の⽅々のことを⼼から尊敬しています。 願わくば、BBC 並みに気候変動関連の報道を増やしてい
ただきたいです。NHK が先頭をきって取り組まなければ、⼦どもたちの未来、⼈類の未来は守れません。今こそ、報道
機関としての良識を最⼤に発揮してほしいと思います。そうなれば、未来の⽇本⼈は NHK に感謝するに違いありませ
ん。これは NHK さんにしかできないことだと思います。 上記の理由により、キーコンセプト、5 つのキーフレームの⽂⾯
に、気候変動の緩和・適応に全社をあげて取り組む決意を反映させるべきと考えます。 よろしくお願いいたします。 
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個⼈ 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そ
して未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に
甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガス
の増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 「NHK らしさ」、それを本気で真⾯⽬に考えていただくことを切に希望します。今の番組づくりは、エンタテインメント性と
いうものを履き違えているように思えてなりません。真⾯⽬な内容の番組を含め、何でもかんでもお笑い芸⼈を使い、
無駄にちゃらけた内容にする必要がどこにあるのでしょうか。番組内での内輪受けは⾒苦しいとは思いませんか（チコち
ゃんや「⽇本⼈のお名前」など、おもしろく観たこともありますが最近は酷いと思います）。きちんとトレーニングをつんだ、
⽿に⼼地よく聴きやすい話し⽅をしてくれるプロのアナウンサーではなく俳優や芸⼈、声優をナレーターに使うのも個⼈
的には好きではありませんし、視聴料の無駄遣いに思えます。数年前までは、NHK だけは信頼して興味深く視聴でき
ていたのに、最近は番組を観ながら「NHK はおかしいよ︕」「どうかしてるよ︕」と声に出してしまう回数がどんどん増えて
います。エンタメ重視の番組を作りたい気持ちを少しも理解しないわけではありませんが、その⽅向性をよく考えてほしい
ですし、例えば BS などで、おちゃらけの⼊らない真⾯⽬路線の番組だけを基本的に流すチャンネルがあったり、メインの
ナレーターの話し⽅や声が好きでない場合や聴きづらい場合（例えば私は●●●●●さんの声と話し⽅が苦⼿で、そ
れを理由に視聴をあきらめることがあります。硬派な内容は硬派なナレーションで聴きたい）にはサブ⾳声でアナウンサ
ーのナレーションを選べたりしたらありがたいです。  同様に、字幕のあり・なしも選択できるようになったらうれしいです。
せっかく美しい景⾊や豊かな話し⼿の表情を楽しみたいのに、画⾯の相当量を字幕で埋める番組が増えているのは興
ざめですし、作り⼿やカメラマンとしても、「これでは、何のために⾼画質の映像を使っているのか」と思うことがあるのでは
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ないでしょうか。字⾯を追っていると、画⾯の美しさは⽬に⼊ってきませんし、内容も頭に⼊ってきません。情報量が多す
ぎるせいだと思います。テレビの⻑所を消さないような⾒直しを種々⾏っていただけたらと思います。 

個⼈ 東京都在住、⾼校 2 年⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満と
する」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 埼⽟県に住む個⼈事業主です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 1.NHｋ経営委員会⼈事について 放送法に基づいて任命されてるというが、選任の不透明感があり政治的な意図
を強く感じている。また、委員は全部部外者で占められており NHK 業務に精通してるとは思えない。NHK から⼀⼈
でも⼊れるべきである。あまねく視聴者が納得できる選任⽅法に改めるべきである。なお議事録は公開となっているが、
都合の悪いのは⾮公開にして、どこからか批判があがればもっともらしい理屈をつけて公開に及ぶ姿勢は改めるべきで
ある。（現代プラスの郵政簡保関連） 2.NHK 会⻑⼈事について 政府が右というものを左とは⾔えないと物議を醸
した会⻑が過去に居たが、これまで会⻑の出⾝は財界が圧倒的に多い。しかも任期は 1 期 3 年となっている。NHK
のように膨⼤な事業と専⾨性、更には業務のスリム化やガバナンス強化が求められている。 1 期だけで解決できるよう
なものではない。そういう意味では官の発想である。 ⺠間企業のトップはある程度⽬的達成の⽬途が付くまで 4〜5
年は常識である。 NHK 内部からのたたき上げの⽅がふさわしいので改善すべきである。 3.受信料について 視聴者が
受信料について思い知らされるのは国会審議の時であるが、その審議内容については国会中継がありながら知らされ
ていないのが実情。本来事業収⼊は NHK が⼀番把握してるはずである。政府の⽅から値下げを⾔われて渋々応じ
てるようにしか⾒えない。そういう⾯では政府のことを良く聞く NHK である。微々たる⾦額をいやいや下げる位なら将来
に備えた基⾦として積み⽴てる位の気構えがほしい。 勿論 NHK は膨⼤な組織、組織のスリム化と経費の節減の⾃
助努⼒は⾔うまでもない。 4.放送番組ほかについて 特にニュ－ス番組では政権側への配慮が⽬⽴つので不偏不党
と⾔えない。 今後テレビ番組やラジオ番組の⾒直し再編も出てくるが、4K8K の存在意義が分からない。8K は不要
である。 インタ－ネットをより多く活⽤し、パソコンで⾒られる番組を多くしてほしい。 私は⺠放をほとんど⾒てないが、
NHK でなければ出来ない番組が多くあり、⽼若男⼥に幅広く愛されるよう期待しております。 
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個⼈ 千葉県在住、０歳児を育児中です。 娘の将来のために、貴社の今後の⽅針がより良く働くことを強く願っています。 
この度、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今
の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、
国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温
室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く
共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているに
も関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つ
として、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで
私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもし
れません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝
えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申
し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 
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個⼈ ⼤阪府に住む⼤学⽣です。 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 私は、三重県に住む 32 歳の主婦です。   3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレ
ームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れて
いただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところ
ですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化な
どが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤
を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度
未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
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す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 「NHK らしさの追求」コンテンツ(番組）について  新経営計画では、いくつかの取り組みが⽰されているが、その中で
最も重要なのは、放送局である以上、やはりニュース・番組であり、そのコンテンツの質そのものである。”新しい「NHK
らしさの追求」”については、全⾯的に賛同するとともに⼤いに期待をしたい。 それを前提に NHK の総合テレビに限っ
て⾔えば、NHK と⺠放の区別がつかない番組がとても多いのが現状である。⺠放の番組をマネたようなお笑い芸⼈や
タレントを使った番組があまりにも多すぎるように思う。テレビのスイッチを⼊れた瞬間、⺠放の番組かと思ったら NHK の
番組だったというのが⽇常茶飯事である。それは⺠放の番組がよくないということでは決してない。 ”公共放送”としての
NHK と商業放送の⺠放とはその役割の違いを⼀層明確にし、各ジャンルにバランスのとれた「NHK らしさを追求した」
ニュースや番組を作っていってほしい。受信料で成り⽴つ NHK と企業などのスポンサーによって成り⽴つ⺠放とは、”原
点に⽴ち返って”厳然と差別化を図るべきで、⺠放と同じような番組を決して作らないというくらいの固い意志をもってほ
しい。そして、現在のニュースや番組の在り⽅を１本１本丁寧に検証し、新たなコンテンツの開発に努めてほしい。 
「NHK らしいとは何か」、ひとことでいえば NHK にしかできない視聴率に⼀喜⼀憂しない良質な番組を制作することに
尽きる。 NHK の番組はとりわけ、時代の証⾔者として、その時代に正⾯から深く向き合った社会問題などを取り扱っ
たドキュメンタリーが、これまで評価されてきたように思う。「NHK スペシャル」のような⼤型の番組もいいが、３０分サイ
ズくらいでも現代社会の断⾯をあぶりだすような番組をもっと作ってほしい。調査・報道ともいえるドキュメンタリーは、取
材・制作時間やコストもそれなりにかかると思うが、現在の⺠放には決してマネのできない、NHK にしかできない番組
作りのひとつであると考える。 いずれにせよ、現在のようなお笑いタレント中⼼のバラエティ番組が、全盛期のようにあま
りにも⽬⽴ってくると、ニュースや報道以外の番組の不要論が出てくる可能性が否定できず、スクランブル化などへの議
論に発展しかねない。しっかりと「NHK らしい」を節度を保った番組を作ってほしいと考える。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ [多様なコンテンツの提供・波の整理削減・制作の総量削減について] ・「総量削減」によって、社会の多数派向けの
番組ばかりにならないようにしてほしい。少数者の関⼼にも応える公共放送の使命を堅持してもらいたい。 ・個⼈的に
は BS プレミアムの多彩な番組に最も親しんでおり、この波の固定ファンは多いと感じている。波が削減されても BS プ
レミアムらしさを残してほしい。 ・⽇々の報道や番組制作で現場の職員が閉塞感を感じないで勇気ある発信ができる
ように、経営サイドが取材・制作現場の⾃由闊達な環境を⼤切にする姿勢を職員に⽰してほしい。  [拠点放送局の
発信強化・地域の発展への貢献について] ・⼤災害時の事業継続のために拠点局の発信強化は必要だと考える
が、⼈⼝減少地域の放送局などのきめ細かいローカルサービスが低下しないようにしてほしい。 ・⾸都圏(特に南関東
3 放送局の管内)は多くの受信料をいただきながらそれに⾒合う放送サービスが必ずしも⼗分でない⾯がこれまであっ
たと思う。営業と放送が⼀体となって⾸都圏ローカル放送の強化を重点的に進めてほしい。  [⼈事制度改⾰・本部
機能のスリム化について] ・⼈事異動の循環を活発にして地域放送局に優秀な⼈材を送ってほしい。 ・処遇が中央
に厚く地域放送局が後回しになっているという印象を職員が持たないように、⼈事・処遇⾯での地域重視を明確に打
ち出してほしい。・本部、地域とも幹部職員が⾃分の出⾝⺟体の利益代表のような意識を捨てることにより、組織の
縦割りの弊害をなくしてほしい。 

個⼈ 今の番組体制で満⾜しているので、⼤きく変えないで欲しいです。  特に、教養科学・芸術・ドキュメント・特集番組は
興味深いものが多いので減らさないで欲しいです。 
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個⼈ p.1 キーコンセプト︓新しい「NHK らしさの追求」について  「公共メディアとして果たす役割の再認識」は当然で、む
しろＮＨＫの伝統的理念に⽴ち返ることが⼤切と考えます。その⼀⽅で「⼈⼝・所帯数の減少、テレビ保有率の低
下、公共に対する社会的な意識の変化、技術⾰新の加速化、視聴者の⾏動の変化」に対処することも本中期計
画の主要⽬的と理解できます。 p.2 ２．新時代へのチャレンジ 「NHK ならではの⾼品質なコンテンツ制作⼒・技
術⼒の向上」について 「⾒応えのある⼤型のシリーズ番組（⾃然・科学番組など）」および「多彩で便利な教育・教
養コンテンツ」の提供は、NHK のもっとも得意とすることで、視聴者にとっては必須の、むしろ NHK の存在価値の基本
をなすものと考えます。現状は英国、⽶国などから⾃然科学分野のコンテンツの輸⼊、教育・教養分野では関係団体
に制作をいわば丸投げしてコンテンツを得ていると⾒られます。いずれも NHK 本体のコンテンツ制作機能の強化によっ
て本来の NHK の役柄に⽴ち返ることを⼤いに期待します。スペクタキュラーな画⾯でなくとも静かに⾃然の姿を伝え、
⽂化の精粋を過度な演出なく静かに伝えることが、われわれの⾃然理解、感動につながると思われます。最近は画⾯
の進⾏に合わせて⼀⽅的に伴奏⾳楽が⼊ることがたいへん多く、かえって視聴者の⾃由な思考、印象を阻害すると⾔
えるのではないでしょうか。 ３．あまねく伝える 「⽇本や世界のさまざまな⼈たちに、つかいやすくて多彩な情報・サービ
スを確実に届けます」について  「〇国際放送のコンテンツを内外にきめ細かく提供し、⽇本への理解促進や訪⽇・在
留外国⼈に対する情報提供にいっそう資する」は、とくに後半はますます重要と考えます。前半の⽇本への理解の促
進は、ややもすると宣伝過剰になり、国策的内容になると危惧します。外国の⼈々に対して、客観的な内容を（⽇
本の特殊性を強調などせずに）平明にアナウンスするほうが好感も持てて良いと考えます。 5.「NHK らしさ」を実現す
るための⼈事制度改⾰について 「〇プロフェッショナルとしての能⼒評価・登⽤を徹底するとともに・・・」個性強調が視
聴者に受け⼊れ難い⾯も出ていると思います。 ①「構造改⾰について」（１）「”作り⽅改⾰”の推進」について ⻑
年の番組委託費が外部団体の膨張を招いているように⾒えます。 

個⼈ そもそも、放送法で定められている中⽴公正原則が守られていない。以下の点で問題があると考える。 ■広島放送
局のツイッター企画「ひろしまタイムライン」などにみられるように、差別煽動となっている事例が少なくない。在⽇コリアン
などの特定の在⽇外国⼈に対するヘイトスピーチや、ヘイトスピーチ集会が繰り返されている昨今だからこそ、局として
差別禁⽌ルールを制定し、遵守して頂きたい。 ■⽇本国内にも様々な問題があるにもかかわらず、隣国、とりわけ韓
国についてネガティブなニュースばかり取り上げるのはやめて頂きたい。⽇本の政治状況に対する不満を逸らすための差
別煽動そのものだ。  10 年以上前だったか、スポーツ中継で●●新聞社と記された看板にわざわざモザイクをかけて
放送するほど、特定の企業名を出すことには神経質だった割には次のような問題のある放送を⾏なっている。 ■ラジオ
第 1 放送の「マイあさ」やその前番組の「マイあさラジオ」での識者の声を取り上げるコーナーで所属先として特定の企
業名が取り上げられているが、当該企業の宣伝になっているのではないか。 ■前述の番組など（「ラジオあさいちばん」
含む）で●●●●が出演するときだけ「●●●●●●●●●●の…」と取り上げるのは、中⽴公正を害している。ま
た、●●の主張ばかり取り上げることは NHK として TPP（環太平洋連携協定）や⽇⽶ FTA（⾃由貿易協定）
に賛成しているということか︖  政治報道で●●●●なる解説委員が頻繁に登場し、安倍晋三⾸相を賛美する発
⾔を繰り返している。これも中⽴公正性を害している。2012 年の総選挙に先⽴ち⾃⺠党は各報道機関に「中⽴、
公正な報道」などを「要請」したが、その後成⽴した第 2 次安倍内閣への批判が急速にしぼんだことは記憶に新しい。  
以上の通り、現在の NHK は明らかに中⽴公正性が失われており、加えて社会的少数者に対する差別を煽動してい
る。約 30 年前に東欧ではソ連型社会主義体制が軒並み崩壊する「東欧⾰命」が起きた。その際に各国の国営放
送は従来⾏われてきた政府主導の放送体制について謝罪した。⽇本の NHK においても、問題があると指摘された
番組や報道について謝罪と検証する放送を⾏わなければならないと考える。また、前述の●●●●のような政府と癒
着した局員は懲戒解雇されるべきだと考える。  NHK が隠蔽しても我々は忘れない。  以上 

個⼈ ビニール袋の有料化は何のためなのか、知らない⼈が多いです。プラスチックごみが海を汚し、地球温暖化(気候変動)
につながっていること、健康被害があることを国⺠に知ってほしいです。地球温暖化が進むと、来年は更に災害が⼤きく
なると予想出来ます。 気候変動を⽌めるための⼀つの⼿段として、企業側がプラスチックの製品や梱包を減らしていく
こと、消費者がプラスチックを避けて買い物すること(プラごみを出さない)が⼤事です。 
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個⼈ 沖縄に住む者です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つ
の観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めま
す。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され
続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されていま
す。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危
機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 
が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別
報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排
出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 
しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた
場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭
⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、
全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく
動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 愛知県在住の 4 ⼈の⼦供を育てる主婦です。  貴社の 5 つのキ
ーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に
⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新し
いところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激
甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣
存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅
を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政
府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、
2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには
時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧
危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社
会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  
世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほ
とんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の
「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情
報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすた
め、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組
が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、
放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定め
られています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そし
て、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情
報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関
する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道の
あり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が
不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として
認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危
機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における
2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global 
Climate Report」 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 気候変動について放送してください   ⼤阪に住む 28 歳会社員です 今年結婚し、まだ⼦供はおりませんが 昔から 3
⼈くらい産みたいと思っておりました。 ですが最近、気候変動・気候危機について知り、こんな環境の悪化する中、⼦
供は本当に産まれてきたい、産まれてきてよかったと思うのだろうか︖ 死ぬまで暑さや⾷料不⾜に苦しまずに過ごせるだ
ろうか︖と考えてしまいます  現在、この危機的状況を知らない⼈があまりにも多すぎ、どんどん悪化する⼀⽅。 このま
まいくと、取り返しのつかない悪循環が始まります。  その前にみんなに真実を知らせる報道をお願いします︕︕  私は
元気な⼦供と死ぬまで幸せに暮らし、 そして⼦供にも同じように幸せに過ごしてもらいたい  毎年報道してきた、⽇本
の季節の移り変わり、美しい景⾊、美味しい旬の⾷べ物 がなくなってしまうのは悲しくないですか︖  これ以上気候危
機による災害を報道したいですか︖  災害を望む⼈なんていないと思います ぜひ気候変動について放送してくださ
い︕  よろしくおねがいします   気候変動について放送してください  若者の未来がかかっています 
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個⼈ 次期経営計画についての意⾒（その１） https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/iken/   50 年前と⽐べ、Ｎ
ＨＫは重厚⻑⼤(昔で⾔えば戦艦⼤和)化している。⼈の無駄・⾦の無駄・物の無駄・規格の無駄が限度を超えて
いる。抜本的改⾰（不必要なものを除く）が必要。   ともすると、⼿始めに番組の節減に⼿を付けやすいが、番組
の質の低下につながりやすい。基本は、不要な番組の廃⽌、必要番組の充実、番組の質は低下させない、画質の向
上。⺠間会社では経費節減を最初に⼿を付けるが、ＮＨＫでは半数の「不要⼦会社の整理」「⼦会社のＮＨＫへ
の吸収」による合理化が必要。５０％を⽬標に、不要事業の廃⽌・不要企画の廃⽌。外国の放送会社がやってい
るからＮＨＫも初めたことは徹底的に⾒直す。テレビ・ラジオ海外放送は、２４時間放送を１８時間に短縮・１７
⾔語放送を１０⾔語に縮⼩するなど事業の縮⼩など、⽌められることは⽌める。   ⼀番やらないといけないのは、⼈
の整理。⼈員の３割減（⺠放への移籍）を促すために、⺠間企業同様に給与の３割カットと実⼒給の導⼊。⺠間
に⾏きたい⼈は⾏ってもらう。⺠間業では当たり前のことだが、組織のスリム化・部課の統合廃⽌し、管理者職の５割
減。役員の半減・理事職の廃⽌。年⾦の⾃主運営の廃⽌（厚⽣年⾦連合会への移⾏など）、●●●・●●●●
●●同様に退職者の⾃社年⾦給付率を下げる。   ⺠間企業で実施済みの⼿当の⾒直し。⺠間企業に習って家
族⼿当・⼦育て⼿当の廃⽌（既婚・未婚の差別の廃⽌）、⼦育て加算の廃⽌（国・⾃治体からの⼦育て⽀援が
拡充しているから不要）、地域補助（物流の発達・競争激化により地域⼿当は不要）・住宅補助（ゼロ⾦利に近
づいてあり特別な住宅⼿当は不要、持ち家を促す⼀時補助は必要）・寒冷地補助（温暖化により特別な⼿当は
不要、むしろ災害⼿当てが必要）など特別な⼿当を廃⽌し、給与の公平化を徹底する。理事⼿当は廃⽌する。部
⻑待遇の⼈員は半減させる。 

個⼈ 本⽇、NHK まえにて意思表⽰をさせていただいておりました。以下の⽂章も、わたしが作成いたしました。どうか、この
危機的状況を、国⺠に知らせてください。 知らなければ、なにも始まりません。どうか、⽇本を引っ張る先駆者となってく
ださい︕NHK さん⼤好きです。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにある
ように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこと
を強く求めます。  先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今
も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 さ
れています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して
⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  
今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関
⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が
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動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引
してください。 宜しくお願い申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排
出実質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK
の概要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ 次期経営計画についての意⾒（その２） ★ニュース番組改⾰  例えば１９時のニュースは、現在のスタイルならば
⼀⼈でできる仕事量であるのに４〜５⼈のスタッフで運営している。１９時直前に天気予報を放送しているにもかか
わらず、別の予報⼠が１９時のニュースの最後に天気予報している。合体させるべき。ニュース原稿を読み上げるだけ
のニュースで有れば、だれでもできる。⼈件費の⾼い⼈を使うのではなくもっと若い⼈を使ったらいい。ニュース番組は、い
くつもあるが同じ映像・同じ原稿内容を読み上げているので、実につまらない。   ニュース番組改⾰を⾏うには、⺠放
とスタッフ・アナウンサーの研鑽のため互いに出向し学ばせるべき。⺠間で２年アナウンス経験したものをメインキャスター
にする。メインのニュース番組のアナウンサーは、原則⼀⼈とし、⺠間の解説者・専⾨家とセットで、棒⽴ちではなく、座
ってじっくりと放送する。１９時のニュースは、３０分の原則を外し、最⻑６０分の枠とする。１９時のニュースは、廃
⽌あるいはダイジェスト版を１５分程度の放送とする。スポーツニュース番組は、Ｅテレで放送する。   ⼀⽇の間に、
ニュース番組は何回もあるが、同じ映像・原稿で放送している。サブの映像を使う・原稿の⼿直しで新鮮さを出す。例
えば、７時ニュースで放送する映像・原稿を⼤阪で放送する、また⼤阪放送局で放送したあと同じ映像・原稿を神⼾
放送局で放送している。最悪、３回も同じニュースを放送するのは⽌める。中央で放送するニュースは、⼤阪・神⼾で
放送しない。そういう確認もできていない   私が勤めていた⺠間企業では、内勤業務は２年ごとに異なる分野を担
当していた。ニュース番組担当は、２年経験するとドラマ担当など、ニュース・ドラマ・ドキュメント・⾳楽番組をローテーシ
ョン担当させる。昔、⼤河ドラマのスタッフの都合がつかなかったときに、ドキュメント担当がスタッフに⼊りとても新鮮であっ
た。   すなわち、ＮＨＫは前例主義にとらわれて、「固定した概念」で作成している。これは意識改⾰以前の問題で
あり、チーフを含めてニューススタッフ全員を例えばニュース担当とドラマ担当を⼊れ替える激変による刺激が必要。いつ
までも同じ担当を続けさせない。原則２年を限度とする。   ＮＨＫニュース番組の⽋点は、東京中⼼の地域編集に
なりすぎる（机上編集が多い）。ＮＨＫは、東⽇本あるいは関東地区での重⼤ニュースは詳しく報道・継続して放
送するが、⻄⽇本あるいはもっと⻄の重⼤ニュースは軽く・短く・継続フォローしない。この点が⺠放の報道番組は、地
域の重⼤ニュースは継続して取り扱っている。この点は是正して欲しい。ニュースの中央（⾸都圏）偏重は無くす。   
ＮＨＫニュース番組に⼀番求めたいのは、ワイドニュース化。１９時〜２１時までの時間帯で、今⽇のニュースを深
掘りする。外部から、フリーアナウンサー・解説者・専⾨家を招聘し、番組編成する。解説者・専⾨家は、新鮮さを失
わないように固定しない。ビデオ録画が発達した今、２１時のニュースは不要であり、廃⽌する。１時間に⼀回のショ
ートニュースは、サブチャンネルあるいはＥテレで放送する。など、すべてを根本から⾒直して欲しい。   ブラタモリの●
●●●アナウンサーは、実に闊達に発⾔していた。そのままのスタイルで、⺠放のワイドニュースに習って、１９時のニュ
ース番組を１８時から２時間の企画にしてはどうか。２１時台の●●●●アナウンサーが失敗したのは、ＮＨＫの
企画の堅苦しさであった。●●●●アナウンサーを再登板させ、もっと⾃由闊達な番組にしてはどうか。必要なら、タモ
リをしばらく登場させて、前例主義を無くし、新企画で新しいニュース番組スタイルを構築してはどうか。 

個⼈ 千葉県在住の主婦です。 是⾮「気候危機」について詳しく報道していただけないでしょうか︖  今回、意⾒を送らせて
頂こうと思ったきっかけは、インスタグラムで環境問題について知ったからです。 コロナ禍で、私が働いていた職場も休業
せざるを得ない状況で、時間が出来た為、インスタグラムを⾒る時間が増えました。そこで⾒つけたキーワードは、サステ
ィナブル、エシカル、ゼロウェイスト、SDGs 等。 最初は何のことだか、さっぱり分かりませんでしたが、たくさんの⽅々の発
信で教えてもらいました。 「環境問題」の事はなんとなく、知識としてはありましたが、あまり⾃分ごととして捉えていなか
ったので特になんとも思っていませんでした。⾊んな⽅な発信で、⾃分の視界には⼊っていなかった、危機的な状況を
⽬の当たりにして驚きと同時に、何か⾏動を起こさないとと思うようになりました。  今、インスタグラムでは""サスティナブ
ル“や""エシカル消費""などのキーワードが増えていて、環境に優しい商品を扱うお店もどんどん増えている印象です。 
SNS で環境問題の現状を知って、普段の暮らしを変えようとしてる⽅もたくさんおられます。私もその⼀⼈です。 みん
なに関わる⼤切な情報なのに、 特に SNS をしていない⼈たちは、今の現状を全く知らない⼈もたくさんいます。  テレ
ビから情報を得ている⼈達にも是⾮正確な情報を届けて頂きたいと思います。  テレビを⾒ない⼈が増えていると聞き
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ますが、まだまだテレビからの情報は影響⼒があると思います︕ どうか気候危機に関して、報道をしていただきたいで
す。  拙い⽂章ですが、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。 

個⼈ AM ラジオチャンネルの削減について。緊急時の報道をインターネット経由のコンテンツに頼るのは⼼もとない。また R2
の語学教養番組もラジオ放送であるからこそ誰でもアクセスできると考える。スマホ代は⾼く私も将来に渡って払い続け
られるか不安である。受信料は払えるがスマホ代は払えない。ラジオチャンネル、特に AM チャンネルの削減には反対で
ある。 BS について。チャンネル削減は仕⽅がないのかもしれないが、海外ニュースやドキュメンタリーは減らさないでいた
だきたい。特に各国のニュースをほぼ同時通訳で観ることができる現在の体制は素晴らしい。絶対になくさないでほし
い。 最近の NHK では地上波なら芸⼈さんを起⽤したバラエティ番組、BS ではスポーツ中継が多いが、私が受信料
を払う理由はこれらのコンテンツではない。Ｅテレと BS のニュース番組とラジオ R1R2 である。これらのコンテンツこそが
他の局では絶対に真似のできない「NHK らしさ」ではないのか。これらを削減されては NHK に課⾦する意味がない。
⽇本に住む意味すらないかもしれない。再考を願う。 

個⼈ 【マスメディア全般の在り⽅が近年特におかしい】 国⽴⼤学教授職を 5 年前に定年退職した者です。 2000 年代の
初め頃から、学⽣たちがテレビを視ず、新聞を読まなくなっていた。退職して YouTube 動画を視る時間が多くなって、
その理由がよく分かりました。新聞もテレビも、報道すべきことをちゃん伝えず、世論操作を⾏なっているだけなのです
ね。ここ⼗年ほど、ますますその感を強くしています。 新型コロナ禍でテレワークが定着し、YouTube 動画を視る時間
が増えた分、皆そのことに気付いた筈です。 尖閣諸島の海域に中国の公船が 4 隻、何か⽉も居座って、⽇本の漁船
を追いかけ回している事実が全くマスメディアで報道されないという異常な事態に、もう皆気付いている。中国を貶める
ような報道は⾏なわないとの取り決めを中国相⼿に⾏なった時点で、⽇本のマスメディアはもはやジャーナリズムではな
くなっています。事実はしっかりと報道してください。 中国武漢市で通⾏⼈が突然倒れて動かなくなったり、パニック状態
の病院廊下に遺体が転がったままになっているネット映像を本年 1 ⽉下旬に視て、東京でも 3 ⽉頃にはこうなってしま
うのかと怖くなった。にもかかわらず⽇本のマスメディアはなにも報道せず、⽇本政府は 2 ⽉⼀杯、中国からの観光客を
⼤量に⼊国させ続けた。それで今⽇の体たらくです。国⺠の⽣死にかかわる事態が⽣じていることを伝えるのを放棄し
たマスメディアの責任は重いです。  【それでも NHK に期待すること】 YouTube 動画サイトで現在、理由を明⽰せぬ
まま、突然広告剥がしや動画の削除が⾏われる事態が⽣じていて、事実上の⾔論活動抑圧が起きており、⽇本側で
の動画プラットホーム運営の必要が⾔われています。NHK あたりでそれができないのだろうかと思う次第です。 あと、⽇
本語のことで。「真逆」などという、変な⽇本語が１０年くらい前に定着してしまった。正しく美しい⽇本語を保つ上で
NHK が演じる役割は⾮常に⼤きいので、頑張っていただきたいです。 以上です。 

個⼈ 「NHK  AM ラジオ R1、R2、統合について。」  当⽅、R1 を常に⼀⽇中流している ヘビーリスナーです。 R1 と R2
の統合は、反対します。 テレビよりも、ラジオは⽇常になくてはならない情報源ですし、 ⽬の不⾃由な⽅にとっては、 な
くてはならない情報源で あるかと思います。  R2 は、学⽣の⽅以外にも、⽼若男⼥問わず、語学学習されている⽅
の ヘビーリスナーさんが沢⼭おられると思います。 R1 は、定時ニュースや災害情報、楽しいトーク番組まで、 こちら
は、⽇常に必要不可⽋なチャンネルですので、 両チャンネルとも、別々の役割があると思うので、それを統合してしまう
と、 必要な情報の全てが国⺠に届けられないと 思うのです。  ですので、 どうか、R1 と R2 は、統合してほしくありませ
ん。 ご検討の程、 何卒よろしくお願いいたします。 
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個⼈ ⼭形県に住む２１歳の社会⼈です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未
満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 次期経営計画についての意⾒（その３） ★ドラマ改⾰  韓ドラがヒットし続けているのは、シナリオの新鮮さと多様
性と東京と⼤阪での番組作成が寄与している。●●●●●●●●は、●●●●●●●の開発はＡチームとＢチー
ムで交互に開発することにより、価値寄りを防いでいる。ＮＨＫもそれに習い、ドラマのリフレッシュ（あらゆる⾯で）を
常に⾏う。   ＮＨＫのドラマは、どれもかも似ている、似通っている。ＮＨＫが採⽤する脚本家を全⾯的に⼊れ替え
る。また、２年ごとに⾒直す。カメラワークも同じ。⺠間からカメラマンをスカウトし、画⼀的な撮影を待直す。   ⺠放で
もとてもよいドラマがある。例えば、テレビ朝⽇で放送された「越路吹雪物語」はとてもいいストーリー、演出でした。この
番組のカメラマンを含めたスタッフ・出演者（但し、絶頂期は古臭い●●●●ではなく●●●●とする）を連れてき
て、ＮＨＫで取り直して欲しい。昔、七⼈の孫・千葉周作のドラマが有った。この原稿を使って、ドラマを作成して欲し
い。半沢直樹・ドクターＸを元にしたドラマを作成して欲しい。   ⼤河ドラマは、超マンネリ番組。今のままであれは番
組廃⽌が望ましい。⼀番いけないのは、画⾯の質。韓ドラレベルの明るく鮮やかな配⾊にすべき。韓国に出張させ、技
術を学んでほしい。機材をすべてＮＨＫで調達するのではなく、⺠間・海外から調達することにより、画質の向上を⾏
って無しい。⼤河ドラマの画質は、半世紀前のままであるのは嘆かわしい。８Ｋで絵に描いた画像を放送のではなく、
地に⾜を付けた（⼀般放送の画質向上）ところに費⽤をかけて欲しい。放送チャンネルの減数と同時にセットで、フル
ハイビジョン放送を復活する。⽌めると同時に前進させる。  ⼤河ドラマは、同じ年代・同じ⼈物が登場し過ぎる。そう
いう意⾒があると、古代とか古い時代にしてしまう。時代劇にしたいのであれば、⼀⼑斎・北⾠⼀⼑流など剣術家・武
道家でもいい。時代劇に拘らなければ、「⼋朔の雪」もいい。   チャンバラは廃れ、着物が廃れ、今や運動も着る物も
欧⽶⽂化に染まっている。１０年ほど⼤河ドラマは、時代劇時代を離れ、現代にしてもよいのではないか。５０年
前、明治は遠くになりにけりと⾔われ、明治も⼤正も過去のものになっていた。今は令和の時代、平成の前の昭和は
⻑い時代であり、⼤河ドラマとしては時代を昭和にす/にしてはどうか。とりわけ、⽇本の戦後産業が復興し⽂化が栄え
た時代に焦点を合わせてみてもよいのではないか。経費的にも、時代が近いほうが経済的ではないか。   ⼤河ドラマ
は、画質、特にロケ画質が劣る。ＮＨＫドラマには、「制作者のこだわり」が感じられない。「画質・⾳質のこだわり」が
ＮＨＫドラマには必要。   そう⾔うととたんに制作費が少なすぎるからと答える。制作費の使い⽅のバランスが悪すぎ
る。ＮＨＫ改⾰→経費節減→製作費削減→画質・⾳質悪化→ＮＨＫ離れの悪循環になる。   ★画質 今の⾼
画質放送は、余りにも明るさが暗く暗い部分が極めて⾒えにくい。テレビ受像機の問題とするのではなく、現在使⽤・
販売されているテレビ受像機の性能に合った⾼画質放送に特化して欲しい。⾼画質放送を⾒たければ⾼画質受像
機とするのではなく、既存受像機で如何に⾼画質で映像を⾒せるかに拘って欲しい。   ＮＨＫは、古い映像のＵＰ
コンバートができるはず。新しいテレビ受像機で、古い映像がボケボケに映るのは無くして欲しい。その技術を⺠間に・世
界中に販売できる。ソニー・パナソニックのテレビ受像機データベースを使えば、古い画像を鮮やかな⾊とくっきりした画
質にＵＰコンバートできるはず。しっかりやって欲しい。   画質が、⼆世代前の品質。ＮＨＫ経営陣が疑問を感じな
いのはどうかしている。   ★廃⽌すべき番組  突撃︕カネオくん（実にあさましい番組）。うたコン（司会者が上から
⽬線、歌⼿が固定しすぎてつまらない）。チコちゃんに叱られる（こういう演出は⼈間的でない）。麒麟がくる（例え
ば、ＮＨＫの今までの織⽥信⻑像はなんだったのか。奇抜ならよしとした先任者は誰なのか。実際あり得ないであろう
演出は⽌めていただきたい。主役もわき役も不適切）。 
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個⼈ 神奈川県の看護学⽣です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 次期経営計画についての意⾒（その４） ★ＮＨＫ紅⽩歌合戦の原点回帰  ＮＨＫ紅⽩歌合戦は、原点に戻
るべき。豪華絢爛は不要。重厚⻑⼤は不要。元の２１時から０時前に時間帯を戻すべき。⽇本はテレビ番組を楽
しみにしている⾼齢社会。ＮＨＫを⾒ている視聴者層に合った内容にすべき。司会者はシンプルに、総合司会者と紅
組⽩組の各司会者３名だけでいい。●●などの芸⼈は不要。また、出演してもらうために特定の歌⼿を特別扱いす
るのは⽌める。芸⼈を多⽤するのは⽌める。●を優遇するのは⽌める。⼀⽅で、事務所と交渉し、⼀⽇だけ元スマップ
を再編成してはどうか。中継の演出も⽌める。ＮＨＫ番組の紹介・演出は⼀切やめる。歌のうまい歌⼿だけでいい。
判定者には、ＮＨＫ番組の主演を特別扱いするのは⽌め。総合司会は、●●●●●かタモリか薬師丸ひろ⼦を招
聘する。   歌⼿の選出は、ＮＨＫが意識的に選ぶのは⽌める。⻑寿社会にふさわしく、また紅⽩歌合戦を楽しみに
している年代に焦点を合わせ、昔から好きな歌⼿（歌唱⼒が落ちていないこと）、若いころに好きだった曲を歌う歌⼿
（本⼈を上回るカバー歌⼿を含む）を中⼼に選んで欲しい。知らない歌・聞きなれない歌⼿の歌を聴くのはつまらな
い。ＮＨＫは、いきなりアイジョージを登場させて、歌のすばらしさを⾒せたことがある。あのときのような感動を再び再現
させてほしい。  若い世代向け紅⽩歌合戦は、３０⽇に放送してはどうか。３１⽇のＮＨＫ紅⽩歌合戦は、⽼若男
⼥が楽しめる歌番組で有って欲しい。若者優遇は、過去のものとして欲しい。テレビを楽しみにしているのは、⾼齢者で
あることを忘れないで欲しい。   ★過度な⾼齢者優遇は⽌めて欲しい  今の世の中、⾼齢者が⾮常に多い。ＮＨ
Ｋのど⾃慢で、⾼齢者を特別優遇するのは⽌めて欲しい。⾼齢者だから特別扱いし、特別に賞を上げるのは⽌めて
欲しい。賞をもらうのは、若い⼈ほど⻑く⼤切にする。従って、⽼若男⼥公平にと扱って欲しい。今の司会者は、⾼齢
者を優遇しすぎているし、マンネリもある。司会者を後退させ、リフレッシュしてはどうか。   ★⻑寿番組の⾒直し  例え
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ば、鶴瓶の家族に乾杯は、それそろ●●を交代させる時期が来ている。リフレッシュすべき。次回のタイトルには役者の
名前を⼊れないで欲しい。ともすると、海外で撮影するなど費⽤の掛かる企画を組み込むことがあるが、今後はさして
⾒たいとも思わない海外撮影は⽌めるべき。こういう昔、無駄が⻑寿番組には出てきてしまう。原点回帰が望ましい。   
例えば、バラエティー⽣活笑百科は、どうしていつまでも●●にしておく必要があるのか。ＮＨＫのだれも疑問に感じな
いのか。今の司会者は、本質としては上から⽬線なので交代させる。ＮＨＫは●●芸⼈の練習場ではない。●●芸
⼈に特化するのはよくない。もっと、公明正⼤な番組企画にして欲しい。担当スタッフの総⼊れ替えが必要。   ダーウ
ィンが来た︕は、５時台に移動させてはどうか。⽇曜７時半は、ジェスチャーなど⽼若男⼥が楽しめる番組の時間枠で
あった。ジェスチャーで視聴者を引き付けて、代がドラマを続けてみるのが、ＮＨＫを⾒るスタイルであった。原点回帰し
てはどうか。   ＮＨＫには、こうした前例に拘る番組が多い。すべての番組を例外なく⾒直し、新しいスタッフによるリフ
レッシュされた番組にして欲しい。  以上、牽強付会の部分はお許し願いたい。字句・誤変換は訂正願う。 

個⼈ 中期計画案の 5 つのキーフレームについては基本的に賛成である。本意⾒が投資による公共放送としての質向上と
経費削減のための検討材料となれば幸いである。 【AM ⼀波化に対する基本的意⾒】 昨年の⺠放連から総務省へ
の要望の背景からも、受信料の効率的利⽤のために AM の⼀波化は賛成である。 【⼆波統合の問題点】 ⼭間部
の移動者にとって、中波は唯⼀の情報・娯楽源となる地域がある。現在のラジオ第２（以下「第２」）の教育や国
内外国⼈への情報提供機能をラジオ第１（以下「第１」）と統合することは「ながら聴き」需要に応えられなくなり、
ニュース・速報等による即時性確保にも問題が発⽣しうるため第１はほぼ編成⽐率を変えないべきと考える。 【ワンセ
グ利⽤の提案】 ⼀つの解決策は、E テレのワンセグ副⾳声に現在の第２を割り当てることである。法的問題が解決で
きれば実験時は AM1〜5 時に総合ワンセグでラジオ深夜便のサイマルも⾏うとより多くの意⾒が得られるだろう。将来
的にはマルチチャンネルを導⼊し総合のワンセグで総合と第１のサイマル化を⽬指していただきたい。E テレの副⾳声を
ワンセグ視聴するニーズが⼀定以上あるのであれば、Ｅテレでもマルチチャンネルを実施してそのニーズに答えることも可
能だ。ワンセグ受信機器は既に普及しており、これをラジオ的に利⽤する意義は⼤きい。また、室内直接受信が困難
な地域でも細いケーブルでの接続や微弱電波による室内再送信等で、室内ラジオ聴取の利点である⾃由な聴取ス
タイルもほぼ損なわれないだろう。第１のサイマルまで実現すれば、⼩出⼒の送信所の整理によりさらなる経費削減も
期待できる。 【中波放送の将来】 ⽇本の中波による放送は漸減していくだろう。NHK は⺠間では投資できない⼭間
部等への情報伝達のために、中波帯の地域毎 1 局の⼤出⼒基地局での地域放送と、その難受信対策として全国
1〜2 送信所での短波での全国放送に整理集約していく⽅向となるのではないか。今のうちに、聴取可能地域の調
査実⾏が望ましい。仮に国内短波局の 9MHz 帯設備と周波数を借り受けられ JOAK の 24 時間サイマル放送をお
よそ 1〜2 年度断続的に実施すれば、全国⼤学等と協⼒して⽐較的低予算で⼤規模な調査をすることも可能だろ
う。 【FM 波はデジタル化推進を】 各機関等と協調し、まずは⽐較的容易に実現と普及が⾒込める偶数セグメントを
ガードバンドとしたバラセグ⽅式のワンセグ放送の実⽤化を⽬指していただきたい。 【衛星放送への意⾒】  動画配信
の進化と通信設備の災害復旧⼒強化が進み、こだわりをもつ視聴者向けとなってしまった国内⼀般向け衛星放送を
公共放送として維持する意義は無くなりつつある。災害対応は、耐震強化・⾮常⽤移動送信所、通信設備を圧迫
しない IP 放送技術の開発に注⼒するほうが受信可能者数からしても有効ではないか。 【ニュースのラテ同時放送】 
⾷事時間帯はテレビ⾳声をラジオ的に視聴していることが多い。私は視⼒が弱くテレビとの距離が遠いと字幕が読めな
いこともしばしばある。そのため、現在第 1 と FM で同時放送しているニュースは、テレビでも同⼀⾳声で放送していた
だきたい。映像は現地の様⼦等を補⾜的に伝えるのみとし、 解説等は別時間に放送すればよい。  【国際放送につ
いて】 IP 遮断に対応するため短波全廃には賛成できないが、IP サービス拡充で聴取性改善や短波設備の整理を
進めるのは賛成である。 【IP サイマル】 IP サイマルで、室内や電⾞内でのラジオ受信に⾰命が起きた。しかし、移動
中や携帯電話のみでインターネット使⽤中の世帯等にとってのデータ量消費や、混雑・災害時等の輻輳といった問題
への対応が必要である。私も⼣⽅帯の狭帯域制限中に聴取しようとした際、バッファ待ちと⾳声途切れで実⽤となら
ないことがあった。輻輳は前述のワンセグ利⽤によってある程度解消が期待できる。さらに、「情報を届ける」を優先し、
らじる★らじるは思い切って 24kbps 化を提案したい。これにより TCP 再送なしの状態で現状約 77kbps の帯域
が、約 53kbps になることが⾒込める。24kbps 符号化は 12kHz フィルタ設定した Opus で⼗分実⽤的である。
⾳質を求める聴取者には他の媒体・サービスで対応可能だ。 【平常時編成からの防災・伝達⼒強化】 例えば、昼に
第２で、第１の「地域ニュース」の裏から、「ニュースで英語術(5 分)」、「英語ニュース(15 分)」、「やさしい⽇本語ニ
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ュース（15 分）（⼿話ニュースとの同時収録も検討）」のような編成とすると、⾮常時に避難所等で受信チャンネル
を切り替えて各ニュースを構内⾳声放送することができる。また、平常時にも⽇本語初学者に主要なニュースを伝える
ことができるほか、児童教育や社会⼈の英語能⼒維持向上に活⽤されることも期待できる。 

個⼈ ⼤分に住む⼤学 1 年⽣です。 今まさに⼤きな影響をもたらそうとしている台⾵は地球温暖化のわかりやすい象徴では
ないでしょうか。私たちはこれを⽌めなければ、地球が暴⾛し、本当に私たちが⽣きていくことが困難な時代が 10 年後
にはやってきてしまいます。 しかし、そう気づいている⼈は多くはありません。気づくきっかけとなるメディアが報道してくれな
いのも原因の⼀つだと考えます。 そこで、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレーム
にあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていた
だくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところです
が、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが
予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を
揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未
満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネ
ル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに
CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とさ
れております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 
2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶ける
ことなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必
要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対し
て⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にありま
す。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  
“ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組
を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不
党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけ
によって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信
頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直
⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機
関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から
圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策に
ついて報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、
⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼を
まだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き
出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してく
ださい。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実
質ゼロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概
要・沿⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ⼈事制度・ＮＨＫらしさに関し、 受信料で就業となる業務委託⼊札会社の選択基準・品位向上の改善を望みま
す。 閉館スタジオパーク・放送センター受付にて業務委託会社である⺠間⼈材派遣企業の⼊札後の業務は委託仕
様書（⼈材資格所持・⼈材就業条件・⼈材配置）の遵守がなされていないと察する。 これでは 2018 年⼊札時
競合各社は理不尽であります。 加えて品位が低く、視聴者と接するＮＨＫの⼈材として適さないと感じる。 スタジオ
パークでヘアヌードとして週刊誌に⼊館証と共に掲載。放送センター受付は着エロアダルトタレントを採⽤。他多数、ネ
ットにてＮＨＫの受付は会える・情報が取得できると話題の為か●●●●●●●●タレントのファン達の集まりとなっ
ている。接遇⽤語が未熟。会⻑・理事・経営委員の⼈数・名前を⾔えない者。「ＮＨＫ」に適した⼈材のマッチング採
⽤企業判断基準に疑問を感じる。 コロナウイルスは理由に成らず今年度は酷く感じる。 笑顔も無く制服未着の者が
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⽇々おり⼊札額の⼈件費は報告通りに使⽤されているのか。 お辞儀はコンス式であり、⾏啓・⾏政・スポーツの場で
は通常なされない。御協会の承諾を得てコンス式なのか。  2021 年〜2023 年度はオリンピック・パラリンピックも含む
年でもあり、この期間も「受付」を⺠間に託すのであれば、御協会が受信料⽀払いの視聴者が不快に感じる事の無い
よう「ＮＨＫらしさ」に適した企業を選択される事を望みます。 

個⼈ こんにちは。岐⾩県に住む 24 歳会社員です。 NHK の番組が幼い頃から今もずっと⼤好きで、録画リストをみると
NHK(特に E テレ)や BS ばかりです。昔から変わらず特に好きな番組は「猫のしっぽカエルの⼿」、「地球ドラマチック」
です。  地球とともに⽣きることや、地球環境について価値あるステキな番組を提供してくださる NHK さんに⼤変共感
しています。そのおかげでわたしは地球が⼤好きですし、⼤切な地球を守りたいと思います。  これからもより多くの⼈
へ、そのようなコンテンツを、より踏み込んだ内容で発信していただきたいと思い、3 年経営計画への意⾒を送らせてい
ただきます。   貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気
候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台
⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このよう
な⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈
類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ
協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された 
IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 
低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに 
CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算
まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物
多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 
これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって
取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況
を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にある
と考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由の
もと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与
する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉
されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅
持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての
業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社
しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の
際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけ
でなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。
それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々
は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与
える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れま
せん。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地
⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ 総務⼤⾂から⾔われている経営の改⾰はこのような肥⼤化を横滑りにするような改⾰ではなく経営のスリム化で国⺠
負担を減らしていこうという意味だと何故分からないのか、わざと握った⾦を渡さないように施設の改修とか不要な理由
をつけて受信料収⼊を減らさないようにしているのが丸わかりである。まず職員の給料を下げ。そして番組内容を精査
しろ。出演している芸能⼈の⽣活全般に⾄るまで⾝体検査をしろ。国⺠感情に値しない出演者が多数いる。職員住
宅の低家賃での賃貸を辞めろ。13 ある⼦会社を全部なくせ。利益の出ているものは国⺠に受信料の返還として還
付しろ。会⻑の●●●●前⽥は●●●銀⾏をシステム障害に陥らせて 10 年もかかった能無しである、そんな奴の
3000 万円を⽀給する必要はない。職員の給料も平均 1800 万円は⾼額過ぎる。⾮営利団体がこのようなことで
は●●●●と同じで国⺠の理解は得られませんな。今すぐにでも解体した⽅が良い。これが知識階級の国⺠の持って
いる意⾒である。そして⽀持している国⺠だけから受信料をもらえばいいこの国は共産主義でも社会主義でもないのだ
から⾃由意思を尊重されるのが憲法で保障されている。あまり調⼦に乗って国⺠を敵に回していると全体主義の報い
を受ける時が来るでしょう。 

個⼈ 福岡県に住む会社員です。  3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるよう
に、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを
強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も
排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 され
ています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす
「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 



603 

 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ◆差別禁⽌規定を整備し、差別の再⽣産を防げ  「これでわかった︕世界のいま」「ひろしまタイムライン」で差別扇
動が批判されている。NHK の定める差別禁⽌ガイドラインでは差別の再⽣産を防げないことが明確となった。 ⼈種差
別撤廃条約第 1 条では、差別を⾏う意図の有無が問題ではなく「グループへの不平等な効果」があれば差別である
と規定されている。  ひろしまタイムラインのシュンの投稿を受けて、別発⾔が誘引された。また、当時の歴史的時系列
から 13 歳の少年が知り得たとは思えない 21 世紀になって流布されたデマと酷似した事実関係が不明な記述があっ
た。 また、その謝罪内容は「差別の意図」を否定し事実として起こった「グループへの不平等な効果」をも無視してお
り、⽇本が批准している差別禁⽌条約に違反しているのである。  NHK には、 「これでわかった︕世界のいま」「ひろ
しまタイムライン」に対し第 3 者委員会を設け調査を⾏うとともに、差別禁⽌規定を整備し、⼈事処分を含めた設け
た組織的対応を⾏い、再発防⽌を⾏うよう求める。  ◆ジェンダーギャップを埋めることを求める  なぜ、MC は男性ば
かりなのでしょうか。社会の半数は⼥性です。  番組 MC の半数は⼥性となるようキャスティングを⾏うべきです。  ◆
主にお笑い芸⼈が MC の番組でジェンダー意識や、⼈権意識が低い  家族に乾杯、まんぷく農家飯、バラエティー⽣
活笑百科などの家族をテーマにした番組で⼥性に対するステレオタイプが⾒られる。思春期の⻘年に恋愛について質
問して、話題性として消費したり、ルッキズムにより笑いを得るなど、配慮が⾜らない。より質の⾼い対話を⾏える⼈物
のキャスティングを⾏うよう求める。 
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個⼈ 茨城県に住む、20 代 1 児の⺟です。 ⼦どもを産んでから毎⽇御社の番組を拝⾒しています。 出産を経て社会の
在り⽅、構造に関⼼が⾼くなっています。 その中でも特に危機感を感じているのは【気候危機】です。 豪⾬、台⾵、
⽕災、これまで感じていたよりも速いスピードで我々に降りかかってきているのを感じている⼈は多いです。コロナ渦にお
いて、より関⼼が⾼くなっていると思いますし、国⺠全員に降りかかっている問題です。 国⺠ 1 ⼈ 1 ⼈が意識を持って
⾏動しないと⼿遅れになってしまいます。 他国と⽐較しても国⺠性もあり危機意識が低いので、ぜひ使命感を持って
放送をお願いしたいです。 私たちのみんなの地球を守りたいです。 

個⼈ 中期経営計画案への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有
されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、
「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐
で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈が
この問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関
わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとし
て、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、
憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主
主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集
の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならな
い。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命
線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多く
の⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機
関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。
そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私た
ちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私た
ちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれま
せん。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝える
メディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上
げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp 「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 

個⼈ ラジオ 3 波の統合について  ⾳声波を 2 波に統合、整理することの検討に対しての意⾒です。 結論から⽰すと、私
はラジオの 3 波を 2 波へ統合する事に反対します。 理由は以下の⼆つです。  ・視覚障害者には、テレビで発信され
る情報を⼗分に受け取ることができません。液晶に何を映しても、それを⾒る事ができないからです。勿論⾳声も流れ
てきますが、それだけで⼗分とは⾔えないのではないでしょうか。 それに⽐べて、ラジオでは情報の全てを⾳声に乗せて
いるので、健常者と障害者で情報の浸透に差がありません。 そんなラジオが 3 波から 2 波に統合されてしまえば、それ
だけで本来得られるはずだった情報が減ってしまうと考えます。それは、聞いている⼈の世界を狭めることにもなりま
す。  ・家にテレビがない⼈の情報源は、主に携帯であると私は考えています。新聞や雑誌等もありますが、凄まじい速
さで移りゆく情報や流⾏を追うのには少し厳しいものがあると思われます。そんな中で存在するラジオは、多くの⼈と会
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話する中での話題作りに⼀役買っているでしょう。それが、3 波から 2 波に統合されてしまうだけで、他⼈との共通の会
話のきっかけが減ってしまうのです。それは、社会から孤⽴してしまう⼈を増やすことになるのではないでしょうか。   以
上の点から、私はラジオ 3 波から 2 波への統合を反対します。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。   貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。   先⽇、国
内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室
効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態
は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現する
べき事態です。   2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広
く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書におい
ては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010
年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状で
は、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる
⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない
状態になり得ると予測されています。   これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀
⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。   世界はこの問題に対して⼤きく動き出している
にも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀
つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。   ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、 “ＮＨＫは、公共放送
として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全
な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番
組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されては
ならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の
⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知
を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。   そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指
定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得
ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下
さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。   今、⾏動を起こすか
どうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていない
かもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。そ
れを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお
願い申し上げます。 

個⼈ 多様な対⽴する意⾒のある問題については、それぞれの観点に⽴つ番組を複数制作し視聴者が⾃ら判断出来る資
料として提供するよう努めること。NHK が社会の⽊鐸であろうとしないように努めること。 （参考︓図書館の⾃由に関
する宣⾔）NHK の地⽅放送局と各地の⺠放が共同でドラマを制作しそれを全国に放送するよう努めること。その際
通念になっているそれぞれの地⽅らしさを強調することを避け、現代⽇本の新しい地⽅像の提供に努めること。（ex.
⼤阪なら通天閣や⼤阪弁のおっさんが活躍するステレオタイプの脚本は避けること。） NHK が単独でドラマ制作する
ことは中⽌するように努めること。 4ｋ、8ｋ映像は伝統⽂化の記録や芸術、スポーツ番組等に限定すること。⼜、従
来の機器でも視聴可能にすること。コロナに関する報道に際し、死者数、重症患者数、重症患者収容可能病床数
を付加すること。 
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個⼈ 業務、受信料、ガバナンスの三位⼀体改⾰を⾼市総務相が早期に具体化するように要請されたことに対しての経営
計画ですが、残念ながら満⾜のいくものではない。さらに受信料徴収コストの削減、⼦会社の在り⽅のゼロベースでの
⾒直しをいかに進めるのかという問いかけにも向き合っていないように思う。特に⼦会社についての⽅針は不明瞭。有
識者検討会でも指摘されているような明らかに⺠業圧迫しているような⼦会社も存在するがどうするのか︖「2006 年
度以降、財務状況に応じて積極的に⼤型配当を実施し、NHK 財政に⼤きく貢献しています」とは NHK 側の説明
であるが、平成 29 年 3 ⽉に会計検査院に指摘されている⼦会社の余剰⾦の指摘に整合性がとれるのか︖ 当時と
取り巻く環境は変っているとはいえ「2018.1 経営計画に関する世論調査」によると視聴者が感じているものは、特に
「公平・公正」「正確・迅速な情報提供」「多⾓的論点の提⽰」に期待していて、「受信料制度の理解促進」「受信
料の公平負担」について不満に思っているということが明らかである。今回の経営計画では「NHK らしさの追求」という
曖昧な表現で誤魔化している。本来「NHK らしさ」は視聴者が評価するものではないのか︖最後に、私は公共放送
は必要であると感じているが、年間予算 6000 億円をかけて維持すべきものなのか甚だ疑問に思っている。現在のグ
ループ全体の従業員数約 2 万⼈と近い規模の海上保安庁の年間予算は今年度 2200 億円である。今こそ、総務
相の要請に正⾯から向き合う時である。3 か年計画で⽀出の 600 億円削減を⾏うというが受信料徴収外部委託
費⽤年間 590 億円などという⾺⿅げたことをやっているうちは説得⼒がないのである。 

個⼈ 私は、今回の経営計画（案）を初めて⽬にした時、とても驚いたことを今でも鮮明に覚えている。端的に⾔うと、ショッ
クだった。その⽇から約 1 か⽉経過したが、今でも気持ちは変わらない。むしろ、逆に思いが強くなる⼀⽅である。 私は
今まで経営計画に意⾒を送ったことは⼀度もない。視聴者の⼀⼈である私の意⾒が、NHK で働かれている⽅々の⼼
にどれほど届くのか、響くのか全く分からない。しかし、ほんのわずかな期待を信じて、今回投稿をすることにした。 【NHK
らしさについて】 私は NHK が⼤好きである。私がこのように胸を張って⾔い切るようになってから、5〜6 年ほど経つ。
⺠法放送を⾒なさすぎて、周囲の話に付いていけないことも多々ある。しかし、そのような時には「私がどれほど NHK に
ハマっているか」を惜しげもなく話すのである。私が以前抱いていた NHK の印象は、⼣⽅の教育テレビと総合チャンネ
ルのニュースだけであった。ラジオは存在すら皆無に近く、「お年寄りが⼤⾳量で作業中に聞いているもの。私には関係
ない。」という印象だった。しかしある⽇、Ｅテレ番組 2355 を偶然視聴してから「案外、夜の放送も⾯⽩いじゃん︕」と
感じることが多くなり、数週間後にはすっかり沼にハマるどころか浸りきるほどになった。総合、E テレ、ラジオ第⼀、第⼆
放送。放送スケジュールは再放送も含めて、ほぼ全てスケジュールを覚えてしまった。あまりにも好きすぎて、若者モニタ
ーには⼆度応募し、⼆度採⽤させていただいたこともある。 ⽬も⽿も、もちろん時間も、全く⾜りない。興味があるも
の、もっと知りたいこと、知らなかった世界、知らない世界。同じ時間の中で、実際に⾒聞きできるものはいつもたった⼀
つだけ。けれど、結果的に外れてしまった番組も、無くしてほしくない。 録画機能やアプリの聞き逃しサービス、NHK＋
を活⽤し、時には番組ホームページを閲覧し、さらに番組の虜になる。わがままだと重々⾃覚しているつもりではいるが、
どれもこれも、私には愛おしいほど⼤好きなものばかりである。 その中の⼀つである「ラジオ」が今回の経営計画案によ
り、１波削減することになるかもしれないことを知った。正直信じられない。以前、NHK は「視聴率ゼロを⽬指しま
す。」と、宣⾔していたことがあったと、私の⺟から聞いたことがある。「⾒てくれている⼈が⼀⼈でもいる限り。その番組を
必要としている⼈が⼀⼈でもいる限り、番組は⽌めない。」からだと。私はその NHK の考えにとても尊敬した。視聴率
重視である⺠放ではない、公共放送である NHK の意義は、まさしくこのことだとすら思えた。 今回の経営計画案で
NHK が⾃ら掲げたキーコンセプトの内の⼀つに、「すべての⼈に」「知る権利」「多様で質の⾼い」の⾔葉がある。これら
の中には、「⽇本⼈である、男・⼥の健常者」だけではなく。⽇本に住む外国籍の⽅や障がいを持っておられる⽅、性
別に疑問を持つ⽅、デジタル世界に追いつくことができていない⽅など、多くの⽴場の⽅も、もちろん含まれなければなら
ないし、すでに含まれていると私は捉えている。本当に「すべての⼈」が、今よりも少しでも困らない⽅法を、今⼀度考え
ていただきたい。 【⼈事担当の⽅々】 もともと⼤好きで尊敬をしている部署であり、⽅々である。アナウンサーさん⽅を
はじめ、キャスターやディレクターの⽅々の⼈柄が良い意味で素朴であり、純粋。教養はもちろん、内に秘める情熱もあ
り、⼈を⾺⿅にしないところが好きな理由である。抜本的な改⾰で、その良さが失われないか不安である。「個々⼈の
持つ多様な⼒を、狭い範囲の専⾨性にとどめることなく」、本当にその通りである。 【まとめ】 今後も NHK に期待をし
ている。 
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個⼈ 社会⼈ 2 年⽬の 20 代です。来年以降の経営計画に気候危機／気候変動について報道する計画がない、または
少ない印象を受け、海外メディアとの差にショックを受けました。年々の気温・海温の上昇とともに台⾵や異常気象も
激しくなってきているのが⽬に⾒えているのに、現状は報道されてもその原因や改善策については⽇本語のメディアでは
報道されているのを⾒ません。より多くの⽇本⼈が⾃分ごととして環境問題を捉えて⾏動する必要があり、メディアは⼀
役買います。ぜひ報道をお願いいたします。 

個⼈ AM 波 1 本化について、現在全国で同時に同じ内容を受信できる AM は NHKR１､R2 で､R1 のこの特性を利⽤
して twitter に投稿、投稿者同⼠で全国的な同⼀テーマでのコミュニケーションが成⽴しています。これは⾮常に特異
な状況で､放送にオンタイムで現地の情報が聴取者間で共有されています。⼀⽅で R2 は放送による教育に貢献して
いるため新型コロナなど今後パンデミックの頻発が予想される世界で重要な役割を追うものと思います。また R1 におい
ては、政⾒放送、政府の会⾒、⾼校野球、相撲などで全⽇本的なコミュニケーションが阻害されており、むしろスポーツ
専⽤のチャンネルも必要なのではとの意⾒もこうした利⽤者の間では多いのです。また AM 波による公共放送はその
簡便な受信装置という特性から、国家の運営が阻害される状況下でのマスコミュニケーションツールとしての意義は国
防の意義が失われる⽇まで無くなることがないと思われますので NHK による AM 放送の 1 チャンネル化には強く反対
なうえ、出来ましたらスポーツ、政府会⾒に特化したチャンネルを増設していただきますようお願いいたします。 

個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時代、
そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。 先⽇、国内各所
に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効果ガ
スの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、もはや
「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき事態で
す。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共有されると
ともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書においては、「気温
上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年⽐で
45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、1.39
度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔害、⼲
ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状態にな
り得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問
題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも関わらず、
⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つとして、スポ
ンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送として、憲法で
保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠主主義の
発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編集の⾃由
を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはならない。NHK
は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣命線であると
の認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、多くの⽅に広め
ることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公共機関に定めら
れている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得ています。そんな貴社
はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。私たちは⼗分に
解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動を起こすかどうかで私たちの未来は
⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかもしれません。けれ
ど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを伝えるメディアの
社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い申し上げます。 
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個⼈ 都内在住の⼤学⽣です。 この度、3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。 貴社の 5 つのキーフレームにあ
るように、5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくこ
とを強く求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、
今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 
されています。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るが
す「気候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とす
る」⽬標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の
1.5 度特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 
の実質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされてお
ります。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度
を超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることな
どに⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要と
なり、全⼈類⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤
きく動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。そ
の⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨ
Ｋは、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広
く提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の
⽴場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによっ
て左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼さ
れる公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯す
る難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関とし
て唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒
的信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について
報道して下さい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏動
を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ
持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出す
はずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してくださ
い。 宜しくお願い申し上げます。 参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼ
ロ表明の状況」 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html 「NHK ホームページ  NHK の概要・沿
⾰など/NHK 経営計画」 https://www.nhk.or.jp 

個⼈ 報道について 都内で販売員をしておりますが、⽇本はやっっっっと 7/1〜レジ袋有料化になりましたが(でもそれはほん
の⼀部で除外もあるので完璧ではないと思います)本当に世界に⽐べて圧倒的に気候危機の意識が低すぎて悲しい
ですし、恥ずかしいと思います。 ⽇々接客していると、⼊れてもらって当たり前と思っている⽅がほとんどです。 有料化
の前はエコバッグを持ってきてくれる⼈なんてほんの⼀部でした。(職場は 2018 年 2 ⽉からショップ袋を有料化してい
ます。) 地球はどんどん悪化しているのに、ほとんどの⼈が今のような暮らしがずっと続くと思っています。でもそれは間違っ
ています。 テレビでもっと気候危機の事を報道すれば皆が知るキッカケになります。 ⽇本は圧倒的に知る機会が少な
すぎるんです︕ なので、気候危機について、今の⽇本のリサイクルの現状について、ゴミ焼却場のリアルなど、環境の事
など報道して下さい︕︕ よろしくお願いします。 

個⼈ 政治部の政権寄りの体質に不満があります。 
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個⼈ 3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、5 つの観点から今の時
代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く求めます。  先⽇、国内
各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排出され続けている温室効
果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されています。こうした事態は、
もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気候危機」と表現するべき
事態です。  2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬標 が国際的に広く共
有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度特別報告書において
は、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実質排出量を 2010 年
⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされております。 しかし現状では、
1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を超えた場合、更なる⽔
害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなどに⻭⽌めがきかない状
態になり得ると予測されています。  これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要となり、全⼈類⼀⼈⼀⼈
がこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。  世界はこの問題に対して⼤きく動き出しているにも
関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その⼤きな理由の⼀つと
して、スポンサーとの利害関係にあると考えます。  ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫは、公共放送とし
て、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な⺠
主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴場を守り、番組編
集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって左右されてはなら
ない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼される公共放送の⽣
命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。“ と定められています。今、私たちが直⾯する難題の認知を、
多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。  そして、災害対策基本法で報道機関として唯⼀、指定公
共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的信頼を得てい
ます。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候変動に関する根本的な原因と解決策について報道して下さい。
私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。  今、⾏動を起こすかどうか
で私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で⼤多数の⼈は関⼼をまだ持てていないかも
しれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出すはずです。それを
伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引してください。 宜しくお願い
申し上げます。  参考⽂献︓ 「環境省 地⽅公共団体における 2050 年⼆酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  「NHK ホームページ  NHK の概要・沿⾰など/NHK 経
営計画」 https://www.nhk.or.jp  「NOAA Global Climate Report」 
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202005 
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個⼈ １．放送のコンテンツについて１）反戦争の放送戦後７５年経ち、戦争の悲惨さを全く知らない国⺠が多くなってい
る。原爆投下⽇や終戦記念⽇に合わせて、ＮＨＫが特集で歴史や悲惨さを伝える放送を流しているのは評価でき
る。再放送でも良いので毎年継続願いたい。２）メディアの役⽬戦前に戦争に突き進み、全く勝ち⽬がなくなっても、
特攻機、回転⿂雷等、兵員の命を代償にしたバカげた攻撃や、沖縄で⺠間⼈も巻き込んだ軍部の作戦による⺠間
⼈の⼤量死。なぜこんな事になったのかは、当時のメディアが政治と軍部に屈服して真実を伝えなかった事も、⼤きな
要素と総括されている。戦後は、この反省点にたって政権監視をベースとした報道を⾏うべくスタートした筈であったが、
しかるに、最近のメディアは政権に対する、監視が段々薄くなり、むしろ政権擁護の報道すら⾒えてきた。NHK でもニ
ュース編集⽅法や記者に政府広報部員のような⾔動の⼈が現れている。公共放送として政治がらみの件について
は、単にニュースとして内容を流すだけでなく、その裏にある問題点や今後の留意点の解説も必要と考える。ＰＭ
11.30 からの“時論公論”では重要案件の解説がなされているが放送時間が遅すぎるので、９時のニュースの構成を
変えて、重要案件については、解説員が説明するのも⼀案と考える。要は、政府広報の様な表向きのみではなくマス
コミとしてのツッコミの報道が必要である。また、コロナ問題で６⽉に２回ほど、ＰＭ６時に⾸相会⾒があったが、そのテ
レビ中継はＰＭ６時４５分に打ち切られ、ローカルニュースになった。ＰＭ６時から２０分ほど⾸相スピーチがあった
後、質問となったが、幹事会社の質問事項の回答が⼤半で、⼀般参加者の質疑応答の内容は殆んど中継されなか
った。記者クラブ員の質疑のみでなく、⼀般記者の質疑も⾮常に⼤切である。公共放送のＮＨＫとしては番組を変
更してでも完全中継すべきであったと考える。８⽉２８⽇の安倍⾸相辞任会⾒については、記社との全質疑が放送
されたが、これは良かった。今後も継続的な取り組みをお願いしたい。マスコミ、特にＮＨＫには戦後７５年を経過
し、武⼒に頼ることが世界的に広がっている現在、平和の下に問題点が解決するように、世界のメディアと協⼒し努⼒
願いたい。国家間の対⽴が厳しくなっており、戦争の危険が増している現在、収⼊⾯も含め独⽴性が保証されている
ＮＨＫとしては、毅然とジャーナリズムの本筋として、国⺠に真実を伝える放送を要望します。２、「◆保有するメディ
アの在り⽅について」への意⾒受信料徴収の頭打ちによる事業費⽀出の減少に備えて衛星波や⾳声波の整理を検
討される計画ですが、内容的な⾒直しが必要です。コロナ問題でクローズアップされたが、⾼校⽣クラブ活動にすぎない
⾼校野球が中⽌になると、さも⽇本⼈全員が落胆したかの放送内容であったが、⼤いに疑問を感じる。最近ではむし
ろ突出したマスコミの取り扱いで弊害が出ているのではないか。ＮＨＫは本⼤会ではＥテレも動員して放送時間の延
⻑も含めて全試合、全イニングの中継を実施している様に⾒えるが、⾼校⽣の⼀つのクラブ活動の取り扱いとして適切
かの吟味も必要である。さらに、最近は地⽅予選についても決勝戦（準決勝も︖）の中継があるが、放送番組を変
えられる多数にとっては、迷惑な話である。ＮＨＫを筆頭に、マスコミ全体が⾼校野球の取り扱いに異常さを感じる。
野球だけがクラブ活動ではない。また、放送波の減少に際しては、⺠放では採算の取れにくいドキュメンタリー番組等、
最もＮＨＫらしい番組を更に充実するように願いたい。要は⺠放との役割分担が必要で、総合的に充実したメディア
活動が必要と考える。ＮＨＫ開局当時とは全く情勢が異なっている。ついでに⾔うならば、ファミリーヒストリーのような
番組で、有名⼈の先祖をＮＨＫが⾦と時間をかけて製作しているのは⼤いに疑問であるし、オリンピックや国際⼤会
で外国同⼠の試合を⽣中継しているのも今後はよく吟味して費⽤削減に注⼒願い、コロナ禍において、国⺠の収⼊
も減っているので、あらゆる⾯でメスを⼊れて、受信料の低減努⼒をお願いしたい。以上 
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個⼈ （安全・安⼼を⽀え、あまねく伝える）についてＮＨＫの役割として、⾃然災害、国会中継、国家⾏事中継その他
⾊々⺠放が出来ない放送をじっくり、正しく放送する事は⽌めてほしくない。ＳＮＳ、報道の仕⽅、⼿段も多様化す
る今⽇でも、テレビ映像で残す事は、将来の記録として最も重要な事だと思います。どんな時代でも、後世に伝え続け
る事が⼤切です。ＮＨＫは平等で年令に関わらず番組作成をされてると思います。ところが最近経済的に苦しい事
や、家族や社会的問題をかかえてる事など、ちょっと、苦しくなる放送が、多いと感じます。そちらの⽅をクローズアップす
るのもわかりますけど、なにげない⽇常の幸せ感や希望、明るくなる放送もして欲しいと思います。陰も⼤切ですけど、そ
ればかりだと、夢が失くなり笑顔も失くなります。バランスが必要だと思います。（ドラマの内容にも）（新時代へのチャ
レンジ、社会への貢献）について・最近はチャレンジしすぎて、温故知新というように、⽇本の素晴らしい姿がメディアに
よって壊れて⾏くのを危惧致します。朝ドラ、⼤河ドラマ等、もう少し落ち着いた構成を望みます。歴史的に実在した⼈
物像など、その当時にはありえない⾔葉使い、⾏儀の悪さなどおかしい表現が多い気が致します。主⼈公の関係者に
失礼ではと感じたりします。若者にアピールする為に⼦供的で、⼤⼈の表現で、もう少し考えた映像であって欲しいもの
です。エール、いだてんは私にとって最悪で悲しい程でした。・ＡＭラジオが変って、失くなると以前⽿にしました。ＦＭ電
波は⼊りにくくどうなるか⼼配しています。番組も以前のように専⾨的な内容を掘り下げてじっくり聞く番組が少なくなっ
たように感じます。・テレビでは、先⽇放送された東京リボーンのような働く（仕事）の凄さをクローズアップされてまし
た。若者に仕事に対する有⽅、地味だけど技術⼒の⼤切さを伝える良い番組でした。・ＮＨＫはここ数年報道規制
があるのか、昔みたいに政治がらみの番組が極端に少なくなりました。政治に国⺠の声が届かなくなりました。安倍政
権の時、法案が沢⼭通されました。それに関する報道は報告のみの放送で、それぞれの意⾒を取り上げたり、国会議
員と国⺠との討論会みたいな番組も失くなりました。コロナ時代の今⽇、国⺠と政治を繋ぐ番組もあって良いと思いま
す。地⽅からは政治家も少なくなり、⼈⼝が多い都会には沢⼭の政治家が存在します。⼈⼝の少ない所では、声も
届かなくなっています。ＮＨＫは全国⺠の⽣き⽅、考え⽅、今地⽅がおかれている現状を報道によって伝える放送局
であって欲しいものです。（ＮＨＫらしさを実現する為の⼈事）・国からの資⾦と受信料によって運営されているＮＨ
Ｋなのに、最近芸⼈などの出場が多くバラエティー化している気がします。芸能⼈の⽅も素晴らしいとは思いますが、番
組によっては受けを狙ったりして、番組が軽易化する時が有ります。起⽤する事を０にするまでは⾔わないですけど、⾔
葉の滑⾆などアナウンサーと違って聞き取りにくい時が有ります。もう少し配慮して頂きたいです。・アナウンサーの⽅が地
⽅に来られ、また東京の放送から出られたりされるととても親近感が有ります。また応援したくなります。ＮＨＫは⽇本
の代表される放送局として、皆に愛され、誇りを持って、品格の有る放送局で有る事を願います。 

個⼈ ＮＨＫ経営への私の意⾒・ＮＨＫに限らずテレビ全体に⾔えるが、内容に魅⼒が少ない。全く⾒ないに近いが、ほと
んど⾒ない。そういう者からも⼀律の徴収というのは良くない。視聴時間に応じて料⾦を変えるなどの処置をお願いした
い。・ひところ家に障害者がいることで受信料の免除がされていたが、住⺠税の課税がされるようになったということで受
信料免除に該当しないとされた。障害者がいることには変わりないし、それほどに収⼊が多くなったわけでもなく、厳しく
取り⽴てるＮＨＫの姿勢が感じられ印象がとても悪い。・基本的にニュースには興味があるが、ＮＨＫのニュースは当
たり障りのないニュース報道のように感じる。場合によっては政権批判のようになっても⼤事なことはしっかりと報道する
姿勢を⽰してほしい。・政治⾒解を鋭く問い、国⺠の政治レベルを上げるような番組を多く作成、報道していただきた
い。・⼈権の問題の⼀つに沖縄の⼈々の問題がある。戦争で散々な⽬に遭い、今もたくさんの基地を抱える沖縄の
⼈々の気持ちに寄り添い、きめ細かく報道すべきだ。・⼈の⽣き⽅・⽣き様や⼈権や社会全体や⾃然環境、科学に
対する私たちの⾒る⽬を養うようなレベルの⾼い教養番組を多くしてもらいたい。そういう点で物⾜りない。 
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個⼈ 私は退職して１５年過ぎ、仕事中に忙しく、政治、経済等、⼗分に教えられなく過ごしました。退職後は毎⽇、ケイタ
イラジオでいつも第⼀、第⼆毎⽇聞いていました。退職前は、ＮＨＫに対して、何事も信頼して、視聴していました。
しかし、退職後からは、多くの事を学び、⾒聞を⾃分なりに広めました。この５年あたり前からＮＨＫの変化、内容の
あやうさ等、⼼配事が⽬⽴ちました。箇条書きで書きますので、ぜひ解決してほしいと考えます。１、受信料の公平さ
と、受信料⽀払う⼈の意⾒の反映と主体、希望者のみが受信できるシステム化の無料で視聴できる器機が多い。
２、⺠営化と国事放送・災害等のニュースは、国税で（１︓１で）３、放送倫理委員会の活動と内容公表と⺠
主化。４、「０５７」から「０１２０」へ。（例.ＮＨＫふれあいセンター等）５、以前のＮＨＫのよさが失なれてい
る。とくにクローズアップ現代。与党の批判めいた内容は、ほぼなくなった。（外国の政治、国内外経済よい）「⺠放の
１９８０」「プライムニュース」に押され、現在の⾒当らしい内は、くわしい⽅の（専⾨的）ＮＨＫにはない。おくれて
登場することもある。６、今、ＮＨＫで、⼀番いい番組は、当時すばらしかった時のアーカイブの内容である。７、ＮＨ
Ｋは最近、宣伝が多すぎる。番組の終わり２分ぐらいカットして宣伝する。８、ＡＭ.８︓００「エール」の後に、朝イ
チで解説（エール）をする。ドラマの個々の気持ちが薄れる。ドラマの本質が、キャスターに利解されていない。９、和
やかなムードは⼤切だが、⼤声、ジェスチャー、⾝ぶりが、⼤げさ。アナウンサーや気象⼠までが、し、⾒苦しい。１０、ニ
ュースは事実を伝えるだけで、内容が、ない。しっかりした解説がほしい。決定事項の後のことはくわしくよいが、それまで
の過程は伝えない。１１、ＮＨＫらしい、昔のような、すばらしい番組であってほしい。内容のある番組に努⼒してほし
い。おわらい、クイズの乱発、バカ等など、⺠報のまねはしなくてよい。視聴率も気にしなく、与党にも気にしなく⼒いっぱ
い活動し、⺠主国家の教養を⾼め、⼈事権を取られないようなＮＨＫでありたい。せめて、戦前のような形、戦前に
向うようなＮＨＫであっては、さみしい。よい番組が、夜おそい時間や、早朝になったり、しては、⾒てほしい⼈が、⾒ら
れない。私はＮＨＫなら⼤丈夫と思っているが、⼼配の⽅向に進んではいないかと⼼配している。ＮＨＫ契約者が主
体になるＮＨＫになってほしい。私はＮＨＫを⼤事にしていると⾃負している。 

個⼈ ５、「ＮＨＫらしさ」を実施するため⼈事制度改⾰ＮＨＫアナウンサーの担当番組は早い⼈は１〜２年で交替して
いるがある⼥性アナウンサーは２番組とも２０年以上担当している。若い⼈が出る機会が無くなっている。２０年以
上担当している事は２０年以上転勤が無い事ですからこれを改⾰して欲しい。 

個⼈ １０年ぐらい前でしょうか。企業や公共機関など様々な組織で、計画案の作成の仕⽅が変わってきたと感じたのを覚
えています。地元の⼤学でも「フローチャートなんか書くな。具体的にどうやって実現していくか分からないモノなんか⾒た
って仕様がない」と教授が学⽣に⾔っていました。まとまり良く計画書を作成するよりも、実現することの⽅が⼤事なんだ
から、と⾔っていました。こんな⾵に伝え⽅が変わったのは、ＮＨＫの影響でもあると思います。そのときのＮＨＫは私か
ら⾒て「掘り下げ」をとても⼤事にして番組作りをしているように⾒えました。しかし、震災でそれどころではなくなり、アベノ
ミクスが始動し始めたころから、伝え⽅や番組作りが効率的になってきて、価値を育てる時間が消えてゆきました。そし
てＮＨＫファンである私にとって、「番組を⾒る楽しみ」が、どんどん減って⾏きました。「ＮＨＫ経営計画（案）の概
要」を⾒てとても驚きました。かつて様々な番組を通して⼤事なことを伝わるように⼯夫してから丁寧に伝えることを教え
てくれたＮＨＫが、今回とても昭和的な計画案を作成したので、本当にびっくりしました。まるで、どのような理由で会
社の価値が⽣み出されているかを知らない⼈が、買収した企業に対して強引に業務改⾰を進めるために突きつけてき
た様な計画案みたいでした。トップのレジリエンスと現場のレジリエンスに差があると結果が出にくいと聞きます。ＰＤＣ
Ａサイクル的な管理は現場の意欲を削ぐと⾔われています。⼼配です。それでも、今でもＮＨＫは最先端の情報とし
て「健全な⺠主主義の発展に貢献」するべく、「欲望の時代の哲学」という、クールで⾒ごたえのある素敵な番組を⽣
み出しました。その番組の内容は今回の計画案とは正反対で、スリム化ではなく、理性を磨き、「⾼度で複雑なものを
ゆっくり理解していくことの健全さ」を訴える哲学者の挑戦の物語です。視聴者は、今回の計画書と番組内容との⽭盾
をどのように解釈し、受け⽌めたらよいのでしょうか。視聴者はこれからのＮＨＫを信頼できるでしょうか。我が家が縮⼩
が続く経済の中でも中流でいられるのは、ＮＨＫのおかげです。ＮＨＫは所得が下がらない⽅法を教えてくれました。
だから受信料の値下げは我が家には必要ないのです。値上げすると⾔われたら、受け⼊れてしまうと思います。我が家
に必要なのは、これからも「⾼度で複雑なことを単純化せずに、ちゃんと丁寧に教えてくれる番組」です。実⽣活で役に
⽴った番組で、⽴教⼤学教授の芳賀繁先⽣の２０１７年３⽉２４⽇放送「視点論点」の「ヒューマンエラーと新し
い安全マネジメント」では、トップから現場だけではなく、営業、⼈事、にいたるまで、同じ情報を共有していた⽅が、事
故やミスが少なく、業務の発展性も格段に上がるということを説いています。そして、⽬標を実現させるためには⼈員確
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保が⼤切で、できていない事に⽬を向けると意欲が消えるという結果も導き出しました。スリム化・最適化・ＡＩ化の⾏
きつく先は横並びのレッドオーシャンで、際限なく縮⼩してしまうと考える⼈も多くますから、そういった考えの視聴者たちと
の信頼関係はどうやって築いていこうと思っているのか知りたいです。最後に、貢献⼒が下がらないよう願っていることを
書きます。① この先⾟くならないように「永続性」に配慮して運営をしてほしい。② 少々コストがかかっても、「⾒つける
⼒」を磨くことが⼈を引き付けるということを忘れないでほしい③ 分かりやすさや効率を優先せずに、視聴者が番組を役
⽴てることができる所まで深く物事を掘り下げて、⾼度なことを丁寧に伝えていくことが、⺠主主義を健全に育むことに
繋がるという事を忘れないでほしい。他局より優れているこの３つが損なわれないことを願っています。コロナが終わって
も、⿃インフルエンザのパンデミックが来るかもしれないし、南海トラフと千島沖同時震災ということもあるかも知れない。
スリム化で機能しない放送局が出たら元も⼦もありません。永続性とは⽣き残り続ける能⼒のことのようです。「サイエン
スゼロ」などで、アリの観察を例に取り上げていました。⼈員に余裕を作らない⽣き物は、歴史上⽣残っていないと感じ
る内容でした。「強靭」というスローガンを掲げる組織は怖くて近づきがたいです。どこかと闘っているのですか︖ ⽇本の
どの組織にも「皆それぞれ」成功して欲しいので、競争を連想させる⾔葉を聞くと気分が滅⼊ります。今回、「ちゃんとや
っている」という主張だけが感じられる計画案でした。ＮＨＫから「肝⼼なことを⾒つける⼒」が消えないように⼼から願っ
ています。勝⼿で申し訳ないです。ＮＨＫが頼りです。 

個⼈ （１１）提出意⾒＜公共メディア・ＮＨＫ５つのキーフレーム＞の中で、３．あまねく伝える ４．社会への貢献 
について実際に放映された番組について述べます。２０２０年８⽉８⽇、放送（再放送）の「逆転⼈⽣」でとりあ
げられた「ＡＳＵＫＡモデル」は⼤変、有益な番組でした。さいたま市の⼩学校で駅伝練習中の⼩６の⼥児（●●
●●●ちゃん）が突然倒れ意識不明となった事故。現場に⽴ち会った教師や保健師さんの応急処置（救命処
置）が誤った為、尊い⼥児の⽣命が失なわれました。学校には、ＡＥＤが設置されていたにもかかわらず、救急隊が
到着するまでに何ひとつ⼥児に対し、救命処置がなされなかったのです。その原因は、現場に居合わせた教師（保健
師さんを含む）らの判断の誤りでした。（１） ⼥児に脈があったと判断した（実際には脈はなかった。）（２） ⼼
臓が⽌まった直後に⾒られる「死戦期呼吸」を呼吸があったと判断した⼼肺停⽌状態になっていたにもかかわらず、上
記（１）と（２）の誤った判断により、⼼臓マッサージ（＋⼈⼯呼吸）やＡＥＤの使⽤をしなかったこと学校で亡く
なった、●●●ちゃんの両親は学校側に真相を説明するように求めたが、納得のいく説明が得られなかったこと先程の
教師達の応急処置（救命処置）がなされなかったことの学校側の責任を認めようとしなかったこと納得のいかない両
親は、学校側の不⼿際の真相解明と損害賠償責任を求める訴訟も考えていました。遺族と学校の対⽴は決定的で
した。教師達も故意に虚偽の発⾔をした訳ではありませんでしたが、基礎的な救命の知識がなく、その場で実践できな
かったのです。そこに両者の対⽴の原因があったのです。その時、さいたま市の●●教育⻑が「私が⾏くしかない」と両
親を尋ねて学校側の⾮を認め謝罪しました。そして、真相の究明を約束しました。娘の●●●ちゃんも⽇頃から学校
が⼤好きで、学校と争うことを好んではいないとの両親の配慮から提訴はしないことにしました。このことは、何でも訴訟
に持ち込もうとする現在の⾵潮に対する⼀つの警鐘でもありました。＜結語＞（１） 今回のように「⼼臓停⽌状態」
になった場合の応急処置（救命処置）の正しいやり⽅を「あまねく伝える」こと（２） 各地（学校や職場等）で実
施されている、救命処置の研修の時に、このような番組を利⽤することで、より訓練が⾝近くなり、効果が上がると思い
ます。（ＶＴＲの貸出・領布等）それこそが「社会への貢献」ではないでしょうか。適切な救命処置がとられていれば
●●●ちゃんも助かっていたはずです。「ＡＳＵＫＡモデル」として全国に設置されているＡＥＤの正しい使⽤で多く
の⼈の命が助かることを、天国の●●●ちゃんが望んでいると思います。 

個⼈ ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）案に対する意⾒ラジオの３波から２波の整理・削減に反対です。理由
は、現在の⾃分の⽣活の在り⽅に変更を強いられるからです。聞き流しして知識を得ることに評価しています。また、ラ
ジオ体操は第１で⼀回、第２で三回利⽤しています。古典・語学・宗教・⽂化・⾔葉・視覚障害の部⾨は有益に評
価しています。誤った「部⾨管理」は職員⼀⼈ひとりの創造性を最⼤限に⽣かすことにはなりません。放送⼈のアナウン
スメント効果に関⼼があります。複数波は諸外国の常識です。ＮＨＫに対する国⺠・視聴者との信頼関係を損なわ
ないことが⼤事です。ラジオ波よってＮＨＫサービスセンター発⾏の「ラジオ深夜便」、ＮＨＫ出版のテキストが役割を
果たしていることで毎⽉購⼊しています。歴史の再評価を期待しています。このことを実現するためには、放送の健全
な発展が必要です。営利を⽬的にしない、国家の統制や同調圧⼒からも離れて、国⺠のために放送を⾏うことが必
要不可⽋です。放送⽂化は⼈にとって⽣活そのものではなく、しあわせにするものです。⽣きるうえでなくてはならない糧
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として、⼤切なものです。２０１５年９⽉に国連総会で採択された「持続可能な開発のための２０３０⾏動計
画」に、世界を変えるための１７の⽬標がありますが、なぜこの⽬標が設定され、何が問題となっているか、計画をとりく
まなかったらどうなるのか、ＮＨＫには何ができるのかを発信してほしい。⽬標５のジェンダー平等を実現することはなぜ
⼤切かの計画。ＮＨＫ（⽇本放送協会）１９２６年設⽴、ＮＢＣ（アメリカ）１９２６年、ＢＢＣ（イギリス
放送協会）１９２７年設⽴、ＣＢＳ（アメリカ）１９２７年、ＡＢＣ（アメリカ）１９４３年などの歴史ある。
蓄積された⾒地をふりかえり、そして夢を語ってほしい。現状の⼆元体制の良さに慣れた中で、「あたらしいＮＨＫらし
さの追求」することで、⼤事なものを失ってほしくない。⼝は⾷べ物を摂取する場所ですが、⼝から出てくるのはことばで
す。放送⼈の声の調⼦を気にしている毎⽇です。ことばは⼤切にしたいものです。６９歳男 

個⼈ ＮＨＫ経営計画意⾒募集係御中〜私がＮＨＫに求め続ける、“３つのモノ”〜１、 ⾮常時・災害時に強い、ＮＨ
Ｋ︕２、 報道に強い、ＮＨＫ︕３、 歴史物に強い、ＮＨＫ︕１、⾮常時・災害時に強い、ＮＨＫ︕に求める物
“アナログのＡＭラジオ”は、絶対に続けて下さい︕︕２年前（２０１８年）の９⽉前半に、２つの⼤きな⾃然災
害が発⽣しました。１つ⽬は、台⾵２１号―近畿地⽅中⼼に襲った物。２つ⽬は、北海道地震―ブラック・アウトが
発⽣した物です。※２つの被災経験者が語った、⼀番頼りになった情報の⼊⼿⼿段と⾔えば、やはり、“アナログのＡ
Ｍラジオ”でした。※⽇本は、“災害⼤国”ですので、「停電して、当たり前」では︖※「インターネット回線が使えな
い︕︕」時が発⽣しても（通信障害）、「ラジル・ラジルが使えない︕︕」時が発⽣しても（システム障害）、携帯ラ
ジオと電池が有れば、必ず聴けます。停電時でも、勿論。２、報道に強い、ＮＨＫ︕のスゴイ所―とにかく、詳
細︕︕“各解説員の⽅々”が、特にスゴイ︕︕他、内部のデスク、記者、カメラマン等の⽅々が伝えられる事。とにか
く、時報明けの全国向けニュースも、⾮常に詳細で感⼼します。⺠放の⽐では有りません。外部の専⾨家に意⾒を求
める場合でも、“外れの⼈”は、余り居ません。３、歴史物に強い、ＮＨＫ︕－この証⾔者の⽅、どうやって探されるの
ですか︖︕ラジオ深夜便を中⼼に、毎年８⽉（終戦）と１２⽉（開戦）になると、“戦争体験者の話”が、シリー
ズで放送されますが、“毎回、スゴイな”と感⼼します。本当に、どうやって探されるのですか︖※最後に－私はʼ００年
３⽉から専ら、ラジオ⽣活で、⾃宅に「テレビもインターネットも、有りません。ＮＨＫ－Ｒ１を聴けば、⺠放ラジオの不
⾜分も補える為、上記２つも（＝テレビもインターネット）、新聞・週刊誌の定期購読も、必要有りません。これから
も期待しています。頑張って下さい︕︕２０２０年９⽉２⽇ 

個⼈ 福岡県在住の主婦です。3 年経営計画への意⾒を送らせていただきます。  貴社の 5 つのキーフレームにあるように、
5 つの観点から今の時代、そして未来に⼤きく影響を与える気候変動の情報発信を計画に⼊れていただくことを強く
求めます。 先⽇、国内各所に甚⼤な被害を及ぼした巨⼤台⾵、豪⾬の事例は記憶に新しいところですが、今も排
出され続けている温室効果ガスの増加によって、今後、このような⽔害等の更なる頻発化・激甚化などが予測 されて
います。こうした事態は、もはや「気候変動」ではなく、私たち⼈類や 全ての⽣き物にとっての⽣存基盤を揺るがす「気
候危機」と表現するべき事態です。 2015 年に合意されたパリ協定では「平均気温上昇の幅を 2 度未満とする」⽬
標 が国際的に広く共有されるとともに、昨年公表された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の 1.5 度
特別報告書においては、「気温上昇を 2 度よりリスクの 低い 1.5 度に抑えるためには、2030 年までに CO2 の実
質排出量を 2010 年⽐で 45％削減、2050 年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要」とされておりま
す。 しかし現状では、1.39 度まで上昇しているとの試算まで出てきています。私たちには時間がありません。 2 度を
超えた場合、更なる⽔害、⼲ばつ、感染症の拡⼤、⽣物多様性の崩壊、⽔不⾜、⾷糧危機、氷河が溶けることなど
に⻭⽌めがきかない状態になり得ると予測されています。 これらを解決に導くためには社会システムの変⾰が必要とな
り、全⼈類⼀⼈ひとりがこの問題と向き合い、⼀丸となって取り組まなくてはなりません。 世界はこの問題に対して⼤き
く動き出しているにも関わらず、⽇本にはこの危機的状況を報道してくださるメディアがほとんどない状況にあります。その
⼤きな理由の⼀つとして、スポンサーとの利害関係にあると考えます。 ⼀⽅で貴社の「放送ガイドライン」は、  “ＮＨＫ
は、公共放送として、憲法で保障された表現の⾃由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く
提供し、健全な⺠主主義の発展と⽂化の向上に寄与する。 この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の⽴
場を守り、番組編集の⾃由を確保し、何⼈からも⼲渉されない。ニュースや番組が、外からの圧⼒や働きかけによって
左右されてはならない。NHK は放送の⾃主・⾃律を堅持する。 全役職員は、放送の⾃主・⾃律の堅持が信頼され
る公共放送の⽣命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。” と定められています。今、私たちが直⾯する
難題の認知を、多くの⽅に広めることが出来るのは、貴社しかありません。 そして、災害対策基本法で報道機関として
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唯⼀、指定公共機関に定められている貴社は災害の際、迅速かつ正確な情報を提供してくださり、国⺠から圧倒的
信頼を得ています。そんな貴社はどうか、災害情報だけでなく、気候危機に関する根本的な原因と解決策について報
道していただきたい。私たちは⼗分に解決策を持っています。それこそ本来の報道のあり⽅ではないでしょうか。 今、⾏
動を起こすかどうかで私たちの未来は⼤きく変わります。⼈々は気候変動の情報が不⼗分で、⼤多数の⼈は関⼼をま
だ持てていないかもしれません。けれど、全ての⼈へ影響を与える問題を問題として認識することで、多くの⼈が動き出
すはずです。それを伝えるメディアの社会的責任は計り知れません。気候変動を危機として扱い、⽇本を牽引して下さ
い。 宜しくお願い申し上げます。 

個⼈ 「ＮＨＫらしさ」を実現するための、新時代へのチャレンジと⼈事制度改⾰・今後のＮＨＫはアナウンサー部⾨では、
従来、⼈のアナウンサーと（⼈⼯）ＡＩを使った⼈⼯知能とが５０％．５０％で放送する時代が到来すると思う。
今のＮＨＫを視聴していると、天気予報を説明する⼀部の予報⼠（⼥性）が不適切なことば例えば（今⽇、皆様
の⼀⽇がいい⽇でありますように）とＮＨＫの天気予報の終了する最後の時間に述べています。私が思うに、幸せな
⼈ばかりではない⼈々が、多⼤であると思う。ＮＨＫは⽇本放送協会であることをもう⼀度放送法に則り、私的な⾔
葉は、公共の電波では話さないことを規則に則り、それに則れない者は、配置換えした⽅がいいとつくづく思う。そして、
アナウンサーが予報⼠を兼ねているのもの問題であり、アナウンサーはアナウンサー、予報⼠は予報⼠１⼈の⼈は１つ
に専念させる⼈事を望む。視聴者の声として 以上 

 


