平成２０年度の“約束”
※施策はおもなものを挙げており、網羅しているわけではない。

ＮＨＫ全体の“約束”

評価指標

今年１月に明らかになった職員によるインサイダー取引は、これまで行ってきた数々のコンプライアンス徹底の施策が、結
果的には全役職員の心には届いていなかった、報道機関であるＮＨＫの使命の何たるかが徹底されていなかったと認めざ ＮＨＫ全体の“約束”の達成度を計る指標として、下記の４項目９ポイントを組み合わせていきます。平成１９年度
るを得ないものでした。ＮＨＫは、新しい体制のもと今度こそ不退転の決意で、あらゆる手段を尽くして不正と決別することを の評価結果は今年５月末に公表されますが、どのポイントも前年度比向上をめざします。
・信頼されているか（放送、経営）
お約束します。
失った“信頼”を取り戻すだけではなく、さらに“信頼”を高めていかなければなりません。放送の自主自律を堅持し、正確 ・必要とされているか（役に立つ、親しまれる、接触の度合い）
で公平・公正なニュースや、多様なジャンルで良質な番組をお届けすることこそ、ＮＨＫの使命です。全役職員は公共放送 ・社会に貢献しているか（質の高さ、影響力、先見性）
に携わる者としての高い倫理観と使命感を胸に、長年培ってきたＮＨＫブランドという最大の財産を生かし、時代の変化に ・効率的・効果的か（コストに見合う成果）
スピードをもって対応しながら、みなさまの期待を上回るサービスの提供をめざしていきます。
個別の“約束”
大項目

おもな施策（※）

評価指標

目標

小項目

リスクマネジメントと
コンプライアンス
推進体制の構築

○アクションプランの策定と推進
○リスクマネジメントの体制および業務フローの確立
○リスク低減に向けた具体施策の実施

○策定したアクションプランに対する進捗状況をリスクマネ
ジメント委員会に報告

○本部および全地域放送局でのリスク洗い出し作業の実施
○洗い出されたリスクの評価と優先順位付けおよび低減施策の推進

○IT統制の確立
○情報セキュリティの強化
○内部統制機能の整備に連動したシステムの整備

○外部評価によるIT統制の達成度
○内部統制機能とシステムの整合性
○情報セキュリティに対する職員の意識変化と事故件数

○ＩＴ全社統制の構築
○ＩＴ活用により、効率的な業務支援の実現
○見える化作業を通じたＩＴ関連のリスク低減
○「情報管理規程」の策定
○個人情報保護の徹底

○内部監査手法の確立

○年次計画の進捗状況に合わせ実施
・上半期 拠点局／下半期 本部
○結果をリスクマネジメント委員会に報告

○業務プロセス監査の試行
○内部監査室内の体制整備
○内部監査室による関連団体監査

○ＮＨＫグループの内部統制確立

○右記調査項目の報告と検証および立案した対応策のまと ○関連団体ごとに事業に係るリスク抽出の調査結果にもとづき、団体
め
ごと、またグループ全体の具体的な対策を立案・実行
○関連団体ごとの実行とその後の検証のまとめ
○ＮＨＫの関連団体に対する管理の状況を把握するために、全社統制
項目に関する調査を行い、改善策を立案し実施
○情報セキュリティの強化に向け、監査法人による実態調査を行い、そ
の結果をもとに各社およびグループ全体の管理体制を構築

○策定した年次計画に対する進捗状況をリスクマネジメント ○インサイダー取引事件の反省に立ち、全職員が公共放送人として高
委員会に報告
い倫理観を持つよう周知・徹底
○２１年度を初年度とする中長期経営計画の策定に合わせ、２０年１２
月を目途に全面改定し、年度内に全職員一人ひとりに周知し、誓約を
求める
○施策や意識の全職員への浸透
○これまでの職場内、職場間コミュニケーションの問題点を洗い出し、
・管理職と一般職、管理職相互などさまざまな職場コミュニケーションを活性化さ
活性化施策を策定
せ、課題や問題意識の浸透を図る
○基本的な仕組みとしてまず、発生した課題や問題意識の協会内での
報告、共有ルートを確立
○ＮＨＫ本体、子会社等共通の取り組みとする
○「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」の全面改定と、職員への周知徹底

①

経営に対する
信頼性を
確立します

コンプライアンス徹底を
組織風土とするための
役職員の意識改革

○役員と職員との対話活動の推進
・ミドル層を対象とした対話活動を、全放送局で実施
・本部では、テーマを設定して直接参加者を募る対話も実施

○参加者を対象にアンケート調査を実施し、四半期ごとに集 ○アンケート結果を活用し、役職員の意識改革をすすめる
約・報告

○通報制度の利用活性化
・通報制度の見直し
・通報窓口の認知度向上と運用の円滑化

○アンケート調査（職場環境整備に向けた評価・提案シート ○内部通報された課題に的確に対応し、情報を提供
および“約束”アンケート等）の結果への反映度で評価
○認知度の向上

○集合研修のカリキュラムを身近な事例に基づくより具体的な内容とし、理解促
進・意識向上をさらに徹底
○職場の要となるミドル層のマネジメント力強化に向け、各研修内容をさらに充
実
○公金意識研修をより充実して、新採用者から管理職層にわたる各職員層で
実施

○受講者の研修アンケートと研修事後レポート、研修担当 ○集合研修：年間８３研修、受講者４３００人
者の研修実施報告書で効果を検証
○公金意識研修：年間７研修、受講者１１８０人
○総合リスク管理室、内部監査室との連携を強化し定期的
な研修改善作業を実施

○集合研修や公金意識研修のほかに、各職場レベルでも意識向上に資する具 ○各職場との連携を強化し実施状況と受講者の意識を随時 ○効果のある取り組みとして各職場に定着するよう、勉強会プログラム
体的事例に基づいた勉強会等を定期的に推進
把握
の開発も含めて継続性のある実行体制を確立
○マネジメント能力の向上に資する人事施策の実施
・専門性の育成に加え、組織のリーダーとしての業務管理能力を高めるため、
現場職員の管理セクション体験を促進する異動やその他の施策の実施

○異動方針の明示および異動結果
○現場・管理セクション間の異動等を計画的に実施し、現場のマネジメ
○考課表記述内容やアンケート等による対象者の意識把握 ント能力向上に向けた体制を整備
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個別の“約束”
大項目

おもな施策（※）

評価指標

目標

○統合に関する法的手続きの完了と官報等への告示
○統合半年後（中間決算）、１年後（決算）における決算見込
みや事業報告
○統合準備に係るものについては、経営委員会等にその都
度報告（年初のスケジュールとの対比）

○２０年４月１日、地域子会社６社を統合してＮＨＫプラネットを、技術子
会社２社を統合してＮＨＫメディアテクノロジーを設立
○テレビ国際放送新会社を２０年４月に新設した上で秋までに増資を完
了し、外国人向けテレビ国際放送開始に向けて体制を整備
○ＮＨＫ情報ネットワークと日本文字放送を統合した“報道新会社”の設
立、ＮＨＫ共同ビジネスとＮＨＫオフィス企画を統合した“事務総合サ
ポート会社”の設立について、２１年４月をめざして諸準備を進める
○国の公益法人制度改革にあわせて、ＮＨＫ関連公益法人のあり方に
ついて、具体的な検討に着手

小項目
○子会社等の再編・統合
・地域放送および国際放送の充実、放送技術のＩＴ化に対応できる関連団体の
体制を整えつつ、さらに次段階の再編・統合の具体的準備を推進

○ＮＨＫとの取引の透明性の確保
・売上の半分を占めるＮＨＫとの取引の透明性を向上させるため、関連団体の
業務ごとの売上（ＮＨＫ支払）と原価（関連団体支払）の適正性をサンプル調査
等により検証
○あわせて各団体の決算において、ＮＨＫとの取引とそれ以外との取引に区分
した分析を行う

“グループ経営”の
視点を取り入れた
効率的な事業運営

○１９年度のＮＨＫと関連団体との取引について、団体ごとにサンプリン
グし、当該契約の団体側の原価を監査法人により実地調査、調査の結
果は必要により、２１年度以降の番組単価、契約額等に反映
○また、各団体の決算において、ＮＨＫとの取引とそれ以外との取引に
ついて区分した分析を行い、それぞれの原価、利益率等を明確にして、
２０年６月の関連団体決算概要の説明とあわせて、経営委員会等に報
告

○随意契約を見直し、競争契約を推進

○個々の随意契約の内容等を検証し、競争契約化が可能
なものは見直しを実施

○対前年度の競争契約率の向上（１８年度：６２％）

○副次収入の確保

○副次収入の進捗状況

○副次収入の目標額１００億円を実現
○新しい回路に向けた番組提供事業を検討し、関連団体による携帯電
話ニュース配信事業を立ち上げる
○ＮＨＫオンデマンド事業における提供部門の役割を果たし、円滑な事
業推進を支援

○大型配当の実施

①

経営に対する
信頼性を
確立します

○２０年度実施の配当については、大型配当を実施し、予算に計上し
た配当総額３４億円（ＮＨＫ受取額２５億円）以上を実現

○業務管理・経費管理の徹底
○本格運用後、内部統制業務プロセス監査でコントロール ○不適切事例の改善に向けた指導の徹底、ルール・制度等の見直しを
・経理・勤務処理上のミスを簡単にチェックできる全部局共通の「新業務管理シ が働いているか（自己点検がおこなわれているか）をチェック 提言
ステム」を構築し、全管理者および部局総務が経理・勤務処理の点検を行う
○「３か年経営計画」で掲げた要員１２００人削減の達成
○徹底した業務の見直しによる経費削減の継続

ＰＤＣＡ
（計画－実行－評価－
改善）サイクルによる
経営管理の仕組みの
構築

○２０年度４２０人削減
○２０年度予算における経費削減の進捗状況

○２０年度予算で見込んだ経費削減額の達成

○予算・事業計画の執行状況を、改正放送法で定められた「四半期業務報告」 ○予算・事業計画の達成度を把握するため、“約束”で示し ○ＰＤＣＡサイクルを徹底するため、「四半期業務報告」においては、課
で公表していく
た評価指標や目標を活用
題の把握と、改善に向けた取り組みについても公表していく
○決算の分析・評価を行い予算施行に反映させ、予算施行の分析・評価を次年
○予算編成におけるＰＤＣＡの見える化と徹底
度予算編成に反映させる
○職場環境評価に基づく改善への取り組みを継続実施

○調査結果の経年分析
○各部局の取り組み状況の把握

○毎年の職場環境評価サイクルの積み重ねにより、従業員満足度を
維持・向上

○２１年度を初年度とする中長期経営計画の策定
○視聴者のみなさまがＮＨＫに期待する役割とは何なのか、 ○将来にわたって、公共放送の存在価値を高めていく
・「デジタル化、ＩＴ化、放送と通信の融合化」「少子高齢化の進展による人口減 ニーズを徹底的に分析
少」「地域格差の拡大」「若者のテレビ離れ」等、環境の変化を見据えた上で、将
来にわたってＮＨＫはどのような役割を果たしていくのか、明確なビジョンを示す

時代の変化に対応した
公共放送の新たな役割
の明確化

○環境経営の推進
・エネルギー消費量の抑制
・省資源・廃棄物対策の推進
・環境マネジメントの推進
・公共放送キャンペーンと連動して、ＮＨＫの取り組みをアピール

○各部局で実施する様々な環境経営の施策について把握 ○放送との連動も図りながら、環境経営のアクションプラン施策を着実
し、四半期ごとに取り組み状況を報告
に推進し、取り組みの結果を「環境報告書」等で公表
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個別の“約束”
大項目

各波の特性を生かし
幅広い世代に親しまれる
多彩な番組を放送

いのちと暮らしを守り
確かな指針となる
信頼される情報の発信
信頼される
質の高い放送を
②
通じて
社会や文化の
発展に尽くします

おもな施策（※）

評価指標

目標

小項目

全国ネットワークを
生かした体制を整備し
地域社会に貢献

人々が支え合い
ともに生きる社会を
めざし
地球環境など
様々な問題を考える
公共放送キャンペーン
を展開

通信と連携し
多様なメディアに向けた
サービスの充実

○総合テレビは、夜間編成の時間帯ごとに特徴や視聴対象を明確にし、より幅 ○放送の評価指標は以下の４つの観点から測定していく
広い年齢層の視聴者のみなさまに親しまれる番組を放送。夜８時台には新た
・接触（リーチ）
に、親子で楽しめるドラマを放送
・質（クオリティ）
○２１年１月に放送開始５０周年を迎える教育テレビは、大幅な刷新に向けた３
・影響（インパクト）
か年計画の２年目として、健康、子育て、語学など実用番組を充実。また、５０周
・受信料に見合う価値（コスト）
年に関連した特集番組やイベントを積極的に開発
○衛星放送については、衛星ハイビジョンは“未来への映像遺産ー文化・芸術 ○４つの観点を支える調査として、
波”、衛星第１は“地球の今にダイレクトアクセスー内外情報＆スポーツ波”、衛 １．【放送評価調査】（１９年度から実施）
星第２は“楽しさいっぱい、ふだん着のＢＳ－娯楽＆アーカイブス＆難視聴解消
＜全体評価＞
波”として、各波の個性を生かした番組や編成を展開
信頼、満足、親しみ、独自性、社会貢献
○国内・海外の優れた制作者の企画による多彩な番組を放送し、放送文化の
＜側面評価＞
発展や“開かれた公共放送”の実現に努める
正確公平、生命財産を守る、娯楽性、知識教養、
○ラジオ第一は、機動性やインターネットの双方向性などメディアの特性を生か
実用性、地域への貢献、文化の継承発展、福祉、
した番組を開発し、聴取者のみなさまとの結びつきをさらに強化
教育、国際理解
○８月のオリンピック北京大会では、全２８競技を初めてハイビジョン中継すると
ともに、オリンピックをより楽しめる詳しい情報を、データ放送やインターネットで
提供
２．【視聴者反響】
○９月のパラリンピックについては、関連番組とともに競技の模様を放送し、障
害のある方たちの活躍を紹介
○スポーツは、大リーグなど世界最高のプロスポーツの醍醐味を伝えるととも
に、アマチュアスポーツの振興に努める
○実用化試験放送を行っているデジタルラジオについては、動画コンテンツや
移動体向けサービスの開発に取り組むとともに、簡易動画放送設備を開発
○災害、緊急報道を強化し、ニュース番組を充実
・朝の基幹ニュース「おはよう日本」の内容を刷新
３．【制作コスト】
・携帯端末向け緊急報道情報の充実
○年金、医療、税負担や高騰する原油価格、テロ対策など日本と世界の課題に
ついて、正確な情報を迅速・的確に伝える。また「日本の、これから」は引き続
き、市民が参加する討論を通して今日的課題に向き合い、日本の将来像を探
４．【全国個人視聴率調査】【全国接触者率調査】
る。「クローズアップ現代」は機動的な取材・制作により、社会の様々な問題に光
【(株)ビデオリサーチの視聴率データ】 等
をあてる
○７月の洞爺湖サミット、１１月の米・大統領選挙など世界的に注目を集める出
来事を、その背景や影響を含めて詳しく伝える
○放送の安定送出・安定的な電波確保の実施
○制作・送出システムの高度化、高機能化のための設備開発
○広がる格差、少子・高齢化、雇用、教育、医療、福祉、農業など、地域社会が
抱える課題を全国各地の放送局がしっかりと取材し、地域向け番組や全国向け
番組として積極的に発信
○地域向けのワンセグ・データ放送を開始し、各放送局のホームページとあわ
せて、きめ細かな地域情報を提供
○放送局のニュース番組設備のハイビジョン化整備
○放送局への映像素材交換システムの整備
○地域放送会館の建て替え
○地域実態に応じた放送サービスの充実・強化へ向け、地域放送局を支援す
○放送事故件数（設備事故、人為ミス）
る人事施策を検討・実施
○環境問題について、地球的な規模と身近な視点の両面から考え、解決へのヒ ○システム開発成果（番組での活用、高度化、高機能化）
○放送局設備のハイビジョン化率
ントを探るキャンペーンに、全国の放送局が取り組む
○「ＮＨＫスペシャル 北極大変動」「世界一周！地球に触れる・エコ大紀行」な ○映像素材交換システムの活用度、導入効果
どの番組を通じて、地球環境の大切さを伝えながら、環境問題を解決するため ○会館建設の進捗状況
・横浜局：２２年度完成
に何をしたらいいのかを視聴者のみなさまとともに考える
○認知症、うつ、障害者支援、介護などをテーマに、患者や家族のみなさまとと ・甲府局、千葉局：２３年度完成
もに考える番組を引き続き放送
○「福祉キャンペーン（ハートプロジェクト）」「防災キャンペーン」など、放送と連
動してイベントを実施
○新しい“行政の指針”に則り、視聴覚障害者に向けて字幕放送や解説放送を
充実
○インターネットや携帯端末の双方向機能を活用した番組を増やし、視聴者の ○アクセス数や、ＷＥＢアンケートを実施
みなさまと放送の結びつきをいっそう深める
○アニメ・キャラクターが登場する新しい英語学習番組は、テレビ・ラジオ放送に
加えて、インターネットや出版など多メディアに展開し、学ぶ手段と機会を増加
○ＮＨＫの放送済み番組をインターネットで視聴者に有料で提供するＮＨＫオン
デマンドを、２０年１２月に開始
○地域放送局では、ケータイ世代のニーズに応えることや、地域色豊かなテー
マを設定する等、インターネットを活用した新しいサービスの可能性を追求
○インターネットのトライアルは、アクセス数の目標などを立
・横浜局：県内２６０万人の若者を中心に双方向コミュニケーションの場をイン
てた上で、年度途中に試行の成果を検証
ターネット上に展開、ＦＭ番組と連携
・名古屋局：日系ブラジル人との共生をテーマに、ポルトガル語による地域情報
をインターネットで提供
・さいたま局：テレビの県域放送がない中で、県内のニュースを２次利用の動画
で提供
・山形局：“みんなで作る山形弁変換サイト”の開発等、地域情報番組と連動し
たネットサービスで地域文化を掘り起こし

○以下のような項目をはじめ、様々な指標を用いて、達成度を計る
１．放送評価調査の各項目の値を改善（特に「親しみ」と「満足」）
（参考）１９年１２月調査結果
・信頼
６３％
・社会貢献 ６１％
・独自性
５７％
・満足
５３％
・親しみ
４７％
２．視聴者のみなさまからの好評意見の割合の増加
（参考）視聴者コールセンター１９年２月末現在の実績（放送関係）
・好評
６１％
・厳しい意見 １５％
・その他
２４％

３．番組のコスト評価
手法は検討中
４．幅広い年齢層によく見られた番組数の増加
（とりわけ２０代～４０代・男女）
・「広がり指数」の考え方を導入し検証＜開発中＞
※これまで視聴率が低かった年齢層で上がった場合、ポイ
ントが高く出るよう配点、年齢層ごとの得点の平均を「広
がり指数」と定義
・【全国接触者率調査】で、
「NHK全体リーチ」の、５年後８０％をめざす
（参考）１９年１１月調査結果 ７５．６％
※従来の視聴率調査ではとらえられない、インターネットな
ど放送以外の媒体による番組への接触も含めたメディ
アへの接触状況を把握するための調査

○放送設備の開発・整備、実施体制の整備を行い、視聴者のみなさま
の満足度の高い放送番組を提供
○放送局設備のハイビジョン化、ネットワーク化により、地域放送を充
実
○環境にやさしい地域放送会館の建設を推進し、まちづくりなど地域の
活性化に貢献
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個別の“約束”
大項目

若年層向けの番組
の拡充

③

次代を担う
若い世代に
親しまれる
ＮＨＫを
めざします

若年層向けのイベントや
携帯サイトサービス
の充実

若年層の
公共放送への理解
を促進

日本やアジアの
最新情報を
積極的に
④
海外に伝え
国際理解を
促進します

効率的な
契約収納活動を
行うとともに
⑤
受信料の
公平負担の
徹底を図ります

おもな施策（※）

評価指標

目標

小項目

テレビ国際放送の
内容充実

テレビ国際放送の
受信環境の整備

効率的・効果的な
営業体制を構築し
受信料の公平負担
を徹底

○総合テレビの深夜帯には、動画投稿や最新ファッションなど若者の関心に応
える新番組を増やし、親しみやすい番組ゾーンとする
○インターネットや携帯端末を使って、若い世代がＮＨＫに“触れる”機会を増や
すとともに、働くことの喜びや人生の奥深さを伝える番組を教育テレビに新設
○衛星放送では、世界を舞台に活躍する若き挑戦者の姿を紹介する番組を新
設
○教育テレビの子ども向け番組ゾーンのいっそうの充実
○若い世代を対象としたイベントサービスの充実
○未来を担う子どもたちの健全な育成へ寄与するイベントの実施
○若いファミリーが放送局で楽しめるハートプラザ巡回展の実施
○携帯サイト「がんばれ。ルーキー！」を充実し、若い世代との接触機会を拡大

（再掲）
○対象とする年齢層の、放送評価調査の指標「親しみ」や、「広がり指
数」の値から達成度を計り、改善を図っていく

○イベント参加者アンケートの実施と結果分析
○若者・子ども向けイベントの開催状況を逐次検証
○年間の来館者数
○携帯サイトへの総アクセス数

○全国で６００本以上実施（１９年度：４７２本）で、満足度７０％以上
○全国で７００本以上実施（１９年度：６８５本）で、満足度８０％以上
○１９年度比３％増
○キャンペーン中（２０年３～５月）の総アクセス数９０万ページビュー

○中高生を対象とした広報番組「ＢＳティーンズ倶楽部」を新設
○ホームページへのアクセス数及び番組の反響
○２０年度に６回目を迎える「ミニミニ映像大賞」の充実を図り、全国１０か所の ○実施後のアンケートの分析・検証
大学や専門学校、高校で、映像クリエイターを招くワークショップを開催

○番組の認知度向上

○学生を中心に採用説明会を全国規模で展開

○年間計画に基づき、計画的に実施
○実施後のアンケートの分析・検証
○就職をテーマにした雑誌等での評価

○ＮＨＫの役割や使命の理解促進

○英語ニュース・番組を強化
○ファッション・漫画・アニメ等の最新情報を伝える独自番組を新設
○インターネットを活用し、動画配信の充実を図る
○国際放送専用の新スタジオを整備

○視聴実態調査、グループインタビュー実施、反響・モニ
ターの報告

○２０年１０月、NHKワールドテレビの英語化率１００％達成
○２１年２月、アジア情報、経済情報を強化した上で、英語ニュースを毎
正時、原則３０分に拡大（一部深夜帯を除く）現行１日２．８時間から７．
９時間に増加
○日本発の独自情報に加え、“アジア情報はNHKから”という国際的ブ
ランド力の獲得
○視聴者のみなさまからの反響等を番組制作に反映

○受信環境の整備充実
・各国各地域の衛星等を活用し、きめ細かい配信を実現

○再送信国・地域数および視聴世帯数

○２０年度中に、世界で1億１０００万世帯へ配信（１９年度は約７００万
世帯）

○受信契約件数の増加と未収削減による、支払数の増加（＋５５万件）
○受信契約対象数（推計）に対する支払件数の割合である支払率の前年度比
向上（１９年度：７１．３％、２０年度：７２．１％）
○受信契約件数等の増加による、受信料収入の対前年度２２０億円増加（６３５
０億円の確保）
・訪問集金廃止に伴い、未契約や受信料の支払が滞っている方への対策強化
（２２００人の委託契約収納員を、契約取次業務・未収対策業務へ）
・受信料を公平に負担していただけるよう支払督促を全国で拡大し、放送受信 ○民事手続きや外部委託の効果を測定
契約の締結拒否者に対しては、民事訴訟を実施
・契約・収納業務に関する外部委託の強化と促進
・インターネットや携帯電話を通じて利用できる「ＮＨＫ＋ＩＤサービス」を活用した ○「ＮＨＫ＋ＩＤサービス」の利用意向調査を実施
受信契約の自主申し出の促進
○受信料支払者限定のイベント拡充
○受信料制度への一層の理解促進を図る広報活動の強化

より公平で合理的な
受信料体系へ改定

○受信料体系改定に関する対象者への確実な周知および円滑な実施
○受信料体系改定対象者への認知度
・障害者の方に対する受信料免除の適用範囲拡大（２０年１０月から）
・複数支払の事業所に対する割引の導入（２１年２月から）
・学生や単身赴任等の方に対する「家族割引」の適用範囲と割引率の拡大（２１
年２月から）

契約収納関係経費
の削減

○効果的・効率的な営業活動の推進による営業経費率の圧縮
（１９年度：１２．４％、２０年度１１．９％）
・訪問集金廃止に伴い、スリムで効率的な契約収納体制を構築（委託契約収納
員を２００人削減）

（万件）
⑱決算

⑲予算（見込）

⑳予算

支払数

+６１

+５２

+５５

契約総数

+０.３

+２０

+２５

衛星契約

+３７

+４０

+４５

未収削減

△６１

△３２

△３０

支払率

70.6%

71.3%

72.1%

○受信料支払者限定のイベント数の増加（１９年度：５８本、２０年度：１
５０本程度）
○“約束”評価委員会の調査項目「受信料制度への理解度」を１９年度
より上回る
区分

⑱決算

⑲予算

⑳予算

受信料収入

6,138億円

6,130億円

6,350億円

営業経費

816億円

761億円

756億円

13.3%

12.4%

11.9%

営業経費率
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個別の“約束”
大項目

情報公開を推進し
透明性を確保

多様な回路を通じて
みなさまの声を
的確に把握し
事業運営に反映
みなさまとの
結びつきを強化し
⑥
開かれたＮＨＫを
めざします

公共放送への
理解促進活動の充実

先導性を発揮し
放送の
⑦
デジタル化と
高度化を
推進します

おもな施策（※）

評価指標

目標

小項目

地上デジタル放送の
全国”あまねく”の推進

放送の未来を創造する
技術開発・研究の推進

○改正放送法で定められた「経営委員会議事録」「役職員の給与等支給基準、
服務に関する準則」を新たに公表
○５月末の１９年度決算に向けて、番組制作経費の公表を引き続き検討

○視聴者のみなさまにとってわかりやすい資料とする

○視聴者のみなさまからの意見や問い合わせへのいっそう丁寧で迅速な対応 ○視聴者コールセンターの電話応答率
○メール着信２日以内の返信率
○外部専門家による「コールセンター対応評価」を実施

○１９年度を上回る応答率８９％
○１９年度を上回る返信率８４％
○１９年度を上回る満足度の向上

○視聴者意向を一元的に集約する体制の整備
○改正放送法に則り、視聴者のみなさまからの苦情や意見への対応結果を、
四半期ごとに公表
○直接対話活動を深化させ、視聴者のみなさまとのパートナーシップを構築
・番組テーマ型などの満足度の高い対話活動を全国で拡充
・本部で毎月テーマ型ふれあいミーティングを公募で実施
・複数の役員が出席する大型ふれあいミーティングの開催
○視聴者意向を反映したＣＳ（お客さま満足）向上活動の推進

○２０年度の改善件数１０００件

○参加者アンケートによる好感度・ＮＨＫへの理解の深まり ○好感度７８％、理解の深まり７９％
○全国での「企画型ミーティング」実施回数
○１９年度の倍増
○本部での公募によるふれあいミーティング実施回数
○２０年度１０回以上実施
○ＣＳ向上活動の改善件数

○他のマスコミや広報番組等を通じて、経営方針等を明確に伝える
○各部局・放送局の取り組みを積極的に広報し、等身大のＮＨＫを知っていた
だくことを通じて、ＮＨＫへの理解促進に努める
○番組のPRについては、放送のみならず、紙媒体やインターネットも積極的に ○ホームページへのアクセス件数
活用
・「今週の主な番組」等のホームページの他、個別番組の会見映像の配信サイ
ト「コレ見て！ムービー」や予告動画を配信するサイト「インターネットテレマップ」
など、番組視聴を高めるコンテンツの充実を図り、視聴者層の拡大を図る

○“約束”評価委員会の調査項目「公共放送への理解度」を１９年度よ
り上回る

○「国宝薬師寺展」「ＮＨＫ音楽祭」など質の高い芸術・文化イベントを実施し、
心豊かな社会の実現に貢献
○視聴者のみなさまに開かれた地域の文化拠点としての活動を強化

○イベント参加者アンケートの実施と結果分析

○イベント参加者の満足度７０％以上

○デジタル中継局建設、ＮＨＫ共同受信施設のデジタル化改修により、デジタル
放送視聴可能エリアを拡大
○自主共同受信施設の地上デジタル化推進に向けた調査の実施
○地上デジタル放送の受信普及活動の実施、放送を通じた周知・広報の実施

○自主共同受信施設の事前調査対応数
○受信実態調査等による受信世帯数、受信機出荷台数な
どによる普及状況の把握
○経費削減状況、新技術の導入、設備開発の状況

○スーパーハイビジョン、立体テレビ、衛星放送高度化の研究開発
○スーパーハイビジョンの実用化に向けた設備開発
○視聴者の安心・安全を守る放送技術の研究開発
○人にやさしい放送技術の研究
○技術開発成果のグローバル化のための国際連携・国際協力の推進

○具体的な開発研究成果
○スーパーハイビジョンなどの研究開発を実施し、研究成果、開発成果
○効果的なコンテンツ制作状況
を、放送技術研究所公開やＮＡＢ（全米放送事業者協会）やＩＢＣ（国際
○規格標準化の成果
放送協議会）等で展示
○国際共同研究の成果
○放送技術研究委員会、放送技術審議会などの有識者に
よる評価

○地域において年間２０００本以上のイベントを実施
○放送センターでの公開イベントと、「ＮＨＫスタジオパーク」で年間１００
万人以上の来場者
○２０年度末の地上デジタル放送の世帯カバー率を、約９６％とする
○地上デジタル放送の受信世帯数の増加を図る

5

