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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２９年１０月２４日開催分） 
  
平成２９年１１月１０日（金）公表 
 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２９年１０月２４日（火） 午前９時００分～９時３０分 
 
＜出   席   者＞ 
上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事 

児野専務理事・技師長、根本理事、松原理事、荒木理事、黄木理事 

大橋理事、菅理事、中田理事、今井特別主幹 

高橋監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

 

１ 審議事項 

（１）ＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要綱案 

（２）平成２９年度第２四半期業務報告 

（３）視聴者対応報告（平成２９年７～９月）について 

（４）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 
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（５）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

 

２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（２）契約･収納活動の状況（平成２９年９月末） 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）ＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要綱案 

（経営企画局） 
ＮＨＫの次期３か年計画の策定について、「ＮＨＫ経営計画（２０１８

－２０２０年度）要綱案 大切なことを、より深く、より身近に～“公

共メディア”のある暮らし～」（以下、「要綱案」）等を取りまとめました

ので、審議をお願いします。 

１０月１０日の理事会での審議、同日の第１２９２回経営委員会の審

議等を踏まえ、さらに検討を重ねました。主な変更点を説明します。 

まず、冒頭にある「“公共メディア”実現へ」についてです。文章の表

現を、「アスリートたちの舞台に結実する『東京２０２０』」、「『意見の

分極化』や『社会の分断』を懸念する声もあります。」、「『公共的価値』

の実現を追求」、と記述をそれぞれ改めました。 

次に重点方針と主な施策についてです。放送・サービスの３項目とマ

ネジメントの２項目をまとめ、５つの通し番号を付することとしました。

また、各重点方針の冒頭にそれぞれの方針のねらいを短くまとめて記載

しています。 

重点方針１「“公共メディア”への進化」についてです。冒頭に「ＮＨ

Ｋが追求している６つの『公共的価値』を、みなさまの暮らしの中で『い

つでも、どこでも、より深く、より身近に』実現するため、放送を太い

幹としつつ、インターネットや新しい技術も積極的に活用し、『情報の社

会的基盤』として進化を目指します。」と、記載しました。また、重点項

目③の５項目めを「４Ｋ放送は、大河ドラマ（２０１９年）や連続テレ

ビ小説（２０２０年）をはじめ自然・紀行・スポーツなどのコンテンツ

を編成し、新たなテレビの魅力を提供」としました。重点項目④の１項
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目めを、経営委員会での議論を踏まえ、ＮＨＫが行う国際放送の特色を

明確に示すため、「日本の視点を生かしアジア各地の取材拠点も活用し

たニュースを発信するとともに、日本各地の魅力を伝える番組など、日

本への理解を促す番組をより一層充実」と改めました。 

重点方針２「多様な地域社会への貢献」についてです。冒頭に「少子

高齢化や過疎化の進行など、さまざまな課題に直面する地域社会に貢献

するため、全国ネットワークも生かしながら課題や解決策を提起すると

ともに、多様な自然・歴史・文化・人々の暮らしなど、それぞれの地域

ならではの魅力を広く伝えます。」と記載しました。また、重点項目の一

部表現を改めました。２項目めでは、「それぞれの地域にとって切実な課

題を発信するなど、多様性を持った各地の期待に応える放送・サービス

を強化」、３項目では、「利便性の高いインターネットサービスを開発・

提供し、地域社会の活性化に貢献」、４項目めでは、これまで「各地に共

通する地域課題を取材・調査し、解決策を考えるニュースや番組を発信」、

５項目めでは、「地域放送局の放送・サービスやマネジメントを支える本

部の機能、ＮＨＫグループの体制を強化」としました。 

重点方針３「未来へのチャレンジ」についてです。冒頭に、「２０２０

年の『東京オリンピック・パラリンピック』で最高水準の放送・サービ

スを提供するとともに、さらにその先の時代を見据えて、６つの『公共

的価値』を実現するため、未来の放送・サービスを視聴者のみなさまと

一緒に創造していきます。」と記載しました。 

重点方針４「視聴者理解・公平負担」についてです。冒頭に「ＮＨＫ

の取り組みをご理解いただく活動をさまざまなアプローチで展開すると

ともに、受信料の公平負担の徹底に向けて最大限の努力を行って、より

効率的な契約・収納活動へと改革を進めます。」としました。 

重点方針５「効率と創造を追求」についてです。冒頭に「関連団体を

含めたＮＨＫグループ一体で、より効率的な体制に向けた改革を進める

とともに、健全な組織運営を実践することで、視聴者のみなさまから頂

く受信料の価値をより一層高めます。」と記載しました。また、ＮＨＫグ

ループ体制について触れた（１）の１項目めを、「事業統合や再編も含め

具体的な検討を進め、より効率的なグループ体制にシフト」に、３項目

めを、「グループ一体で地域放送局を支える体制を構築」にそれぞれ改め

ました。さらに（３）のタイトルを、「『働き方改革』を、ＮＨＫで働く
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すべての人の優先課題と位置づけて、積極的に推進」とし、その１項目

めを「『ＮＨＫグループの業務に携わるすべての人々の命と健康の確保』

を理念として共有したうえで、働き方改革、ダイバーシティー推進施策、

職場環境整備に取り組む」、２項目めを「モチベーションの高い組織とす

るための人事制度の構築や人材育成の強化」とそれぞれ改めました。 

続いて、「経営計画の達成状況の評価・管理」です。「地域社会への貢

献」について、「経営指標に加え、地域に関する評価指標の調査も活用す

る」としました。 

「要綱案」の説明は以上ですが、次に収支について説明します。 

「視聴者への還元の原資７０億円の算出根拠」についてです。 

２８年度に受信料の値下げを提案した際の収支見通しでは、事業収支

差金は２０６億円の見込みでした。しかし、受信料の増収幅の縮小によ

る減収や、４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョンの充実・強化など、「その後

の状況の変化」による事業収支差金への影響が１４３億円の減額となり

ました。また、次期３か年の重点事項として、東京オリンピック・パラ

リンピックの放送や地域放送の充実等の支出増となる見込みですが、関

連団体からの配当金や固定資産売却益などの収入増等でまかなう、とし

ました。これらの増減を踏まえた結果、今回の収支計画案では、事業収

支差金が７４億となりました。 

「その後の状況の変化」について個別に説明します。 

収入面についてです。２９年５月の「受信契約状況実態調査」の結果、

テレビを持たない世帯数が２８年秋の４％から５％まで増加したことが

わかりました。これにより、受信契約の対象となる世帯数が減少するた

め、今後見込まれる受信料の増収幅が３１億円縮小します。 

支出についてです。４Ｋ・８Ｋ実用放送の放送計画・設備計画の策定

に伴う経費の増で６２億円の増となります。値下げ提案時には、４Ｋ放

送は新作番組を１日あたり６時間と想定し、番組の一部を８Ｋ番組から

変換して利用することで、４Ｋの設備投資を抑制することとしていまし

たが、２９年１月の４Ｋ・８Ｋ実用放送の業務認定を受けて、放送計画

や設備計画を改めて策定し、４Ｋ放送の新作番組の放送時間を８時間に

拡充しました。これに伴い番組の制作量が増えたことや４Ｋ設備の整備

も当初より大幅に拡大し、次の３か年で当初の２２９億円から４３３億

円の２０４億円の増となりました。 
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２０２８年夏季オリンピック開催地決定に伴う国際催事放送権料引当

金の増についてです。オリンピックの放送権料は非常に高額であり、開

催地が決定した年度から開催年度までの複数年で引当金を計上していま

すが、２９年９月のＩＯＣ総会で、例外的に２０２８年大会の開催地も

決定したため、２０２８年のオリンピックの放送権料の引当金について

も費用化する必要が生じ、支出が増加しました。 

営業訪問要員の処遇改善等による経費の増についてです。法人委託の

訪問要員について、現状の処遇では人員の確保が困難となっており、要

員不足の解消や取次品質を向上させるために処遇の改善等を行うことと

したため、値下げ提案時に対して２３億円、支出が増加しました。 

円安による支出増についてです。ＮＨＫの支出には、スポーツ放送権

料の購入や海外総支局の運営経費など外貨で支払うものがあり、値下げ

提案時には１ドル＝１０５円のレートで支出を見込んでいましたが、現

時点での円安の状況を踏まえて、１ドル＝１１２円で見込み、支出が７

億円増加しました。 

「その他の増減」について個別に説明します。 

「その後の状況の変化」以外にも次期３か年の重点事項として、東京

オリンピック･パラリンピック関係で２０億円の支出増加と、地域放送・

サービスおよび体制の充実を図るための１４億円の支出増加は、２０１

９年、２０２０年度に実施する関連団体の特別配当などで２５億円、旧

放送会館など固定資産の売却時期を見直すことで、固定資産売却益を２

１億円増加させることで充当することとしています。 

「経営資源の重点配分と経費削減」についてです。次期３か年の経営

計画の重点事項である、「４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョンの実用放送」、

「インターネットサービス」、「東京オリンピック・パラリンピックの放

送」、「地域放送」に財源を重点的に配分します。一方、「その他の経常経

費」については、業務全般にわたる経費の削減を徹底し、営業経費の増

分を含め、各年度で前年度比マイナスに抑制しています。業務全般にわ

たる見直しを徹底し、各年度で７０～１００億円規模の経費削減を行い、

営業訪問要員の処遇改善や参議院選挙、日本で開催されるラグビーワー

ルドカップ２０１９などによる経費増を吸収したうえで、前年度比でマ

イナスに抑制します。２０２０年度の経常経費は、２０１７年度と比べ

ると総額１００億円の抑制を行います。 
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「経費削減の具体例」についてです。経営計画の策定にあたり、６月

に全部局に対して業務の見直しによる削減の提案を求めました。さらに、

７～９月に負担軽減策を検討する中で経費削減をさらに精査し、業務全

般にわたり追加の効率化を織り込むなどにより、削減を強化しました。

具体的には、放送関係では、番組の廃止や制作本数・単価等の既存番組

の見直し、東京オリンピック・パラリンピック放送や特集番組の制作に

伴う通常番組制作の削減等を織り込んでいます。技術関係では、設備保

守や補修内容を精査して放送設備の維持・運用経費を削減することとし

ています。営業・視聴者関係では、訪問要員を地域スタッフから法人委

託へ移行する営業改革により、地域スタッフを約６００人削減すること

などで経費削減を行います。こうした取り組みにより、３か年の総額で

は２６６億円の経費削減を行っていきます。 

続いて、「次期３か年の支払率と営業経費について」説明します。 

まず、「支払率毎年度１ポイント向上の妥当性」についてです。次期経

営計画において、毎年度１ポイントずつ支払率を向上させるために必要

となる支払数の増加は、３か年累計１３９万件で、現経営計画期間と比

べて、５０万件少なくなります。一方、支払率については、世帯数の減

少に伴い、営業活動の困難度が一層増すことなど、３か年累計で３.２ポ

イントの向上としています。また、業績確保の主体となる法人委託につ

いて、２０２０年度末の世帯カバー率を大都市で８０％、全国平均で７

０％まで拡大していくこととしています。こうしたことを踏まえると、

実現可能な計画であると考えています。 

「法人委託確保のための経費増」についてです。業績を確保していく

ためには、法人事業者の訪問要員の確保が必須ですが、社会的にも人手

不足の状況下であり、要員不足が深刻化しています。このため、２０１

８年度は法人事業者について一定の処遇改善や人材確保・育成支援を行

い、要員体制の確保とお客様対応品質の向上を図ることで、法人事業者

への委託の安定的な運用による業績の確保を目指します。 

「次期３か年の営業経費」についてです。 

２０１８年度の営業経費は、法人事業者の処遇改善等による経費増が

ある一方で、経費削減に努め、７６１億円の計画としています。営業経

費率は２０１８年度に１０.９％まで上がることとなりますが、翌年度以

降は、営業改革の推進による経費抑制に努めることで、毎年度０.１ポイ
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ントずつ低下させ、２０２０年度には１０.７％を目指します。 

「『営業改革』の経費効果と新たな制度整備に向けた取り組み」につい

てです。平成２０年度に開始した「契約・収納業務の公開競争入札」等

により、法人事業者への委託の拡大を推進した結果、その経費効果は大

きなものになっています。そのほか、他企業との連携や公的情報の活用

など、訪問によらない営業手法を拡大・開発していくことで経費削減効

果を高めるため最大限の努力をしていきます。 

最後に、受信料の負担軽減策の案について説明します。 

受信料の負担軽減策について、受信料制度等検討委員会の答申内容や

ＮＨＫに寄せられた視聴者の声等を踏まえ、より合理的な受信料体系に

変更する観点から検討しました。経営委員会等で、「事業所中心の施策で

はないか」との指摘がありましたが、「多数支払いにおける割引の併用」

については、適用となる事業所が約１０４万件で、その内訳は、宿泊施

設が約７０万件で、病院が約１０万件、官公庁が約３万件、学校が約１

万件で、残り約２０万件が大企業などの一般企業等となり、約８割は宿

泊施設や病院、公的施設です。また、負担軽減策全体の適用対象は、世

帯が２４１万件、事業所は１３２万件と推計されています。 

現行の受信料の全額免除の対象には、「個人」と「施設」があり、「社

会福祉的見地」と「教育的見地」から免除を行っています。個人に対す

る全額免除は社会福祉的見地から「経済弱者」に限定して実施し、「教育

的見地」から「施設」を対象に行ってきた免除は、放送の普及という所

期の目的が概ね達成されたこと等から、昭和５３年度以降、逐次廃止さ

れてきた経緯があります。 

学生に対する負担軽減の現状については、受信契約の単位が「世帯」

単位であり、「世帯」とは「同一生計・同一住居」であるため、一人暮ら

しの学生は親元宅とは別に受信料の支払いが必要となります。親元宅と

同一生計の場合は、家族割引の適用を受けることで受信料額は半額とな

ります。一人暮らしの学生について、親元の受信契約の有無や経済要件

等に関わらず、全数を全額免除した場合について検討しています。対象

の件数としては、約４３万件で影響額としては４５億円と想定していま

す。実際に免除を実施するとなれば、「学生を免除する」という規定を入

れることになります。 

以上がＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要綱案の説明に



 
8 

なります。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２９３回経営委員会に審議事項

として提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

の経営委員会に諮ります。 

 

（２）平成２９年度第２四半期業務報告 

（経営企画局） 

放送法第３９条第３項に定める会長の職務の執行状況を、「平成２９

（２０１７）年度第２四半期業務報告」（注１）のとおり取りまとめまし

たので、審議をお願いします。 

まず、今期の総括です。 

今期は、全国ネットワークを生かして「命と暮らしを守る」報道に注

力する機会が多くありました。九州北部豪雨や台風関連の報道の際には、

テレビ・ラジオ・データ放送・インターネットなど多様なメディアを活

用して、地域ごとの細やかな防災・減災情報や、詳しい解説を発信しま

した。 

外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」は、北朝鮮による

核実験や、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による弾道ミサイル発

射の発表を受けて、ニュースの放送枠を大幅に拡大し、最新の情報や記

者解説、専門家のインタビューなどを交えた緊急報道を世界に向けて発

信しました。 

インターネットの活用については、健康・医療情報のポータルサイト

の開設や、ラジオ放送のインターネット配信サービス「らじる★らじる」

でのラジオドラマの聴き逃しサービスの開始など、視聴者のみなさまが

より活用しやすいようにコンテンツの提供を行いました。 

また、来年１２月のスーパーハイビジョン実用放送開始に向けてコンテ

ンツの充実に努めるとともに、放送外でも視聴者のみなさまに８Ｋの臨

場感あふれる魅力を体験してもらい、普及に努めました。 

受信料収入は、前年同期と比べて６２億円増収の３,４４９億円となり

ました。会長の常設諮問機関「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」では、「常

時同時配信の負担のあり方について」「公平負担徹底のあり方について」
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「受信料体系のあり方について」の３点の諮問事項について検討が進み、

意見募集を経て、９月までに答申が取りまとめられ、会長に提出されま

した。 

経営面では、多様な働き方の推進や業務フローの見直しなど「働き方

改革」を実効的に推進するために、全国の職場で意識の醸成に努めると

ともに、制度の改正に向けて取り組みました。 

現経営計画の目標達成に向け、最終年度の各部門の取り組みを加速さ

せるとともに、ＮＨＫが追求する「公共的価値」の実現に向けた課題を

洗い出し、次期経営計画へつなげていきます。 

次に、「５つの重点方針」ごとに、今期の主な取り組みについて説明しま

す。 

「重点方針１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコ

ンテンツを充実」についてです。九州北部豪雨や台風５号、１８号に関

する報道では、さまざまな状況に置かれた視聴者のみなさまが必要な情

報を得られるように、テレビのＬ字表示に加え、データ放送や「ＮＨＫ

ニュース・防災」アプリなど、多様なメディアを活用して情報を発信し

ました。また、災害関連の膨大なデータ等を可視化するシステムの新機

能を活用し、地域ごとに、大雨や土砂崩れに警戒が必要な細かな地名や

河川名を文字化して伝えるなど、防災・減災報道を丁寧に行いました。

８月２９日、９月１５日の北朝鮮ミサイル発射の際には、Ｊアラートを

全画面で速報するとともに、テレビやラジオで臨時ニュースを迅速に開

始し、政府の会見や専門家などによる解説、関係各国の反応など、刻々

と入ってくる最新情報を多角的に報道しました。８月のＮＨＫスペシャ

ルでは “戦争と平和を考える”番組を数多く制作しました。「７３１部

隊の真実～エリート医学者と人体実験～」（８月１３日放送）、「スクー

プドキュメント 沖縄と核」（９月１０日放送）など、国内外の資料や体

験者、遺族などを深く取材し、戦後７２年を経て初めて明らかになる事

実を発掘して高い評価を得たほか、戦争を知らない世代からも多くの反

響がありました。１８歳以下の自殺者数が多い９月１日の前日に、「＃８

月３１日の夜に。」と題したキャンペーンを展開し、放送とライブストリ

ーミングを合わせて４時間にわたり、コンテンツを発信しました。悩む

若者の思いを受け止めるため、ツイッターによる“文字での対話”を活

用し、ネット配信の個別視聴のニーズに応えました。 
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「重点方針２．日本を世界に、積極的に発信」についてです。ＮＨＫ

ワールドＴＶでは、月ごとに地域特集を組み、地域放送局制作の番組発

信も積極的に行いました。７月は奈良県と山形県、８月は「山の日」に

ちなみ長野県、９月は北海道の十勝と富良野地域を特集し、地域の魅力

を世界に発信しました。９月にルーマニアで開催されたＰＢＩ（国際公

共放送会議）に上田会長が参加し、「２１世紀の公共放送の価値」につい

て基調講演を行ったほか、報道局などがＮＨＫのデータジャーナリズム

を基盤にした番組展開、災害報道の最前線について報告を行いました。

地元メディアに積極的に取り上げてもらうなど、日本の公共放送として

存在感を高めました。 

「重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造」について

です。９月に、健康・医療情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康ｃｈ（チ

ャンネル）」を開始しました。「きょうの健康」、「チョイス＠病気になっ

たとき」などの放送内容をウェブ用に再構成したおよそ１,０００の記事

に加え、９月３０日に放送を開始したＮＨＫスペシャル「シリーズ人体 

神秘の巨大ネットワーク」の情報や映像も掲載し視聴者のみなさまが活

用しやすいように内容充実を図っています。ラジオ放送のインターネッ

ト配信サービス「らじる★らじる」で、新たにラジオドラマの聴き逃し

サービスを開始しました。「新日曜名作座」、「青春アドベンチャー」、

「ＦＭシアター」の３番組を追加し、聴き逃し番組数は８０番組を超え

ました。また、広島の平和記念資料館で８月に、８Ｋで撮影した４,２０

０点あまりの「原爆の絵」を、当時の時間や場所などの情報とともに検

索できる「インタラクティブ８Ｋビューアー」で特別展示し、約８万人

に観覧されました。来年の４Ｋ・８Ｋ実用放送に向け、放送外でも普及

に努めました。 

「重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力」につい

てです。契約総数は年間目標５０万件に対して３３.７万件の増加で、進

捗率６７.４％、衛星契約は年間目標６０万件に対して３５.２万件の増

加で進捗率５８.７％となりました。９月末の支払率は７９.４％となり、

２８年度末と比べ０.７ポイント向上しました。衛星契約割合は５０.

５％となり、２８年度末と比べ０.４ポイント向上しました。また、９月

にウェブサイト「どーも、マンガです。」を開設し、人気のマンガ作家が

テレビやＮＨＫについて描くマンガを定期的に掲載し、ＮＨＫや受信料
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制度について理解促進に努めました。 

「重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革」について

です。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた多様な働き方の推進や、

より効率的な働き方を追求するための業務フローの見直しなど、「働き

方チャレンジ」を推進しました。勉強会などでの情報共有や全国の職場

からの「新ワークモデル」の提案募集などを通じて意識の醸成に努める

とともに、より実効的な制度への改正などの取り組みを進めました。ま

た、スマートオフィス化や「一般廃棄物の再利用率８０％以上」の目標

達成に向けた取り組みを推進しました。 

続いて「『５つの重点方針』の達成状況を測る世論調査」の結果につい

てです。 

ＮＨＫ経営計画（２０１５－２０１７年度）では、視聴者のみなさま

のＮＨＫに対する期待を的確に把握し、ＮＨＫ全体で応えていくことを

目指しています。このため、２０１２年度からの経営計画で導入した経

営指標を、現経営計画の重点方針をふまえて改善し、半期ごと（７月・

１月）に世論調査を実施しています。１４の経営指標（注２）それぞれ

について、ＮＨＫに対する期待度と実現度を尋ね、計画の進捗状況を検

証します。みなさまからのＮＨＫへの期待度に、実現度をできるだけ近

づけることを目標に、事業運営や業務改革を進めていきます。 

 ７月に実施した経営指標についての世論調査の結果について説明しま

す。過去調査と比較して、指標⑪「インターネットの活用」において、

期待度の上昇が実現度の上昇を上回り、結果として期待度と実現度の差

が大きくなっています。放送を幹としつつ、インターネットサービスの

改善を図り、視聴者のみなさまの期待に応えていくことで評価改善を目

指していきます。また、今後もさまざまな放送・サービスなどの施策へ

の積極的な取り組みを通じ、国内放送における高位の質的評価を維持し

ていくことなどに努め、１４の経営指標のさらなる評価改善を目指して

いきます。 

以上の内容が決定されれば、本日開催の第１２９３回経営委員会に報

告事項として提出します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、本日の

経営委員会に報告します。 
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注１：「平成２９（２０１７）年度第２四半期業務報告」は、ＮＨＫのホ

ームページ「ＮＨＫオンライン」の「経営情報」のなかに掲載し

ています。 

 

注２：①公平・公正、②正確・迅速な情報提供、③多角的論点の提示、

④記録・伝承、⑤文化の創造・発展、⑥多様性をふまえた編成、

⑦新規性・創造性、⑧世界への情報発信、⑨地域社会への貢献、

⑩人にやさしい放送、⑪インターネットの活用、⑫放送技術の発

展、⑬受信料制度の理解促進、⑭受信料の公平負担 

 

（３）視聴者対応報告（平成２９年７～９月）について 

（広報局） 

放送法第２７条に定める視聴者対応の状況について、平成２９年７～

９月分を以下のとおり取りまとめました。ついては、放送法第３９条第

３項の規定に基づき、本日開催の第１２９３回経営委員会に報告いたし

ます。 

まず、この期間の視聴者の声（意見・要望、問い合わせ）の総数は、

７月が３２万１,５０３件、８月が３１万５,５３５件、９月が３０万８,

６２５件でした。 

次に、最近の報告から主な話題を紹介します。 

９月３０日に最終回を放送した２９年度前期連続テレビ小説「ひよっ

こ」には、放送開始から最終回翌日までの間に、合計で１万６３０件の

反響が寄せられました。男女とも４０代以下では好評意見が多く、ドラ

マと同じ時代を生きてきた５０代以上では時代考証などについて厳しい

意見が多い傾向が見られました。問い合わせが反響全体の５７％を占め

ていますが、ここには８月と９月の２回にわたって、北朝鮮のミサイル

発射関連の特設ニュースのため総合の朝の放送が翌日に変更なり、放送

予定の問い合わせが殺到したことが含まれています。 

次にＮＨＫスペシャルについてです。７月の「ＡＩに聞いてみたどう

すんのよ！？ニッポン」（７月２２日放送）では、日本の閉塞感を打破す

る手がかりをＮＨＫが開発した「社会問題解決型ＡＩ（人工知能）」の解

析に求め、その提言を基に議論を進めました。反響は６２１件で、うち
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男性からの意見が６７％を占め、半数以上が厳しい意見でした。８月は、

広島に原爆が投下された６日から終戦の日の１５日にかけて、戦争と平

和を考えるＮＨＫスペシャルを５本、集中して放送しました。合計で３,

０００件を超える反響が寄せられ、そのうち好評意見が３５％に上りま

した。６０代からが最も多く３５％で、７０代以上を加えると６４％に

達し、高齢世代の関心の高さを反映しています。 

夏休みの終わりに、「ハートネットＴＶ 生きるためのテレビ ＃８

月３１日の夜に。」（８月３１日放送・Ｅテレ）をツイッターと連動して

生放送するとともに、さまざまな関連番組やニュースを放送しました。

幅広い年代から２５６件の反響が寄せられ、ツイッターでも１０代から

３０代を中心に４,２５０件のつぶやきがありました。 

江戸の天才絵師・葛飾北斎を陰で支え、独自の画法にたどり着いた北

斎の娘・お栄の半生を描いた特集ドラマ「眩（くらら）～北斎の娘～」（９

月１８日放送・総合）には、４０８件の反響があり、再放送などの問い

合わせが７４％を占めました。 

続いて、国際放送への反響について、紹介します。 

外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」では、毎正時に放

送している英語ニュース「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」をはじめ、ニュ

ースやさまざまなジャンルの番組を放送しています。７月は小池百合子

知事が代表を務めた都民ファーストの会が圧勝した東京都議会議員選挙

や、ドイツで開かれたＧ２０サミットなどのニュースや、地域特集とし

て奈良・山形を取り上げた「ＳＰＩＲＩＴＵＡＬ ＰＬＡＣＥＳ ＩＮ Ｎ

ＡＲＡ」、「ＨＡＩＫＵ ＭＡＳＴＥＲＳ」など、テレビ全体では６５０件

の反響がありました。８月は、被爆から７２年を迎えた広島と長崎から

式典の模様を生中継で伝えたほか、戦争に関連したさまざまな企画を世

界に発信し、テレビ全体では６１８件の反響がありました。９月は、北

朝鮮情勢や、ロヒンギャと呼ばれるミャンマーの少数派イスラム教徒の

問題、アメリカのトランプ大統領が初めて出席した国連総会などのニュ

ースに高い関心が寄せられ、テレビ全体で５８４件の反響がありました。 

放送での誤記・誤読などに対する指摘は、７月は１１０件、８月は９

２件、９月は１０７件ありました。指摘については、直接番組担当者に

連絡し訂正するよう努めるとともに、再発防止のため、放送関係部局の

連絡会で周知し、放送現場へ注意を喚起しました。 



 
14 

 

（会 長）  毎月１００件前後の誤記・誤読があるのが、非常に気に

なっています。 

（広報局）  学校名の誤記・誤読や思い込みよるミスは訓練やチェッ

クによって減らすことができる一方で、台風や大雨などの

災害に関するニュースについては、視聴者の皆さんに情報

を自分のこととして捉えていただくために、地名を字名以

下まで細かく表記するようにしています。そのため読み間

違いや誤植が出てしまっているところがあります。 

（会 長）  固有名詞の難しさはありますが、漢字の変換が自動で行

われる影響もあるのではないでしょうか。ＮＨＫは言葉に

対して大きな責任があるので、できるだけ減らす努力を続

けてください。 

（広報局）  個別の案件ごとに現場に伝え、ミス防止の努力を続けま

す。 

（会 長）  原案どおり決定し、本日の経営委員会に報告します。 

 

（４）特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期

間延長について 

（児野技師長） 

ＫＤＤＩが所有し、ＮＨＫが包括的使用権を有する八俣送信所（茨城

県古河市）の送信設備等については、特定失踪者問題調査会（以下、「調

査会」）の行う北朝鮮拉致被害者向け短波送信「しおかぜ」のために、平

成１９年３月２６日から２９年１０月２９日までの１０年半にわたって

使用を認めてきました。引き続き、平成３０年３月２５日までの使用を

認めることとしたいので、審議をお願いします。 

送信設備等を「しおかぜ」に使用させることについては、毎年３月と

１０月、国際的に周波数の変更が行われる時期に、ＮＨＫ、ＫＤＤＩ、

調査会の３者の合意に基づいて、使用期間を延長することによって、こ

れを認めてきました。このほど「調査会」より、あらためて２９年度後

期についても、送信設備等を使用させてほしいとの申し出がありました。

ＮＨＫの業務に支障はなく、費用負担等も生じないことが確認されたこ
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とから、人道上の見地から可能な範囲での協力として、これまでと同様

に使用を認めたいと思います。 

万一、ＮＨＫの業務に支障があるときは、３者で締結した確認書に基

づき、ＮＨＫはいつでも調査会の短波送信の停止を求めることが可能で

す。これを担保するための覚書を、あらためて３者で締結することとし

ます。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（５）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

中央放送番組審議会委員について、審議をお願いします。 

平成２９年１１月１日付で、仲道郁代氏（ピアニスト）と比嘉政浩氏

（全国農業協同組合中央会専務理事）に再委嘱したいと思います。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２９３回経営委員会に諮ります。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の

経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

関東甲信越地方で杉山正司氏（埼玉県立文書館館長）に、中国地方で伊

藤康丈氏（イワミノチカラ代表）に、四国地方で滑川里香氏（一般社団

法人マチのコトバ徳島代表理事）に、平成２９年１１月１日付で新規委

嘱します。 

また、近畿地方の山舗恵子氏（京都リビング新聞社編集部長）と中国

地方の坂本トヨ子氏（株式会社サカモト代表取締役）に、同日付で再委

嘱します。 

なお、関東甲信越地方の古澤宏司氏（有限会社古沢園代表取締役）と

四国地方の坂田千代子氏（株式会社あわわ会長）は２９年１０月３１日

付で、任期満了により退任されます。 
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本件は、本日開催の第１２９３回経営委員会に報告します。 

 

（２）契約･収納活動の状況（平成２９年９月末） 

（営業局） 

平成２９年９月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、第３期（８月・９月）の受信料収納額は１,１４８.０億円で、

前年度同期を２０.１億円上回りました。年間累計収納額は３,３７６.１

億円となり、前年同時期を６２.２億円上回りました。 

前年度分受信料回収額は４.８億円となり、前年度同期を０.５億円下回

りました。年間累計は３７.７億円となり、前年同時期に比べ２.６億円

下回っています。前々年度以前分回収額は５.２億円となり、前年度同期

を０.３億円上回りました。年間累計は１５.７億円となり、前年同時期

に比べ０.１億円下回りました。 

次に、契約総数の増加状況です。取次数は５６.２万件となり、前年度

同期を３.２万件上回りました。減少数は４１.４万件で、前年度同期を

０.３万件下回り、差し引きの増加数は前年度同期を３.５万件上回る１

４.８万件となりました。年間累計増加数は、前年同時期を１.６万件下

回る３３.７万件となりました。なお、９月末の受信契約件数は４,０６

３.２万件となっています。 

衛星契約数増加は、取次数が３４.９万件となり、前年度同期を２.９

万件上回りました。減少数は、１９.３万件で前年度同期を０.５万件上

回り、差し引きの増加数は、前年度同期を２.４万件上回る１５.６万件

になりました。年間累計増加数は、前年同時期を５.５万件下回る３５.

２万件となりました。９月末の衛星契約件数は２,０５３.５万件となり、

契約数全体に占める衛星契約の割合は、５０.５％となっています。 

口座・クレジット払等の増加数は、１３.６万件となり、前年度同期を

５.４万件上回りました。年間累計増加数は前年同時期を２.２万件下回

る３５.１万件となっています。９月末の口座・クレジット払等の利用率

は９０.３％となっています。 

また、未収数削減は、前年度同期を０.３万件下回り、年間累計では前

年同時期を４.４万件下回る０.１万件の削減となっています。その結果、

９月末の未収現在数は９８.８万件となり、未収割合は２.４％となって 

います。 
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最後に、支払数増加の実績は、前年度同期を３.２万件上回る１４.８

万件となりました。 

本件は、１１月１４日開催の第１２９４回経営委員会に報告します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年１１月 ７日 

会 長  上 田 良 一 


