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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０２０年 １月１５日開催分）

  
２０２０年 １月３１日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 ２０２０年 １月１５日（水） 午前９時００分～９時４０分 

 

＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、板野専務理事、 

児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、 

中田理事、鈴木理事、松坂理事、正籬理事、坂本特別主幹 

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）第１３４５回経営委員会付議事項について 

 

２ 報告事項 

（１）インターネット活用業務実施基準の認可について 

 

３ 審議事項 

（２）２０１９年度（令和元年度）インターネット活用業務実施計画に
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ついて 

（３）２０２０年度（令和２年度）インターネット活用業務実施計画に

ついて 

（４）令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１３４５回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催される第１３４５回経営委員会に付議する事項について、審

議をお願いします。 

付議事項は、議決事項として、「２０１９年度（令和元年度）インター

ネット活用業務実施計画について」、「２０２０年度（令和２年度）イン

ターネット活用業務実施計画について」、「令和２年度収支予算、事業計

画及び資金計画」、「２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編集の基

本計画について」、および「２０２０年度（令和２年度）国際放送番組編

集の基本計画について」です。また、報告事項として、「インターネット

活用業務実施基準の認可について」と「関連団体運営基準の一部改正につ

いて」です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）インターネット活用業務実施基準の認可について 

（経営企画局） 

インターネット活用業務実施基準（以下、「実施基準」）の認可について

報告します。 

ＮＨＫがインターネットで国内テレビ放送の常時同時配信を行うこと

を可能とする改正放送法が２０１９年５月に成立し、２０２０年１月１

日から施行されました。この法改正を受けた新しい実施基準については、

２０１９年１０月１５日の第１３３８回経営委員会での議決後、総務大

臣に認可申請を行いました。その後、総務省が示した「日本放送協会のイ
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ンターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総

務省の基本的考え方」等を踏まえ、内容を一部修正し、１２月２４日の第

１３４４回経営委員会で議決された後、再度認可申請を行いました。２０

２０年１月１４日に開催された総務省の電波監理審議会でこれを認可す

ることを適当とする旨の答申が行われ、同日、総務大臣の認可を受けまし

た。 

認可書には、インターネット活用業務の実施に当たっては、国民・視聴

者が放送番組を視聴する上で有効なものとなるように取り組み、当該業

務の実施により得られた知見等の成果については、放送サービスの向上

の観点から、民間放送事業者等の関連事業者との共有に努めること、イン

ターネット活用業務の費用の抑制的管理のための具体的な仕組みについ

て検討し、令和２年度中に一定の結論を得て、早期に導入することなど、

１２項目の認可条件が付されています。 

なお、総務省は、２０１９年９月６日に改定した「日本放送協会のイン

ターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン」に定める

審査項目に照らして検討を行い、現時点での考え方を整理したものとし

て、「日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の認可申請に対す

る総務省の考え方」を公表しています。 

 

３ 審議事項 

（２）２０１９年度（令和元年度）インターネット活用業務実施計画につ

いて 

（経営企画局） 

「２０１９年度（令和元年度）インターネット活用業務実施計画」（以

下、「２０１９年度実施計画」）について、審議をお願いします。 

実施計画は２０２０年１月１４日に総務大臣の認可を得た「インター

ネット活用業務実施基準」（以下、「実施基準」）に則り策定したものです

（注１）。改正放送法附則第４条で、２０１９年度実施計画は、改正法の

施行後遅滞なく定めることとされているため、現在の「インターネットサ

ービス実施計画」に代わる新たな実施計画としてとりまとめました。 

実施計画のはじめに、策定過程等について記載しています。 

実施計画の策定にあたっては、インターネット活用業務の適切性を確

保する観点から、会長の諮問機関である「インターネット活用業務審査・
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評価委員会」（以下、「審査・評価委員会」）に見解を求め、これを尊重す

ることとしています。評価委員会には、実施計画について、２０１９年１

２月２６日に諮問しました。委員会からは、２０２０年１月６日に答申と

して「公共放送の業務としての適切性を確保する観点から検討した結果、

概ね妥当であると考えられる」との見解をいただきました。なお、本実施

計画の開始日は本日、１月１５日です。 

次に、「インターネット活用業務基本方針」についてです。 

ＮＨＫのインターネット業務は放送を補完してその効果・効用を高め、

放送法第１５条に掲げられたＮＨＫの目的を達成するために実施します。

信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たしていくために、放

送番組と、番組の理解増進情報の提供を行います。改正放送法が１月１日

に施行され、国内テレビ放送の放送番組を、常時、放送と同時に配信する

業務を行うことが可能となったことを踏まえ、２０２０年４月１日から、

総合テレビと教育テレビ（以下、「Ｅテレ」という）の放送番組の常時同

時配信・見逃し番組配信を開始します。また、２０１９年度中は、受信料

制度との整合を保つ上で重要な「認証」の確実な実施のため、３月１日か

ら、一日に１７時間程度の総合テレビとＥテレの番組の常時同時配信と、

総合テレビ、Ｅテレの見逃し番組配信を、試行的に実施します。新しいサ

ービスの名称は「ＮＨＫプラス」です。名称を「ＮＨＫプラス」としたの

は、視聴者のみなさまにとっての「新しい価値」を提供し加える、プラス

するものとしたいとの考えからです。 

インターネット活用業務の実施にあたっては、実施基準を遵守すると

ともに、受信料制度の趣旨に照らして不適切とならないこと、業務の実施

に過大な費用を要するものとならないこと等、実施基準の認可要件に従

って適切に実施します。また、各サービスの提供にあたっては、万全のセ

キュリティ対策を講じます。特に個人情報、視聴関連情報その他の情報に

ついては、法令やＮＨＫ個人情報保護方針等に則り、必要な措置を講じま

す。 

受信料を財源として実施するインターネット活用業務については、効

率的・効果的に実施するとともに、経理の透明性も確保します。費用につ

いては、実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受信料財源に

より賄うことが妥当かなどの観点から検討し、実施基準に示した上限の

中で、抑制的に管理します。 
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放送法上の努力義務に係る取り組み、ユニバーサル・サービスへの取り

組み、国際インターネット活用業務については、効率的に行うように努め

つつ、公益性の観点から積極的に実施します。民間放送事業者への協力に

ついては、二元体制を踏まえ、相互にメリットをもたらす連携・協調の一

環として、適切に進めていきます。 

次に、「１ インターネット活用業務の種類」についてです。 

２０１９年度は、実施基準第２条に示した２号受信料財源業務（放送番

組等を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務のうち、専ら受信

料を財源として行うもの）と、２号有料業務（放送番組等を、電気通信回

線を通じて一般の利用に供する業務のうち、専ら受信料を財源として行

うもの以外のもの）を実施します。また、３号受信料財源業務（放送番組

等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う

者に提供する業務のうち、専ら受信料を財源として行うもの）や、３号有

料業務（放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供

する事業を行う者に提供する業務のうち、専ら受信料を財源として行う

もの以外のもの）を、３号対象事業者からの求めに応じて実施することが

あります。 

続いて、「２ ２号受信料財務業務（ＮＨＫオンライン、ＮＨＫ公式ア

プリ等のサービス）について」です。 

「国内インターネット活用業務」として、（１）地上テレビ常時同時配

信・見逃し番組配信（「ＮＨＫプラス」）についてです。地上テレビ常時同

時配信は、３月１日から３１日まで、総合テレビとＥテレで放送している

番組を１日に１７時間程度提供します。埼玉県、千葉県、東京都および神

奈川県の各区域を合わせた区域（以下、「南関東エリア」）を対象とした放

送中番組を、全国に向けて配信します。地上テレビ見逃し番組配信は、総

合テレビとＥテレで放送した番組を、原則としてすべて、７日間提供しま

す。「ＮＨＫプラス」のサービスを通じて、放送の補完として、正確で迅

速なニュースや質の高い多彩な番組を配信することにより、放送番組の

視聴機会の拡大を図り、ＮＨＫが追求する６つの「公共的価値」（注２）

の実現につなげていきます。 

（２）オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組みについて

です。３月から聖火リレーも始まることから、放送を補完するものとして、
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オリンピック・パラリンピックのニュース・番組の理解増進情報を提供し

ます。 

（３）上記以外の国内インターネット活用業務については、番組ごとの

サービスとして、「ａ.報道番組」、「ｂ.教育・教養番組」、「ｃ.娯楽番組」、

ジャンルにまたがる取り組みとして、「ｄ.ラジオ放送を補完するインタ

ーネットサービス」、「ｅ.放送番組の周知・広報」、「ｆ.地域放送局のウェ

ブサイトを通じた地域情報の提供」、「ｇ.アーカイブス映像・音声などの

提供」、「ｈ.テレビ受信機向けのインターネットサービス」、「ｉ.ユニバー

サル・サービスへの取り組み」の９つのカテゴリーに分類しています。 

「国際インターネット活用業務」は、国際放送（テレビ国際放送とラジ

オ国際放送）の放送番組の同時提供、見逃し番組・聴き逃し番組の提供、

国際放送の番組の理解増進情報の提供を行います。 

「２号受信料財源業務の実施方法について」です。 

２号受信料財源業務のサービスは、原則としてＮＨＫオンライン上の

ウェブサイト、ＮＨＫ公式アプリを通じて提供します。また、２号受信料

財源業務のサービスの一部を、電気通信回線を通じて一般への情報提供

を行う他の事業者のウェブサイトまたはアプリを通じて提供することが

あります。地上テレビ常時同時配信の提供時間は、総合テレビ、Ｅテレと

も、原則として毎日午前７時から翌日午前０時までの、各１７時間程度で

す。地上テレビ見逃し番組配信は、総合テレビ、Ｅテレとも、一日２４時

間、いつでも、何度でも利用することができます。地上テレビ常時同時配

信、地上テレビ見逃し番組配信、国内ラジオ放送の同時配信の提供対象地

域は、日本国内に限ります。 

「２号受信料財源業務の料金その他の提供条件について」です。 

２号受信料財源業務は、利用者に対価を求めることなく実施します。こ

のうち、地上テレビ常時同時配信・見逃し番組配信については、受信料制

度を毀損することのないようにするため、以下の措置を講じます。まず、

利用したい人が、受信契約を確認するために必要な情報を入力し、利用申

込をするとＩＤが発行されます。利用時にはそのＩＤによる認証を行い

ます。認証されていない状態のときや受信契約が確認できない場合は、常

時同時配信の画面上に、受信契約を確認するための情報提供を求めるメ

ッセージを表示します。また、見逃し番組配信の番組は視聴することがで

きません。利用申込をした人は、発行されたＩＤを用いることにより、自
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らと生計をともにする人その他利用規約で定める人に利用させることが

できます。なお、災害時における国民の生命・財産の保護等に資するため

の情報その他の国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす情報であって

迅速に提供すべきものを伝える放送番組を提供する場合は、臨時かつ一

時的にメッセージを表示しないで地上テレビ常時同時配信を行い、広く

一般に利用可能とする措置を講ずることがあります。 

次に、「３ ２号有料業務（ＮＨＫオンデマンド）について」です。 

放送済みの番組を広く一般に提供する「ＮＨＫオンデマンド」のサービ

スによって、国民共有の財産という性格を持った放送番組等を広く国民

に還元します。利便性の向上やコンテンツの充実など、「ＮＨＫオンデマ

ンド」のサービスのさらなる向上に取り組み、アクティブユーザーの増加

を目指します。常時同時配信・見逃し番組配信のサービス開始にともなっ

て、２０２０年３月１日に、これまでの契約種別「見逃し見放題パック」

と「特選見放題パック」を「まるごと見放題パック」に統合します。 

「４ 放送法上の努力義務に係る取り組みについて」です。 

地方向け放送番組の提供」について、２０１９年度は、地方向け放送番

組の提供に向けた体制・設備の整備について検討を進めます。 

「他の放送事業者が行う配信業務への協力」については、２０１９年度

は、在京民放５社が運営する民放公式テレビポータル「ＴＶｅｒ（ティー

バー）」を経由して、一部の既放送番組を提供します。また、民放ラジオ

局などが参加するインターネットラジオ「ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」を経

由して、ラジオ第１放送とＦＭ放送の放送中番組を提供します。 

「５ ３号受信料財源業務について」です。 

多数の国民の生命・財産に切迫した危機があると考えられる大規模災

害時等において、インターネット事業を行っている事業者からの申し出

に基づき、ＮＨＫが放送する緊急ニュースを、事業者が放送と同時に提供

することを認める場合があります。また、ＮＨＫの国際放送について、よ

り多くの海外の視聴者に接触していただけるようにする施策の一環とし

て、動画や音声をインターネットを用いて提供する海外の事業者に、国際

放送の放送番組等を無償で提供することがあります。 

「６ ３号有料業務について」です。 

３号有料業務として、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）事業を行って

いる対象事業者から求めがあった場合、ＮＨＫが国内で放送した番組等
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を当該事業者に有料で提供することがあります。国民共有の財産という

性格を持った放送番組等を広く国民に還元します。 

「７ インターネット活用業務の実施に要する費用について」です。 

２号受信料財源業務の費用は、受信料収入の２.４％にあたる１６８億

円です。適正な上限の中で抑制的に管理し、効率的なサービス実施に努め

ます。３号受信料財源業務の費用は、０.１億円を想定しています。また、

２号有料業務、３号有料業務の費用については、「放送番組等有料配信業

務勘定」において、事業支出として２１億円を計上しています。また、事

業収入は２１億円、事業収支差金は０.１億円です。 

「８ インターネット活用業務の経理について」です。 

２０１９年度の経理については、実施基準附則第８条に則り、従前の例

により費用を整理します。なお、２０２０年度の実施計画から、新たな実

施基準４２条に規定するとおり、「区分経理」と「費用明細表」の添付を

行います。 

「９ インターネット活用業務審査・評価委員会について」です。 

インターネット活用業務における適切性の確保に資するため、会長の

諮問機関として審査・評価委員会を設置しています。競合事業者からの意

見・苦情等への対応については、審査・評価委員会に検討を求め、その結

果を尊重して必要な措置を講じます。また、実施計画の実施状況の評価や、

次年度以降のインターネット活用業務実施計画の策定にあたっての見解

を求め、それを尊重します。 

「１０ インターネット活用業務に関する意見・苦情等への対応につ

いて」です。 

ＮＨＫが実施するインターネット活用業務に関して、競合事業者また

は外部事業者（以下、「競合事業者等」）から意見・苦情等が寄せられた

ときは、適切かつ速やかにこれを受け付けて対応します。また、利用者

からの意見・苦情等は、ＮＨＫふれあいセンター、全国の放送局等で受

け付け、迅速かつ適切に対応します。 

「１１ 実施状況の評価とそれを踏まえた業務の改善について」です。 

２０１９年度の終了後、２０１９年度実施計画の実施状況を、収支実績

も含めて取りまとめ、それについて評価を行います。また、少なくとも３

年ごとに行うと定めているインターネット活用業務の実施状況の評価に

ついては、改正放送法の施行後最初の評価を２０１９年度の終了後に行
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います。その結果に基づき必要があると認める場合には、業務の改善を図

るための措置を講じます。 

「１２ インターネット活用業務に関する各種資料、利用規約につい

て」は、ＮＨＫオンラインの各種ウェブサイトに記載しています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３４５回経営委員会に議決事項

として提出し、経営委員会の議決が得られれば、総務大臣に提出します。 

 

（会 長）   執行部として、真摯に検討を重ねてきた内容です。ご意

見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の第１３

４５回経営委員会に諮ります。 

 

注１：「インターネット活用業務実施基準」、「２０１９年度（令和元年度）

インターネット活用業務実施計画」は、ＮＨＫのホームページ「Ｎ

ＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載しています。 

注２：①正確、公平・公正な情報で貢献、②安全で安心な暮らしに貢献、

③質の高い文化の創造、④地域社会への貢献、⑤日本と国際社会の

理解促進、⑥教育と福祉への貢献 

 

（３）２０２０年度（令和２年度）インターネット活用業務実施計画につ

いて 

（経営企画局） 

「２０２０年度インターネット活用業務実施計画」（以下、「実施計画」）

について、審議をお願いします。 

２０１９年度と重複する部分は省略し、２０２０年度の特徴的な部分

について説明します。 

実施計画は２０２０年１月１４日に総務大臣から認可があった「イン

ターネット活用業務実施基準」（以下、「実施基準」）に則り策定したも

のです（注１）。 

実施計画のはじめに、策定過程等について記載しています。 

実施計画の策定にあたっては、インターネット活用業務の適切性を確

保する観点から、会長の諮問機関である「インターネット活用業務審査・

評価委員会」（以下、「審査・評価委員会」）に見解を求め、これを尊重

することとしています。評価委員会には、２０２０年度実施計画について
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も２０１９年１２月２６日に諮問しました。委員会からは、２０２０年１

月６日に答申として、「公共放送の業務としての適切性を確保する観点か

ら検討した結果、概ね妥当であると考えられる」との見解をいただきまし

た。なお、本実施計画の開始日は４月１日です。 

まず、「２ ２号受信料財務業務（ＮＨＫオンライン、ＮＨＫ公式アプ

リ等のサービス）について」の中に、２０２０年度に実施する２号受信料

財源業務の費用の削減について記しました。２０２０年度に実施するこ

れらの業務の計画の策定にあたっては、利用状況などの分析に基づいて、

サービスの統廃合などを、利用者に極力ご不便をかけないよう留意しつ

つ、一層推し進めるなど、業務に要する費用の削減を図りました。 

次に「国内インターネット活用業務」のうち、（１）地上テレビ常時同

時配信・見逃し番組配信（「ＮＨＫプラス」）についてです。地上テレビ

常時同時配信は、２０２０年４月１日から、総合テレビと Ｅテレで放送

している番組を一日に各１８時間程度提供します。。 

続いて（２）オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組みに

ついてです。特設サイト「東京２０２０オリンピック・パラリンピックサ

イト」を中心にサービスを提供します。開催前から順次、競技や選手を紹

介する記事、大会関連ニュース、動画など各種関連情報を提供します。大

会期間中には、各競技の実施予定、放送予定、結果等のほか、放送だけで

は伝えきれない競技の映像・音声のリアルタイム提供やハイライト動画

等の提供を行います。あわせて、字幕・手話・多言語展開などのユニバー

サル・サービスを、提供情報の自動生成に係る技術など最先端の技術を活

用しながら提供します。 

「２号受信料財源業務の実施方法について」です。 

地上テレビ常時同時配信の提供時間は、総合テレビ、Ｅテレとも、原則

として毎日午前６時から翌日午前０時までの、各１８時間程度です。 

「２号受信料財源業務の料金その他の提供条件について」です。認証に

係る業務については、２０２０年度は最大３５０万ＩＤに対してサービ

スを提供する場合まで対応できる体制で実施します。この想定を超える

ＩＤを発行し、運用する事態が生じた場合は、実施基準に則り、２号受信

料財源業務の費用の上限を超過して国内インターネット活用業務を実施

することがあります。なお、オリンピック・パラリンピック東京大会の開

会式、または最初の公式競技開始の時点から、閉会式または最後の公式競
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技終了までの期間中、競技の中継、およびその関連番組を提供する場合は、

臨時かつ一時的にメッセージを表示しないで地上テレビ常時同時配信を

行い、広く一般に利用可能とする措置を講ずることがあります。 

「４ 放送法上の努力義務に係る取り組みについて」です。 

「地方向け放送番組の提供」について、２０２０年度は、地上テレビ見

逃し番組配信の中で、全国向けに再放送した地方向け放送番組を提供し

ます。また、南関東エリア以外の地域で放送された地方向け放送番組の一

部の提供を行うこととし、この提供のために必要となる設備について、整

備を行います。地方向け放送番組を配信する費用は、２０２０年度は２億

円です。 

「７ インターネット活用業務の実施に要する費用について」です。 

２０２０年度から、改正法方法等を踏まえた新たな実施基準に則り、費

用の説明性を向上させます。受信料収入の２.５％を費用の上限として管

理する業務と、それとは別枠で管理するオリンピック・パラリンピック東

京大会の業務からなる２号受信料財源業務の費用の合算は、１８９億円

です。このうち、常時同時配信等業務に係る費用は、５４億円です。内訳

は別表として「費用明細表」に掲載します。「費用明細表」に「実施基準

附則第４条関係」とあるのが、「オリンピック・パラリンピック東京大会」

関連の費用です。そして、「常時同時配信等業務」「左記以外の業務」「国

際インターネット活用業務」を合わせたものが、受信料収入の２.５％を

費用の上限として管理する業務です。また、３号受信料財源業務の費用は、

０.１億円です。２号有料業務、３号有料業務の費用については、１３億

円です。なお、「有料インターネット活用業務勘定」の事業収入は１２億

円、事業支出は１３億円、事業収支差金は０.９億円の赤字です。２０２

０年度の実施計画から、別表として、受信料財源業務と有料業務の費用明

細表をつけています。 

「８ インターネット活用業務の経理について」です。 

インターネット活用業務の費用の整理にあたっては、インターネット

活用業務の費用として特定できるものはそれぞれの業務に直課するとと

もに、複数の業務に係る経費は、放送法施行規則第３２条第４項に則り、

費用の特性に応じて、次項の配賦基準によりそれぞれの業務に整理しま

す。費用を整理した結果は、放送法施行規則別表第３号の２および別表第

３号の３で定められた「費用明細表」にまとめ、公表します。 
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「１１ 実施状況の評価とそれを踏まえた業務の改善について」です。 

２０２０年度の終了後、２０２０年度実施計画の実施状況を、収支実績

も含めて取りまとめ、それについて評価を行います。また、少なくとも３

年ごとに行うと定めているインターネット活用業務の実施状況の評価に

ついては、２０１９年度の終了後に行う評価の次は、２０２２年度の終了

後に行う予定です。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３４５回経営委員会に議決事項

として提出し、経営委員会の議決が得られれば、総務大臣に提出します。 

 

（黄木理事）    想定上限の３５０万ＩＤを発行し運用する事態が

生じた場合でも、経費面で問題はありませんか。 

（経営企画局）   基本的には受信料収入の２.５％の上限の中で設

定した予算の枠の中で行っていきますが、大きな災

害等が発生した場合に利用者が想定を超え、増える

可能性があります。その場合も、しっかりと対応で

きる規定になっていると考えています。計画をしっ

かり立てた上で経費が想定を超えた場合は、決算も

含め、丁寧に説明していく必要があると思います。 

（黄木理事）    ３５０万ＩＤで管理するということですが、現場

で担当する者としては、常時同時配信の価値を視聴

者にしっかりお知らせして、できるだけ使ってもら

いたいという考えだと思います。職員が思い切って

仕事にあたることができるよう、経営の側から明確

なメッセージを出すことがぜひ必要だと考えます。 

（経営企画局）   公共メディアに向け進化していく中で極めて重要

な一歩であり、ご指摘も踏まえ進めていきたいと考

えています。 

（松坂理事）    ３５０万ＩＤを超え、経費が２.５％を上回るこ

とがあった場合は、決算を待たずに、年度途中でも

説明していく必要があるのではと考えています。 

（荒木専務理事）  ３月１日から試行的に常時当時配信・見直し番組

配信サービスを始めますが、３か月後あたりで、ど

の程度利用が広がっているか、ニーズがあるのかが
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見えてくると思います。利用状況を見て、サービス

のあり方を判断していくことが必要だと考えていま

す。 

（黄木理事）    理解増進情報の範囲について、認可条件では令和

２年度中に競合事業者等から意見を聴く機会を設

け、検証を行うことと書かれていましたが、この点

について、実施計画上、何か対応するのですか。 

（経営企画局）   実施計画には書き込んでいません。意見を聴く場

を設けることは検討していますが、編集権に関わる

ことでもあり、自律性を担保する形で取り組みたい

と考えています。 

（黄木理事）    認可条件の内容は、編集判断には踏み込むもので

はないと受け止めています。市場への影響等につい

て意見を聴くという姿勢を堅持してもらいたいと思

います。 

（正籬理事）    サービス開始後の状況を踏まえ、職員一人一人が

３５０万ＩＤの意味合いを理解して共通認識を持て

るようにしてもらいたいと私も考えます。 

（会 長）     今回付された認可条件や懸念に真摯に向き合い、

ＮＨＫが目指すものとのバランスをどう取りながら

進めていくか、難しいところですが、しっかり対応

していくことが、我々に課された大きなチャレンジ

です。職員に明確なメッセージを伝えることが大事

だと考えます。視聴者・国民に対し、信頼される

「情報の社会的基盤」としての役割をどう果たして

いくかを考えながら進んでいくことが重要です。公

共メディアの実現につなげていきたいと思います。 

（会 長）     執行部として、真摯に検討を重ねてきた内容で

す。原案どおり了承し、本日の第１３４５回経営委

員会に諮ります。 
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注１：「インターネット活用業務実施基準」、「２０２０年度（令和２年

度）インターネット活用業務実施計画」は、ＮＨＫのホームページ

「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載しています。 

注２：①正確、公平・公正な情報で貢献、②安全で安心な暮らしに貢献、

③質の高い文化の創造、④地域社会への貢献、⑤日本と国際社会の

理解促進、⑥教育と福祉への貢献 

 

（４）令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画 

（経理局） 

ＮＨＫは、放送法第７０条第１項の規定により、年度ごとに「収支予算、

事業計画及び資金計画」（注）を作成し、総務大臣に提出することになっ

ています。この「収支予算、事業計画及び資金計画」は、放送法施行規則

に定められた記載事項に従って作成しています。 

これまでの理事会・経営委員会での令和２年度予算・事業計画について

の議論を踏まえ、最終的な内容を取りまとめましたので、審議をお願いし

ます。本日の資料は「令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画」（以

下、「予算書」）と、参考資料として、資料－１「令和２年度収支予算と事

業計画の説明資料」、資料－２「令和２年度収支予算と事業計画〔要約〕」、

および資料－３「令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画に関する資

料」の計４点です。 

「予算書」について説明します。予算書は、「収支予算」、「事業計画」、

「資金計画」について記載しています。 

まず、収支予算についてです。 

受信料額や予算の使用方法に関する事項を規定した予算総則は、第１

条で２年度の収入および支出を別表第１のとおり定め、第２条で契約種

別ごとの受信料額及び割引額等について別表２から７に基づき定めてい

ます。現行の受信料額とともに、１０月１日からの値下げ後の受信料額な

どを記載しています。第３条では予算の目的外使用の禁止について、第４

条から第１２条までは予算の流用や予備費の使用などについて定めてい

ます。 

次に、事業計画についてです。 
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放送法施行規則に従い、「１．計画概説」、「２．建設計画」、「３．事業

運営計画」、「４．受信契約件数」、「５．要員計画」の５項目を記載してい

ます。 

「１．計画概説」では、２年度の事業計画の基本的な考え方を記載して

います。東京オリンピック・パラリンピックでは、ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋで

の競技中継放送やインターネットを含めた新技術を駆使するなど、大会

の魅力を余すところなく伝えること、常時同時配信・見逃し番組配信サー

ビスによる視聴機会拡大に取り組むこと、２年１０月から受信料の値下

げを実施することなどについて記載しています。 

「２．建設計画」では、新放送・衛星放送施設、テレビジョン放送網、

ラジオ放送網、放送会館、放送番組設備、研究施設・一般施設について、

それぞれの整備等に要する予算額を記載しています。 

「３．事業運営計画」では、国内放送、国際放送、国内放送番組等配信、

国際放送番組等配信、契約収納、受信対策、広報、調査研究等の項目ごと

に記載しています。 

「４．受信契約件数」では、契約種別ごとの有料契約見込件数と受信料

免除見込件数を記載しています。 

「５．要員計画」では、事業運営および建設関係の要員数を記載してい

ます。 

最後に、資金計画についてです。受信料等による入金総額、および事業

経費、建設経費等による出金総額を四半期ごとに記載しています。全体と

して資金が不足することなく、事業運営を行う計画となっています。 

続いて、資料の説明をします。 

資料－１「令和２年度収支予算と事業計画の説明資料」は、「令和２年

度収支予算編成要綱」をベースに作成したものです。「令和２年度収支予

算編成要綱」に、「ジャンル別の番組制作費」と「令和２年度末予定貸借

対照表」を追記しました。また、資料編に「平成３０年度貸借対照表・損

益計算書（協会全体）」と「平成３０年度連結貸借対照表・連結損益計算

書」を載せています。 

資料－２「令和２年度収支予算と事業計画〔要約〕」は２年度の収支予

算と事業計画のポイントをＡ３版表裏１枚にまとめたものです。 
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資料－３の「令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画に関する資料」

は、予算書の参考資料として、収支予算の科目別内訳を詳細に記載してい

ます。 

２年度の事業収入は、１０月からの受信料値下げ等により、前年度に対

して４３億円減の７,２０４億円となり、このうち受信料は、６,９７４億

円とします。事業支出は、前年度に対して７６億円増の７,３５４億円で、

既存業務の見直しや経費削減を行い、東京オリンピック・パラリンピック

の放送実施、防災・減災報道、地域放送サービス等に取り組みます。事業

収支差金は１４９億円の不足となり、繰越金を使用して補てんします。２

年度末の建設積立資産は、１,６９３億円、財政安定の繰越金は８３１億

円の見込みです。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３４５回経営委員会に議決事項

として、提出します。 

 

（会 長）   執行部として検討を重ねてきた内容です。原案どおり了

承し、本日開催の第１３４５回経営委員会に諮ります。 

 

注：「令和２年度収支予算、事業計画及び資金計画」は、ＮＨＫのホーム

ページ「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載していま

す。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      ２０２０年 １月２８日 

 

                会 長  前 田 晃 伸 


