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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０２０年 １月２８日開催分）

  
２０２０年 ２月１４日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 ２０２０年 １月２８日（火） 午前９時００分～９時３０分 

 

＜出   席   者＞ 

前田会長、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＞ 

 前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）２０１９年度第３四半期業務報告 

（２）視聴者対応報告（２０１９年１０～１２月）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（２０１９年１２月末） 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）２０１９年度第３四半期業務報告 

（経営企画局） 

放送法第３９条第４項に定める会長の職務の執行状況を、「２０１９

年度第３四半期業務報告」（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（２０１９年１０月１日～１２月３１日）の概況について

です。 

１０月の台風１９号では、ＮＨＫは全国ネットワークを生かして地域

の最新情報を取材し、台風接近前から最大限の警戒を呼び掛けるなど防

災・減災報道に取り組みました。放送・インターネット・ＳＮＳなど様々

な伝送路を駆使して、それぞれの地域の状況やライフライン・生活情報

を正確・迅速にきめ細かく伝えたほか、「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」 

では１８の言語でニュースを報じました。また、ラグビーワールドカッ

プ２０１９日本大会、即位礼正殿の儀や祝賀御列の儀など、歴史的な出

来事を４Ｋ・８Ｋ放送でも生中継するとともに、特集番組などを制作し

ました。１２月第１週を「体感  首都直下地震ウイーク」と題して、震

災の脅威を、放送だけでなく防災イベントなどと連携して伝えるキャン

ペーンを展開し、公共メディアとしての新たな取り組みを行いました。  

ＮＨＫがホストとなって９年ぶりに１１月に東京で開催されたＡＢ

Ｕ・アジア太平洋放送連合の総会では、およそ６０の国と地域から６０

０人以上が参加し、放送の未来と役割について活発な討議や意見交換を

行いました。 

１０月からの消費税率引き上げの際に、受信料額を改定せず実質２％

の値下げを行うとともに、受信設備を設置した月の受信料支払いを無料

にする負担軽減策をスタートしました。  

放送法改正を受け、常時同時配信・見逃し番組配信サービスを実施す

るため、ＮＨＫインターネット活用業務実施基準案を取りまとめ、１０

月、総務省に認可申請しました。１１月に総務省から「認可申請の取扱

いに関する基本的考え方」が示され、意見募集とともにＮＨＫに対する

検討要請がありました。ＮＨＫは、「業務・受信料・ガバナンス」のい
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わゆる三位一体の改革やインターネット活用業務の費用上限などの考え

方を再整理して回答し、これを反映させて認可申請案の修正の手続きを

取りました。なお、１月１４日に実施基準の総務大臣の認可が得られ、

１月１５日、２０１９年度と２０２０年度の「インターネット活用業務

実施計画」（以下、「実施計画」）を決定し公表しました。また、衛星

放送の在り方について、視聴者保護の観点を堅持した上で、現在の４波

を「２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ」の３波に整理・削減する考え方を示しました。

今後もさまざまな改革を推し進めることで、放送・サービスの向上や効

率的な業務体制の構築をはかります。 

グループ経営では、番組制作部門の子会社であるＮＨＫエンタープラ

イズとＮＨＫプラネットが２０２０年４月１日に合併することを決めま

した。 

不正な経理処理や訓練用文面の誤配信など、視聴者のみなさまの信頼

を損ねる不祥事が続きました。再発防止ならびにコンプライアンスの徹

底をはかっていきます。 

「重点方針１．“公共メディア”への進化」についてです。 

台風１９号では、台風が接近する前から最大限の警戒を呼びかけると

ともに、２週間にわたってライフライン放送を実施するなど、それぞれ

の地域に寄り添い、防災・減災や生活支援につながる地域の情報を重点

的に伝える「ローカルファースト」の視点を重視した災害報道を、テレ

ビ・ラジオ・インターネットの伝送路を駆使して行いました。１０月２

２日に行われた「即位礼正殿の儀」や１１月１０日の「祝賀御列の儀」

を特設ニュースのほか、国際放送やＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋでも放送するな

ど、天皇陛下の退位・即位に伴う一連の歴史的な行事を伝えました。１

２月１日から１週間にわたって「体感 首都直下地震ウイーク」として、

首都直下地震が発生したという想定で、ＮＨＫスペシャルを中心に、放

送とデジタルサービス、さらに実際の防災訓練と連動するなどの展開を

行い、防災・減災の必要性を「自分のこと」として捉えるよう訴える公

共メディアキャンペーンに取り組みました。 

今後の取り組みとして、キャンペーン「災害列島 生きるスキル」の

取り組みなど、「自分のこと」と感じてもらえる減災・防災報道に引き

続き重点的に取り組みます。また、インターネットでの地上テレビ放送

の常時同時配信・見逃し番組配信サービスの開始に向けて、運用体制の
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整備、既存業務の見直しによる費用の抑制的管理を基本とする実施計画

やガイドラインの策定・共有など、所要の準備を加速させます。 

「重点方針２．多様な地域社会への貢献」についてです。 

地域の視聴者のみなさまのニーズにこたえる放送・サービスを充実す

るため、地域番組を強化しました。岡山局と高松局では、地域ブロック

を超えて、１００年余り続いた岡山県の宇野港と香川県の高松港とを結

ぶフェリーの運航休止について、両局で生中継を交えて同時に放送する

など、隣接する放送局間の連携によるサービスにも積極的に取り組みま

した。また、沖縄局では、１０月に焼失した首里城の再建に向けた動き

を後押しするため、１２月１６日から５夜連続で「ＮＨＫ名作シリーズ 

 首里城」を特別編成し、視聴者のみなさまからも多くの反響がありまし

た。 

「重点方針３．未来へのチャレンジ」についてです。 

東京オリンピック・パラリンピックが開催される２０２０年、ＮＨＫ

が放送・サービスを通してお伝えしたいメッセージを込めたキャッチフ

レーズを「挑戦に、リスペクトを。」に決定しました。１０月に開催さ

れた「車いすラグビーワールドチャレンジ２０１９」、１１月にドバイ

で開催された「２０１９世界パラ陸上競技選手権大会」（以下、世界パ

ラ陸上）では、生中継放送、選手紹介や競技結果のインターネット配信

など、東京パラリンピックを意識したサービスを実施しました。さらに、

障害のある人もない人も、誰もが一緒に楽しめる「ユニバーサル番組」

として、世界パラ陸上の見どころを紹介した「推しナビ！パラ陸上世界

選手権２０１９」の中で、出演者の発言と字幕のタイミングをあわせる

「ぴったり字幕」のトライアルを実施しました。 

「重点方針４．視聴者理解・公平負担を推進」についてです。 

２０１９年１０月の消費税率の引き上げの際に受信料額を改定しない

ことによる「受信料の実質２％値下げ」と負担軽減策「設置月の無料化」

を、視聴者のみなさまに知っていただくため、テレビスポットを放送す

るとともに、詳細な説明をホームページに掲載しました。 

今後の取り組みとして、受信料の実質２％の値下げと４つの負担軽減

策（注２）による還元を適切に実施するとともに、２０２０年１０月の

２.５％の受信料値下げに向けた準備を進めていきます。 

「重点方針５．創造と効率、信頼を追求」についてです。 
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限りある経営資源を効率的・効果的に配分することを目指し、２０２

０年度の収支予算・事業計画、要員計画、組織改正を一体で検討しまし

た。２０２０年度の収支予算・事業計画については、２.５％の受信料の

値下げの実施を織り込みながら、既存業務の見直しと経費削減の徹底に

より原資を生み出して重点事項に充てるなど、「ＮＨＫ経営計画（２０

１８－２０２０年度）」の収支計画よりも赤字幅の縮小を目指す方向で

策定作業を進めました。誰もがいきいきと働き続けられる職場環境づく

りのため、女性職員と管理職を対象にしたアンケートを実施し、子育て

や介護などと仕事を両立させていく職員の働き方や、キャリア形成上必

要と考える支援など、寄せられた意見や課題を広く共有し、職員の意識

を高めるため、Ｗｅｂ会議などを活用し、地域放送局も参加する報告会

を実施しました。 

今後の取り組みとして、改正放送法を踏まえ、ポスト２０２０の公共

メディアの指針となる次期中期経営計画に向けた検討を急ぎます。事業

規模の適正管理を具体化する方法や、管理会計の具体化を進め、次期中

期経営計画に盛り込んでいきます。 

次に、「今期の取り組みから」についてです。 

今期は特筆すべき取り組みとして、公共放送・公共メディアとして命

と暮らしを守るため、一層の防災・減災報道に力を入れると共に、一人

ひとりが必要とするきめ細かい情報を、長い期間届け続けるための体制

の構築に引き続き取り組んでいくこと、防災・減災の必要性を「自分の

こと」としてとらえて、身を守るために、いま何ができるかを考えてい

ただくキャンペーンを実施したこと、受信料の実質２％値下げと負担軽

減策「設置月の無料化」を実施したこと、「常時同時配信・見逃し番組

配信」開始に向け、実施基準を改定したことの４点を記載しています。

なお、実施基準の認可、実施計画の策定・公表は第４四半期に該当しま

すが、経営に関わる重要事項であるため今期業務報告に記載しています。 

最後に、「経営計画の進捗などを測る経営１４指標について」です。 

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めざし、経営１４指標（注３）について、７月、１

月の半期ごとに世論調査を実施しています。現在実施している調査の結

果は、第４四半期に報告します。今期は、前回２０１９年７月の調査を

参考として載せています。 
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本件が決定されれば、本日開催の第１３４６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

開催の第１３４６回経営委員会に報告します。 

 

注１：「２０１９年度第３四半期業務報告」は、ＮＨＫのホームページ

「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載しています。 

注２：「社会福祉施設への免除拡大」「奨学金受給対象などの学生への

免除」「多数支払いにおける割引」「設置月の無料化」 

注３：①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教育・福祉・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 

 

（２）視聴者対応報告（２０１９年１０～１２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、２０１９年１０

～１２月分を以下のとおり取りまとめたので、ご審議をお願いします。 

まず、この期間の視聴者の声（意見・要望、問い合わせ等）の総数は、

１０月が３２万１,３６６件、１１月が３０万９,０４１件、１２月が２

９万９,０６５件で、総数は９２万９,４７２件でした。このうち、苦情

を含めた意見や要望は１３万９,９０９件で、１２万２,５５３件は、ふ

れあいセンターのオペレーターなど、意見を受け付けた一次窓口で対応

を完了しました。残る１万７,３５６件は放送の該当部局、担当地域の営

業部や受信相談窓口で回答や説明などの二次対応をしました。本部各部

局や全国の放送局に直接届いた意見・要望については、原則一次窓口で

完了しています。なお、問い合わせについては、ふれあいセンターや該

当部局、全国の放送局で速やかに回答などの対応をとりました。 

視聴者の声の分野別の内訳では、受信料関係が最も多く、次いで放送

番組、技術・受信相談などとなっています。 
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放送番組への声では、放送や番組に寄せられた反響は２５万３,１１１

件でした。放送や再放送の予定など問い合わせが５２％と最も多く、好

評意見が８％、厳しい意見は２０％でした。年代では５０代以上がおよ

そ７９％を占めています。 

再放送希望は２万１,８４５件で、意見や要望については、説明資料な

どをもとに丁寧に対応するとともに、今後の放送に生かしてもらうため

番組担当者や該当部局に伝えています。 

受信料に関しては、５２万９,８９７件の意見や問い合わせが寄せられ

ました。このうち、ふれあいセンター（営業）で受け付けた苦情や要望

を含む意見は１万５,１８６件で、このうち５２％の７,９６０件は一次

窓口で対応が完了し、残り４８％の７,２２６件については、担当地域の

営業部・センターが二次対応しました。受信料制度などを丁寧に説明し

て理解を求めるとともに、訪問員の指導や研修などの対応を行いました。 

技術・受信相談に関しては、１万３,２８７件の意見や問い合わせが寄

せられました。内訳は、受信不良の申し出が８,４６７件、受信方法やテ

レビのリモコンの操作方法などの技術相談は４,８２０件でした。受信不

良の申し出については、５１％の４,３４４件が一次窓口で対応を完了し、

残り４９％の４,１２３件は訪問による二次対応で改善の指導や助言を

行いました。技術相談については、ふれあいセンターや各放送局の受信

相談窓口で対応しました。 

経営への意見は１,１９６件で、このうちふれあいセンター（放送）に

寄せられた意見は９４３件でした。ご意見を聞くとともに、丁寧に回答

しました。 

次に、意見・要望への対応事例についてです。 

１つ目は、ＮＨＫは外国の人たちにも台風１９号に関する情報を伝え、

身の安全を確保してもらうため、多言語の情報発信に力を入れました。 

２つ目は、台風１９号で「ＮＨＫニュース・防災アプリ」へのアクセ

スが急増したことについてです。河川カメラの画像をはじめ、台風の最

新の動きや避難などに関する詳細な情報やデータが広く活用されました。 

３つ目は、“公共メディア”ＮＨＫを体感できる「ＮＨＫプラスクロス

ＳＨＩＢＵＹＡ」のオープンについてです。“さまざまな楽しみや発見を

「プラス」し、新たな世界や人と「クロス」する”というコンセプトで、

放送を生かしたデジタルコンテンツや近未来のメディアを先取りした最
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先端テクノロジーなどが体感できます。オープンから２か月で、来場者

は２０万人を超えました。 

４つ目は、視聴者の指摘を受けテレビ画面のＱＲコードの色を変更し

たことです。１２月１日から８日にかけて、「体感 首都直下地震ウイー

ク」と題して、命と暮らしを守るためのシリーズを放送しましたが、番

組のホームページにつながるＱＲコードを放送中の画面左下に、オレン

ジ色で表示したところ、視聴者からは読み取れないという声が寄せられ

ました。そこで、急きょ、ＱＲコードの色をオレンジ色から黒に変更し、

翌日の放送からはすべての機種で読み取れるようにしました。 

最後に、誤記・誤読などに対する指摘への対応についてです。放送で

のテロップのミスや誤読などの件数は、１０月は７６件、１１月は９５

件、１２月は７５件ありました。ホームページ上のミスは１０月が３１

件、１１月が３４件、１２月が４４件でした。指摘については、直接番

組担当者に連絡し、対応を求めました。 

ＮＨＫではみなさまからどのようなご意見・ご要望をいただき、どう

対応したかを１か月ごとに集約して「月刊みなさまの声」（注）として、

まとめて報告しています。 

本件は、放送法第３９条第４項の規定に基づき、本日開催の第１３４

６回経営委員会に報告します。 

 

（会 長）          視聴者から寄せられた声について、対

応が必要とされる「意見・要望」と、単

純な「問い合わせ」を合計して総数とし

て出しているのはなぜですか。 

（広報局）          コールセンター等を通じてＮＨＫに接

触した人数について把握するためです。 

（会 長）          どれくらいの人がＮＨＫに接触してく

れたのかはわかりました。一方、この報

告で重要なことは対応が必要な「意見・

要望」の数の推移、動向です。まとめ方

を工夫していただければと思います。 

（児野専務理事・技師長）   放送番組への声にある「問い合わせ」

は、再放送の問い合わせが多く、ある意
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味、視聴者の意向と考えられるのではな

いでしょうか。 

（広報局）          電話等で寄せられた声を聞く際、丁寧

にお聞きしていますが、１本の電話の中

には、複数の意見・問い合わせが混在し

ています。その傾向を見ながら分類して

いますが、分類の仕方はさらに検討した

いと思います。 

（会 長）          確かにきれいにわけることは難しいで

すが、今後、工夫をお願いします。 

（黄木理事）         問い合わせと要望のまとめ方は今後、

検討します。 

（会 長）          他にご意見等がありませんので、原案

どおり決定し、本日開催の第１３４６回

経営委員会に報告します。 

 

注：ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライン」の「ＮＨＫについて～

視聴者のみなさまへ」に掲載しています。 

 

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。 

四国地方の西本佳代氏（香川大学大学教育基盤センター准教授）に、

２０２０年２月１日付で再委嘱します。 

本件は、本日開催の第１３４６回経営委員会に報告します。 

 

（２）契約・収納活動の状況（２０１９年１２月末） 

（営業局） 

２０１９年１２月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、１２月の受信料収納額は５３５.５億円で、前年度同月を７.２

億円下回りました。年間累計収納額は５,２３０.９億円となり、前年同

時期と比較し、２７.８億円上回っています。 
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前年度分受信料回収額は２.２億円となり、前年度同月と同水準となり

ました。年間累計は５０.６億円となり、前年同時期に比べ４.２億円下

回っています。前々年度以前分回収額は３.３億円となり、前年度同月と

同水準となりました。年間累計は４６.８億円となり、前年同時期を９.

８億円上回っています。 

次に、契約総数の増加状況です。取次数が前年度同月を１.６万件上回

り、減少数が前年度同月を０.２万件下回ったため、差し引きの増加数は

前年度同月を１.８万件上回る２.５万件となりました。年間累計増加数

は、前年同時期を２９.３万件下回る３９.３万件となりました。なお、

１２月末の受信契約件数は４,２０８.４万件となっています。 

衛星契約増加は、取次数・減少数ともに前年同月を０.２万件下回り、

差し引きの増加数は前年度同月と同水準となりました。年間累計増加数

は、前年同時期を９.７万件下回る４９.２万件となりました。１２月末

の衛星契約件数は２,２１１.４万件となり、契約数全体に占める衛星契

約の割合は５２.５％となっています。 

本件は、本日開催の第１３４６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。 

 

 

２０２０年 ２月１２日 

 

会 長  前 田 晃 伸 


