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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２２年１０月１１日開催分） 

２０２２年１０月２８日（金）公表 

 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２２年１０月１１日（火）午前１０時３０分～１１時１０分 

 

＜出席者＞ 

前田会長、正籬副会長、林専務理事、板野専務理事 

小池専務理事、伊藤専務理事、児玉理事・技師長、中嶋理事、 

熊埜御堂理事、山内理事、安保理事、山名理事 

大草監査委員 

 

＜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）経営計画の修正について 

（２）職務権限事項の改正について 

（３）インターネット活用業務実施基準の変更について 

（４）放送法改正等に伴う日本放送協会放送受信規約の一部変更につい

て 

（５）「ＩＴマネジメント委員会規程」および「情報システムの開発プ
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ロジェクトに関する運営規程」の改正について 

 

２ 報告事項 

（１）放送技術審議会委員の委嘱について 

（２）考査報告 

（３）放送番組審議会議事録 

 

３ 審議事項 

（６）第１４０９回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）経営計画の修正について 

（経営企画局） 

「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）」（以下、「現経営計

画」）については、計画内容実現の見通しが立ったことを踏まえ、これ

までの理事会で、経営計画の修正における新たな柱の考え方、収支の考

え方などについて説明しました。本日は、２０２３年度に予定している

衛星１波削減と値下げ後の受信料額・収支計画等についてご説明しま

す。 

スリムで強靱な「新しいＮＨＫ」への変革を目指す現経営計画は順調

に進捗しており、２０２３年度の受信料の値下げと衛星１波削減という

公約については達成できる見通しが立ちましたので、公約通り計画を修

正したいと考えています。修正経営計画の重点事項としては、現経営計

画で掲げているスリムで強靱な「新しいＮＨＫ」への変革を目指す方針

は堅持したうえで「新しい“安全・安心”の追求」と「新しい“あまね

く”の追求」の２点に注力し、これまでの方針の進化・深化を進めたい

と考えています。 

これらを実現する構造改革の方向性について、まず、「新しい“安

全・安心”の追求」としては、「経済安全保障を見据えた信頼できる情
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報の確保、情報空間維持への貢献」と「信頼されかつ魅力あるコンテン

ツの強化、コンテンツ産業の底上げ、オールＩＰ時代対応」の２つを掲

げています。次に、「新しい“あまねく”の追求」については、「地

域、二元体制の維持」「レジリエンス、高度なリスクマネジメント、い

っそうの生産性向上」の２つを掲げています。 

 続いて“還元”のあり方について説明します。前回の経営委員会で

は、受信料値下げについて、「地上波も下げるべきではないか」、ある

いは「地上を値下げせず衛星だけとなると、説明が難しいのではない

か」といったご意見をいただきました。営業改革については、「中長期

のシミュレーションにおいては、出入りの改善状況チェックが不可欠」

といったご意見、コンテンツ強化については「もう少し具体的で丁寧な

説明が必要なのではないか」といったご意見、今後の投資については、

「還元原資７００億円のほかに、改正放送法も踏まえ、二元体制の維

持、リスク対応等で使っていくものと理解したが、具体的な見通しはど

うなっているのか」ということや、最終収支についても、「一時的では

なく、恒常的な還元を行う場合、足元のインフレを見ても、この先３年

程度の収支をしっかり見極める必要があるのではないか」といったご意

見をいただきました。 

ＮＨＫの世論調査によると、受信料値下げの原資を用意できる見込み

になったことについて、受信料支払者の７割強が評価しています。“還

元”の基本的な考え方としては、地上波については、２つの柱の強化を

含む将来に向けた投資とともに料額でも還元を行います。衛星波につい

ては、コンテンツ強化を行いつつ、料額でも還元を行います。 

料額による還元については、“公約”である、還元のための原資７０

０億円を確保できたこと、衛星１波の削減をすること、インフレ等も相

まって少しでも値下げをしてほしいとの視聴者・国民の要望が強いこ

と、経営委員会における値下げ等のご意見を踏まえ、今後の構造改革を

拡大し、６,０００億円を下回る、より「スリムで強靱な」事業規模と

するとともに、剰余金の大幅な活用に踏み込むことで、「衛星契約、地

上契約の料額をそれぞれ１割値下げ」、「経済的に厳しい学生への免除

を拡大」を行いたいと考えています。具体的には、衛星契約で月額２２
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０円、地上契約で月額１２５円の値下げを行います。最大で衛星契約で

年間３,２４０円、地上契約で年間２,１００円の値下げになります。ま

た、学生免除ついては適用対象を拡大し、一人暮らしの学生については

原則免除になるようにしたいと考えています。 

また、収支に関しては、電力料金値上げや資材価格の上昇などインフ

レ傾向の収支への影響を踏まえたコスト増を見込み、収支を見極める必

要があります。 

 剰余金については、ＮＨＫの世論調査によると、受信料支払者の過半

数が将来的な視聴者の負担軽減に使うべきと回答していることを受け、

放送ネットワークインフラのコスト低減に向けた投資と情報空間の健全

性確保に向けた投資を行います。これらは総務省有識者会議で示された

方向性と合致するもので、将来的な視聴者の負担軽減になるものと考え

ています。 

 衛星波は２０２４年３月末に、２Ｋのうち１波を停波します。２０２

３年１２月に番組改定を行い、「新ＢＳ４Ｋ（仮称）」と「新ＢＳ２Ｋ

（仮称）」をスタートさせるとともに、番組改定後、ＢＳプレミアムは

衛星波削減の周知等を画面上で行うなど、削減の円滑な実施に取り組む

ことにしたいと考えています。 

衛星波削減をふまえたサービスプランとしては、地上波で「安全・安

心」「あまねく」を達成すべく投資し、全ての国民に信頼できる情報を

確実に提供し続けます。その一方で、「新ＢＳ２Ｋ」でライブ感を重視

した機動的な編成、「新ＢＳ４Ｋ」で世界に通用する多彩なコンテン

ツ・高精細クオリティの提供を行い、衛星波において地上波で味わえな

い新たな価値の創造を目指します。 

最後に収支計画案を説明します。今回は２０２３年度の収支のみを変

更することとなります。２０２３年１０月からの値下げを反映すると事

業収入は４５０億円程度の減収となる見込みです。事業収支差金のマイ

ナス２８０億円は、剰余金から充当することで解消します。２０２４年

度以降の収支については、今回の受信料値下げにより、事業規模を大幅

に見直します。事業支出は、２０２７年度で６,０００億円を割るとこ

ろまで縮減するものと想定しています。２０２７年度の収支均衡を目指
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し、支出規模を段階的に縮減していきますが、この間の収支差を解消す

るために剰余金を事業支出のマイナスに充当していく計画です。剰余金

のうち１,５００億円は、値下げによる収入の不足に充てていきます。

その他の剰余金については、改正放送法で求められる民放協力努力義務

への対応やリスク対応等、将来的な視聴者の負担軽減に向けた先行投資

へ充てることを想定しています。放送ネットワークインフラのコスト低

減に向けた投資など、今後とも必要とされる“放送機能”全体を支える

ために約６００億円を充て、災害時等の視聴者負担の増加抑止、財政安

定化のために少なくとも５００億円程度確保したいと考えています。 

以上のような考え方をもとに、経営計画の修正を行いたいと考えてい

ます。 

意見募集に付す法定資料については、経営計画の修正本編である「Ｎ

ＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）の修正案について」、収支の

見通しとは別に、算定根拠として経営計画に添付されることが求められ

ている「ＮＨＫ経営計画における受信料及び収支の見通しの算定根拠等

（案）について」、今回の経営計画の修正をわかりやすく説明した「新

しいＮＨＫらしさの追求 ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）

修正（案）について（説明資料）」の３点です。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４０９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

開催の第１４０９回経営委員会に諮ります。 

 

（２）職務権限事項の改正について 

（経営企画局） 

組織改正等に伴う職務権限事項の改正について、審議をお願いしま

す。 

主に対象となる組織は５つです。 

１点目は、リスクマネジメント室について、リスク管理体制の一元化

を図る組織改正に沿って職務権限事項を移行・再整理した上で、一部見
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直しています。 

 ２点目は、情報公開センターについて、情報公開・個人情報保護セン

ターから役割が変わることに合わせて職務権限事項を改正しています。 

３点目は、経営企画局について、技術戦略室、デジタル業務改革室を

局内に新設するのに伴う職務権限事項の変更です。 

４点目は、総務局について、組織改正にともない、ファシリティマネ

ジメントを推進する職務権限を設定するとともに、新放送センター移転

に関する職務を明確化しています。 

５点目は、技術局について、局内の組織改正および経営企画局技術戦

略室の新設にともない、職務権限事項を見直しています。 

その他、今回の組織改正に伴い、視聴者局、メディア総局メディア戦

略本部、放送技術研究所および各局・各部の共通管理事項などの職務権

限事項を一部変更しています。 

今回の改正の実施時期は２０２２年１１月１日です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）インターネット活用業務実施基準の変更について 

（伊藤専務理事） 

インターネット活用業務実施基準（以下、「実施基準」）の変更につ

いて、審議をお願いします。 

放送法が改正され、１０月１日に施行されたことに伴い、実施基準の

うち放送法に言及する条文の一部について、形式的な変更が必要となり

ました。具体的には、実施基準の第１条にある放送法の「第２０条第９

項」を「第１０項」に改めます。また、第４条にある放送法の「第２０

条第１０項」を「第１１項」に改めるほか、受信契約の締結義務を定め

た放送法の第６４条第１項の改正に伴い、用語を改めます。 

実施基準の変更の施行日については、放送法とのずれをすみやかに解

消するため、「総務大臣の認可を受けた日」とします。 

また、実施基準については、すでに総務大臣に認可申請中の案があり

ますが、今回説明した形式的な変更について、先に認可され、施行され
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た場合、認可申請中の案の一部を修正する必要が生じます。その場合、

すみやかに所要の修正手続きを行います。 

実施基準については、経営委員会で議決する際には意見募集を行うこ

ととされていますが、放送法の改正にあわせて放送法施行規則が改正さ

れ、形式的な変更については意見募集が不要となりました。今回の変更

は形式的な変更の議決に該当するため、意見募集の実施は不要となりま

す。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４０９回経営委員会に諮り、議

決が得られれば、総務大臣に認可を申請します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４０９回経営委員会に諮ります。 

 

（４）放送法改正等に伴う日本放送協会放送受信規約の一部変更につい

て 

（視聴者局） 

放送法改正等に伴う日本放送協会放送受信規約（以下、「受信規

約」）の一部変更について、審議をお願いします。 

２０２２年１０月に受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の

整備を含む改正放送法が施行され、あわせて受信契約の条項に定める事

項などを規定する総務省令が改正されました。そのため、今回、受信規

約に放送受信契約の申込み期限を新たに規定するとともに、割増金に関

する事項など、法令の改正に対応するために必要な変更を行います。ま

た、支払い手段の多様化への対応や個人情報保護法の改正に伴う告示の

変更等、必要な規定の変更を行います。 

まず、割増金に関連する変更についてです。 

受信規約の第３条において、受信契約の申込み期限を、現行の受信規

約で「遅滞なく」とされていることとの整合性等から「受信機の設置の

月の翌々月の末日まで」と規定します。第１２条において、割増金は事

由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案し

ながら運用していくＮＨＫの方針から、「請求することができる」と規
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定します。割増金の対象となる具体的な不正として、解約と免除を虚偽

の内容で届け出ることを規定します。また、受信契約の申込み期限を過

ぎた場合の割増金について、割増金の対象期間や、地上契約をされてい

る方が衛星放送の受信設備を設置された場合も適用されることを規定し

ます。割増金の倍数は、改正省令で定める上限の２倍と規定します。第

１２条の２において、延滞利息も割増金と同様に「請求することができ

る」と規定します。付則において、変更規約の施行以前の受信機設置者

の割増金の取扱いについて、契約申込み期限は「変更後の受信規約施行

の翌々月末日まで」、割増金を請求する期間は「変更後の受信規約施行

後の期間分」と規定します。 

次に、その他の法令に関連する変更についてです。 

第２条において、受信契約を締結する必要がない場合について、「事業

所等住居以外」の場合を規定します。第４条において、「契約の成立時

期」について、２０１７年の最高裁大法廷判決を踏まえ「受信機の設置

者とＮＨＫの双方の意思表示の合致の日に成立する」と規定します。 

そして、割増金と関連しない、その他の変更事項についてです。 

第６条において、支払い手段の多様化対応として、継続振込による支

払いを紙の払込用紙以外でも行えるように、払込用紙が電磁的方法によ

り提供される場合を含むことを規定します。第１３条の２において、個

人情報保護法の改正に伴う対応としてガイドラインの告示日・番号等を

変更します。第７条において、用字の整理を行います。 

割増金に関する受信規約素案の内容について説明します。改正放送法

では、「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「期限まで

に受信契約の申込みをしなかった場合」に割増金を請求できることが規

定されました。 

「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」として、悪質性が

高いと考えられる解約と免除の２点について、不正があった場合に対象

となることを規定します。 

解約と免除以外にも不正は考えられますが、その他の不正で割増金の

対象とする場合には、悪質性などを総合勘案して、第３号の包括条項で

対応したいと考えています。 
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「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」の申込み期限を、

「受信機の設置の翌々月の末日まで」として、期限が過ぎた場合に「請

求することができる」と規定します。２～３か月の申込期間があれば十

分に申込みいただくことができ、ＮＨＫからも申込みを促す等の必要な

ご案内が可能であると考えています。なお、地上契約をしていて新たに

衛星放送の受信設備を設置された場合も、申込み期限を過ぎた場合は割

増金の対象となります。 

割増金の額ですが、国内類似法制度の水準や公平負担が実現されるこ

とを期待して導入された制度であることを踏まえて、改正省令で定める

上限の２倍と規定します。 

なお、受信規約付則の第１項で施行日を２０２３年４月１日と規定し

ています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４０９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

開催の第１４０９経営委員会に諮ります。 

 

（５）「ＩＴマネジメント委員会規程」および「情報システムの開発プ

ロジェクトに関する運営規程」の改正について 

（情報システム局） 

「ＩＴマネジメント委員会規程」および「情報システムの開発プロジ

ェクトに関する運営規程」の改正について、審議をお願いします。 

ＩＴマネジメント委員会規程の主な改正内容は２つです。 

１つ目は、ＩＴ投資戦略策定の体制を定め、ＩＴ投資に関する責任を

明確化することです。 

２つ目は、現在のＩＴマネジメント委員会を「ＩＴ連絡会」と名称変

更し、情報システムに関わる活動の周知・連絡の場として継承すること

です。 

また、関連する「情報システムの開発プロジェクトに関する運営規

程」も改正します。本規定のもとシステム開発プロジェクトのアセスメ
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ントを実施してきましたが、ＩＴガバナンスを担うデジタル業務改革室

とリスクマネジメント室が中心となって対応することとします。 

本件が決定されれば、２０２２年１１月１日に施行します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

 ２ 報告事項 

（１）放送技術審議会委員の委嘱について 

（児玉理事・技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱について、報告します。 

増子宏氏（文部科学省文部科学審議官）を２０２２年１０日１日付で新

規委嘱しました。なお、柳孝氏（前文部科学省文部科学審議官）は本人

からの申し出により、２０２２年８月３１日付で退任されました。 

 

（２）考査報告 

（考査室） 

２０２２年１０月５日までに放送した、ニュースと番組等について考

査した内容を報告します。 

国内放送番組では、ニュース１３項目と番組５４本、国際放送番組で

は、ニュース１項目と番組２本の考査を実施しました。 

 ニュースの主な項目として、北朝鮮が発射した中距離弾道ミサイルを

受けて政府が２０１７年９月以来のＪアラートを発信したことや、ロシ

アがウクライナ４州併合を一方的に宣言したことなどがありました。 

放送番組では、動物の驚異の繁殖戦略を伝えたＮＨＫスペシャル「命

をつなぐ生きものたち」（総合 ８月２８日放送）や女性受刑者が絵本

を読む声を録音しわが子に届ける、更生プログラムに密着したハートネ

ットＴＶ「堀の外のわが子を思って ―絵本を読みあう女性受刑者たち

―」（Ｅテレ ９月１２日放送）を考査しました。 

地域番組では、とちスぺ「たくさんの愛をこめて 白血病の少女がＳ

ＮＳに託したもの」（総合 栃木県域 ８月２６日放送）や、くまもと

の風「リンが夢みたニッポンで ～最高裁に上告した技能実習生～」
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（総合 熊本県域 ９月９日放送）などを考査しました。 

モニターフィードバック指標では、４月から８月までに放送した「レ

ギュラー番組への道」を分析しました。総合評価第１位の「マエストロ

たちの晩餐会」は、有名すし職人３人のこだわりを紹介して、男性の圧

倒的な支持を受けました。また、総合評価第２位の「再生できないホー

ムビデオありませんか？」は家族の感動の物語を綴って、女性の高い支

持を受けました。総合評価と詳細項目の相関関係からは、「取材や問題

の掘り下げ」は総合評価との高い相関関係が見られました。 

国際放送では、エリザベス女王死去に関するニュース項目や、何がし

かの生きづらさを抱える若者がそれを強さに変えて生きる姿を紹介する

「Ｆｉｖｅ Ｆｒａｍｅｓ ｆｏｒ Ｌｏｖｅ」（日本時間９月１７

日、２４日放送）を考査しました。 

考査の結果、これら一連のニュース・番組は、放送法、国内番組基

準、国際番組基準等に照らし、妥当であったと判断します。 

 

（３）放送番組審議会議事録（資料） 

（メディア編成センター・国際放送局） 

メディア編成センターと国際放送局から、中央放送番組審議会、国際

放送番組審議会、地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中

国、九州沖縄、東北、北海道、四国）の２０２２年７月開催分の議事録

についての報告。 

 

３ 審議事項 

（６）第１４０９回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催の第１４０９回経営委員会の付議事項について、審議をお願

いします。 

付議事項は、議決事項として「インターネット活用業務実施基準の変

更について」です。また、審議事項として「経営計画の修正について」

および「放送法改正等に伴う日本放送協会放送受信規約の一部変更につ

いて」です。 
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（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

２０２２年１０月２５日 

 

会 長  前 田 晃 伸 

 


