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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２３年 １月１０日開催分） 

２０２３年 １月２７日（金）公表 

 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２３年 １月１０日（火）午前１０時３０分～１０時５０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 

 

＜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）ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）の修正について 

 

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）２０２３年度（令和５年度）インターネット活用業務実施計画に

ついて 
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（３）令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画 

 

４ 報告事項 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 

 

５ 審議事項 

（４）第１４１６回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）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」）の修正について、審議をお願いします。 

これまで、現経営計画の修正における新たな“柱”、２０２３年度に

予定している衛星波１波削減と値下げ後の受信料額、修正案に対して意

見募集で寄せられたご意見に対する考え方などについて、検討してきま

した。 

 本日は、これまでの検討をふまえた現経営計画の修正全般について説

明します。本日の資料は、「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年

度）」、「【修正部分】ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）※

２０２３年１月修正」、「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）

の修正における収支の見通しの算定根拠」、「新しいＮＨＫらしさの追

求 ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）の修正について（説明

資料）」の計４点です。 

 まず、修正の概要を説明します。現経営計画で掲げているスリムで強

靱な「新しいＮＨＫ」を目指す方針は堅持しつつ、感染症の拡大やウク

ライナ情勢など新たな課題を踏まえ、５つの重点項目のうち「“安全・

安心”の追求」と「“あまねく”の追求」の２点を強化します。 

 また、当初から予定していた衛星波１波を２０２３年度末に削減する
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とともに、構造改革や経営努力の成果を視聴者のみなさまへ還元するた

め、受信料を１割値下げします。 

 続いて、修正の要素を説明します。 

まず、「５つの重点項目」のうち強化を図る２つについてです。「安

全・安心を支える」については、災害のみならず、安全保障、感染症、

地域課題など、暮らしの安全を支える「信頼できる情報」の発信を強化

します。「あまねく伝える」については、地域インフラへの投資を強化

し、放送通信融合の時代に、世代や場所にかかわらず「放送の価値」を

届け続けます。 

次に、「スリムで強靱な『新しいＮＨＫ』を目指す構造改革」につい

てです。２０２４年３月末に衛星波は２Ｋのうち１波を削減します。こ

れをふまえた放送サービスのトータルプランですが、地上波では「安

全・安心」「あまねく」を達成する投資を行い、全ての国民に信頼でき

る情報を確実に提供し続けます。一方、衛星波では「新ＢＳ２Ｋ」で衛

星放送の魅力を凝縮し、ライブ感を重視した機動的な編成を行い、「新

ＢＳ４Ｋ」で世界に通用する多彩なコンテンツを高精細なクオリティで

提供し、地上波で味わえない新たな価値を創造します。なお、衛星波削

減については、ＢＳプレミアムが番組ごとなくなるのではないかという

懸念もある中で、より丁寧な説明をしてほしいという経営委員会の要望

をふまえ、説明資料では、「新ＢＳ２Ｋ」について「ＢＳ１・ＢＳプレ

ミアムのコンテンツを中心に」という文言を追記し、ＢＳ１とＢＳプレ

ミアム、双方の番組が編成されることを明確にしました。２０２３年１

２月の番組改定とともに「新ＢＳ４Ｋ」と「新ＢＳ２Ｋ」をスタートさ

せ、その後はＢＳプレミアムで衛星波削減の周知を行うなど、削減の円

滑な実施に取り組みます。また、「インターネット活用業務」は、在外

邦人向けコンテンツについて、既存放送網の見直しを行いつつ、インタ

ーネット配信も活用して、きめ細かく、効率的に発信します。また、

「受信料の価値を最大化」するためのマネジメント施策としては、訪問

によらない営業活動を進化させ、安定収入を確保するとともに、ジャン

ル管理によるコンテンツ分野の効果的な資源管理を定着させ、放送通信

融合時代にふさわしい業務フローへの転換を図ります。 
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続いて、「視聴者のみなさまへの“還元”について」です。構造改革

による支出削減に加えて、経営努力によって生み出した財政安定のため

の繰越金をもとに、受信料の値下げや視聴者のみなさまの将来負担の軽

減につながる先行支出などを行います。受信料の値下げについては、２

０２３年１０月から、衛星契約を月額１,９５０円に、地上契約を月額

１,１００円にそれぞれ値下げします。合わせて学生免除について適用

対象を拡大し、一人暮らしの学生は原則免除となるようにしたいと考え

ています。値下げに際して充当する還元の原資として、総額１,５００

億円を想定し、確保することとしています。また、視聴者のみなさまの

将来負担の軽減につながる先行支出等については、改正放送法で求めら

れる民放協力努力義務への対応、リスク対応等を想定しています。具体

的には、民間放送事業者との放送ネットワークの効率的運用、ソフトウ

ェア化対応研究等、改正放送法の協力努力義務に係る支出として約６０

０億円、日本のコンテンツ産業全体の視点から、公共的コンテンツの創

造・展開の強化原資として約１００億円、災害時等の持続可能性を担保

する、財政安定化のために少なくとも５００億円程度を剰余金において

確保することとしています。 

最後に、計画期間中の収支見通しについてです。今回は２０２３年度

の収支のみ当初計画から変更しています。２０２３年１０月からの受信

料値下げ等により、受信料収入４６０億円の減収を想定しています。事

業収支差金のマイナス２８０億円は、値下げのために確保した還元の原

資から充当することで解消します。さらに、受信料値下げの継続を可能

にするため、支出規模を段階的に縮減する間、還元の原資を活用しま

す。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４１６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１４１６回経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 
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（１）インターネット活用業務実施基準の認可について 

（伊藤専務理事） 

ＮＨＫインターネット活用業務実施基準については、２０２２年８月

３０日開催の第１４０６回経営委員会において、変更案を議決いただ

き、総務大臣に認可申請をしました。また、１１月８日開催の第１４１

１回経営委員会での議決により変更案の一部を修正し、総務大臣に認可

申請中の案を修正する手続きを行いました。 

総務省による意見募集を経て、１２月２１日に開かれた総務省の電波

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

日付で、総務大臣の認可を受けました。 

なお、認可にあたり条件が付されています。認可条件は、ＮＨＫワー

ルド・プレミアムを外国の動画配信事業者に提供することについて、実

施基準に定めた基本原則から逸脱することのないよう十分に配意するこ

とという趣旨です。認可条件を踏まえて、インターネット活用業務を実

施します。 

実施基準の変更は２０２３年４月１日からとなります。 

本件は、本日開催の第１４１６回経営委員会に報告します。 

 

３ 審議事項 

（２）２０２３年度（令和５年度）インターネット活用業務実施計画に

ついて 

（伊藤専務理事） 

「２０２３年度（令和５年度）インターネット活用業務実施計画

（案）」（以下、実施計画案）について、審議をお願いします。 

実施計画案は、２０２２年１２月２７日にインターネット活用業務審

査・評価委員会に諮問し、２０２３年１月５日の答申で「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」との見解を得ております。 

実施計画案の大枠は、２０２２年度と大きく変わっていないので、主

なポイントについて説明します。  

まず、ＮＨＫプラスについてです。常時同時配信は、２０２３年度
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は、原則、総合テレビとＥテレで放送している番組をすべて提供しま

す。提供時間は、総合テレビが１日２４時間、Ｅテレが１日１９時間程

度です。見逃し番組配信では、地方向け放送番組の配信を拡大し、すべ

ての放送局の１８時台のニュース番組について実施します。 

次に、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、２０２３年度は合計で１９７億円です。２０２２年度は１９０億円

でしたので、７億円余り増えています。現在のインターネット活用業務

実施基準で、２００億円を超えないこととしており、その範囲内となっ

ています。  

次に、放送番組の周知広報については、衛星波の再編にあたり、イン

ターネットの特性をいかして、超高精細の映像など新しいチャンネルの

番組の魅力を伝えます。 

次に、３号受信料財源業務による新サービスについてです。在外邦人

向けのテレビサービス「ＮＨＫワールド・プレミアム」については、外

国の動画配信事業者にも提供する予定です。この費用を含み、３号受信

料財源業務で８千万円を計上しています。 

最後に、ＮＨＫのインターネット活用業務が果たしうる社会的役割を

検証する社会実証については、『総務省 デジタル時代における放送制

度の在り方に関する検討会「公共放送ワーキンググループ」』の議論も

踏まえて実施するかどうか、検討していきます。実施する場合の費用

は、２号受信料財源業務の枠内で、国内放送番組等配信費の企画費２億

円をあてることを予定しています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４１６回経営委員会に諮り、議

決が得られれば、総務大臣に届け出、公表します。 

 

（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１４１６回経営委員会に諮ります。 

 

（３）令和５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
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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５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５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「２０２３年

度（令和５年度）収支予算と事業計画の説明資料」、資料－２「２０２

３年度（令和５年度）収支予算と事業計画〔要約〕」、および資料－３

「令和５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。 

１．収支予算編成要綱からの変更点 

資料－１「２０２３年度（令和５年度）収支予算と事業計画の説明資

料」では、２０２２年１２月２０日の理事会で審議した「２０２３年度

（令和５年度）収支予算編成要綱」をベースに作成したもので、内容に

大きな変更はありませんが、修正・追加した事項がありますので、説明

します。 

 主な修正点は、還元目的積立金の表記の一本化、国際放送関係交付金

の確定、保有するメディアの整理・削減にあたっては番組の質の維持を

前提とすることを明記したことの３点です。追加した事項は４つで、１

つ目は、『「人にやさしい放送・サービス」の推進』です。２つ目は、

「ジャンル別の番組制作費」です。３つ目は、「２０２３年度末予定貸

借対照表 」（協会全体）です。４つ目は、単体、連結の２年度分の貸

借対照表・損益計算書です。 

２．予算書説明 

予算書は、２０２２年１２月２０日に審議した「２０２３年度（令和

５年度）収支予算編成要綱」の内容を、放送法および放送法施行規則に

則ってとりまとめたものです。「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、受信料額や予算の流用、繰越、予備費など予
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算の使用方法に関して規定しています。第１条で、令和５年度の収入及

び支出を、「別表第１」のとおり定めるとしています。第２条では、契

約種別ごとの受信料額および割引額等について規定しており、第１項か

ら第５項まであります。第３条では、予算の目的外使用の禁止につい

て、第４条以降、第１１条までは、予算の流用や予備費の使用などにつ

いて規定しています。令和５年度予算では、第２条に令和５年１０月か

らの値下げについて記載しています。また、第７条について表記を変更

しています。還元目的積立金に関する改正放送法の考え方に基づき、事

業収入の増加額を資本支出に充てることはできないことを明記していま

す。また、令和４年度予算の第１０条を削除しました。これは、前年度

決算における後期繰越金の増加額を当年度の資本支出の増加に充てるこ

とを可能とする条文でしたが、今回の法改正を受け、適用機会が限定さ

れること、令和５年度には適用の見込みがないことから削除していま

す。これに伴い、令和４年度予算の第１１条、１２条が第１０条、１１

条に繰り上がっています。  

次に、事業計画についてです。ＮＨＫが２０２３年度（令和５年度）

に行う事業内容について、放送法施行規則の定めに従い記載していま

す。「１ 計画概説」には、予算・事業計画の概要を記載した上で、建

設計画や国内放送等の事業運営の基本的な考え方を記載しています。

「２ 建設計画」では、新放送・衛星放送施設整備計画、テレビジョン

放送網整備計画、放送会館整備計画など、予算の科目別に、重点事項と

金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

送などの科目別に重点事項と金額を記載しています。「４ 受信契約件

数」について、地上契約と衛星契約などの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」です

が、２０２３年度（令和５年度）の予算要員は１万０,２６８人としま

す。 

最後に、資金計画についてです。資金計画の概要では、入金と出金の

概要について記載しています。資金計画は、一般に決算の際に作成する

キャッシュ・フロー計算書とは異なり、放送法施行規則の定めに従い、

資金の動きを入金と出金に区分して、四半期ごとに増減を把握し、記載
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しているものです。 

３．資料説明 

資料－１「２０２３年度（令和５年度）収支予算と事業計画の説明資

料」は、「２０２３年度（令和５年度）収支予算編成要綱」をベースに

作成したものです。資料－２「２０２３年度（令和５年度）収支予算と

事業計画〔要約〕」は２０２３年度の収支予算と事業計画のポイントを

Ａ４版表裏１枚にまとめたものです。資料－３の「令和５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。 

２０２３年度の一般勘定の事業収入は、前年度に対して４５０億円減

の６,４４０億円となり、このうち受信料は、２０２３年１０月から実

施の値下げ等により、前年度に対して４６０億円減収の６,２４０億円

とします。事業支出は、将来的なコスト削減を見据えた先行投資を行う

一方で、構造改革による支出見直しを行い、事業支出全体では前年度に

対して１７０億円減の６,７２０億円とします。事業収支差金は２８０

億円不足となり、これまでの経営努力によって生み出した財政安定のた

めの繰越金で補てんし、視聴者への還元を実施します。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４１６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１４１６回経営委員会に諮ります。 

 

注：「令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画」は、ＮＨＫのウェ

ブサイト「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載していま

す。 

 

４ 報告事項 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 

（メディア編成センター） 

メディア編成センターから、中央放送番組審議会、地方放送番組審議
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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１１月開催分の議事録についての報告。 

 

５ 審議事項 

（４）第１４１６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１４１６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「ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年

度）の修正について」、「２０２３年度（令和５年度）インターネット

活用業務実施計画について」、「令和５年度収支予算、事業計画及び資

金計画」、「２０２３年度（令和５年度）国内放送番組編集の基本計画

について」、「２０２３年度（令和５年度）国際放送番組編集の基本計

画について」です。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」です。その他事項として『総務省 デジタル時代にお

ける放送制度の在り方に関する検討会「公共放送ワーキンググループ」

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。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０２３年 １月２３日  

 

会 長  前 田 晃 伸 


