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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年 ３月１６日開催分） 

  

平成２８年 ４月 １日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年 ３月１６日（水） 午前９時００分～９時３５分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、板野専務理事、福井専務理事、森永理事、 

浜田技師長、今井理事、坂本理事、安齋理事 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井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１２５７回経営委員会付議事項について 

（２）新放送会館の用地取得について 

（３）日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について 

（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 

（５）ＮＨＫアイテック抜本改革およびＮＨＫグループ経営改革の取り

組みについて 



 
2 

（６）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）放送技術審議会委員の委嘱について 

（３）総務省の「政見放送及び経歴放送実施規程」の一部改正に伴う協

議について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２５７回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

３月２２日に開催される第１２５７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「平成２８年度暫定収支予算、事業計画

及び資金計画の認可申請について」、「日本放送協会放送受信料免除基準

の一部変更について」、「新放送会館の用地取得について」、および「中央

放送番組審議会委員の委嘱について」です。また、報告事項として「平

成２８年度国際放送等実施要請への回答について」、「契約・収納活動の

状況（平成２８年２月末）」、および「地方放送番組審議会委員の委嘱に

ついて」です。さらに、その他の事項として「平成２８年度営業目標値・

営業経費計画値について」です。 

 

（会 長）  原案どおり決定します。 

 

（２）新放送会館の用地取得について 

（経理局） 

新奈良会館の用地については、平成２５年９月に、奈良県とＮＨＫの

間で、移転検討に関する基本合意書を結び、これまで協議・検討を重ね

てきました。このたび、奈良県と条件の合意に達しましたので、当該用

地の取得について審議をお願いします。 

取得予定地は奈良市三条大路で、敷地面積は３,４１７.１６㎡です。
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現在の用途地域は、第二種住居地域ですが、２８年度中に商業地域に変

更される予定です。変更後は、建ぺい率は６０％から８０％に、容積率

は２００％から４００％に変わります。近鉄奈良線の新大宮駅から約９

００ｍで、奈良市役所にも近い場所に位置し、南側約３０ｍ、東側約１

８ｍの道路に面しています。取得予定地周辺では、県が進めている「ホ

テルを核とした賑わいと交流の拠点整備」事業により、３２年の東京オ

リンピック・パラリンピックまでに、ホテルのほか、コンベンション施

設や多目的広場などが整備されることになっており、将来のにぎわいや

イベント、公開番組等における相乗効果が期待できます。 

契約先は奈良県で、契約額は約４億３,４００万円です。契約日は２８

年３月３１日、支払・受渡日は県による周辺用地の埋蔵文化財調査に伴

う排土の搬出完了後で、７～８月の予定です。 

今後のスケジュールについては、２８～２９年度に基本設計・実施設

計を行い、３０年度に建物着工、３１年度に建物完成、３２年度上期に

運用開始を予定しています。 

 本件が了承されれば、３月２２日開催の第１２５７回経営委員会に諮

ります。 

 

（会 長）  原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。 

 

（３）日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について 

（営業局） 

日本放送協会放送受信料免除基準（以下、「免除基準」）の一部変更に

ついて、審議をお願いします。 

免除基準の根拠となる法律の改正に伴い、従前の免除対象に相当する

施設が新たに創設されたため、免除基準上の「児童福祉施設」「学校」の

規定を整備するものであり、免除範囲を変えるものではありません。 

主な変更点は、次のとおりです。 

 第１に、「児童福祉法」の改正により、免除基準の児童福祉施設に「幼

保連携型認定こども園」を規定します。 

 第２に、「学校教育法」の改正により、免除基準の学校に「義務教育

学校」を規定します。 

変更の期日は、平成２８年４月１日とします。 
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本件が了承されれば、３月２２日開催の第１２５７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）  原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。 

 

（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 

（浜田技師長） 

特定失踪者問題調査会（以下、「調査会」）が行う北朝鮮拉致被害者向

け短波送信「しおかぜ」のために、ＫＤＤＩが所有しＮＨＫが包括的使

用権を有する八俣送信所の送信設備等の使用を、調査会に認めてきまし

た。平成２８年度前期も引き続き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、１９年３月

２６日から２８年３月２７日までの９年にわたり、国際的に周波数の変

更が行われる毎年３月と１０月に、ＮＨＫ、ＫＤＤＩ、調査会の３者の

合意に基づき使用期間を延長することによって認めてきました。このほ

ど調査会から、改めて送信設備等の使用期間を延長させてほしいとの申

し出がありました。また今回は、設備の使用時間について３０分の追加

要望を受けました。この点も含め、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とから、人道上の見地から可能な範

囲での協力として、２８年１０月３０日まで、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「しおかぜ」の送信停止を求めることができま

す。これを担保するための覚書を、改めて３者で締結することとします。 

 

（会 長）  原案どおり決定します。 

 

（５）ＮＨＫアイテック抜本改革およびＮＨＫグループ経営改革の取り

組みについて 

（経営企画局） 

平成２８年４月１日に改正し、施行される「関連団体運営基準」を踏
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まえ、「ＮＨＫアイテック抜本改革の取り組み」および「『ＮＨＫグル

ープ経営改革』の取り組み」を取りまとめました。それぞれの取り組み

状況と今後の取り組みのスケジュールなどをまとめたものです。了承さ

れましたら、３月２２日の経営委員会に報告したいと思いますので、審

議をお願いします。 

まず、「ＮＨＫアイテック抜本改革の取り組み」について説明します。

これは、２月２２日の理事会で審議いただいたＮＨＫアイテックの「構

造的な原因究明と再発防止策」に盛り込んだ「ＮＨＫアイテック抜本改

革について」をベースに、取り組みのスケジュールなどを盛り込んだも

のです。 

柱は３つです。 

１つ目は事案発覚後、ただちに着手した再発防止のための緊急対策で

す。不正防止のための、支社の支払処理を本社で審査し、本社が認めな

い限り支払いができないルールの導入や出金管理にあたっての責任に応

じた手続き・チェックの徹底はすでに実施しています。常勤監査役への

外部人材起用はすでに内定しています。 

２つ目は徹底調査です。 

多額不正事案については、先月調査報告書と、構造的な原因究明を踏

まえた再発防止策をとりまとめました。膿（うみ）を出し切るため、業

務総点検は、新しい経営陣の下で継続してもらいます。 

３つ目は抜本改革です。 

○ＮＨＫアイテックのガバナンスの刷新 

企業風土を刷新し、適切な内部統制環境の整備を最大のミッションと

する新経営陣を臨時株主総会で発足させます。経営のモニタリング強化

のため、常勤監査役に外部人材を起用します。全社的なコンプライアン

スを徹底するため、役職員研修等を強化します。公共放送グループの一

員であるとの意識を醸成していくため、２８年度からＮＨＫと子会社が

合同で管理職等の研修を新たに行うべく検討を進めています。 

○ＮＨＫの指導監督機能の強化 

「内部統制関係議決」と「関連団体運営基準」の改正で盛り込まれた

事項をきちんと具体化させます。今月中に、監査役連絡・勉強会の設置、

非常勤取締役の連絡・勉強会を立ち上げ、訓練・研修等を通じ、指導監

督機能を強化します。ＮＨＫアイテックの内部統制の実施状況を報告す
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る制度を導入するための準備を今月から開始します。本体関連部門から

の派遣取締役の役割と責任部門の明確化による指導監督機能を強化しま

す。必要な職務権限を今月中に整備します。２８年度も内部監査室によ

る調査を実施します。 

○ＮＨＫアイテックの業務の抜本的な見直し（構造改革の断行） 

新経営陣のもとに抜本改革プロジェクトを設置します。内部統制を再

構築し、健全な牽制機能を取り戻す組織改革を行います。業務のゼロベ

ースでの精査・仕分けを含め、組織のあり方の抜本的見直しを断行しま

す。また、取締役会レベルで、リスク評価委員会を設置し、“専門的かつ

不定形な業務”等の業務プロセス管理、業務の「見える化」を徹底しま

す。これについては、昨日（３月１５日）、ＮＨＫアイテックに取引リス

ク評価委員会が設置されました。 

 ○ＮＨＫにおける規律の整備 

規律の整備は、「内部統制関係議決」と「関連団体運営基準」の改正の

実施です。 

続いて、「『ＮＨＫグループ経営改革』の取り組み」について説明しま

す。 

 ＮＨＫアイテックにおける不正行為の構造的な原因究明を踏まえて策

定した再発防止のための改革施策を、その他の子会社等にも広げ、１月

１２日の理事会で決定した「ＮＨＫグループ経営改革の方針」をさらに

具体化して取り組みを強化します。改革施策は、可能なものから順次着

手し、スピード感を持って改革を断行していきます。 

（１）コンプライアンス・不正防止施策の徹底 

関連団体の評価は、ＮＨＫが求める役割達成・コンプライアンスの取

り組みを重視する形に、すでに見直しを行っており、２８年度から実施

します。子会社等における懲戒規程およびその公表基準をＮＨＫと同水

準になるよう、２８年度から指導を強化します。 

（２）規律ある経営の確立 

ＮＨＫアイテック以外の主要子会社においても、２８年度から複数の

子会社でも常勤監査役に外部人材を起用できるよう現在人選を進めてい

ます。外部人材の子会社等経営陣への積極起用、ＮＨＫ若手幹部のキャ

リアパスとしての子会社等役員任用等による取締役会の活性化・機能強

化については、若手幹部の任用を２８年度に実施できるよう調整を行っ
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ています。 

（３）ＮＨＫグループ意識の醸成 

ＮＨＫと子会社等の入局・入社式を来月初めて合同で開催します。２

８年度から、ＮＨＫと子会社等が一緒になってのＮＨＫグループ研修を

行うなど、ＮＨＫグループの一員として、コンプライアンスの徹底等を

図ります。 

（４）ＮＨＫの指導監督機能の強化 

「内部統制関係議決」と「関連団体運営基準」の改正によって盛り込

まれた事項にしっかり取り組みます。子会社の事業を所管する部門の責

任や位置づけを明確にし、子会社全般に関する事項を所掌する組織と連

携して、子会社等に対する指導監督機能を強化することなど、主な項目

は、ＮＨＫアイテックの抜本改革と重なりますが、できることから今月

中に着手しています。２８年度からＮＨＫと子会社等の経営企画部門の

連携を強化するとともに、子会社全般の管理のあり方を検討、経営計画

に掲げる「創造と効率を追求する、最適な組織に改革」にふさわしいグ

ループ経営・管理機能を検討・強化します。「関連団体運営基準」の改正

に基づき、ＮＨＫと各子会社等との「基本契約」を見直します。ＮＨＫ

内部監査組織による、子会社内部監査を指導・支援します。ＮＨＫから

派遣する非常勤監査役には、専門性のある内部監査室から適材を配置し

ます。 

（５）構造改革の断行（グループ会社に必須の機能の再精査・再整理） 

ＮＨＫと関連団体が一体となって、「創造と効率を追求する、最適な組

織」を目指し、推進体制を整備して、子会社等の業務の統合・廃止も視

野に構造改革を断行します。このため、２８年度から、ＮＨＫの各機能

に照らして子会社等の各業務の「見える化」をさらに推進し、精査して、

統合・廃止も視野に再整理します。自主事業についても同様に、精査し、

再整理します。関連団体の組織のあり方を抜本的に検討します。 

（６）ＮＨＫと子会社との取引の透明性・適正性の確保等 

今年度から進めてきた委託業務の「見える化」などをさらに推進し、

委託業務の適正化のさらなる推進を図ります。子会社の利益剰余金の適

正な還元のあり方等を検討します。 

 

（会 長）    我々は今、このままではいけないという気持ちで取



 
8 

り組んでいます。これらを速やかに実行に移し、本格

的に職員の経営感覚のレベルを上げていく必要がある

ので、しっかりと気を引き締めてやってください。特

に、勉強会や研修については、具体的にプランを立て、

子会社等はもとより本体についても早急に実行に移し

てもらいたい。 

（安斎理事）   子会社等に派遣する取締役など、どういう人材を充

てるのか、しっかり考えていきたいと思います。 

（板野専務理事） 各所管部門で子会社を管理するとなると、１つの部

局で数社管理することも起こりえますが、現実的には

厳しいと思います。 

（会 長）    実際の経営は、各子会社の経営陣が行うのが大原則

です。どのような形で所管部門が責任を持って子会社

の指導監督をしていくのが良いか、役員が意見を出し

合ってやっていきましょう。 

（森永理事）   現状では各所管部局に十分なノウハウがないので、

運用の仕組みを作る必要があると思います。 

（会 長）    そのためにも、直ちに勉強会や研修の具体的なプラ

ンを立てて、早急に実行に移してください。ＮＨＫの

各所管部門にとってその部門の専門性は必要ですが、

子会社の管理においては、会社経営という観点が必要

です。そういう点について研修を強化し、知識を持つ

人材を増やすことで、自ずから向上していくはずです。

よろしくお願いします。 

         原案どおり決定します。 

 

（６）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（坂本理事） 

中央放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。 

西原浩一郎氏（連帯社会研究交流センター運営委員長）に、平成２８

年４月１日付で新規委嘱したいと思います。 

また、大日向雅美氏（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授）と鎌

田實氏（諏訪中央病院名誉院長）に、平成２８年４月１日付で再委嘱し
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たいと思います。 

本件が了承されれば、３月２２日開催の第１２５７回経営委員会に諮

ります。 

 

（会 長）  原案どおり了承し、次回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 

（坂本理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

 近畿地方で片山九郎右衛門氏（公益社団法人京都観世会会長）と小林 

祐梨子氏（スポーツコメンテーター）に、中部地方で東惠子氏（東海大

学海洋学部環境社会学科教授）に、平成２８年４月１日付で新規委嘱し

ます。 

なお、近畿地方の吉岡幸雄氏（染織史家）と中部地方の田中章義氏（歌

人・作家）は、任期満了により平成２８年３月３１日付で退任されます。 

本件は、３月２２日開催の第１２５７回経営委員会に報告します。 

 

（２）放送技術審議会委員の委嘱について 

（浜田技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱について報告します。 

安藤真氏（東京工業大学大学院理工学研究科教授、副学長）、伊丹誠氏

（東京理科大学基礎工学部教授）、および徳田英幸氏（慶応義塾大学環境

情報学部教授）に、平成２８年４月１日付で新規委嘱します。 

また、大寺廣幸氏（一般社団法人日本民間放送連盟常勤顧問）、関根千

佳氏（同志社大学教授・株式会社ユーディット会長）、および松井房樹氏

（一般社団法人電波産業会専務理事、事務局長）に、平成２８年４月１

日付で再委嘱します。 

なお、笹瀬巌氏（慶応義塾大学理工学部情報工学科教授）、佐藤誠氏（東

京工業大学精密工学研究所教授）、および長谷山美紀氏（北海道大学大学

院情報科学研究科教授）は、任期満了により平成２８年３月３１日付で

退任されます。 
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（３）総務省の「政見放送及び経歴放送実施規程」の一部改正に伴う協

議について 

（編成局） 

総務省の「政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第１

６５号）」の一部改正について、公職選挙法の規定に基づき総務大臣から

文書で協議がありました。これについて、以下のとおり回答することと

したいので、報告します。 

まず、改正案の概要についてです。 

今回の改正案は、次の参議院議員選挙で「鳥取県・島根県」と「徳島

県・高知県」をそれぞれ１つの選挙区とする合同選挙区が導入されるの

に伴い、２つの県にまたがって選挙運動を行う候補者の負担を軽減する

ため、候補者が選択するいずれか１つの県で政見放送の収録を行えるよ

うにするものです。また、ＮＨＫに対しては、合同選挙区を組む県で、

同じ日時、同じ順番で政見放送を行うよう求めるものです。 

次に、ＮＨＫのこれまでの対応と判断についてです。 

政見放送は、公職選挙法に基づいて総務省や各都道府県から委託を受

けて行う業務であり、ＮＨＫとしては、合同選挙区の導入で候補者に不

便が生じないようにしたいという総務省の意向をくみ入れ、対応を検討

してきました。今回の改正が行われた場合、関係する各放送局では、そ

れぞれの局が政見放送の申し込みの受付と収録の体制を整えた上で、い

ずれか一方の局で制作作業を行い、選挙区ごとに同じ日時、同じ順番で

政見放送を行うことになります。 

合同選挙区に対応する放送局では、情報共有と連携を綿密に行う必要

がありますが、業務自体はこれまでと比べて大きな負担になるものでは

なく、今回の改正案は妥当と考えます。これにより、総務省に対して、

改正案に同意する旨を回答したいと思います。 

なお、改正案が施行されれば、局内諸規程の改正など必要な準備や対

応を進め、次の参議院議員選挙に備えます。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 
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上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２８年 ３月２９日 

会 長  籾 井 勝 人 


