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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０１９年 ６月２５日開催分）

  
２０１９年 ７月１２日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 ２０１９年 ６月２５日（火） 午前９時００分～９時４５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 
今井特別主幹、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）日本放送協会放送受信規約の一部変更について 

（２）放送受信規約取扱細則の一部変更について 

（３）平成３０年度予算総則の適用について 

（４）日本放送協会平成３０年度財務諸表について 

（５）平成３０年度ＮＨＫ連結決算について 

（６）中央放送番組審議会委員の委嘱について 
（７）国際放送番組審議会委員の委嘱について 
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（８）平成３０年度（２０１８年度）インターネット活用業務実施状況

および評価結果について 

 
２ 報告事項 
（１）予算の執行状況（令和元年５月末） 
（２）契約・収納活動の状況（２０１９年５月末） 
（３）地方放送番組審議会委員の委嘱について 
 
議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）日本放送協会放送受信規約の一部変更について 
（営業局） 
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。 
今回の受信規約の変更は、ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）

における受信料の負担軽減策の一つとして盛り込んでいる「設置月の無

料化」に伴うもので、施行日は２０１９年１０月１日としています。 
「設置月の無料化」は、新たに受信機を設置された方の受信料の負担

軽減を図るため、受信機を設置した月について、受信料のお支払いを不

要とするものです。今回の変更は、ＮＨＫ受信料制度等検討委員会への

諮問・答申の内容および視聴者・国民のみなさまを対象とした意見募集

の実施結果を踏まえたものとなっています。 
続いて、「設置月の無料化」の考え方への意見募集の実施結果につい

て報告します。意見募集は２０１９年４月１２日から２５日までの２週

間実施し、３９件の意見が寄せられました。ＮＨＫの考え方を支持する

意見がある一方で、「設置月の無料化」そのものに反対する声や既に契

約している方への負担軽減を求める声もありました。寄せられた意見に

ついては、ＮＨＫとして説明できる範囲であることから、実施内容の骨

格を変更する必要はないと判断しました。個別の指摘については、今後

の運用の中で、その趣旨を踏まえながら反映に努めていきます。 
本件が了承されれば、本日開催の第１３３２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。 
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（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１３３２回経営委員会に諮ります。 
 
（２）放送受信規約取扱細則の一部変更について 

（営業局） 

放送受信規約取扱細則の一部変更について、審議をお願いします。 

「設置月の無料化」に伴い、放送受信料の精算について内容を変更す

るほか、受信規約の変更にあわせて表記を整理します。 

本件が決定されれば、２０１９年１０月１日から施行します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

（３）平成３０年度予算総則の適用について 

（経理局） 

平成３０年度決算にあたり、平成３０年度予算総則の適用について、

審議をお願いします。 
予算総則は、国会承認を受けた収支予算書に定めた予算の相互流用や

建設費予算の繰越しなど、予算の運用等に関する規定です。 
平成３０年度の予算総則の適用については、一般勘定の事業収支にお

いて、第４条第１項による予算の流用、第６条による予備費の使用、お

よび第７条による増収額の振当てを行うこととします。また、一般勘定

の資本収支において、第５条第１項による翌年度への建設費予算の繰越

しと同条第２項による前年度からの建設費予算の繰越しを行うこととし

ます。 
さらに、受託業務等勘定の事業収支において、一般勘定の事業収支と

同様、第７条による増収額の振当てを行うこととします。 
本件が了承されれば、本日開催の第１３３２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１３３２回経営委員会に諮ります。 
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（４）日本放送協会平成３０年度財務諸表について 

（経理局） 

日本放送協会平成３０年度財務諸表を取りまとめましたので、審議を

お願いします。 
資料は、「平成３０年度財務諸表」、「独立監査人の監査報告書」、

「平成３０年度決算説明資料」、および「平成３０年度決算概要」の４

点です。 
決算につきましては、２０１９年５月１３日の理事会および５月１４

日の第１３２９回経営委員会で速報をご説明し、公表していますが、そ

の時点から決算数値の変更はございません。今回、正式な財務諸表とし

てまとまり、会計監査人の監査報告を受領しました。 
まず、２９年度決算との比較です。 
一般勘定の事業収入は受信料の増収等により、１２９億円増の７,３３

２億円となりました。このうち受信料は７,１２２億円で、２９年度に比

べ２０９億円の増収となりました。 
一方の事業支出は、定時・特集番組の充実や報道の強化、ＢＳ４Ｋ・

８Ｋの本放送開始、インターネットサービスの充実、積極的な国際発信、

地域放送・サービスの充実等により、２９年度に比べ８７億円増の７,０
６０億円でした。事業収支差金は２９年度に比べ４１億円増の２７１億

円となりました。このうち４０億円を建設費に充当し、残る２３１億円

を翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越します。 
これにより、財政安定のための繰越金は、２９年度末１,０５８億円に

対し、１２８億円を取り崩して建設費に充当しているので、３０年度末

の残高は１,１６１億円となります。 
受信料の状況です。受信契約件数の増減等について、３０年度の支払

数は７０.８万件の増加となり、このうち契約総数は６３.０万件の増加、

未収数は７.８万件の削減となりました。衛星契約数は６６.８万件の増加

となり、いずれも計画を上回りました。この結果、支払率は計画を１ポ

イント上回る８２％、衛星契約割合は５２％となりました。 
建設積立資産については、放送センター建替の設計に着手したことに

より０.２億円取り崩し、１,７０７億円の残高となりました。 
次に、一般勘定と放送番組等有料配信業務勘定、受託業務等勘定の３

つを合わせたＮＨＫ全体の状況についてです。３０年度末の資産総額は
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１兆１,９４０億円となり、自己資本比率は６４.２％となります。また、

３０年度の経常事業収入は７,３７２億円、当期事業収支差金は２７４億

円と増収増益となりました。 
以上については、監査法人から「独立監査人の監査報告書」を受領し

ており、監査の結果、「すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める」との監査意見が表明されています。 
 以上の内容が了承されれば、放送法第７４条の規定に基づき、本日開

催の第１３３２回経営委員会に諮り、議決を経たうえで、監査委員会お

よび会計監査人の意見書を添えて、総務大臣に提出します。 
 
（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１３３２回経営委員会に諮ります。 
 
注：「日本放送協会平成３０年度財務諸表」関連の資料は、ＮＨＫホー

ムページ「ＮＨＫオンライン」の「経営情報」のなかに掲載してい

ます。 
 

（５）平成３０年度ＮＨＫ連結決算について 

（経理局） 

平成３０年度のＮＨＫ連結決算について取りまとめましたので、審議

をお願いします。これはＮＨＫが自主的に取りまとめ、公表しているも

ので、連結の範囲については連結子会社１３社、および持分法適用会社

１社を対象としています。 
資料は、「平成３０年度連結財務諸表」、「独立監査人の監査報告書」、

および「平成３０年度決算概要」の３点です。 
連結決算につきましても、２０１９年５月１３日の理事会および５月

１４日の第１３２９回経営委員会に速報を報告し、公表しています。 
３０年度連結決算における経常事業収入（売上高）は、ＮＨＫの受信

料の増収等により、２９年度と比較して１５８億円の増となる８,０１０

億円となりました。番組の充実等を図る一方で効率的な事業運営により、

当期事業収支差金（純利益）は２９年度に比べ７４億円増の３０４億円

となり、増収増益の決算となりました。 
経常事業収入（売上高）の内訳については、ＮＨＫは７,３２２億円で、
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受信料の増収等により２９年度に比べ１９６億円の増収となりました。

一方、子会社の売り上げは６８７億円で、イベント事業収入の減や受注

工事の減少等により、２９年度に対して３８億円の減収となりました。 
３０年度末における資産合計は１兆３,１９７億円で、２９年度末に比

べ６１０億円増加しました。自己資本比率は６４.７％と引き続き健全な

財政状態を維持しています。 
なお、連結財務諸表についても、ＮＨＫ単体の財務諸表と同様に、監

査法人から「独立監査人の監査報告書」を受領しており、監査の結果、

「すべての重要な点において適正に表示しているものと認める」との監

査意見が表明されています。 
本件が決定されれば、本日開催の第１３３２回経営委員会に報告しま

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。 
 

注：「平成３０年度ＮＨＫ連結決算」関連の資料は、ＮＨＫホームペー

ジ「ＮＨＫオンライン」の「経営情報」のなかに掲載しています。 
 

（６）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

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。 

柴田岳氏（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長）に、２０１９年

７月１日付で新規委嘱したいと思います。 

なお、永井良三氏（自治医科大学学長）は、本人の申し出により任期

途中の２０１９年６月３０日付で、田中隆之氏（読売新聞東京本社取締

役編集局長）は、任期満了により同日付で、それぞれ退任されることと

なりました。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３３２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１３３２回経営委員会に諮ります。 
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（７）国際放送番組審議会委員の委嘱について 

（正籬理事） 

国際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。 

 佐藤たまき氏（古生物学者、東京学芸大学教育学部准教授）に２０１

９年７月１日付で新規委嘱したいと思います。また、同日付で、鎌田由

美子氏（株式会社ＯＮＥ・ＧＬＯＣＡＬ代表取締役、クリエイティブ・

ディレクター）に再委嘱したいと思います。 

なお、大西洋氏（日本空港ビルデング株式会社取締役副社長執行役員）

と塩見美喜子氏（東京大学大学院理学系研究科教授）は任期満了により、

２０１９年６月３０日付で退任されます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３３２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１３３２回経営委員会に諮ります。 

 

（８）平成３０年度（２０１８年度）インターネット活用業務実施状況

および評価結果について 

（経営企画局） 

ＮＨＫのインターネット活用業務は、放送を補完してその効果・効用

を高め、国民共有の財産である放送番組等を広く国民に還元するなど、

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するも

のです。平成３０年度（２０１８年度）のインターネット活用業務は、

放送法、「インターネット実施基準（以下、「実施基準」）」、平成２

９年答申第３号、および「平成３０年度（２０１８年度）インターネッ

トサービス実施計画（以下、「実施計画」）」に基づき、実施しました。

このたび、平成３０年度（２０１８年度）インターネット活用業務の実

施状況および評価結果（案）を取りまとめましたので、審議をお願いし

ます。 

はじめに、「１．受信料を財源とするサービス」についてです。 

(1)２号受信料財源業務 

国内放送関係の「Ⅰ．放送番組における領域ごとの取り組み」では、

「ニュース（報道・解説）」、「スポーツ」、「生活」、「教育・科学・

教養・福祉」、「娯楽」、「大型企画」の６つの項目で実施しました。
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「Ⅱ．複数のジャンルやコンテンツにまたがる取り組み」では、「イン

ターネットによる番組の周知・広報」、「ラジオのインターネットサー

ビスの提供」、「インターネットによるアーカイブスの提供」、「通信

と連携したテレビ向けサービスの充実」、「地域放送局のインターネッ

トサービス」の５つの項目で実施しました。 

国際放送関係では、国際理解の促進を図るとともに、放送番組を補完

する観点から、国際放送番組の放送同時提供、オンデマンド提供、理解

増進情報の提供を行いました。「Ⅰ．放送番組における取り組み」では、

「『ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮオンライン』ホームページの充実」を

行いました。「Ⅱ．放送同時提供とオンデマンド提供」では、「『ＮＨ

Ｋワールド ＪＡＰＡＮ』の放送同時提供とオンデマンド提供」、「『Ｎ

ＨＫワールド ラジオ日本』の放送同時提供とオンデマンド提供」の２

つの項目で実施しました。 

 試験的な提供については、国内テレビジョン放送の放送番組を、イン

ターネットを通して放送と同時に提供するサービスの改善・向上の検討

に資することを目的として、試験的提供Ａとして、「２０１８ ＦＩＦ

Ａワールドカップ ロシア」においてテレビ放送のインターネット同時

配信の検証実験を実施しました。 

(2)３号受信料財源業務 

 災害等の緊急時における情報提供として、１者に対して関連するニュ

ースを提供しました。また、公益上特に意義のある提供として、１者に

対して放送番組を３番組提供しました。 

次に、「２．有料で行うサービス」についてです。 

(1)２号有料業務（ＮＨＫオンデマンド） 

 利用者負担により行う業務として、ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）サ

ービスを実施し、「見逃し番組」として連続テレビ小説、大河ドラマ、

ＮＨＫスペシャル等約６,５００本、「特選ライブラリー」として約７,

０００本を、多様な受信端末に向け提供しました。 

(2)３号有料業務 

６者に対して、放送番組約４,０００本を有料で提供しました。なお、

３号有料業務に係るサービス提供に当たっては、提供条件の公平性を担

保することに留意しつつ、基本契約の締結を行いました。 

続いて、「３．決算報告」についてです。 
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２号受信料財源業務の費用は、受信料収入の２.０％にあたる１３９億

円でした。内訳は、物件費が１０１億円、減価償却費が５億円、人件費

が３３億円で、物件費のうち、国内放送関係は８１億円、国際放送関係

は１９億円でした。３号受信料財源業務の費用は発生しませんでした。

２号有料業務および３号有料業務は、区分経理の対象であり、放送番組

等有料配信業務勘定として計理されました。２号・３号有料業務の事業

収入は２２億円、事業支出は１９億円となり、２号・３号有料業務の事

業収支差金は３億円でした。 

 さらに、「４．インターネット活用業務審査・評価委員会」（以下、

「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、外部の

有識者で構成する委員会を８回開催し、インターネット活用業務に関す

る競合事業者等からの意見・苦情等の概況について、ＮＨＫから委員会

に報告を行いました。なお、受理すべき意見・苦情等の申し立てはあり

ませんでした。また、「平成２９年度インターネット活用業務実施状況

および評価結果」と「２０１９年度インターネットサービス実施計画」

について、委員会に諮問し答申を受けました。このほか、平成３０年度

（２０１８年度）インターネット活用業務の実施状況に関する四半期ご

との報告を行いました。 

最後に、「５．実施結果の総括」です。 

 ＮＨＫは、放送法第１５条に掲げられた目的を達成するため、放送法、

実施基準、平成２９年答申第３号、および実施計画に基づき、平成３０

年度（２０１８年度）のインターネット活用業務を実施しました。公共

性については、実施計画の枠組みに則り、各サービスの公共性が発揮さ

れ、放送法第１５条に資するサービスを提供できたものと考えられます。

また、市場競争への影響については、ＮＨＫに寄せられた意見・苦情等

の申し立てのうち、受理要件を満たすものはなく、市場シェア等の状況

を勘案すると、ＮＨＫのインターネットサービスは「市場の競争を阻害

するようなもの」とはなっていないと考えられます。インターネットサ

ービスに要する費用についても、実施基準で定められた規模の範囲内に

おさまっています。以上の点から、実施計画の実施結果は、妥当であっ

たと考えます。 

 ＮＨＫが作成した「平成３０年度（２０１８年度）インターネット活
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用業務実施状況および評価結果（案）」について、インターネット活用

業務の適切性の確保の観点から委員会に諮問した結果、「平成３０年度

（２０１８年度）インターネットサービス実施状況および協会による評

価に問題はなく、適切なものであると考える」との答申を得ました。 

 本議案が決定されれば、「ＮＨＫオンライン」で公表することとした

いと思います。 

 

（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）予算の執行状況（令和元年５月末） 
（経理局） 

令和元年５月末の予算の執行状況について報告します。 
最初に、一般勘定の事業収支の全体概況を説明します。５月末の標準

進捗率は１６.７％（２か月／１２か月）です。事業収入は１,２１９億円、

進捗率は１６.８％です。受信料収入が堅調で、前々年度以前受信料の回

収等の雑収入が増えたこと等により、全体としてほぼ標準通りの進捗率

になりました。事業支出は１,１２６億円、進捗率が１５.５％で、効率的

な事業運営により、全体として標準進捗率を下回る支出状況となってい

ます。これにより、事業収支差金は９２億円の黒字となっています。 
一般勘定の事業収支を前年同月と比較すると、事業収入は受信料の増

収等により、１２億円増の１,２１９億円となりました。事業支出は、契

約収納費等が減となった一方で、国内放送費の増等により、１６億円増

の１,１２６億円となりました。事業収支差金は、３億円減の９２億円と

なりました。 
受信料の状況については、受信契約件数の増加により、前年同月に比

べ１８億円増加しました。受信契約件数については、契約総数、衛星契

約数ともに標準進捗率を上回りました。 
最後に、放送番組等有料配信業務勘定の状況です。事業収入は４.０億

円で、視聴料収入の増等により標準進捗率を上回りました。事業支出は

３.４億円で、効率的な業務実施により標準進捗率を下回りました。これ

により、事業収支差金は０.６億円の黒字となっています。 
本件は、本日開催の第１３３２回経営委員会に報告します。 
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（２）契約・収納活動の状況（２０１９年５月末） 
（営業局） 

２０１９年５月末の契約・収納活動の状況について報告します。 
まず、第１期（４月・５月）の受信料収納額は１,１５５.８億円で、前年

度同期を２３.４億円上回りました。 
前年度分受信料回収額は３０.０億円となり、前年度同期を２.９億円下

回りました。 
前々年度以前分回収額は７.５億円となり、前年度同期を４.４億円下回

りました。 
次に、受信契約総数の増加状況です。取次数は前年度同期を９.７万件

下回り、減少数は１.２万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同

期を１０.９万件下回る１２.４万件となりました。５月末の受信契約件数

は４,１８１.５万件となっています。 
衛星契約数増加は、取次数が前年度同期を０.５万件下回り、減少数は

０.８万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同期を１.３万件下回

る１５.６万件となりました。５月末の衛星契約件数は２,１７７.８万件と

なり、契約数全体に占める衛星契約の割合は、５２.１％となっています。 
口座・クレジット払等の増加数は、前年度同期を１４.１万件下回る１

０.１万件の増加となっています。５月末の口座・クレジット払等の利用

率は９０.８％となっています。 
また、未収数削減については、前年度同期を２.３万件下回る０.２万件

の削減となりました。５月末の未収現在数は、７５.７万件となり、未収

割合は１.８％となっています。 
最後に、支払数増加の実績は、前年度同期を１３.２万件下回る１２.

６万件となりました。 
本件は、本日開催の第１３３２回経営委員会に報告します。 

 

（３）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。  
近畿地方で黒木麻実氏（公益社団法人全国消費生活相談員協会関西支

部副支部長）、中部地方で岡安大助氏（中日新聞社取締役)、東北地方で

八代浩久氏（東北電力株式会社常務執行役員)、北海道地方で今村江穂氏
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（認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば ぷれいおん・とかち理事長)と
船山大介氏（特定ＮＰＯ法人Ｎｏ Ｌｉｍｉｔｓ理事長）に、２０１９

年７月１日付で新規委嘱します。 
なお、九州沖縄地方の森重隆氏（九州ラグビーフットボール協会会長）

は、本人の申し出により、任期途中の２０１９年６月３０日付で退任さ

れます。 
また、中部地方の真能秀久氏（中日新聞社常務取締役）、東北地方の

長谷川登氏（東北電力株式会社取締役常務執行役員）、北海道地方の井

田芙美子氏（株式会社いただきますカンパニー代表取締役）と丸藤競氏

（函館市地域交流まちづくりセンターセンター長）は、任期満了により、

同日付でそれぞれ退任されることとなりました。  
本件は、本日開催の第１３３２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。 
 
 

２０１９年 ７月 ９日 
 

会 長  上 田 良 一  


