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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２９年 １月２５日開催分） 

  

平成２９年 ２月１７日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２９年 １月２５日（水） 午前９時１５分～１０時０５分 

 

＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

本田監査委員 

 

＜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）視聴者対応報告(平成２８年１０～１２月)について 

 

２ 報告事項 

（１）不祥事等の公表方針について 

（２）関連団体の事業運営状況等について 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）視聴者対応報告(平成２８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、平成２８年１０

～１２月分を以下のとおり取りまとめました。ついては、放送法第３９

条第３項の規定に基づき、１月３１日開催の第１２７６回経営委員会に

報告したいと思います。 

この期間の視聴者の声（意見・要望、問い合わせ）の総数は、１０月

が３３万２,９６７件、１１月が３２万６,８９３件、１２月が３２万５,

４２９件でした。 

最初に、最近の報告から主な話題を紹介します。 

「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日放送）に寄せられた反響

は、放送開始時から２９年１月６日までの間で６,０９８件で、好評意見

の割合は、前回の３８８件から５１０件と増加し、厳しい意見も４,７２

４件で前回の２.１６倍となりました。年代別の割合では６０代の２２％

をはじめとして、２０代・３０代からも多くの声が寄せられました。好

評意見としては、歌の素晴らしさや客席にステージを設けた演出が良か

ったといった反響がありました。反響全体の７８％に達した厳しい意見

の多くは、審査方法に対するものでした。「視聴者審査で白組の票が多か

ったのに負けたので視聴者の投票に意味がないように感じた」、「審査方

法が分かりづらかった」などの声が寄せられました。また、メールによ

る反響数については前回との顕著な違いが見られました。電話での反響

数が２％と微増だったのに対し、メールは８７７件から３,３７８件と３.

８５倍となりました。また、反響全体に占めるメールの割合も前回が２

５％だったのに対し、今回は５５％に上っています。メールによる反響

のうち、審査に関するものは２,１３８件で６３％を占めました。 

２８年１月から１年間放送された大河ドラマ「真田丸」には、１万７,

１７２件の反響が寄せられました。直近４作品と比較すると、「真田丸」

は好評意見が４,８６７件と、他の作品に比べ、多く寄せられたのが大き

な特徴です。好評意見のうち、メールで届いたものが４,０００件近くと

大半を占めました。また、インターネット上の反響については、ＮＨＫ
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ツイート分析システムで直近３作品とのツイート件数を比較すると、

「真田丸」の各話平均ツイート件数は５４,５７４件で、圧倒的に多い結

果となりました。なお、最終回のツイート件数は、およそ１４万件でし

た。 

ＮＨＫスペシャル「ドラマ 東京裁判（全４話）」（１２月１２～１５日

放送）には８２２件の反響があり、このうち過半数の４３５件が再放送

を希望する声でした。男女別の意向件数では、女性は好評意見が厳しい

意見の３倍以上と目立っています。「ドラマを見ているうちに東京裁判

への興味が広がった」、「オープニングの曲がよかった」という若い世代

の女性の声も寄せられました。 

バリアフリー・エンターテインメント番組「ココがズレてる健常者～

障害者１００人がモノ申す～」（総合・１２月２１日放送）には１３５件

の反響があり、好評意見が３６％と最も多く、２０代以下から５０代ま

での声が過半数に達しました。 

国際放送についてです。１２月は、「ＮＨＫワールドＴＶ」全体で６８

９件の反響が寄せられました。昨年の大相撲名古屋場所から始まった、

幕内の取組をダイジェストで紹介する「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈ

ｌｉｇｈｔｓ」を中心にした大相撲関連番組に、引き続き好評意見が届

きました。「ラジオ日本」全体への反響は２,８１３件でした。 

続いて、報告期間に寄せられた視聴者からの指摘や意見・要望への主

な対応について紹介します。「ラグビーのことをよく知らない」「迫力は

あるけど、ルールがわからない」といった視聴者の声に応えて、２８年

１１月から、ラグビー中継の実況に際に、現役選手やＯＢ、解説者らが

視聴者から寄せられたメールやツイッターに直接答えながらトークを展

開する「“もっと”ラグビー」を始めました。また、１２月２５日に行わ

れた全国高校駅伝では、ホームページとスマートフォンで、マルチチャ

ンネルのライブストリーミングを実施しました。自分の応援する都道府

県の学校の走りをもっと見たいという声に応えてサービスを拡充したも

のです。中継車やバイクカメラなど現地からの映像を４つのチャンネル

で提供し、利用者はその中から好きな場面をライブで見ることができま

す。 

誤記・誤読などに対する指摘は、１０月と１１月はそれぞれ７６件、

１２月は９７件ありました。指摘については、直接番組担当者に連絡し
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訂正するよう努めるとともに、再発防止のため、放送関係部局で構成す

る放送倫理連絡会で周知し、放送現場へ注意を喚起しました。 

  

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、次回の

経営委員会に報告します。 

 

２ 報告事項 

（１）不祥事等の公表方針について 

（広報局） 

不祥事等の公表方針について、報告します。 

職員の懲戒処分の公表は、以前から一定の基準に沿って行ってきまし

たが、平成２８年９月１３日に基準を精査して「懲戒処分の公表基準」

を制定し、より透明性を高めた厳格な運用をしています。一方、事案に

よっては、懲戒処分を行う前に公表することもあるほか、本人が死亡し

て懲戒処分を行えない場合もあるため、こうした場合も想定して、不祥

事等についての公表方針を、次のように明文化したいと考えます。 

○不祥事等の公表方針について 

「職員の懲戒処分については、懲戒処分の公表基準（平成２８年９月

１３日制定）に従って処分時に公表しているが、悪質な事案については、

懲戒処分を行う前の段階や、懲戒処分を行えない場合であっても、社会

的影響の大きさや、事実関係がどこまで裏づけが取れているかなどを踏

まえて公表することがあるものとする。とりわけ公金に関する不正につ

いては厳しく対処する。 

こうした場合に公表する内容については、懲戒処分の公表基準に準じ

るものとし、個人が識別されないものを基本とするほか、関係者のプラ

イバシーなどを侵害するおそれがある場合などは、内容の一部を公表し

ないこともある。」 

この方針については、ＮＨＫの公式ホームページ「ＮＨＫオンライン」

に掲載することとします。 

 

（黄木理事）   この公表方針は、「ＮＨＫオンライン」のどこに掲載

されるのですか。 

（広報局）    「懲戒処分の公表基準」については、「よくある質問
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集」の「懲戒処分を公表する基準について知りたい」

という項目に掲載しています。今回の公表方針は「懲

戒処分の公表基準」と並べて載せる予定です。 

（根本理事）   公金に関する不正については、「厳しく対処」とあり

ますが、「厳正に対応」としてはどうでしょうか。 

（広報局）    そのように修正します。 

（大橋理事）   懲戒処分前の公表については、さまざまな関係部局

が議論を重ねて最終判断を行い、適切に公表してきま

したが、協議の過程で、誰がどう判断するのかなど、

運用面について関係者間でしっかりコンセンサスを得

ることが大切だと思います。 

（黄木理事）   視聴者のみなさんからすると、「懲戒処分の公表基

準」と今回の「不祥事等の公表方針」の違いはわかり

にくいかもしれません。今回はこの形で掲載しても、

大橋理事も言われたとおり、懲戒処分前の公表につい

ては、運用に関わる関係部局間での協議のあり方など

を考えるべきではないかと思います。 

（坂本理事）   今回は視聴者への説明責任も考慮し、このような形

で対応しますが、懲戒処分前の公表については、関係

役員や部局長間でしっかり協議した上で、対処方針に

ついてもルール化することが必要だ思いますので、関

係部局で議論します。 

（副会長）    今回の件も含め、明文化にとどめず、最終的に規程

化することがＮＨＫの姿勢として大切だと思います。 

（広報局）    規程化について検討していきます。 

（会 長）    今回、公表方針を明文化して「ＮＨＫオンライン」

に掲載することについては、この内容でよろしいと思

います。ただし、今いろいろ意見が出ましたが、公表

を決定する過程や判断に関し、規程化が必要だと思い

ますので、この件は継続して検討することにします。 

 

（２）関連団体の事業運営状況等について 

（関連事業局） 
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関連団体運営基準（以下、「運営基準」）第１６条に基づき、平成２８

年度の関連団体の事業運営状況等について報告します。 

１.関連団体の決算見通し 

（1）子会社の決算見通し 

子会社１３社の売上高の単純合計は２,４１５億円となり、前年度決算

に比べ５６億円の減収見通しとなっています。 

このうち、ＮＨＫ取引は１,５６８億円で、前年度決算に対し２３億円

の減収見通しとなっています。視聴者の幅広い期待に応え、見ごたえあ

る魅力的なコンテンツの開発・制作等に取り組んだ結果、「番組制作関連

事業」は新規番組の受託等により１３億円増収となりました。一方、「送

出・送信・受信技術事業」は、指名停止措置の影響やデジタル関係業務

の終了等により２７億円、「コンテンツ展開関連事業」は、映画やアニメ

などの権利販売番組の規模縮小により４億円のそれぞれ減収となる見通

しです。 

また、ＮＨＫグループ外取引は６６３億円で、前年度決算に対し２８

億円の減収見通しとなっています。ＮＨＫグループ間の連携を進めて、

ＮＨＫコンテンツの多角的な展開等に取り組みましたが、「イベント関

連事業」は大型イベントの終了等により１７億円、「コンテンツ展開関連

事業」はモバイル事業の減等により５億円、「日本国際放送事業」は円高

の影響等により２億円、それぞれ減収となる見通しです。 

当期純利益は１３社の単純合計で４５億円となり、前年度決算に対し

８億円の減益見通しです。一番の要因は売上高の大幅減収ですが、厳し

い経営環境下で、各社が将来の事業基盤確立に向けての先行投資やガバ

ナンス・監査体制の充実・強化等を進めていることも一因となっていま

す。 

（2）関連会社の決算見通し 

関連会社４社のうち３社は増収増益の見通しです。ＮＨＫ Ｃｏｓｍ

ｏｍｅｄｉａ Ａｍｅｒｉｃａについては、コンテンツ制作事業におけ

る特集番組制作やＮＨＫワールドのＰＲ業務の減少、ＴＶジャパン事業

における視聴者数や広告収入の減少により、減収減益の見通しです。 

（3）関連公益法人の決算見通し 

関連公益法人７団体のうち、日本放送協会学園、ＮＨＫ交響楽団は赤

字となる見通しです。日本放送協会学園は、２８年度を前年度からの３
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か年計画における“重要な通過点”と位置付け、事業運営の抜本的な見

直しを意識しながら取り組んできました。前年度に高等学校部門で新設

した「登校コース」への応募が好調など、収入について改善の兆しが見

られ、支出についても生涯学習部門の人件費等のコスト削減を実施して

いますが、高等学校部門、生涯学習部門ともに減収の見通しとなってい

ます。 

（4）健保・共済会の決算見通し 

日本放送協会健康保険組合については、一般勘定の事業収入には準備

金繰入を含むため、実質的にはほぼ収支均衡となる見通しです。また、

介護勘定も、ほぼ収支均衡となる見通しです。 

日本放送協会共済会については、一般会計および特別会計の一般正味

財産増減額は、ともに減となる見込みです。 

２.事前協議等の状況 

「関連団体運営基準」第１２条、第１３条により、経営の重要事項に

ついては、ＮＨＫと事前協議または事前説明をすることとしています。

２８年４月から１２月までの間に生じた関連団体との事前協議事項は４

２件、事前説明事項は６９件でした。 

３.監査法人による業務運営状況調査の実施状況 

２８年１２月末までに外部監査法人による関連団体２３団体の業務運

営状況調査を実施しました。点検項目は、「関連団体運営基準への準拠

性」「ＮＨＫ取引の区分経理方針の準拠性」「実績原価報告のサンプリン

グ調査」の３つです。結果については、決算時に合わせて報告します。 

４.関連団体事業活動審査委員会の状況 

２８年４月から１２月末までに、関連団体の事業活動の適正性につい

て外部からの意見・苦情等の受付実績はありませんでした。この期間、

関連団体事業活動審査委員会は、４月と１２月に開催しました。 

以上の報告のうち、子会社の決算見通しについては、１月３１日開催

の第１２７６回経営委員会に報告します。 

 

（森永技師長）   関連事業局としては、この結果をどう総括します

か。 

（関連事業局）   決算見通しの段階では各社とも手堅く、今は減収

減益ですが、最終的な２８年度決算では２７年度並
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みの増収増益が見込める状況です。外部との取り引

きが減り、ＤＶＤなどＮＨＫコンテンツの展開事業

が苦戦するなかで、各社ともかなり努力したと思い

ます。展開事業の苦戦については、売り上げや副次

収入への影響だけでなく、ＮＨＫコンテンツをいろ

いろな形で世の中に届ける勢いが止まってしまうと

いう意味でも危機感を持っています。来年度はこれ

まで以上に各社と連携をとって、計画的・戦略的に

進めていきたいと考えています。 

（森永技師長）   前年度比で増収増益、という経営方針から転換を 

         図ってきて、このような結果について、どのように 

         捉えていますか。 

（関連事業局）   ＮＨＫ取引については、昨年から各団体とも、よ 

         り効率的な運営を目指して「業務の見える化」を進 

         めてきました。外部との取り引きについては、ＮＨ 

         Ｋらしいビジネスで適正な利益を上げられるように 

         後押しをしていきたいと思っています。 

（黄木理事）    ＮＨＫ取引についての効率化のほか、内部監査機

能など管理のレベルを引き上げるためのさまざまな

施策を行った結果、その分コストがグループ全体の

収益に影響しています。一方で、展開事業について

は、ＮＨＫのコンテンツを視聴者のみなさんにより

親しんでもらうため、関連事業局としても、来年度

以降は各社と共に積極的に取り組みたいと考えてい

ます。 

（会 長）     平成２８年は、ＮＨＫアイテックの不祥事に端を

発して、グループ経営の方向感や目標設定を改めた

「グループ経営改革元年」とも言える年になりまし

た。目指すグループ経営に近づいているのかどうか

を今後も見ていきたいと思います。 

 

 

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２９年 ２月 ７日 

会 長  上 田 良 一 


