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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２９年１１月２８日開催分） 
  
平成２９年１２月１５日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２９年１１月２８日（火） 午前９時００分～９時４０分 
 
＜出   席   者＞ 
上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 

児野専務理事・技師長、松原理事、荒木理事、黄木理事、大橋理事、

菅理事、中田理事、今井特別主幹 

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）ＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要綱案 

（２）平成２９年度第２四半期業務報告（データ更新版） 

（３）平成３０年度国内放送番組編集の基本計画について 

（４）平成３０年度国際放送番組編集の基本計画について 

（５）旧熊本放送会館の建物の貸与および当該業務の認可申請について 

（６）平成２９年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について 
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２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２９年１０月末） 

（２）契約･収納活動の状況（平成２９年１０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）ＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要綱案 

（経営企画局） 

ＮＨＫの次期３か年計画の策定について、「ＮＨＫ経営計画（２０１８

－２０２０年度）要綱案 大切なことを、より深く、より身近に～“公

共メディア”のある暮らし～（以下、「要綱案」）」等を取りまとめました

ので、審議をお願いします。 

 １１月１４日の理事会での審議、同日の第１２９４回経営委員会の審

議等を踏まえ、さらに検討を重ねました。 

「要綱案」の主な変更点を説明します。 

３０年１２月から始まるスーパーハイビジョン放送について、「実用

放送」という用語を使用していましたが、分かりやすい「本放送」とい

う用語に改めました。また、「“公共メディア”実現へ」の前文において、

「そのためにも、時代にふさわしい働き方ができる組織へと改革を進め

ます」という記述を追加しました。 

「ＮＨＫビジョン２０１５－２０２０」と次期３か年経営計画の位置

づけの説明の新たな課題の３項目めを、「国際放送のさらなる番組の充

実と多言語化などへの対応」と改めました。 

次に、重点方針と主な施策についてです。重点方針１「“公共メディア”

への進化」についてです。重点項目③「多彩なコンテンツと最新の技術

で、スペシャルな感動と体験を」の３項目めを、「インターネットやデー

タ放送も活用し、みなさまが参加・体験できる番組・サービスを充実（子

どもたちの好奇心に応える教育分野のコンテンツ、暮らしやすい社会を

双方向で考える福祉番組と連動したサービスなど）」としました。 

 重点項目④「日本のいまを世界へ、世界の動きを日本へ」の１項目め

の英語によるテレビ国際放送の名称を「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」に
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変更しました。 

 重点方針４「視聴者理解・公平負担」についてです。（２）を「支払率

の向上をめざし最大限努力するとともに、新たな負担軽減策を実施」と

し、４項目めを「受信料の負担軽減策として、受信料免除・割引などの

施策を実施」と記載しました。また、営業関連指標のグラフなどを追加

しました。 

 重点方針５「創造と効率、信頼を追求」についてです。重点項目③「『信

頼されるメディア』をめざし、グループでリスクマネジメントを強化」

の（２）３項目めを「個人情報の保護を徹底するため、情報の取得から、

文書やデータの保存・廃棄に至るまで適正な管理を推進」としました。 

 次に収支計画についてです。経営課題となっている「働き方改革」に

ついて、取り組みを一段と加速させる必要があると判断し、１５億円を

追加計上することにしました。その結果、２０１８年度の事業支出は７,

１２８億円で、前年度増減は１０８億円となり、事業収支差金は４４億

円となります。これに伴い、各年度末の「財政安定のための繰越金」が

１５億円ずつ減少します。また、収支計画の表の脚注として記載してい

た「※４Ｋ・８Ｋ放送設備など建設費に使用」を概要の文中に移し、「財

政安定のための繰越金は、４Ｋ・８Ｋなどの設備投資（建設費）に計画

的に使用します。」としました。 

 最後に、受信料の負担軽減策とその概要について新たに記載しました。

負担軽減策の実施に至る経緯や４つの負担軽減策などをまとめています。

受信料額については、２０１８－２０２０年度の収支計画の中では据え

置くこととしたことも記載しています。また、受信料免除の項目として

「社会福祉施設への免除拡大」、「奨学金受給対象などの学生への免除」、

割引などの項目として「多数支払いにおける割引」、「設置月の無料化」

の概要と実施時期をそれぞれ概要として記載しています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１２９５回経営委員会に審議事項

として提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

の経営委員会に諮ります。 
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（２）平成２９年度第２四半期業務報告（データ更新版） 

（経営企画局） 

放送法第３９条第３項に定める会長の職務の執行状況を取りまとめた

「平成２９年度第２四半期業務報告」（注）については２９年１０月２４

日開催の理事会で審議され、決定いただいております。このたび、その

データ更新版について報告します。 

「中央放送番組審議会の意見」、総合視聴率を利用した「接触者率（個

人）」、および「世帯視聴率」について、７～９月の３か月の平均値の結

果をあらたに掲載しました。 

本件が決定されれば、本日開催の第１２９５回経営委員会に報告事項

として提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、本日

の経営委員会に報告します。 

 

注：「平成２９（２０１７）年度第２四半期業務報告」は、ＮＨＫのホー

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。 

 

 

（３）平成３０年度国内放送番組編集の基本計画について 

（編成局） 

平成３０年度国内放送番組編集の基本計画（案）について、審議をお

願いします。 

まず、編集の基本方針についてです。「大切なことを、より深く、より

身近に」。平成３０年度は、「“公共メディア”実現へ」という目標を掲

げた新３か年経営計画のスタートの年です。１２月にはスーパーハイビ

ジョン本放送が始まり、インターネットを活用した新しいサービスも充

実させます。２０２０年に向け「最高水準の放送・サービス」の実現を

目指し、視聴者の期待にしっかりと応えていきます。 

平成３０年度の国内放送の編集にあたり、特に意識するのは、「６つの

公共的価値」（①～⑥）です。社会のありようが大きく変化するなかでも、

ＮＨＫは引き続き公共放送の基本を堅持し、「公共的価値」の実現を追求

します。 

公共的価値の①「正確で、公平・公正な情報で貢献」と②「安全で安

心な暮らしに貢献」は“公共メディア”の原点です。放送を太い幹とし
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ながら、インターネットもあわせて活用し、判断のよりどころになる正

確で公平・公正な情報、命と暮らしを守る情報を提供します。また、何

人からも干渉されない放送の自主自律と不偏不党を貫き、意見が対立し

ている問題については、広く議論の場を設けます。③「質の高い文化の

創造」では、多彩で見応えのあるコンテンツを制作し、幅広い視聴者に

感動を届けます。④「地域社会への貢献」では、全国の放送局が地域放

送を充実させ、地元の人たちにとってより身近で頼りになる放送局にな

ります。⑤「日本と国際社会の理解促進」では、日本の多様な情報を国

際社会に向けて発信するとともに、世界の今を日本に伝えます。⑥「教

育と福祉への貢献」では、子どもや高齢者、障害者が利用しやすい放送・

サービスを充実させ、多様な価値を認め合う「共生社会」の実現を目指

します。 

次に、編集の重点事項は、「１．安全・安心を守るために、防災・減災

報道、緊急報道を充実し、被災地の復興を支援」、「２．国内外の課題や

最新事情を、正確に、早く、わかりやすく」、「３．多彩なコンテンツで

ＮＨＫのファンを増やし、身近で親しまれる放送局に」、「４．４Ｋ・８

Ｋ放送で、これまでにない感動の視聴体験を」、「５．東京オリンピック・

パラリンピックに向け、“公共メディア”にふさわしい挑戦を」、「６．全

国の放送局は、地域放送・サービスを充実・強化し、地域社会に貢献」、

「７．国際発信を強化し、世界との相互理解を促進」、および「８．多様

な価値を認め合い、ともに生きる社会を実現する放送・サービス」の８

項目です。 

以上の重点項目の実施にあたっては、これまでの質的、量的評価の手

法に加えて、個々の放送・サービスの「役割」や「到達度」などの視点

を取り入れ、適切な評価・管理体制を構築していきます。また、放送倫

理やコンプライアンス意識を徹底し、事実に基づく確かな情報と質の高

い番組の提供に努めます。さらに、ＮＨＫの業務に携わるすべての人の

健康確保に留意し、「働き方改革」、女性の活躍などのダイバーシティ施

策の推進、職場環境の整備に取り組むとともに、適切なアウトソーシン

グ、ＡＩの導入、テレワークの拡大など、業務フローの抜本的な見直し

を実施します。そして、４Ｋ・８Ｋ本放送では、これまでの試験放送で

得られた知見を生かし、技術発展の先導的な役割を果たします。４Ｋ番

組では、２Ｋの通常番組との一体制作を基本にし、限られた経営資源を

効果的・効率的に活用します。８Ｋ番組についても、一部のコンテンツ

で一体制作を進め、効率的な制作に取り組みます。 

本件が了承されれば、１２月１２日開催の第１２９６回経営委員会に

審議事項として提出するとともに、１２月１８日開催の第６４３回中央

放送番組審議会に諮問します。 
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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、次回

の経営委員会に諮ります。 

 

 

（４）平成３０年度国際放送番組編集の基本計画について 

（国際放送局） 

平成３０年度国際放送番組編集の基本計画（案）について、審議をお

願いします。 

まず、編集の基本方針についてです。東京オリンピック・パラリンピ

ックまで２年となり、日本に対する関心が最も高まるこの時期こそ、豊

かで多彩な日本・地域の情報を発信し、その魅力を世界に伝えることが

求められています。ＮＨＫの国際放送は、日本発の公共メディアである

ことをより広く世界にアピールするため、「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡ

Ｎ」として新たなスタートを切ります。  
「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」は、公平・公正で信頼できるニュース

や多様で良質なコンテンツを発信し、日本と世界をつなげる公共メディ

アへと進化していきます。国内放送との連携をさらに強化し、テレビ、

ラジオ、インターネットなどさまざまなメディアを通して、最高水準の

放送・サービスを提供することで、世界の視聴者の期待に応えます。  
外国人向けテレビ国際放送の「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」は、ニュ

ースの強化、インターネット展開、地域支援、多言語化に重点的に取り

組みます。地域ならではの情報発信やアジア報道をさらに強化し、世界

の視聴者から選ばれるメディアをめざします。災害情報ほか、ニュース

のインターネット展開も前進させます。また、スポーツ、経済、地域な

どあらゆる角度から２０２０年に向けて機運を高める番組を新設します。

地域放送に展開できる番組も拡充し、地域を支援していきます。さらに

多言語やインターネット展開向けのコンテンツを大幅に増やし、特にア

ジアにおける存在感を高めます。  
在外邦人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールド・プレミアム」は、日

本語のニュース・情報番組を通じて、日本と世界のいまを伝えます。主

要ニュースを国内と同時放送し、災害時には、迅速な情報の提供に努め

ます。世界の動きもわかりやすく伝えます。また、２０２０年に向けて

変わり行く日本の姿を多様な角度から伝えていきます。  
外国人向けラジオ国際放送の「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」は、ニュ

ースをはじめ防災情報、日本各地の産業や技術・文化・芸術の話題、地

域の取り組みなどを１７の言語で全世界に向けて発信します。  
在外邦人向けラジオ国際放送「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」は、在

外邦人のライフラインとして安全・安心を支える情報を届けます。  
インターネットサービスの「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ オンライン」

は、ニュースのインターネット展開をより強化し、ホームページ・アプ
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リ・ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）を駆使して迅速、

的確に発信します。また、ビデオ・オン・デマンドの多言語化を大幅に

拡充し、世界のより多くの人々が楽しめ、日本への理解が深まるコンテ

ンツを提供します。 
本件が了承されれば、１２月１２日開催の第１２９６回経営委員会に

審議事項として提出するとともに、１２月１９日開催の第６４２回国際

放送番組審議会に諮問します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、次回

の経営委員会に諮ります。 

 

 

（５）旧熊本放送会館の建物の貸与および当該業務の認可申請について 

（経理局） 

旧熊本放送会館の建物の貸与および当該業務の認可申請について審議

をお願いします。 

熊本市中央区に所在する旧熊本放送会館（以下、「旧会館」）について、

熊本市から、熊本地震からの復旧復興に資するべく、熊本城再建に必要

な部材や震災関連資料の保管庫等として利用するための貸与の依頼があ

りました。 

「旧会館」については、ＮＨＫとして今後使用する見込みがなく、貸

与にあたって、熊本市は維持管理にかかる経費を負担し、固定資産税お

よび都市計画税について非課税の取り扱いを講じるとしています。ＮＨ

Ｋとして、経費の負担はなく、当該貸与を行うことにより、熊本地震か

らの復旧復興という地域社会の公益に資することから、貸与を実施した

いと思います。 

今回の依頼において、「旧会館」の土地については、放送法第２０条第

３項第１号の業務として、総務大臣の認可を受けることで、協会の保有

する土地や施設・設備を本来業務に支障のない範囲で貸与することがで

きることになっており、すでに包括して認可を受けている業務に該当す

るため、改めて認可申請する必要はありません。一方で、現在使用して

いない建物については、放送法第２０条第１４項の規定に基づき、改め

て総務大臣に貸与についての認可を申請します。 

貸与期間は総務大臣の認可後すみやかに実施し、平成３３年４月末ま

でとします。 
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必要経費については、期間中の施設の維持管理にかかる経費を熊本市

が負担することや、固定資産税および都市計画税について非課税の扱い

が講じられることから、協会の経費が発生しないため、無償で貸与する

こととします。 

熊本市は、「旧会館」の所在地が、熊本城の旧城域内に位置し、歴史・

文化的価値が大きく、遺構の保存や景観の保全が必要な地区であるとの

認識を持っています。今回の貸与依頼にあわせて、熊本市による「旧会

館」跡地の購入に向けた協議についても依頼があり、協会としても協議

に応じたいと考えております。 
本議案が了承されれば、本日開催の第１２９５回経営委員会に諮り、

議決が得られればすみやかに総務大臣に認可申請を行います。 

 

（荒木理事）  ＮＨＫとして「旧会館」跡地の利用計画はあったので

しょうか。 

（経理局）   ＮＨＫとして利用計画はなく売却を考えていましたが、

当面、熊本地震の復興に利用し、その後、旧城域内とし

て保存したいという熊本市の意向を受け、３年間の期限

で貸与し、併せて売却に向けた協議に応じていくという

ことです。 

（児野技師長） 今、先に購入してもらえないのでしょうか。 

（大橋理事）  熊本地震の被害などの甚大さを考慮し、地元への貢献

が必要であろうとの考えで、熊本市と話し合いをしてい

ます。熊本市からは、将来的な史跡の保存のため購入に

向けた協議の依頼があり、当面の間、貸与することにし

ました。 
（会 長）   熊本地震の甚大さ考慮するとやむを得ないと思います。

ただし、「旧会館」は、老朽化しているうえに、地震があ

って傷んでいます。メンテナンス、施設の維持は熊本市

の対応になると思いますが、契約上はどうなっています

か。 
（大橋理事）  ＮＨＫは震災後も新会館移転まで「旧会館」を使用し

ていましたが、熊本市が使用する場合、耐震などの必要

な措置は市側でしていただき、市側の責任で使用してい
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ただくことを契約の条件にしたいと考えています。 
（会 長）   分かりました。そうであれば、協力するという対応で

よろしいですね。それでは、他にご意見等がありません

ので、原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。 

 

 

（６）平成２９年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について 

（経理局） 

平成２９年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について、審議をお願

いします。 

今回、正式に「平成２９年度中間財務諸表」および「平成２９年度中

間連結財務諸表」を取りまとめるとともに、それぞれの財務諸表に対し

て会計監査人の中間監査報告書を受領しました。 

２９年度の中間決算・中間連結決算の金額については、１１月１４日

開催の理事会と経営委員会での速報の報告から変更はありません。 

 ＮＨＫ単体の財務諸表に対する「独立監査人の中間監査報告書」には、

中間監査意見として、「中間会計期間（平成２９年４月１日から平成２９

年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める」との意見が表明されています。

また、連結の財務諸表に対する「独立監査人の中間監査報告書」でも、

同じく「有用な情報を表示しているものと認める」との意見が表明され

ています。 

本件が決定されれば、本日開催の第１２９５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。 

 

 

２ 報告事項 
（１）予算の執行状況（平成２９年１０月末） 
（経理局） 
平成２９年１０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。１０月末の標
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準進捗率は５８.３％（７か月／１２か月）です。事業収入は４,１７９億

円、進捗率が５８.７％で、受信料収入が堅調で、財務収入における配当

金の受け入れ等もあり、全体としては標準をやや上回る進捗率となりま

した。事業支出は３,９４０億円、進捗率が５６.１％で、国内放送や国際

放送の充実等に取り組む一方、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りました。この結果、事業収支差金は２３

８億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、３５億円増となりました。事業支出は、国内放送費の増等

により、４９億円増になりました。この結果、事業収支差金は、１３億

円減の２３８億円となりました。 
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６４億円増加しました。受信契約件数については、契約総数・衛星契

約数ともに年間増加目標数の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、標準

進捗率を下回り、前年同月比では１.０億円減の１２.２億円となりました。

事業支出は効率的な業務実施により１１.５億円となり、標準進捗率を下

回りました。この結果、事業収支差金は０.７億円の黒字となっています。 
本件は、本日開催の第１２９５回経営委員会に報告します。 

 

 

（２）契約･収納活動の状況（平成２９年１０月末） 

（営業局） 

平成２９年１０月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、１０月の受信料収納額は５２３.７億円で、前年度同月を９.１

億円上回りました。年間累計収納額は３,８９９.８億円となり、前年同

時期と比較し、７１.４億円の増収となりました。 

前年度分受信料回収額は２.１億円となり、前年度同月を０.１億円上

回りました。年間累計は３９.９億円となり、前年同時期に比べ２.５億

円下回りました。前々年度以前分回収額は２.７億円となり、前年度同月

を０.６億円上回りました。年間累計は１８.６億円となり、前年同時期

を０.５億円上回っています。 

次に、契約総数の増加状況です。取次数は２７.８万件となり、前年度
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同月を０.５万件上回りました。減少数は２２.５万件で、前年度同月を

１.２万件上回り、差し引きの増加数は前年度同月を０.７万件下回る５.

３万件となりました。年間累計増加数は、前年同時期を２.３万件下回る

３９.０万件となりました。なお、１０月末の受信契約件数は４,０６８.

５万件となっています。 

衛星契約数増加は、取次数が１５.８万件となり、前年度同月を０.１

万件上回りました。減少数は、１０.０万件で前年度同月を０.３万件上

回り、差し引きの増加数は、前年度同月を０.２万件下回る５.８万件に

なりました。年間累計増加数は、前年同時期を５.７万件下回る４１.０

万件となりました。１０月末の衛星契約件数は２,０５９.３万件となり、

契約数全体に占める衛星契約の割合は、５０.６％となっています。 

本件は、本日開催の第１２９５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。 

中国地方で古市了一氏（株式会社ふるいち代表取締役）、鷲見寛幸氏（大

山町教育委員会教育長）、および松嶋匡史氏（瀬戸内ジャムズガーデン代

表取締役）に、北海道地方で村田博氏（株式会社村田商店代表取締役）

に、平成２９年１２月１日付で新規委嘱します。 

また、中国地方の渡部朋子氏（ＮＰＯ法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍ

ａ理事長）に、同日付で再委嘱します。 

なお、中国地方の古矢博通氏（公益財団法人倉敷スポーツ公園理事長）、

杉原弘一郎氏（一般財団法人米子市文化財団理事長）、および中澤さかな

氏（道の駅「しーまーと」相談役）、九州・沖縄地方の小役丸秀一氏（株

式会社グラノ２４Ｋ代表取締役）、北海道地方の中田久美子氏（東海商事

株式会社取締役社長）は２９年１１月３０日付で、任期満了により退任

されます。 

本件は、本日開催の第１２９５回経営委員会に報告します。 
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以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

      平成２９年１２月１２日 

会 長  上 田 良 一 


