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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０１９年 ４月 ２日開催分）

  
２０１９年 ４月１９日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 ２０１９年 ４月 ２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、菅理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、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）第１３２７回経営委員会付議事項について 
（２）就業規則の一部改正について 
 
２ 報告事項 
（１）２０１９年度考査業務運営方針 
（２）２０１９年度非常災害対策等業務実施方針 
（３）２０１９年度関連団体の事業計画について 
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（４）平成３０年度決算の日程について 
（５）放送番組審議会議事録（資料） 
 
議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）第１３２７回経営委員会付議事項について 
（経営企画局） 

４月９日に開催される第１３２７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、「２０１９年度標準役員報酬について」、

「２０１９年度役員交際費の支出限度額について」です。また、報告事

項として、「平成３０年度決算の日程について」、「２０１９年春季交

渉の結果について」、「『設置月の無料化』の考え方への意見募集の実

施について」、および「ＮＨＫホールの運用について」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。 
 

（２）就業規則の一部改正について 
（人事局） 
 就業規則の一部改正について、審議をお願いします。 
 主な改正内容です。 
 懲戒に「降格」を追加します。また、出勤停止日数を変更します。 
 改正の施行は、本日、２０１９年４月２日とします。 
 本件が決定されれば、法令に基づき、労働基準監督署に届け出ます。 
 
（会 長）  ご意見等ありませんので、原案どおり決定します。 
 

２ 報告事項 
（１）２０１９年度考査業務運営方針 
（考査室） 

２０１９年度の考査業務運営方針について説明します。 
考査は、ＮＨＫの放送する番組が、放送法をはじめとする法令を順守
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し、また「国内番組基準」、「国際番組基準」、および「放送ガイドラ

イン２０１５」に従って編集されているかを評価・検討し、その結果に

基づく意見等を通じて、番組を自主的に規律し、その向上を図ります。 
２０１９年度は「ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）」が掲げ

る「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～」という方針を踏まえ、放送番組考査規程にのっとり、「放送番

組の質的向上への貢献」、「モニター制度の効果的な活用」、「新たな

考査業務を見据えた業務改革を推進」を目標として実施します。 
具体的な施策は、次のとおりです。 
１点目は「放送考査、考査結果の周知」です。 
ＮＨＫの国内放送および国際放送が、正確・迅速か、公平・公正でか

つ分かりやすいか、伝えるべきことを伝えているかを考査します。また、

表現・用語が適切か、人権への配慮がなされているか、広告・宣伝にな

らないよう注意が払われているかなど、放送倫理上の観点から考査しま

す。国際放送の考査については、引き続き経営計画に照らして重要性に

留意して実施します。考査結果は、「考査週報」として速やかに放送現

場に伝えるとともに、取材・制作現場との有機的連携を図りつつ、放送

番組の質的向上に寄与します。 
２点目は「事前考査」です。 
社会的に関心が高いテーマを扱う番組、幅広い視聴者層を対象とした

番組、編成方針に基づく新番組を中心に選定し、番組の質の確保とリス

クマネジメントの視点から番組の訂正・変更の可能な時期に実施します。

訂正・変更が必要と思われる場合は、ただちに制作責任者に対して、改

善に向けた助言を行います。 
３点目は「放送番組モニターの活用」です。 
全国各地から送られる「モニターリポート」を迅速に集計・分析し、

視聴者の感想・意向として現場に伝え、番組やサービスの質の向上に資

するようにします。２０１９年度は新番組や特集番組、開発番組など注

目度の高い番組を重点的にモニター対象にするだけでなく、ホームペー

ジ等のインターネットコンテンツについても恒常的なモニターを実施し

ます。また、ＢＳについては４Ｋ８Ｋ放送の視聴が可能な方の確保に努

め、積極的にモニター及び考査を実施します。モニターから直接ニュー

スや番組に対する意見や要望を聞く懇談会を継続して開催するほか、月



 
4 

刊で「モニター通信」を発行するなど、モニターとのコミュニケーショ

ン向上を図ります。 
４点目は「全国モニター関連業務の見直しと地域放送モニターの充実」

です。 
大阪を除く拠点局考査の本部集約と併せ、各放送局のモニター関連業

務の一部を本部・拠点局へ集約します。これについて、積極的な支援を

行います。あわせて、地域放送のモニターのありようを改善し、地域放

送独自の評価指標を新たに導入するほか、各地域のモニター体制につい

ても再検討を行います。全国の放送局のモニター担当者への支援にも引

き続き、力を入れます。 
５点目は「放送倫理の向上」です。 
放送倫理に関する事項についての現場からの問い合わせ・相談に対し、

「放送ガイドライン２０１５」に基づき、適切なアドバイスを行います。

「人権・商標問い合わせ」窓口となっているレファレンス業務の充実を

図ります。ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）、マスコミ倫理懇談会、

在京民放との考査実務責任者会議など、外部関係機関との連携・情報交

換を行い、必要に応じて現場に情報提供を行います。「レファレンスシ

ート」を活用するとともに、番組に関する新たなリスクマネジメント手

法の開発と普及を図ります。 
６点目は「放送各部局との連携」です。 
考査・放送番組モニター・放送倫理向上の取り組みを踏まえ、放送部

門の各部局との意見交換の場を設けるなど、連携をさらに積極的に進め

ます。 
７点目は「新たな考査業務を見据えた業務改革の推進」です。 
インターネットや４Ｋ８Ｋ放送など公共メディアへの進化を見据えて、

新しい取り組みに留意した考査を模索するとともに、新たな考査業務の

具体的なあり方の調査・研究を実施します。考査業務を考査室に集約す

る全国考査体制の見直しが完了したことを受けて、地域放送の質の向上

に資する地域番組の考査を充実させる方法を検討します。２０１８年度

から３か年で実施している次世代考査業務検討について、初年度に示さ

れた新メディアや地域放送への取り組みに向け、考査業務の改革を探る

とともに、可能なものから試行に取り組みます。 
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（中田理事）  地域放送モニターの充実について、「地域放送独自の

評価指標の導入」とありますが、具体的にどのような指

標を考えていますか。 
（考査室）   地域の活性化に資する、地域の課題の解決のヒントを

得られる、地域文化の向上に役立つ、などの指標を付加

することを考えています。 
 
（２）２０１９年度非常災害対策等業務実施方針 
（報道局・編成局・総務局） 
 ２０１９年度の非常災害対策等業務実施方針について報告します。 
 「非常災害対策等業務実施方針」は、国の災害対策基本法に基づいて

ＮＨＫが定めている「日本放送協会防災業務計画」を遂行するため、Ｎ

ＨＫとしてどう取り組むのか、その重点事項を示すものです。 
 災害の頻発化、広域化が顕著となり、平成では最悪の水害となった２

０１８年の西日本豪雨の教訓を踏まえ、状況が切迫した際に地域の放送

局からきめ細かい情報を発信し、危険を「自分のこと」と意識してもら

って行動を促す「地域情報発信強化」の取り組みを徹底する必要があり

ます。 
北海道地震による大規模停電の際には、ラジオの重要性が改めてクロ

ーズアップされており、テレビ・ラジオという放送を太い幹として災害

情報を発信すると同時に、一人一人にきめ細かな防災・減災情報を届け

るため、「逆Ｌ字」やインターネットなど多様な媒体を、特性に応じ効

果的に活用する必要性も高まっています。 
要になるのは地域放送局の情報発信力と、それを支える本部・拠点放

送局の取り組みです。限られたパワーで地域のニーズに応え、かつ働き

方改革と両立するために、効率的な情報発信の仕組みや、外部機関との

連携、支援態勢の構築を進化させます。「逆Ｌ字」とデジタルメディア

への情報発信を一体的かつ効率的に行う「マルチ発信」については、本

部等からの支援を一層充実します。 
また、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人や障害者

に対する迅速・正確な防災・減災情報の伝達を強化し、公共放送として

期待される「ユニバーサル放送」の災害時の充実を進めます。 
巨大災害への備えも急務で、南海トラフ巨大地震をめぐっては、国が
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情報発信と社会対応の見直しを進め、２０１９年度は各自治体が防災計

画を改定する予定で、ＮＨＫも放送対応などを検討します。首都直下地

震への備えを含め、取材・放送・情報発信をはじめとする全局的な検討

体制を強化し、実践的な対応力を高めます。 
１．地域情報発信力の更なる強化と本部等からの支援 
豪雨など避難行動を促す必要がある災害時には、テレビ・ラジオのロ

ーカル特設ニュースで地域の細かい情報を発信する「ローカル優先」を

徹底します。全局態勢が必要な「逆Ｌ字」やライフライン情報の発信に

あたっては、システムの習熟やノウハウの継承を続けるとともに、本部

を中心とした支援を拡充します。 
具体的には、各放送局が、地元気象台や国土交通省の出先等、外部機

関と連携を強化します。災害特任デスク連携ネットワークを新設し、本

部と各放送局が情報共有と課題抽出をより確実に行い、避難情報や交通

情報の取材・放送を効率化します。多様な媒体に情報を効率的に発信す

る「マルチ発信」を進化するため、本部を中心とした応援者派遣・遠隔

支援を拡充するとともに、災害情報システムを改良、導入して、習熟に

向けた研修を行います。 
２．伝送路の特性を生かした「情報発信の最適化」を強化 
テレビは同報性を生かして最新情報を迅速に伝えます。インターネッ

トでは、各ホームページやアプリの検索・一覧可能な特性を生かして、

きめ細かい情報を発信します。ラジオでは、テレビもインターネットも

届かない状況にある人たちに必要な情報を届けます。メディアの特性、

伝えるタイミングに応じた、メディア間の連携と誘導を強化します。 
具体的には、大規模災害に備える取材・放送機能の強化やインターネ

ットの「常時同時配信」を視野に入れた災害時の情報発信の検討、「ニ

ュース・防災アプリ」、「あなたの天気・防災」のコンテンツのさらな

る充実などです。また、東京オリンピック・パラリンピックに向けた外

国人・障害者向け情報発信については、「逆Ｌ字」への英文表示、テレ

ビ放送から英語サイトへの誘導、副音声での２か国語放送を充実・強化

します。さらに、特設ニュースへの字幕付与など、「人にやさしい」情

報発信も推進します。 
３．巨大災害に備える組織対応力の向上 
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の巨大災害に備え、事業継続に
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向けた検討体制を強化します。ＢＣＰ（事業継続計画）の不断の見直し

を進め、「命と暮らしを守る」情報を発信し続けるため、必要な対応を

講じます。 
具体的には、平常時からの災害体制整備推進と災害時の情報集約・対

応機能を強化します。各部局「災害対策担当者」のネットワークの整備

や「災害対策ハンドブック」の不断の見直しをするとともに、要員情報

システムを活用した全局的情報共有と安全管理体制を構築します。首都

直下地震への備えとして、動員・参集拠点について役割と機能を再検討

し、外部帰宅困難者受け入れに関する体制を確立します。南海トラフ巨

大地震に対する体制の検討、訓練を実施します。広域津波災害の初動に

おける地域情報発信のあり方を検討します。また、会館機能・ロジステ

ィクス確保等に関する検討として、防災備蓄品の着実な更新と充実、自

家発電・車両燃料、生活用水等の確保に向けた全国支援を強化、衛星電

話や無線など、災害対策・ロジ用途の通信手段の整備と習熟などを進め

ます。 
 

（黄木理事）  各局に置く災害特任デスクは、従来のデスクが兼務す

るということですか。 
（報道局）   はい。今まで、災害担当デスクがいましたが、今後は

より明確に位置付けて、東京との連携を一層充実します。 
（黄木理事）  災害報道については関連団体も一緒に取り組んでいま

す。ＢＣＰ（事業継続計画）の不断の見直しにあたって

は、関連団体も含めたＮＨＫグループ全体で行うという

意識を持ってください。また、ＮＨＫで働く多くのスタ

ッフの方々を含めて一緒に取り組むという視点も必要だ

と思います。 
（会 長）   昨年度は本当に多くの災害が起きました。災害時にし

っかり対応すると同時に、災害対応での教訓をふまえて、

毎回さまざまな工夫をし、改善と深化に取り組んでくれ

ていると感じています。国民の皆さまの安全安心に対し

て、ＮＨＫは公共放送、公共メディアとしてしっかり対

応する必要があります。減災の視点なども踏まえて、こ

の非常災害対策等業務実施方針に、さらに工夫を重ねな
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がら、対応してください。 
 
（３）２０１９年度関連団体の事業計画について 
（関連事業局） 

「関連団体運営基準」第１６条に基づき、２０１９年度関連団体の事

業計画について報告します。 
１．子会社の事業計画 

 子会社１２社の２０１９年度の売上高の単純合計は２,４９２億円で、

２０１８年度の決算見通しに対して９４億円の減収となる計画です。こ

のうち、ＮＨＫとの取引額は１,７２８億円で、２０１８年度の決算見通

しに対して２９億円の減収となる計画です。また、ＮＨＫ・関連団体以

外との取引額は５８９億円で、２０１８年度の決算見通しに対して６０

億円の減収になる計画です。個別会社の状況は、増収増益が１社（ＮＨ

Ｋエンタープライズ）、減収減益が８社（ＮＨＫエデュケーショナル、

ＮＨＫグローバルメディアサービス、日本国際放送、ＮＨＫプラネット、

ＮＨＫプロモーション、ＮＨＫアート、ＮＨＫ出版、ＮＨＫテクノロジ

ーズ）、増収減益が１社（ＮＨＫビジネスクリエイト）、減収増益が２

社（ＮＨＫ文化センター、ＮＨＫ営業サービス）となっています。 
当期純利益は、子会社１２社の単純合計で３６億円、２０１８年度の

決算見通しに対して１２億円の減益となる計画です。 
２．関連会社の事業計画 
関連会社４社のうち、放送衛星システム、ＮＨＫ Ｃｏｓｍｏｍｅｄ

ｉａ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃ、ＮＨＫ Ｃｏｓｍｏｍｅｄｉａ（Ｅｕ

ｒｏｐｅ） Ｌｔｄは増収増益、ビーエス・コンディショナルアクセス

システムズは減収増益の計画となっています。 
３．関連公益法人等の事業計画 
ＮＨＫインターナショナル、ＮＨＫエンジニアリングシステム、ＮＨ

Ｋ放送研修センターの３団体は正味財産の有効活用として戦略的な投資

を行います。ＮＨＫエンジニアリングシステム、ＮＨＫ放送研修センタ

ーは赤字予算を編成しますが、ＮＨＫインターナショナルは増収増益の

計画です。ＮＨＫ学園は赤字の計画ですが、ほぼ３か年経営計画通りで、

実質的な収支は順調に改善しています。ＮＨＫ交響楽団、ＮＨＫ厚生文

化事業団は、それぞれ赤字の計画となっています。ＮＨＫサービスセン
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ターは業務移行や事業の見直しに着手したため赤字の計画です。 
４．健保・共済会の事業計画 
日本放送協会健康保険組合については、収支均衡を確保しています。

日本放送協会共済会については、ほぼ収支均衡ですが、特別会計で一般

正味財産を取り崩す計画です。 
 
（黄木理事）  新しい経営目標に基づいて、ＮＨＫ取引とそれ以外に

ついて考え方を切り分けて、計画的に事業運営を行う方

針です。それぞれの所管部局とも意見交換をした上で定

めた事業計画です。関連公益法人等については、説明の

とおり、役割を明確にして、これまで培った財産を適切

に投資に充てて、永続的な事業運営ができるように、計

画を立てていただいていますので、各団体の所管部局は

フォローするようにしてください。 
（会 長）   ＮＨＫグループ経営改革については、組織のタテとヨ

コの管理を心がけてきています。関連団体を横断的に見

ていくことは黄木理事を中心にやってもらっていますが、

各理事は担当する部局が管理している関連団体をしっか

りと見ていくことが重要です。関連団体が複数にわたる

部局は大変な面もありますが、よりいっそう目配りする

ようにしてください。工夫する必要もありますが、関連

団体の管理は基本的には、タテの所管部局が中心になっ

て行い、それにグループ経営改革の横断的な視点を入れ、

よりよいものに変えていくことを目指していきます。 
 
（４）平成３０年度決算の日程について 
（経理局） 
平成３０年度決算の日程について報告します。 
ＮＨＫの単体決算は、放送法第７４条の規定により、当該事業年度経

過後３か月以内に総務大臣に財務諸表を提出することとなっています。  
これを踏まえ、３０年度の決算は、６月２５日開催予定の経営委員会

での議決に向け、取り進めたいと思います。 
まず、５月１４日開催予定の理事会と経営委員会で、ＮＨＫ単体とＮ
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ＨＫグループ連結を合わせた「決算の速報」を報告します。 
次に、ＮＨＫ単体の「財務諸表」については、放送法第７５条に定め

る監査委員会や会計監査人の監査を経て、６月２５日開催予定の理事会

で審議し、同日の経営委員会に諮る予定です。また、ＮＨＫの連結決算

規程に基づいて作成している「連結財務諸表」についても、同じく６月

２５日開催予定の理事会で審議および決定し、同日の経営委員会で報告

する予定です。 
本件は、４月９日開催の第１３２７回経営委員会に報告します。 

 

（５）放送番組審議会議事録（資料） 

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の２０１９年２月開催分の議事録についての報告。  

 

注：放送番組審議会の内容は、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。 

 
 
 
以上で付議事項を終了した。 
 
 
上記のとおり確認した。 
 
 

２０１９年 ４月１７日 
 

会 長  上 田 良 一  


