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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０１９年１２月２４日開催分）

  
２０２０年 １月１７日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 ２０１９年１２月２４日（火） 午前９時００分～１０時２０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、正籬理事、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）第１３４４回経営委員会付議事項について 

（２）令和２年度収支予算編成要綱 

（３）インターネット活用業務実施基準認可申請案の修正について 

（４）改正放送法施行に伴う「ＮＨＫ個人情報保護方針」および「ＮＨ

Ｋ個人情報保護規程」の一部改正について 

（５）「ＮＨＫ情報公開規程」の一部改正について 

（６）就業規則の一部改正について 
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（７）「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴ等に関する規程」の新設につい 

   て 

（８）「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴの管理」に伴う職務権限事項の

改正について 

（９）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）予算の執行状況（令和元年１１月末） 

（３）契約・収納活動の状況（２０１９年１１月末） 

（４）２０１９年１１月全国個人視聴率調査の結果について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１３４４回経営委員会付議事項について 

本日開催される第１３４４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、「インターネット活用業務実施基準認可

申請案の修正について」と「中央放送番組審議会委員の委嘱について」、

審議事項として、「令和２年度収支予算編成要綱」です。また、報告事項

として、「予算の執行状況（令和元年１１月末）」、「契約・収納活動の状

況（２０１９年１１月末）」、「地方放送番組審議会委員の委嘱について」、

および「ＪＯＣＤＮ株式会社への出資認可について」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）令和２年度収支予算編成要綱 

令和２年度の事業計画の詳細や予算科目別の内訳のほか、主要な事項

の予算額について、２０１９年１２月１０日の理事会および同日の経営

委員会で審議された「令和２年度予算編成方針」（以下、「予算編成方

針」）をもとに、「令和２年度収支予算編成要綱」として取りまとめまし

たので、審議をお願いします。 
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 はじめに、「令和２年度予算について」です。 
 令和２年度予算の基本的な考え方については、「予算編成方針」から大

きな変更はなく、５６年ぶりの自国開催となる東京オリンピック・パラ

リンピックで「最高水準の放送・サービス」を提供するとともに、「ＮＨ

Ｋ経営計画（２０１８－２０２０年度）」（以下、「経営計画」）」に基づい

た事業運営を着実に実施し、“公共メディア”の実現に向けて取り組みま

す。また、ＮＨＫの主たる財源である受信料については、公平負担の徹

底に向け、受信料制度の理解促進と営業改革を引き続き推進し、支払率

の向上を図るとともに、２年１０月から受信料の値下げを実施します。 
事業計画の重点事項については、「経営計画」の５つの重点方針（注）、

建設計画、および要員計画を記載しています。また、「主な重点事項の取

り組み」として、受信料の値下げ、東京オリンピック・パラリンピック

放送・サービスの実施、防災・減災報道の充実、および常時同時・見逃

し番組配信サービスの実施を記載しています。さらに、「経費削減の取り

組み」として、既存業務の見直しや業務全般にわたる経費削減について

記載しています。 
 次に、「一般勘定」についてです。 

事業収入は、７,２０４億円です。受信料は２年１０月からの値下げ等

により、前年度に対して５８億円の減収を見込みます。このほか、特別

収入の増等により、事業収入全体では前年度に対し４３億円の減収を見

込みます。予算編成方針の時点からは、受信料以外の収入で約４億円増

額しています。事業支出は、７,３５４億円です。東京オリンピック・パ

ラリンピックの放送実施等に取り組む一方で、既存業務の見直しや経費

削減を行い、事業支出全体では前年度に対し７６億円の増加とします。

東京オリンピック・パラリンピック関連経費の支出を精査し、予算編成

方針の時点から２億円を減額するなど事業支出を約４億円減らしていま

す。事業収支差金は１４９億円の不足となり、財政安定のための繰越金

をもって補てんします。 
 資本収支は、建設費（設備投資）等による資産の増減とその財源対応

を収支で表したもので、資本支出は、建設費の９５２億円です。この財

源については、まず「減価償却資金受入れ」の８６８億円、「資産受入れ」

の２３億円、および「建設積立資産戻入れ」の０.９億円を充て、不足す

る２１０億円は、「前期繰越金受入れ」として、財政安定のための繰越金
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を取り崩して充当します。資本収支差金は１４９億円で、事業収支差金

の不足の１４９億円の補てんに充てます。 
 財政安定のための繰越金と建設積立資産についてです。財政安定のた

めの繰越金は２１０億円を取り崩し、そのうち１４９億円を事業収支差

金の不足の補てんに使用し、６０億円を放送番組設備等の建設費（設備

投資）に使用します。２年度末の財政安定のための繰越金は、８３１億

円を見込んでいます。また、建設積立資産は、東京・渋谷の放送センタ

ーの建替等に備えた積立資産です。２年度は放送センター建替第Ⅰ期（情

報棟）工事の設計を実施するため、０.９億円を取り崩します。 
事業収入について、科目ごとに説明します。 
受信料は、消費税率引き上げが行われた元年１０月に受信料額を改定

せず、地上契約と衛星契約を実質２％値下げしたことに加えて、２年１

０月から地上契約と衛星契約を２.５％値下げします。受信料の公平負担

に向けた取り組みを徹底し、支払率８４％、衛星契約割合５４％を目指

します。受信契約件数の増加や未収数の削減に努めることで、６,９７４

億円の受信料を確保します。 
その他の収入として、副次収入は６９.０億円、交付金収入は３６.０億

円、財務収入は運用利回りの低下、受取配当金の減等により４６.４億円、

雑収入は２２.５億円、特別収入は、旧放送会館等の非現用不動産売却益

の増等により、前年度予算に対し２４億円増の５６億円を見込みます。 
事業支出について、科目ごとの内訳とポイントを説明します。 
まず、国内放送費・国内放送番組等配信費についてです。 
国内放送費は、前年度に対し８６.４億円減の３,４３７.３億円です。国

内放送番組等配信費は、放送法改正に伴い２年度から新設する科目で、

１０５.９億円で実施します。 
地上放送の番組制作費は９００.９億円で、番組制作プロセスの見直し

や制作期間の短縮など効率的な番組制作による減等により、前年度に対

して、３２.７億円の減となります。衛星放送の番組制作費は８０８.７億

円で、東京オリンピック・パラリンピックの中継・関連番組の充実等に

より、前年度に対し３１.１億円の増となります。東京オリンピック・パ

ラリンピック放送・サービスの実施については、数多くの競技中継・関

連番組を通じ、高まるスポーツ熱や関心に応えることで、大会の盛り上

げに寄与します。臨場感あふれるＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋ放送や、中継映像
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のネット配信、新技術を活用したデジタルサービスなどを駆使し、最高

水準の放送・サービスで、大会の魅力を余すところなく伝えます。また、

大会のみならず、聖火リレーや全国でのイベントを通じ、日本の魅力を

世界に発信します。ロボット実況・字幕や多言語サービスなどユニバー

サル放送・サービスを推進し、あらゆる人がともに楽しめる共生社会の

実現に貢献します。これらを踏まえ、東京オリンピック・パラリンピッ

ク関連経費は２６４億円で、予算編成方針の時点から２億円減額してい

ます。なお、このうち１８０億円については、引当金を取り崩して充当

します。以下、報道取材費、地域放送番組費、制作共通費等の予算など

について説明しています。 
次に、国際放送費・国際放送番組等配信費についてです。 
ＮＨＫの国際放送と海外発信について、まず、「ＮＨＫワールド ＪＡ

ＰＡＮ」の外国人向けテレビ国際放送では、“東京２０２０”の舞台とな

る日本の情報や多彩なニュースを発信します。ラジオは、訪日・在留外

国人に向けた安全・安心に役立つ情報の発信を充実します。インターネ

ットでは、多言語コンテンツ発信の強化に取り組みます。在外邦人向け

の国際放送は引き続き、テレビは「ＮＨＫワールド・プレミアム」、ラジ

オは「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」として、最新情報を伝えていきま

す。これらの取り組みにより、国際放送費は前年度に対し２８.６億円減

の２３６.４億円とし、２年度から新設する国際放送番組等配信費は２１.
８億円で実施します。 

インターネット活用業務についてです。 
放送を太い幹としつつ、環境の変化や技術の進歩発達に適時・適切に

対応しながら、信頼される「情報の社会的基盤」としての役割を果たし

ていくために、インターネットならではの特性を生かして、放送番組と

番組の理解増進情報の提供を行います。なお、既存業務については、利

用状況などの分析に基づいて、サービスの統廃合・見直しを行い、効率

的・効果的に実施します。費用については、総務省令に基づく新ルール

により、２年度から新科目「国内放送番組等配信費」「国際放送番組等配

信費」に区分して計上するとともに、新たに共通経費を配賦します。費

用管理にあたっては、適切な上限を設定して抑制的に管理し、２年度に

ついては、東京オリンピック・パラリンピック関連経費を除き、受信料

収入の２.５％以内で実施します。 
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契約収納費については、前年度に対し５.７億円増の６４１.９億円とし

ます。受信料の公平負担の徹底に向け、支払率向上への取り組みを着実

に進めるとともに、訪問によらない契約・収納活動に一層取り組むなど、

営業改革を不断に進めます。また、契約収納費に人件費・減価償却費を

合わせた営業経費は、受信契約件数の増加に伴う収納および管理に係る

経費の増等により、前年度に対し８.４億円増の７７９.４億円で、営業経

費率は１１.１％です。ただし、受信料の還元分を含めた場合の営業経費

率を試算すると１０.７％となり、前年度に対し０.２ポイント低下するこ

とになります。 
受信対策費については、前年度に対し１.０億円減の９.８億円とします。

広報費については、前年度に対し４.９億円増の６６.８億円とします。調

査研究費は、前年度に対し２.６億円減の８９.３億円とします。 
給与、退職手当・厚生費についてです。給与は、適正な水準を維持し

つつ、働き方改革を推進することで、前年度に対し１０.０億円減の１,
１４４.４億円とし、退職手当・厚生費は、退職給付費や社会保険費の増

等により、前年度に対し２７.２億円増の５１７.２億円となります。 
そのほかの事業支出科目として、共通管理費や減価償却費等がありま

す。共通管理費は、スマートフォンなどを活用したモバイルワークの推

進によるシステム経費の増等により、前年度に対し１５.４億円増の１７

４.８億円となります。減価償却費は、４Ｋ・８Ｋ等の設備整備に伴い償

却対象資産が増えているため、前年度に対し２２.０億円増の８６８.０億

円となります。以下、創造と効率、信頼を追求する取り組みとして、「『働

き方改革』などを通じて、創造性を発揮できる環境を確保すること」、「グ

ループ一体となり、効率的で透明性の高い組織運営を推進すること」、

「『信頼されるメディア』を目指し、グループでリスクマネジメントを強

化すること」等についてまとめています。 
続いて、建設費についてです。 
２年度は、緊急報道や番組の送出・充実等のための放送番組設備の整

備に重点的に取り組むとともに、安定的な放送・サービス継続に必要な

放送網設備の整備および地域放送会館の整備を行います。放送センター

の建替えについては、第Ⅰ期（情報棟）工事の設計を実施します。予算

は４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョン設備整備の減、地域放送会館整備の

減等により、前年度に対し、７９.４億円減の９５２.６億円となります。 
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次に、「有料インターネット活用業務勘定」についてです。有料インタ

ーネット活用業務勘定とは、ＮＨＫが放送した番組等をパソコンやスマ

ートフォン、タブレット端末、高機能テレビ等にインターネットを通じ

て、一般の利用者に有料で配信するＮＨＫオンデマンドの業務（放送法

２０条２項２号）と、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）事業者へ番組

等を有料で提供する業務（放送法２０条２項３号）に係る勘定です。放

送法改正を受けて、２年度より勘定名称が「放送番組等有料配信業務勘

定」から「有料インターネット活用業務勘定」に変わります。事業収入

は、前年度に対し９億円減の１２億円で、事業支出は、前年度に対し８

億円減の１３億円です。これにより２年度の事業収支差金は、０.９億円

の赤字としています。事業収支差金の不足分０.９億円を含む２年度末の

繰越不足７１億円については、一般勘定からの借入金等をもって補てん

します。有料インターネット活用業務勘定のうちＮＨＫオンデマンドに

ついては、元年度中に「見逃し見放題パック」と「特選見放題パック」

をひとつに統合して提供し、より魅力的なサービスとして利便性の向上

を図ります。このサービス見直しや受信料財源で新たに見逃し番組配信

を実施することにより、２年度の事業収入は前年度と比較して減少する

見込みですが、収入と連動して支払う経費が削減されるほか、受信料に

よる見逃し番組配信と業務を共通化するなど効率的な業務運営を徹底し、

支出の抑制を図ります。また、提供する過去番組の大幅な拡充など、増

収に向けた施策に取り組み、事業収支の改善を図っていきます。 
最後に、「受託業務等勘定」についてです。 
事業収入は１３億円、事業支出は１１億円としています。 
本件が了承されれば、本日開催の第１３４４回経営委員会に審議事項

として提出します。その後、総務大臣に提出する「収支予算、事業計画

及び資金計画」、いわゆる予算書について、１月に議決を求める予定です。 
 
（会 長）   執行部として検討を重ねてきた内容です。原案どおり

了承し、本日開催の第１３４４回経営委員会に諮ります。 
 
注：①“公共メディア”への進化、②多様な地域社会への貢献、③未来

へのチャレンジ、④視聴者理解・公平負担を推進、⑤創造と効率、

信頼を追求 
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（３）インターネット活用業務実施基準認可申請案の修正について 

（経営企画局） 

インターネット活用業務実施基準を変更するため、２０１９年１０月

１５日に総務大臣に認可申請を行いましたが、「ＮＨＫインターネット

活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的

考え方」（以下、「基本的考え方」）、「『ＮＨＫインターネット活用業務実

施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方』に

関する日本放送協会の検討結果について」、「『日本放送協会のインター

ネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の

基本的考え方』についての日本放送協会の検討結果の回答及び意見募集

結果に対する総務省の考え方」等を踏まえ、認可申請書類のうち、「ＮＨ

Ｋインターネット活用業務実施基準（案）」および「インターネット活用

業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他参考となるべき

事項」を修正したいので、審議をお願いします。 

まず、「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準（案）」について説明

します。「費用上限関係」について、２０２０年度のインターネット活用

業務の２号受信料財源業務は、「基本的考え方」を踏まえ、オリンピッ

ク・パラリンピック東京大会関係の費用を除き、受信料収入の２.５％を

上限として実施することとしました。このため、１０月の認可申請案で

は、放送法上の努力義務に関する業務や国際インターネット活用業務な

ど「公益性の観点から積極的な実施が求められる業務」について、それ

ぞれに費用の上限を設けて別枠で適正に管理することとしていましたが、

これらの業務に関する規定は残したままで、費用の別枠に関する規定を

削除しました。 

常時同時配信を提供する時間については、本則で、「原則として２４時

間実施する」と明確に規定した上で、業務の実施費用を抑制するため、

附則に２０２０年４月から当分の間、提供時間を限って行うことを規定

します。また、附則第２条に第２項を加え、提供時間を限定して行うも

のも、「地上テレビ常時同時配信とみなす」とした上で、具体的な提供時

間等はその年度の「インターネット活用業務実施計画」（以下、「実施計

画」）で明らかにすることにしています。なお、この限定措置の終了につ
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いては、費用の支出状況や利用者等の意向、利用状況等を勘案して判断

し、実施計画で明らかにすることにしています。 

放送法上の努力義務に関する業務と国際インターネット活用業務のう

ち、２０２０年度に新規に実施するものについては、２.５％の費用上限

を超えても「予算執行上一定の配慮を可能とする取扱い」を附則第５条

に規定します。なお、これらの新規業務を実施するため、２.５％の上限

を超過する場合、予算の流用について経営委員会の議決を得た上で、新

規業務に要した費用を公表する、上限を超過できるのは３億円まで、と

しています。 

次に、「常時同時配信のメッセージ非表示と見逃し番組配信の利用可

能化（特例措置）関係」についてです。 

１０月の認可申請案では、常時同時配信の画面上のメッセージを表示

せずに視聴できる特例措置として、利用申込みの促進と東京オリンピッ

ク・パラリンピック期間中の２つを規定していました。このうち、利用

申込み促進のための措置は行わないこととし、第１５条第４項の特例措

置の規定を削除します。また、東京オリンピック・パラリンピック期間

中については、附則第４条第６項で、競技中継と関連番組に限ってメッ

セージを非表示とすることがあるという内容に改めています。見逃し番

組配信は、通常の認証を実施します。 

「２号有料業務（ＮＨＫオンデマンド）関係」についてです。 

ＮＨＫオンデマンドについては、収支等を毎年度検討し、所要のサー

ビスや運用体制の在り方の見直しを行う旨の規定を追加します。第４５

条に第２項を新設し、その旨を明記しています。 

「検証体制（インターネット活用業務審査・評価委員会）関係」につ

いてです。 

まず、委員の選任にあたって市場競争の評価等に必要な知見を有する

中立的な人を選ぶという規定を加えます。すでにそのような方々に委員

として活動していただいていますが、第９条第２項に明記しています。

次に、委員会が必要に応じてインターネット活用業務における競合事業

者等から意見を聴くことができることを規定し、第９条第４項に新たに

記しています。さらに、提供するコンテンツ（放送番組や理解増進情報）

の必要性・有効性に関する毎年度の点検について、その結果の概要を委

員会に報告することを規定し、第１８条に第２項を追加しています。 
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附則第３条には、地方向け放送番組の提供に係る計画で、令和３年度

以降の地方向け放送番組の提供に係る取り組みについては、令和２年度

中にその計画を明らかにすることを記しています。 

附則第９条で、実施基準の見直しの条項を修正します。業務の実施状況、

社会経済情勢の変化等を勘案して、随時必要な見直しを行うこととしま

す。このほか、字句修正や条文番号の整理等を行います。 

次に、「インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の

算定根拠」について説明します。 

１０月１５日の認可申請の際には、令和５年度までの期間について、

「基本的業務」の費用の抑制的な管理に努めるとともに、４つの「公益

性の観点から積極的な実施が求められる業務」については、取り組みを

積極的に進める一方で、可能な限り業務を効率的に実施することを前提

としていました。今回の修正で、２年度については一時的に発生するオ

リンピック・パラリンピック東京大会に係る費用を除いて受信料収入の

２.５％を費用の上限として実施するため、業務の実施内容を再検討しま

した。想定される業務全てについて聖域なく点検し、費用を削減する姿

勢で臨みました。必要な業務であり、かつ直ちに実施することが費用の

観点から難しい業務について、３年度を始期とする次期中期経営計画の

中で具体化させることを記しました。 

２号受信料財源業務の算定根拠については、費用上限の考え方の変更

に伴い、放送法の努力義務に係る取り組みなど、「公益性の観点から積極

的な実施が求められる業務」の４つのうち、受信料収入２.５％の費用上

限の中で実施することとした業務についての項目を削除し、２.５％を上

限とする「実施基準案第１７条に規定する業務実施に要する費用」と「オ

リンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」の２項目に整理

しました。その上で、２年度の実施予定額を現時点で１７０億円と試算

し、これをもとに２.５％の上限を維持することとしています。なお、「オ

リンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み」の中には、同大

会に係るユニバーサル・サービスの取り組みの費用も含みます。 

「その他参考となるべき事項」について、「(１)一般勘定の収支の見込

み」では、２年度の収支予算の策定にあたっては、経営計画で見込んだ

よりも、赤字幅を削減する方向で真摯に検討していることを記していま

す。「(２)有料インターネット活用業務勘定について」では、常時同時配
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信・見逃し番組配信の開始とともに、ＮＨＫオンデマンドのサービスの

見直しを行い、さまざまな収支の改善に係る取り組みを進めることで、

中期の累積収支の改善を目指すことを記しました。５年度までの収支の

見通しに加え、６年度以降についても、増収に向けた施策の実施や効率

的な事業運営の徹底により、中期の累積収支の改善を目指すとしていま

す。そして、毎事業年度の収支等を踏まえてサービスや運用体制の在り

方について検討し、必要な措置を講ずることを記載しています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３４４回経営委員会に議決事項

として提出し、経営委員会の議決が得られれば、総務大臣に認可申請を

行います。 

 

（会 長）    執行部として、真摯に検討を重ねてきた内容です。

ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

の第１３４４回経営委員会に諮ります。 

 

（４）改正放送法施行に伴う「ＮＨＫ個人情報保護方針」および「ＮＨ

Ｋ個人情報保護規程」の一部改正について 

（情報公開センター） 

２０１９年５月に成立した改正放送法の施行に伴う、「ＮＨＫ個人情

報保護方針」および「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部改正について、

審議をお願いします。 

主な改正点は次のとおりです。 

１点目は、「ＮＨＫ個人情報保護方針」前文を、現在のメディア環境を

踏まえた表現に一部変更します。 

２点目は、常時同時配信・見逃し番組配信の業務内容に即した形に整

え、「ＮＨＫ個人情報保護規程」を一部変更します。総務省「日本放送協

会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン」、

および一般社団法人放送セキュリティセンターが定める指針等を参照し、

「視聴履歴」と「非特定視聴履歴」の定義と取り扱いに関する条項を変

更および新設します。 

また、「ＮＨＫネットクラブ」の終了に伴い、「ＮＨＫ個人情報保護規

程」の「登録型インターネットサービス」に関する条項、記述を削除し

ます。 
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本件が決定されれば、２０２０年１月１日付で実施します。 

 

（会 長）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（５）「ＮＨＫ情報公開規程」の一部改正について 

（情報公開センター） 

２０１９年５月２９日に成立し、６月５日に公布された「放送法の一

部を改正する法律」および１０月８日に公布された「放送法施行規則の

一部を改正する省令」により、放送法及び放送法施行規則のＮＨＫに関

係する規定が改正されたことに伴い、「ＮＨＫ情報公開規程」の一部を改

正したいので、審議をお願いします。 

放送法および放送法施行規則において、ＮＨＫに関する「情報提供等」

の事項についての規定が新設され、法定化されることに伴い、方法や範

囲、その対象が関連団体にも及ぶことが規定されたことを反映させる所

要の整備を行うとともに、運用の変更に伴う修正等を行います。 

本件が決定されれば、放送法の一部を改正する法律の施行日である、

２０２０年１月１日付で実施します。 

 

（会 長）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（６）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。 

職員表彰における個人情報に関する条文について、一部見直すことと

します。 

改正の施行は、本日、２０１９年１２月２４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）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（７）「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴ等に関する規程」の新設につい 

   て 

（視聴者コミュニケーション推進室） 
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「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴ等に関する規程」の新設について、

審議をお願いします。 

 この規程は、ＮＨＫのブランドイメージを確立し、維持発展させるた

め、新たなＮＨＫロゴ等のデザインとその適正な使用管理を行う体制整

備を定めることを目的に新設するものです。 

本件が決定されれば、２０１９年１２月２４日付で施行します。 

 

（鈴木理事）    新しいロゴの使用開始時期を新年度の番組改定実

施期日からとしていますが、収支予算編成要綱など

２０２０年度の予算・事業計画を説明する資料には、

実施期日を待たずに新しいロゴを使用した方がよい

のではないですか。 

（視聴者コミュニケーション推進室） 

本日決定されれば、使用は可能だと考えます。 

（荒木専務理事）  常時同時・見逃し番組配信について、サービス名

称やロゴを検討しています。こちらの使用開始日に

ついてはどのようになりますか。 

（黄木理事）    ＮＨＫロゴ等の使用開始時期は、放送関連につい

ては、２０２０年度番組改定実施期日から、デジタ

ル・インターネット関連については、常時同時配信

の開始日からとしています。 

（正籬理事）    公共メディアに進化する中で、ＮＨＫのブランド

価値を守り、ＮＨＫのコンテンツ制作力をアピール

するために、インターネット上で提供するコンテン

ツがＮＨＫのものであると明示することが非常に重

要になってくると思います。 

（会 長）     属性のわからない情報が氾濫している中で、ＮＨ

Ｋの情報であるとはっきり明示する必要があること

がＮＨＫロゴの整備の大きな理由です。 

（会 長）     他にご意見等がありませんので、原案どおり決定

します。 

 

（８）「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴの管理」に伴う職務権限事項の
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改正について 

（経営企画局） 

職務権限事項の改正について、審議をお願いします。 

「ＮＨＫロゴおよびメディアロゴ等に関する規程」の新設に伴い、視

聴者コミュニケーション推進室および編成局の職務基準に「ＮＨＫロゴ

およびメディアロゴの管理」を加え、権限事項を整備します。 

本件が決定されれば、２０１９年１２月２４日付で実施します。 

 

（会 長）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（９）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。 

秋田正紀氏（株式会社松屋代表取締役社長執行役員）に、２０２０年

１月１日付で新規委嘱したいと思います。 

なお、藤村厚夫氏（スマートニュース株式会社フェロー）と渡部潤一

氏（国立天文台副台長）は、いずれも任期満了により２０１９年１２月

３１日付で、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１３４４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１３４４回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 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

四国地方の床桜英二氏（徳島文理大学総合政策学部教授）と土佐礼子

氏（三井住友海上火災保険陸上競技部プレーイングアドバイザー）に、

２０２０年１月１日付で再委嘱します。 

本件は、本日開催の第１３４４回経営委員会に報告します。 

 

（２）予算の執行状況（令和元年１１月末） 

（経理局） 
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令和元年１１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。１１月末の標

準進捗率は６６.７％（８か月／１２か月）です。事業収入は４,９４１

億円、進捗率が６８.２％で、受信料収入や雑収入（前々年度以前受信料

の回収等）の進捗等により、全体としては標準を上回る進捗率となりま

した。事業支出は４,６９８億円、進捗率が６４.６％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りました。こ

れにより、事業収支差金は２４２億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、６０億円増となりました。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、１５３億円増になりました。

事業収支差金は前年同月と比べ９３億円減となりました。 

受信料は、受信契約件数の増加により、前年同月に比べ２５億円増加

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１５.６

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１２.６億円で、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３.０億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１３４４回経営委員会に報告します。 

 

（３）契約・収納活動の状況（２０１９年１１月末） 

（営業局） 

２０１９年１１月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、第４期（１０月・１１月）の受信料収納額は１,１６５.５億円

で、前年度同期を１３.５億円下回りました。年間累計収納額は４,６９

５.４億円となり、前年同時期を３５.０億円上回りました。 

前年度分受信料回収額は３.９億円となり、前年度同期を０.３億円下

回りました。年間累計は４８.３億円となり、前年同時期を４.１億円下

回っています。前々年度以前分回収額は５.６億円となり、前年度同期を

１.１億円下回りました。年間累計は４３.５億円となり、前年同時期を

９.８億円上回っています。 
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次に、契約総数の増加状況です。取次数が前年度同期を３.８万件下回

り、減少数が０.５万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同期を

４.３万件下回る１２.９万件となりました。年間累計増加数は、３６.８

万件で前年同時期を３１.１万件下回りました。１１月末の受信契約件数

は４,２０５.９万件となっています。 

衛星契約増加は、取次数が前年度同期を１.２万件下回り、減少数が０.

２万件上回ったため、差し引きの増加数は前年度同期を１.４万件下回る

１１.３万件になりました。年間累計増加数は、４４.５万件で前年同時

期を９.８万件下回りました。１１月末の衛星契約件数は２,２０６.７万

件となり、契約数全体に占める衛星契約の割合は、５２.５％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４.７万件下回る６.

０万件となりました。年間累計増加数は、２２.８万件で前年同時期を３

７.３万件下回りました。１１月末の口座・クレジット払等の利用率は９

０.５％となっています。 

また、未収削減は、前年度同期を１.４万件下回る０.３万件となりま

した。年間累計は前年同時期を６.３万件下回る０.８万件となりました。

１１月末の未収現在数は７６.７万件となり、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５.７万件下回る１２.６

万件となりました。年間累計は前年同時期を３７.４万件下回る３６.０

万件となっています。 

本件は、本日開催の第１３４４回経営委員会に報告します。 

 

（４）２０１９年１１月全国個人視聴率調査の結果について 

（放送文化研究所） 

２０１９年１１月に実施した、全国個人視聴率調査の結果について報

告します。この調査は、全国のテレビ・ラジオのリアルタイムの視聴率

を調べています。視聴率の全国状況を俯瞰し、テレビ・ラジオ視聴の長

期的・構造的変化を確認しています。 

調査は１１月１１日月曜日から１７日日曜日までの１週間、全国の７

歳以上の男女３,６００人を対象に、配付回収法による２４時間時刻目盛

り日記式（個人単位）で実施しました。有効数は２,３５７人、有効率は
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６５.５％でした。調査週の状況は、大相撲九州場所の放送週で、１４日

木曜日の大嘗祭のほか、１６日土曜日と１７日日曜日の夜間に「世界野

球プレミア１２」の「日本対韓国」戦、１６日土曜日夜間に「フィギュ

アスケートグランプリシリーズロシア大会」等が民放で放送されました

が、調査結果に大きな影響はありませんでした。 

テレビ視聴時間の推移を見ると、ＮＨＫと民放の地上波・衛星波を合

わせたテレビ総計は週平均１日あたり３時間３１分で、ピークの２００

３年と比べ、３０分ほど短くなっています。時間帯別では、夜間帯が２

００３年には２時間６分でしたが、最近の６年間は１時間４０分台が続

き、今回は１時間４１分でした。午前帯は２００３年以降１時間台を維

持しており、今回は１時間１分でした。 

テレビ総計の視聴時間を男女年層別に１５年前、１０年前と比べて見

ると、男女とも高年層ほど視聴時間が長い傾向は変わりませんが、どの

年層でも１５年前に比べると短くなっています。特に男２０代は５３分、

女４０代は２時間５０分で、この１５年で視聴時間がいずれも１時間３

０分ほど減少しました。視聴時間量の多い男６０代は４時間台、男７０

歳以上と女６０代以上は５時間台となっています。 

テレビ総計にＮＨＫが占める割合は、１５年前と比べて６０代で４

０％から２５％に、７０歳以上で５２％から４２％に減少しました。 

テレビの週間接触者率の長期推移を見ると、総合テレビはこの３０年

で長期的に減少傾向ですが、２０１４年以降は横ばいで、今回は５４.

７％でした。一方、テレビ総計と民放地上波計は、３０年前から１５年

前まで横ばいでしたが、２００４年からの１５年では減少し、今回、民

放地上波計は初めて８割を下回りました。 

週間接触者率の総合テレビの結果です。 

２０年前と比べると、男女ほぼすべての年層で減少しています。１０

年前と比べると、男４０～６０代、女４０・６０代で減少しています。

一方、女５０代は７０％で、１０年前と同じ水準を維持しています。 

２０１５年からの推移を見ると、全体では例年並みでしたが、女５０

代は前年・前々年より増加し、７割に持ち直しました。女１３～１９歳

は前々年より増加しました。一方、男６０代が前々年より減少し、男５

０代は今回初めて５割を下回りました。 
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 週間接触者率が前年・前々年より増加した女５０代について詳しく見

てみます。接触の大部分を占める３つの時間帯、朝７～８時台、１５時

～１８時台、および１９～２２時台に注目したところ、「朝や午後には見

ておらず夜だけ接触した人の割合」が、前年の９％から今年は１６％に

増加しました。 

次に、週間接触者率が減少した男５０・６０代について詳しく見てみ

ます。２０年間で、男５０・６０代がよく見る上位２０番組のうち、総

合テレビの番組の数は減少しています。特に、平日夜間の番組が入らな

くなりました。 

関東地区で総合テレビの接触者率の積み上げを日別で見ていくと、月

曜日は４３％ですが、火曜日以降の新たな積み上がりは、１日あたり２

～３％程度です。 

続いて、Ｅテレの結果です。 

Ｅテレの週間接触者率は２３.７％でした。前年と同程度ですが、前々

年からは減少しました。時間帯別では、平日朝の幼児・子どもゾーン（６

時３５分～９時）で前々年と比べ減少しました。年層別では、女３０代

の朝と夕方で、前々年と比べやや減少しました。 

続いて、衛星放送の結果です。 

自宅で衛星放送を見ることができる人の割合は５０.８％でした。週間

接触者率は、ＢＳ１が１０.０％で前年と同程度、前々年からは増加しま

した。ＢＳプレミアムは１２.３％で、２０１５年以降、横ばいが続いて

います。本放送開始から約１年が経過したＢＳ４Ｋは０.５％、ＢＳ８Ｋ

は０.３％で、いずれも６月の全国個人視聴率調査時から変化はありませ

んでした。４波を合わせたＮＨＫ衛星計は、１７.９％でした。 

ＮＨＫ衛星でよく見られた番組は、ＢＳ１では「ラグビー快進撃ニッ

ポン！」や、ＢＳ世界のドキュメンタリー「マリーアントワネット」の

再放送が上位に入り、１日のみの接触者にもよく見られました。ＢＳプ

レミアムでは連続テレビ小説「スカーレット」、「おしん」、「にっぽん縦

断こころ旅・朝版」など朝の定番番組がよく見られました。「１日のみ接

触者」の高位番組を見ると、日曜日夜間放送の「ヘチ王座への道」や「新・

ＢＳ日本のうた」が堅調でした。 

ラジオの結果です。インターネットによる配信サービス「らじる★ら

じる」や「ｒａｄｉｋｏ」も含みます。 
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週間接触者率の推移を見ると、ラジオ全局計が前々年から減少してお

り、ラジオ全体で長期的な減少傾向がみられます。こうした長期動向は、

ＮＨＫ・民放共通です。ＮＨＫの各波では、ラジオ第１は１４.８％で前

年から減少しましたが、前々年とは同程度です。ラジオ第２、ＦＭは前

年と同程度でした。 

最後に、今後の調査予定です。全国個人視聴率調査は、２０２０年度以

降、６月調査に一本化します。代わって、２０２０年度からは、メディ

ア環境の変化や人々の行動・意識の多様化を捉える、新調査プロジェク

ト「メディアと日本人」を新たに立ち上げます。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０２０年 １月１５日 

 

会 長  上 田 良 一  


