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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２６年 ５月２０日開催分） 
  
平成２６年 ６月 ６日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２６年 ５月２０日（火） 午前９時００分～９時４５分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、吉国専務理事、石田専務理事、板野専務理事、 

木田理事、福井理事、下川理事、森永理事、井上理事、浜田技師長 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井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１２１４回経営委員会付議事項について 

（２）平成２５年度予算総則の適用について 

（３）テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の設置計画につ

いて 

 

２ 報告事項 

（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ・ＦＭ中継放送局の開局に 
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     ついて 

（２）平成２５年度事業業務実施結果 

（３）契約･収納活動の状況（平成２６年４月末） 

（４）技研公開２０１４について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２１４回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

５月２７日に開催される第１２１４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「テレビジョン中継放送局およびラジオ

中継放送局の設置計画について」、「平成２５年度予算総則の適用につい

て」、および「中央放送番組審議会委員の委嘱について」です。また、報

告事項として「テレビジョン中継放送局およびラジオ・ＦＭ中継放送局

の開局について」、「契約・収納活動の状況（平成２６年４月末）」、およ

び「地方放送番組審議会委員の委嘱について」です。さらに、その他の

事項として「営業改革推進委員会の取り組みについて」です。 

 

（会 長）   原案どおり決定します。 

 

（２）平成２５年度予算総則の適用について 

（経理局） 

平成２５年度決算にあたり、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、国会の承認を受けた予算書の中で、予算の各項間の流用

など予算の運用等について定めているものです。 

２５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条による予算の流用と、第６条による予備費の使用、第１１条によ

る２５年度の国の補正予算による国際放送関係交付金の受入れおよび放

送実施経費へ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条による建設費予算の繰越しを行うこととします。さら
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に、番組アーカイブ業務勘定の事業収支において、第４条による予算の

流用を行うこととします。 

本件が了承されれば、５月２７日開催の第１２１４回経営委員会に諮 

ります。 

 

（会 長）  原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。 

 

（３）テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の設置計画につ

いて 

（浜田技師長） 

テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の設置計画について、

審議をお願いします。 

 設置に向けての諸条件が整った２地区について、テレビジョン中継放

送局（総合・教育）を、１地区についてラジオ中継放送局を設置したい

と考えます。 

テレビジョン中継放送局を設置する地区について、福岡県西浦地区は、

外国からの電波との混信による難視聴の改善、鹿児島県伊仙地区は、国

内の他の中継放送局からのデジタル放送波との混信による難視聴の改善

を図ります。 

 また、ラジオ中継放送局を設置する島根県隠岐地区は、夜間の外国か

らの電波の混信による難聴の改善を図ります。 

開局はいずれも２６年度の予定で、整備に要する経費は、合計で約２.

５億円を見込んでいます。 

本件が了承されれば、５月２７日開催の第１２１４回経営委員会に諮

ります。 

 

（下川理事）   ラジオ放送の夜間の難聴については、以前から継続

している課題ですか。それとも、最近、状況が悪化し

たものですか。 

（浜田技師長）  ラジオ放送は、昼間はほぼ全国で良好に聴取できま

すが、夜間は以前から外国からの電波が混信して聴こ

えづらくなる地区があります。そうした地区は、順次、

解消を図っているところです。これまで中波の難聴を
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ＦＭ波を使って解消することが認められてきた離島を

中心に対策を進めてきましたが、ネットワークの強靭

化に伴い、離島以外でもＦＭ波を使った難聴解消がで

きるようになったため、さらに取り組みを進めていき

たいと考えています。 

（会 長）    原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ・ＦＭ中継放送局の開局に

ついて 

（浜田技師長） 

テレビジョン中継放送局およびラジオ・ＦＭ中継放送局の開局につい

て報告します。 

 設置計画に基づいて建設を取り進めてきたテレビジョン中継放送局の

うち、平成２５年１０月１日から２６年３月末までの期間に、８府県の

２３局（総合・教育２１局、総合のみ２局 注）が開局しました。２３

局のうち、２１局はデジタル放送への移行に伴う新たな難視聴対策、２

局は地域放送の難視聴対策のための中継局です。 

 この結果、３月末までの累計で、総合は２,２０９局、教育は２,１８

２局の中継放送局が全国で開局しました。 

また、難聴対策として設置計画に基づいて建設を取り進めてきた鹿児

島県の喜界ラジオ中継放送局と徳島県の上那賀ＦＭ中継局の２局が、と

もに３月に開局しました。 

この結果、３月末までの累計で、ラジオ第１は２３３局、ラジオ第２

は１４４局、ＦＭは５３０局の中継放送局が開局しました。 

本件は、５月２７日開催の第１２１４回経営委員会に報告します。 

 

注：今回開局したテレビジョン中継放送局 

〈岩手〉北上口内、〈福島〉いわき窪田、〈茨城〉石岡真家、大洗サンビ

ーチ、笠間上郷、かすみがうら、〈栃木〉足利月谷、足利西宮、刈生田、

葛生仙波、鴻野山、新塩原、栃木大森、名草上町、日光山口、〈千葉〉

君津長谷川、山武日向、東金城跡、富津豊岡、富津浜金谷、〈京都〉四

ノ宮小金塚（総合のみ）、〈奈良〉奈良西（総合のみ）、〈山口〉南豊北 
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（森永理事）   中継放送局の開局が関東地方に集中していますが、

これは、デジタル化に伴う東京スカイツリーへの送信

所の移転と関係があるものですか。 

（浜田技師長）    関東地方は、以前は東京タワーから出力するＶＨＦ

帯の電波で放送サービスを行っており、その電波の特

性上、山かげなどにもある程度回り込んで受信できて

いました。しかし、デジタル放送で使用しているＵＨ

Ｆ帯の電波は山かげなどに回り込むことが少ないため、

新たな難視聴が発生しています。これまでの対策の進

捗状況により、現時点では関東地方での開局が多くな

っています。 

（森永理事）    対策はこれでほぼ終了となりますか。 

（浜田技師長）   ２６年度末に暫定的な難視聴対策である衛星セーフ

ティネットが終了しますので、それに向けて対策を進

めてきましたが、新たな難視聴対策のための置局は、

２５年度末でほぼ終了となっています。 

 

（２）平成２５年度事業業務実施結果 

（視聴者事業局） 

平成２５年度の事業業務実施結果について報告します。 

公開番組やイベントを全国で実施する際には、その成果・効果として、

イベントを通じて公共放送への理解がどれだけ進んだかなどについて、

「ＮＨＫへの接触機会（イベント実施件数・参加者数）」、「視聴者との結

びつき強化（アンケートによる視聴者意向）」、「副次収入」、「営業業績へ

の貢献」の４つの視点から、数量的に把握しています。 

 まず、「ＮＨＫへの接触機会」についてです。２５年度にＮＨＫが全国

で実施したイベントとしては、公開番組・音楽芸能等（「ＮＨＫのど自慢」

などの全国放送公開番組、「ＮＨＫ音楽祭」ほか）、教育・教養・こども

イベント（「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」、「おかあさんといっしょフ

ァミリーコンサート」ほか）、福祉イベント（「ＮＨＫ歳末・海外たすけ

あい」ほか）、スポーツイベント（「ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競

技大会」ほか）、美術展・展覧会（特別展「深海」ほか）、公共放送プロ
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モーション（「渋谷ＤＥどーも」ほか）、食料・防災・環境キャンペーン

等（「ふるさとの食 にっぽんの食」ほか）、東日本大震災の復興支援に

向けた「公開復興サポート」等があります。その総実施件数は１,９６０

件、総参加者数は約１,０２４万人で、それぞれ前年（２４年）度より減

少しました。これは主に地域放送局において、イベントの量的拡大から

質的向上への方針転換に取り組んでいることなどによるものです。地域

放送局で実施した件数は合計１,２４５件で、各放送局で１か月あたり２

件程度の公開番組やイベントを実施している計算となります。 

第２点の「視聴者との結びつき強化」については、イベント来場者・

参加者の意向や意識の変化、参加傾向等を測るため、２５年度は、全国

各地域の３４４件のイベントでアンケート調査を実施し、約１２万６千

人の参加者から回答を得ました。アンケートの項目は、「イベントの満足

度」、「ＮＨＫの事業活動への理解促進度」、「受信料に対する考え方」、お

よび「ＮＨＫのイベントへの参加回数」です。その結果、８０％を目標

とした「イベントの満足度」は、８３.１％（前年度８２.５％）となり、

目標、前年度をともに上回りました。また、７０％を目標とした「ＮＨ

Ｋに対する理解度」も、イベントへの参加を通じて「ＮＨＫへの理解が

深まった」とする回答が７１.２％（前年度７０.１％）となり、目標、

前年度をともに上回りました。「受信料支払いに対する意識」については、

「今回のようなイベントに参加して、受信料を払う意義があると思った」

という回答が６３.３％（前年度６０.８％）と、前年度を上回っていま

す。「ＮＨＫのイベントへの参加回数」については、ＮＨＫのイベントに

初めて参加したという方の割合が５５.９％（前年度５６.３％）となっ

ており、リピーターと新規の参加者の割合としては、バランスのとれた

数字であると考えています。地域での実施や若い世代向けに開発したイ

ベントなどでは、初めて参加するという方が高い割合を示しており、こ

うしたイベントをきっかけにＮＨＫへの接触機会の拡大を図っていきた

いと考えています。また、イベントに参加することで満足感を得て、Ｎ

ＨＫへの理解を深め、受信料支払いの意義を感じていただくために、今

後も、ＰＤＣＡを意識し、イベントの企画内容やお客様対応の充実など

に努めてまいります。 

 第３点のイベント実施に伴い、結果として生み出された「副次収入」

については、前年度を約１,８７７万円下回る１億６,５７８万円となり
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ました。この副次収入は、美術展と「ＮＨＫ音楽祭」などの有料公演に

よるものです。 

第４点の「営業業績への貢献」については、プロジェクト８１０の活

動の一環として、営業部門と連携しながら、イベントをきっかけとした

受信料支払率の向上に取り組み、営業業績の向上に貢献しました。 

最後に、２６年度に予定している主なイベントについて紹介します。

夏休みに、ファミリー向けの「宇宙博２０１４」を開催します。ＮＡＳ

Ａ（アメリカ航空宇宙局）とＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の協力

による国内最大級の宇宙イベントです。また、ＮＨＫスペシャル「故宮」

と連動して、「台北 故宮博物院展」を開催し、初来日の至宝を展示しま

す。さらに、「２０１４ ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル」の８Ｋス

ーパーハイビジョンによるパブリックビューイングや、２０回の節目を

迎える福祉イベント「ＮＨＫハート展」、「ＮＨＫ公開復興サポート 明

日へ ｉｎいわき」などを開催します。 

 

（下川理事）    イベント実施件数は昨年より減っているというこ

とですが、長い期間で見た傾向と、今年度の見込み

を教えてください。 

（視聴者事業局）  以前は、年間２,３００件を超えていましたが、２

４年度から減少傾向となり、２５年度は１,９６０件

の実施となりました。今年度は、２５年度とほぼ同

数か微減となる見込みです。各地域放送局で月２件

程度という現在の実施件数は、質的向上の観点から

も適正な規模だと考えています。 

 

（３）契約･収納活動の状況（平成２６年４月末） 

（営業局） 

平成２６年４月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、４月の収納額は４６６.５億円となり、前年同時期を９.３億円

上回りました。 

４月の前年度分回収額実績は１８.４億円と、前年同時期を１.４億円

下回り、前々年度以前分回収額実績も２.８億円と、前年同時期を０.７

億円下回りました。 
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受信契約総数の増加状況について、４月は、取次数が３７.９万件と前

年同時期を０.３万件下回ったものの、減少数が２６.８万件と前年同時

期を１.０万件下回ったため、増加数は前年同時期を０.７万件上回る１

１.１万件となりました。 

衛星契約数増加については、４月は、取次数が１９.３万件と前年同時

期を３.６万件下回り、減少数が１１.１万件と前年同時期を０.８万件上

回ったため、増加数は前年同時期を４.４万件下回る８.２万件となりま

した。 

最後に、４月の口座・クレジットカード支払い等の増加数は、前年同

時期を０.１万件下回る７.７万件となりました。 

以上の内容は、５月２７日開催の第１２１４回経営委員会に報告しま

す。 

 

（４）技研公開２０１４について 

（浜田技師長） 

平成２６（２０１４）年度の放送技術研究所（技研）の公開について報

告します。 

 今年の技研公開の期間は、５月２７日から６月１日までです。５月２７

日にオープニングセレモニー等を、２８日に招待者内覧会を行い、２９日

～６月１日を一般公開日とします。 

今年は、“ココロ動かすテクノロジー”をテーマに、最新の研究成果を

３１項目展示します。主な見どころは、平成２８（２０１６）年の試験

放送開始、平成３２（２０２０）年の本放送開始に向け研究開発が加速

している「８Ｋスーパーハイビジョン」や、特殊なめがねなしで自然な

立体像が見られる「インテグラル立体テレビ」、障害のある方をはじめ、

すべての方々に番組を楽しんでいただくための「人にやさしい放送技術」、

高度番組制作・次世代デバイスなどの最先端の放送技術の展示です。 

 今年はスマートフォン用のホームページを開設しましたので、お勧め

コースの情報を見ながら展示会場を回ることができるようになりました。

また、映像を見ながらポップコーンのはじける振動を体感できる「さわ

れるテレビ」や、タブレット端末でテレビをのぞくとテレビからキャラ

クターが飛び出して見える「飛び出すテレビ」などの体験型の展示も行

います。  
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５月２９日には、永井良三氏（自治医科大学 学長）による「８Ｋスー

パーハイビジョン医療応用への期待」、樋口知之氏（情報・システム研究

機構 理事、統計数理研究所 所長）による「木を見て森も見るビッグデ

ータ解析技術」の講演のほか、技研の職員による展示関連の研究発表を

３件実施します。 

５月３１日、６月１日の土日には、技研の職員が解説しながら引率す

る一般来場者向けのガイドツアーや、手話通訳士が同行して解説する聴

覚障害者向けのツアーを実施するほか、スタンプラリーや芝生広場での

子ども向けイベントを開催するなど、サービスの充実に努めます。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２６年 ６月 ３日 

会 長  籾 井 勝 人 

 
 


