
  
日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２７年 ４月２１日開催分） 
  
平成２７年 ５月１５日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２７年 ４月２１日（火） 午前９時００分～９時４０分 
 
＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、塚田専務理事、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１２３６回経営委員会付議事項について 

（２）国際放送及び協会国際衛星放送に関わる手続きにおける経営委 

員会の議決を要しない軽微事項について 

（３）視聴者対応報告(平成２７年１～３月)について 

（４）ラジオ中継放送局の設置計画について 
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２ 報告事項 

（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の開局について 

（２）放送技術審議会委員の委嘱について 

（３）平成２６年度事業業務実施結果 

（４）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）第１２３６回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

４月２８日に開催される第１２３６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「ラジオ中継放送局の設置計画について」

と「国際放送及び協会国際衛星放送に関わる手続きにおける経営委員会

の議決を要しない軽微事項について」です。また、報告事項として「平

成２６年度第４四半期業務報告・３か年の総括」、「視聴者対応報告（平

成２７年１～３月）について」、「テレビジョン中継放送局およびラジオ

中継放送局の開局について」、「平成２６年度契約・収納活動結果」、「平

成２６年度決算の速報」、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「『ＮＨＫ経営計画２０１５‐２

０１７年度』３か年工程表について」です。 

 

（会 長）    原案どおり決定します。 

 

（２）国際放送及び協会国際衛星放送に関わる手続きにおける経営委員

会の議決を要しない軽微事項について 

（国際放送局） 

平成２６年６月の放送法改正により、手続きの簡素化という趣旨から、

国際放送および協会国際衛星放送の開始、休止および廃止に関し、経営委

員会が軽微と認めた事項については、経営委員会の議決の対象としないと

いう取り扱いができるように定められ、７月２２日開催の第１２１８回経

営委員会で、軽微な事項についての議決を得ました。 
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２７年４月１日に改正放送法の残りの部分が施行されたことに伴い、外

国の放送局を用いた国際放送に関わる手続きと、協会国際衛星放送に関わ

る手続きの一部について、新たに軽微事項とすることが可能となりました。 

ついては、次の２点を軽微事項として取り扱うことが適当と考えるので、

審議をお願いします。 

１点目は、「外国の放送局を用いた国際放送の開始、休止及び廃止」

です。２７年４月の改正放送法の施行で、新たに、外国の放送局を用い

たラジオ国際放送の開始、休止、廃止は、経営委員会の議決が必要では

あるものの、経営委員会が軽微事項と認めれば議決は不要となりました。

行政手続きとしては、総務大臣の認可は不要で、事後の届け出でよいと

されています。また、開始、休止、廃止は、相手先である外国放送事業

者の都合で頻繁に行われ、ＮＨＫには迅速・柔軟な対応が求められます。

以上のことから、軽微事項として取り扱うことが適当と考えます。 

２点目は、「協会国際衛星放送の休止及び廃止のうち、総務大臣の認可

を要しないもの」です。２６年６月の改正放送法の一部施行を受けて、協

会国際衛星放送の休止、廃止のうち、２４時間未満の小規模な休止や不可

抗力によるものは軽微事項として取り扱うようになりましたが、２７年４

月の改正放送法の残りの部分の施行に伴い、総務省令で総務大臣の認可が

不要な場合が追加的に定められました。視聴可能世帯数が５００万世帯未

満の地域衛星の２４時間以上の休止、廃止のうち、以下については、手続

きの簡素化の趣旨にのっとり、軽微事項として取り扱うことが適当と考え

ます。 

① 放送区域全体が基幹衛星でカバーされている場合 

② 基幹衛星のカバーエリアからはみ出す放送区域では、自然条件等で視聴

者がほとんど見込まれない場合 

③ 基幹衛星のカバーエリアからはみ出す放送区域で別の外国放送事業者

が放送しているため、廃止しても視聴者への影響が無い場合 

本件が了承されれば、４月２８日開催の第１２３６回経営委員会に諮

り、議決が得られれば、この日から適用とします。 

 

（会 長）  原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。 

 

（３）視聴者対応報告(平成２７年１～３月)について 
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（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２７年１～

３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、４月２８日開催の第１２３６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、１月が

３２万６,０３６件、２月が３１万０,９４９件、３月が３７万７,００３

件でした。 

最初に、最近の報告から主な話題を紹介します。 

３月に終了した連続テレビ小説「マッサン」に寄せられた反響は１万

１,７２７件で、前作「花子とアン」に次いで多くなっています。連続テ

レビ小説初の外国人ヒロインに好評意見が寄せられたほか、出演者の演

技、脚本、音楽などに好評意見が目立ちました。意向別では、厳しい意

見の割合が、「あまちゃん」、「ごちそうさん」も含めた最近の４作品で最

も低くなりました。 

東日本大震災から４年となった３月には、震災をテーマにした「ＮＨ

Ｋスペシャル」を集中的に放送し、被災地の現状や復興への課題、人々

の暮らしや心の変化など、４年間で見えてきたことを多角的にお伝えし

たほか、視聴者とともに震災を見つめ直し、被災地を応援するさまざま

な番組を放送しました。 

３月２１日の放送記念日の前後には、放送開始から９０年を記念した

特集番組として、放送９０年ドラマ「紅白が生まれた日」や、ラジオ第

１放送とＦＭ放送で９０時間にわたり関連番組を放送した「９０時間ラ

ジオ」などを放送しました。 

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。長野県東御市のスキー場で無人のスノーモ

ービルがゲレンデを暴走した事故で、視聴者からの情報を迅速な取材、

放送につなげたこと、２６年１０月に放送した「カラーでよみがえる東

京～不死鳥都市の１００年～」に再放送を希望する声が多く寄せられた

ため、１０月の再放送に加え、元日と２月１１日にも再放送を行ったこ

と、視聴者からの意見・要望を受け付ける「ふれあいセンター」では、

連続テレビ小説「マッサン」に寄せられるさまざまな問い合わせに応じ

るため、制作担当者から答えを取り寄せてすぐにお答えできるよう努め
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ていることなどがありました。 

誤記・誤読などに対する指摘は、１月は８６件、２月は８２件、３月

は１１１件ありました。指摘については、直接番組担当者に連絡し訂正

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）  原案どおり決定し、次回の経営委員会に報告します。 

 

（４）ラジオ中継放送局の設置計画について 

（浜田技師長） 

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６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。 

北海道の川湯、美羅尾、長野県の木祖楢川、南木曽、岐阜県の奥飛騨

温泉郷の５地区は、難聴の改善を図ります。また、高知県の宿毛地区は、

災害対策として津波浸水被害に対応するためのＦＭ補完局を設置します。 

開局はいずれも２８年度の予定です。 

本件が了承されれば、４月２８日開催の第１２３６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。 

 

２ 報告事項 

（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ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２６年１０月１日から２７年３月末までの期間に、福岡県の

西浦と鹿児島県の伊仙の２局（ともに総合・教育）が開局しました。 

西浦は外国からの電波混信による難視聴対策、また、伊仙は国内の他

の中継放送局との電波の混信による難視聴対策のための、中継放送局で

す。 
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この結果、２７年３月末現在で、総合は２,２１３局、教育は２,１８

５局で放送しています。 

また、ラジオ第１放送の夜間の外国波混信による難聴対策として、設

置計画に基づいて建設を取り進めてきた、島根県の隠岐ラジオ中継放送

局が開局しました。 

この結果、２７年３月末現在で、ラジオ第１放送は２３３局、ラジオ

第２放送は１４４局の中継放送局で放送しています。 

本件は、４月２８日開催の第１２３６回経営委員会に報告します。 

 

（２）放送技術審議会委員の委嘱について 

（浜田技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱について、報告します。 

 村岡裕明氏（東北大学電気通信研究所 教授）に、平成２７年５月１日 

付で再委嘱します。 

 

（３）平成２６年度事業業務実施結果 

（事業センター） 

平成２６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を見るために、

「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つの視点で報告します。 

 まず、「ＮＨＫへの接触機会」についてです。２６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」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「台北故宮博物院」ほか）、

公共放送プロモーション（「渋谷ＤＥどーも」ほか）、食料・地域（防災・

環境含む）キャンペーン等（「ふるさとの食 にっぽんの食」ほか）、震

災復興支援キャンペーン等があります。 

全国の実施件数は１,８３１件、総参加者数は約９２１万人で、ともに
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前年（２５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意識改革を進めていることなどに

よるものです。 

第２点の「視聴者との結びつき強化」については、２６年度は、全国

各地域の３４１件のイベントでアンケート調査を実施し、約１１万１千

人の参加者から回答を得ました。まず、「参加者満足度」については、８

３.６％と前年度（８３.１％）を上回り、目標とする８０％を達成しま

した。「理解促進度」については、イベントの参加を通じてＮＨＫの活動

に対する理解が深まったとする回答が７１.０％と、前年度（７１.２％）

とほぼ横ばいで、目標としていた７０％を上回りました。「受信料支払い

に対する意識」については、「今回のような活動に触れたことで、受信料

を払う意義があると思った」という回答が６４.８％と、前年度（６３.

３％）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が５５.９％と、前年度（５

５.９％）と同じ割合でした。今後も引き続き、ＰＤＣＡを意識し、企画

内容の充実、心地良い環境作り、ホスピタリティの向上などに努めてま

いります。 

第３点の有料イベントの実施に伴う「副次収入」は、結果として７,５

８０万円となりました。前年度のダイオウイカのブームによる「深海展」

の盛り上がりに並ぶほどではありませんが、副次収入の面でも一定の貢

献があったものと考えています。 

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

動の柱として、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。 

経営課題に則したイベントとしては、「２０１４ ＦＩＦＡ ワールド

カップ ブラジル」や、「大相撲秋場所・九州場所」、「ＮＨＫ紅白歌合戦」

などをコンテンツに、各地で８Ｋスーパーハイビジョン・パブリックビ

ューイングを開催しました。 

最後に、２７年度に予定している主なイベントについて紹介します。 

放送９０年関連番組と連動して、生命誕生から人類へと至る４０億年

の壮大な進化を見せる特別展「生命大躍進」や、兵馬俑の展示を通して

始皇帝の「永遠なる世界」を再現する時別展「始皇帝と大兵馬俑」を開

催します。また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向
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けて、「ＮＨＫスポーツパーク２０１５（仮）」を開催し、さまざまなス

ポーツ番組とイベントを集中展開する予定です。 

 

（板野専務理事）  イベントの実施については、人件費も含めたトー

タルの経費を把握したうえで、それに対する効果を

どう捉えるのか判断の基準になりますので、ぜひそ

うした収支計算も試算してみてほしいと思います。 

（事業センター）  研究したいと思います。 

（下川理事）    イベント参加者のアンケート調査を見ると、年齢

構成の過半数が６０代以上となっていますが、実態 

が反映されたものでしょうか。 

（事業センター）  アンケートの記入をお願いした場合に、記入いた

だけるのは年配層の方が多くなるため、年齢構成が

実態より高めに出る傾向があります。 

 

（４）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

中国地方で安井弥氏（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 基礎生命科

学部門（分子病理学） 教授）に、北海道地方で目黒雄司氏（北海道新聞

社 論説委員）に、四国地方で長井基裕氏（愛媛新聞社 執行役員兼編集

局長）に、平成２７年５月１日付で新規委嘱します。 

また、東北地方で藤沢清美氏（一般社団法人岩手県芸術文化協会 理事）

に、同日付で再委嘱します。 

なお、中国地方の木原康樹氏（広島大学大学院循環器内科学 教授）と

四国地方の加藤令史氏（愛媛新聞社 常務取締役）は、任期満了により平

成２７年４月３０日付で退任されます。 

本件は、４月２８日開催の第１２３６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２７年 ５月１１日 

会 長  籾 井 勝 人 
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