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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年 ２月２２日開催分） 

  

平成２８年 ３月１１日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年 ２月２２日（月） 午後２時００分～２時４５分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、板野専務理事、福井専務理事、森永理事、 

井上理事、浜田技師長、今井理事、坂本理事 

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）就業規則等の一部改正について 

（２）職務権限事項の改正について 

（３）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（４）総務省「４Ｋ・８Ｋの実用放送の実施等に向けた関係省令等の整

備案に関する意見募集｣に対する協会意見の提出について 

 

２ 報告事項 
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（１）インターネット活用業務審査・評価委員会委員の委嘱について 

（２）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（３）「平成２６年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 

（４）第９１回放送記念日記念式典の実施について 

（５）「第６７回日本放送協会放送文化賞」の贈呈 

（６）予算の執行状況（平成２８年１月末） 

（７）契約･収納活動の状況（平成２８年１月末） 

（８）ＮＨＫアイテック不正事案 構造的な原因究明と再発防止策 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）就業規則等の一部改正について 

（人事局） 

就業規則等を一部改正したいので、審議をお願いします。 

主な改正内容について説明します。 

第１点は、マイナンバー制度の開始に伴う改正です。職員およびスタ

ッフ採用時の提出書類に「個人番号（マイナンバー）が確認できる書類」

を追記します。マイナンバーの収集については、すでに「個人番号およ

び特定個人情報取扱規程」等で定めていますが、採用時の提出書類に加

えることで確実に収集し、社会保険加入手続き等を円滑に行えるように

します。 

第２点は、給与制度見直しに伴う年次改定です。平成２５年度から進

めている給与制度見直しについて、「職員給与規程」に記載している基本

給表の改定等を行っていきます。 

第３点は、日帰り出張における勤務開始時間の見直しに伴う改正です。

日帰り出張中の１日の勤務開始時点を、「旅行（移動）開始から」に見直

し、宿泊出張と同様の取り扱いとします。 

改正の期日は、平成２８年４月１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）  原案どおり決定します。 
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（２）職務権限事項の改正について 

（経営企画局） 

リスク管理室の設置に関連する職務権限事項の改正について、審議を

お願いします。 

第１は、ＮＨＫグループ全体のリスクマネジメントとコンプライアン

ス推進に関する職務権限の明確化です。「リスクマネジメント規程」で定

めているＮＨＫグループ全体、ＮＨＫ、および関連団体の区分に応じた

職務権限と、「危機管理事案緊急対応規程」で定めている関連団体に対し

て行う調査権限等を明確にします。 

第２は、組織改正、すなわち、リスク管理室という名称の独立した部

局組織にすることに対応した改正です。 

なお、「内部統制関係議決」、「関連団体運営基準」などの改正にあわせ

て、必要な職務権限事項の改正があれば、別途、提案します。 

本件が決定されれば、平成２８年３月１日付で実施します。 

 

（会 長）  原案どおり決定します。 

 

（３）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

（坂本理事）  

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。 

有森裕子氏（元マラソンランナー）に、平成２８年３月１日付で再委

嘱したいと思います。 

本件が了承されれば、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に諮

ります。 

 

（会 長）  原案どおり了承し、明日の経営委員会に諮ります。 

 

（４）総務省「４Ｋ・８Ｋの実用放送の実施等に向けた関係省令等の整

備案に関する意見募集｣に対する協会意見の提出について 

（メディア企画室） 

総務省は、平成２７年７月に「４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォ

ローアップ会合」の「第二次中間報告」をとりまとめ、３０年（２０１

８年）に「ＢＳ右旋及び１１０度ＣＳ左旋において４Ｋ実用放送開始、
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ＢＳ左旋において４Ｋ及び８Ｋの実用放送開始」するロードマップを公

表しました。総務省は、このロードマップを踏まえ、１月２９日にＢＳ

等による４Ｋ・８Ｋ実用放送に関する制度整備のうち、衛星基幹放送局

の免許に必要な事項等について関係省令等の整備案を公表し、２月２９

日まで意見募集を行っています。これに対し、ＮＨＫとして意見を提出

したいので、審議をお願いします。 

提出意見は次のとおりです。 

「ＮＨＫは、平成２７年７月に公表された『４Ｋ・８Ｋロードマップ

に関するフォローアップ会合 第二次中間報告』で示されたロードマップ

を踏まえ、今年８月１日に放送開始を予定している４Ｋ・８Ｋ試験放送

に向けて、放送設備の整備を計画的に進め、コンテンツ制作の充実に取

り組んでいます。ＮＨＫとしては、実用放送に向けて必要な技術検証を

実施するとともに、全国の各放送局に試験放送を視聴できる環境を整備

し、できるだけ多くの方に４Ｋ・８Ｋ放送を体感していただくことで周

知広報にも取り組み、衛星放送による実用放送への円滑な移行を図りた

いと考えています。 

○ 基幹放送普及計画の整備案について 

（１）４Ｋ・８Ｋ放送の伝送路について 

衛星放送における４Ｋ・８Ｋ放送の基本的な伝送路として、左旋が位

置づけられたことは、将来にわたり４Ｋ・８Ｋ放送に多くの事業者の参

入機会を与えるという点で妥当であると考えます。 

（２）４Ｋ・８Ｋ放送の普及について 

ＮＨＫの４Ｋ・８Ｋ放送については、ＢＳ右旋およびＢＳ左旋で各１

系統の放送をそれぞれの放送の特性を生かして行うことが示されていま

す。ＮＨＫとしては、４Ｋ・８Ｋの特徴を生かした魅力的な番組を放送

するとともに、他の放送事業者やメーカーなどの関係者と連携し、４Ｋ・

８Ｋ放送の早期かつ円滑な普及に向けて取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

一方、国は、電波資源の拡大として、左旋の受信環境の整備を推進す

る責務を負っていると考えます。左旋の受信環境の整備に係る費用の負

担や、左旋への新規事業者の参入を促す施策の実施など、国の具体的な

取り組みを強く求めます。 

（３）ＢＳ右旋の帯域再編について 
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ＢＳ右旋の帯域再編を行うことも踏まえて民間放送事業者が行う４

Ｋ・８Ｋ放送の事業者の数の目標が示されています。ＢＳ右旋の帯域再

編を行う場合には、受信機の正常動作の確認を含め、現在の衛星放送を

ご覧頂いている視聴者の保護を最優先に検討すべきであると考えます。 

４Ｋ・８Ｋは、単なる解像度の向上だけではなく、より忠実な色再現

や階調表現の拡大を含めた総合的な映像表現力の進化であり、より豊か

な放送文化の発展に寄与するものと考えています。ロードマップにも示

されているように、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催

される２０２０年に多くの視聴者が４Ｋ・８Ｋ放送を楽しむことができ

る環境の実現を目指し、ＮＨＫは、関係者と連携してコンテンツ制作や

放送機器の開発に取り組んでいきます。」  

以上の内容が決定されれば、ＮＨＫの意見を総務省に提出します。 

 

（会 長）  原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）インターネット活用業務審査・評価委員会委員の委嘱について 

（メディア企画室） 

インターネット活用業務審査・評価委員会委員の委嘱について、報告

します。 

大久保直樹氏（学習院大学法学部教授）に、平成２８年３月１日付で

新規委嘱します。なお、林秀弥氏（名古屋大学大学院法務研究科教授）

は、電波監理審議会委員就任にあたり、任期途中の平成２８年２月２９

日付で退任されます。 

 

（２）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（坂本理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

九州沖縄地方で長﨑健一氏（株式会社長崎書店代表取締役社長）に、

平成２８年３月１日付で新規委嘱します。 

 本件は、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に報告します。 

 

（３）「平成２６年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 
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（経営企画局） 

平成２７年６月に総務大臣に提出したＮＨＫの「平成２６年度業務報

告書」は、総務大臣の意見が付され、２８年２月９日の閣議を経て、国

会に報告されました。この総務大臣の意見の内容について報告します。 

意見では、「平成２６年度は、東京オリンピック・パラリンピックが開

催される２０２０年を見据えた『ＮＨＫビジョン２０１５→２０２０』

とその実現を目指す『ＮＨＫ経営計画２０１５－２０１７年度』を策定

したほか、平成２４年１０月に実施した受信料値下げの影響が通年化す

る中、受信料徴収の徹底や業務全般にわたる効率的な運営に努めた結果、

収支予算を上回る３９６億円の収支差金を計上する等、おおむね所期の

成果を収めたものと認められる。」としています。 

他方で、「平成２７年度において、事実に基づかず、自らの番組基準に

抵触した放送が行われたことが明らかになったこと及び協会の子会社に

おける不祥事が相次いで発覚したことは、国民・視聴者の協会に対する

信頼を大きく損なうものであり、国民・視聴者の負担する受信料に支え

られている公共放送としての社会的責任に鑑み、憂慮すべきことである。

特に子会社の不祥事については、これまで数次の改革や制度改正を経て、

協会自身が調査委員会を設ける等してコンプライアンスの徹底に取り組

んだにもかかわらず、平成２７年度においても出張旅費の不正受領、工

事費の不正受領といった事案が発生しており、ガバナンスを含め、子会

社の在り方そのものをゼロベースで見直すことが急務である。」とし、

「協会においては、この事態を厳粛に受け止め、子会社を含むグループ

全体としての協会の改革に組織を挙げて迅速に取り組むことが強く求め

られる。」としています。 

あわせて、「国民・視聴者の信頼と多様な要望に応える質の高い番組の

提供、国際放送の充実等による海外情報発信の強化、我が国の経済成長

の牽引力として期待される４Ｋ・８Ｋ等の先導的サービスの推進等につ

いては、引き続き、積極的な取組を進めることが期待される。」としてい

ます。 

そのうえで、２６年度にＮＨＫが実施した業務について、ＮＨＫの２

６年度収支予算等に付した総務大臣の意見の主な項目に照らして特記す

べき事項を、「国内放送番組の充実」、「国際放送の充実等による総合的

な海外情報発信の強化」、「４Ｋ・８Ｋ放送及びインターネット活用業務
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の積極的推進」、「地上デジタル放送日本方式の国際展開等」、「経営改革

の更なる推進」、「受信料の公平負担に向けた取組等」、「東日本大震災か

らの復興への貢献と公共放送の機能の強靭化」、および「新放送センター

整備」の８項目にわたって掲げています。 

この内容は、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に報告します。 

 

（４）第９１回放送記念日記念式典の実施について 

（総務局） 

平成２８年３月２２日に第９１回放送記念日を迎えるにあたり、３月

１８日に第９１回放送記念日記念式典を実施します。 

式典には、総務大臣、関係国会議員、総務省関係者、日本民間放送連

盟関係者、関係機関・団体・企業等の代表、日本放送協会放送文化賞受

賞者、関係審議会委員ほかの皆さまをお招きする予定です。式典では、

会長、経営委員会委員長のあいさつに続いて、来賓の方々から祝辞をい

ただき、その後、第６７回日本放送協会放送文化賞贈呈式などを行う予

定です。 

 

（５）「第６７回日本放送協会放送文化賞」の贈呈 

（総務局） 

「第６７回（平成２７年度）日本放送協会放送文化賞」の贈呈につい

て、報告します。 

 この賞は、昭和２４年度に放送開始２５周年事業として創設したもの

で、放送事業の発展、放送文化の向上に功績のあった方々に贈呈してお

り、これまでの受賞者は今回の受賞者を合わせ、４３７人となります。 

 受賞者の選考は、委員長のＮＨＫ堂元副会長ほか、池端俊策氏、大石

芳野氏、田部井淳子氏、二木謙一氏、宮原秀夫氏、吉岡幸雄氏の６人と、

ＮＨＫ役員６人の計１３人を委員とする日本放送協会放送文化賞受賞者

選考委員会で行い、これを受けて籾井会長が決定しました。 

受賞者は次の６人の方々です。<五十音順> 

 

 尾上菊五郎氏（歌舞伎俳優（重要無形文化財保持者・文化功労者）） 

髙畑文雄氏 （早稲田大学理工学術院教授） 

竹内誠氏  （東京都江戸東京博物館館長） 
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津川雅彦氏 （俳優） 

ヘルベルト・ブロムシュテット氏（ＮＨＫ交響楽団名誉指揮者） 

由紀さおり氏（歌手） 

 

 贈呈式は、３月１８日の「第９１回放送記念日記念式典」の中で実施

します。 

 

（６）予算の執行状況（平成２８年１月末） 

（経理局） 

平成２８年１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。１月末の標準

進捗率は８３.３％（１０か月／１２か月）です。事業収入は５,６７４

億円、進捗率が８３.０％で、全体としてほぼ標準通りの進捗となってい

ます。事業支出は５,３８７億円、進捗率が７９.５％で、全体として標

準進捗率を下回る支出状況となっています。この結果、事業収支差金は

２８７億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

収により、８７億円増の５,６７４億円となりました。事業支出は、給与

等が減となった一方で、国内放送費や国際放送費等の増により、前年同

月と比べ７３億円増の５,３８７億円となりました。この結果、事業収支

差金は、１４億円増の２８７億円となっています。 

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１０６億円増加しました。受信契約件数については、営業改革の推進

により、契約総数・衛星契約数ともに標準進捗率を上回り、このうち衛

星契約数については年間増加目標の６０万件を上回っています。 

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

進捗率を下回りましたが、前年同月比では０.９億円増の１６.７億円と

なりました。事業支出は、効率的な業務運営により標準進捗率を下回る

１６.０億円となりました。この結果、事業収支差金は、０.６億円の黒

字となっています。 

本件は、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に報告します。 

 

（７）契約･収納活動の状況（平成２８年１月末） 
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（営業局） 

平成２８年１月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、第５期（１２月・１月）の当年度分受信料収納額は１,１０７.

６億円で、前年度同期を２４.３億円上回りました。年間累計は５,４４

６.２億円となり、前年度同期より１２２.７億円の増収となっています。 

前年度分受信料回収額は３.６億円で、前年度同期を０.３億円下回り、

年間累計も４８.９億円と、前年度に比べ３.６億円下回っています。前々

年度以前分回収額は、４.５億円と前年度同期を０.４億円下回り、年間

累計も２３.２億円と、前年度に比べ３.９億円下回りました。 

次に、第５期の受信契約総数の増加状況は、取次数が４６.０万件と前

年度同期を１.５万件上回り、減少数は４１.７万件で前年度同期を１.１

万件上回ったため、増加数は前年度同期を０.４万件上回る４.３万件と

なりました。年間累計増加数は５０.９万件と、前年同時期を１.３万件

下回っています。１月末の受信契約件数は３,９７６.７万件となってい

ます。 

衛星契約数の増加状況は、取次数が２８.８万件と前年度同期を０.２

万件下回り、減少数は１７.６万件で前年度同期を１.３万件上回ったた

め、増加数は前年度同期を１.５万件下回る１１.２万件となりました。

年間累計増加数は６７.９万件となり、前年同時期を５.１万件下回って

います。１月末の衛星契約件数は１,９３８.９万件となり、契約数全体

に占める衛星契約の割合は、４８.８％となっています。 

また、第５期の口座・クレジットカード支払い等の増加数は１１.１万

件で、前年度同期を０.７万件上回りました。年間累計増加数は５８.９

万件と、前年同時期を８.９万件下回っています。１月末の口座・クレジ

ットカード支払い等の利用率は８９.５％となっています。 

なお、第５期の未収削減については、前年度同期を２.２万件上回る４.

４万件の削減、年間累計では２.１万件下回る９.２万件の削減となりま

した。その結果、１月末の未収現在数は、１１３.９万件となっています。 

最後に、支払い数増加の実績は、前年同時期を２.６万件上回る８.７

万件となりました。 

本件は、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に報告します。 
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（経営企画局） 

子会社ＮＨＫアイテック（以下、アイテック）における社員による長

期にわたる不正行為について、平成２８年２月９日の理事会で、事案の

解明に焦点を当て、直接的原因を中心に取りまとめた「ＮＨＫアイテッ

ク多額不正事案調査報告」（以下、前報告書）として報告しました。同時

に、アイテックの管理職・取締役の対応について、長期にわたって見過

ごしたことなど、その責任を明らかにするとともに、親法人であるＮＨ

Ｋの責任についても一定の総括を行いました。 

本日は、前報告書を踏まえ、本件の構造的な原因、ＮＨＫの指導監督

責任、および再発防止策などを取りまとめた「構造的な原因究明と再発

防止策―『ＮＨＫアイテック多額不正事案調査報告書』を踏まえて―」

について報告します。 

本報告では、アイテックの不正が長期にわたり見過ごされた構造的な

原因として、アイテックとＮＨＫの管理体制の課題を明らかにしました。

ＮＨＫの指導監督責任については、判例等に照らして、法的な責任があ

るとまでは言えないと判断しましたが、法的な責任の有無に関わらず、

受信料で運営されるＮＨＫの社会的な責任は重いと判断しました。そし

て、構造的な原因を踏まえて、アイテックのガバナンスを刷新し、構造

改革を断行するとともに、ＮＨＫが適切に指導監督責任を果たしていく

ため、再発防止策に実効ある形で迅速に取り組みます。 

本報告は、２月２３日開催の第１２５５回経営委員会に提出します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２８年 ３月 ８日 

会 長  籾 井 勝 人 


