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日本放送協会 理事会議事録
（平成３０年１２月２５日開催分） 

平成３１年 １月１８日（金）公表 

＜会 議 の 名 称＞

理 事 会

＜会 議 日 時＞

平成３０年１２月２５日（火） 午前８時３０分～９時００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）平成３１年度収支予算編成要綱

（２）ＮＨＫの土地交換に関する基本合意について

（３）稟議の導入および職務権限事項の改正について

２ 報告事項

（１）予算の執行状況（平成３０年１１月末）

（２）契約･収納活動の状況（平成３０年１１月末）

（３）地方放送番組審議会委員の委嘱について
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（４）２０１８年度内部監査・関連団体調査実施状況（４月～９月） 
 
議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）平成３１年度収支予算編成要綱 
（経理局） 
平成３１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、１２月１１日の理事会および同日の経営委員会で

審議された「平成３１年度予算編成方針」（以下、「予算編成方針」）

をもとに、「平成３１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。 

 はじめに、「平成３１年度予算について」です。 

 「平成３１年度予算の基本的な考え方」については、「予算編成方針」

から変更はなく、信頼される「情報の社会的基盤」の役割を果たすため、

「ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）」（以下、「経営計画」）」

に基づいた事業運営を引き続き着実に実施し、“公共メディア”の実現

に向けて取り組みます。また、２０１９年１０月からの消費税率引き上

げに際して、受信料額の改定を行わないこととします。「事業計画の重

点事項」として、「経営計画」の５つの重点方針「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」

に基づく事業運営計画に加え、建設計画と要員計画を記載し、これらの

取り組みにより、ＮＨＫが追及する６つの「公共的価値」（注）の実現

を目指します。 

 次に、「一般勘定」についてです。 

事業収入については、７,２４７億円です。受信料は、負担軽減策等の視

聴者還元策を行いますが、受信契約件数の増加等により、前年度に対し

て３６億円の増収を見込みます。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７９億円の増収を見込みます。事業支出に

ついては、７,２７７億円です。４Ｋ・８Ｋ番組制作や報道の強化等に取

り組む一方、業務全般にわたる見直しによる経費削減を徹底することで、

事業支出全体では前年度に対し１４９億円の増加とします。事業収支差
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金は３０億円の不足となり、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１,０３２億円です。この

財源については、まず「減価償却資金受入れ」の８４６億円、「資産受

入れ」の２１億円、および「建設積立資産戻入れ」の１３億円を充て、

不足する１８１億円は、「前期繰越金受入れ」として、財政安定のため

の繰越金を取り崩して充当します。 

 建設積立資産と財政安定のための繰越金についてです。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。３１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、１

３億円を取り崩します。また、財政安定のための繰越金は１８１億円を

取り崩し、うち３０億円を事業収支差金の不足の補てんに使用し、１５

１億円を４Ｋ・８Ｋ設備等の建設費（設備投資）に使用します。なお、

放送番組等を電気通信回線を通じて配信する業務に必要な施設を運営す

る会社、いわゆるＣＤＮサービスを行っている法人に対して、現在出資

を検討しています。出資する場合は、資本収支の資本支出の中に出資を

加えることになります。 

 「事業収入」について、科目ごとに説明します。 

受信料は、公平負担に向けた取り組みを徹底し、支払率８３％、衛星

契約割合５３％を目指します。負担軽減策等の視聴者還元を実施します

が、受信契約件数の増加や未収数の削減に努めることで、７,０３２億円

の受信料を確保します。中長期の収支の見通しを踏まえ、経営計画にお

いて、受信料収入の４.５％程度の値下げを実施し、すでに一部実施して

いる４つの負担軽減策とあわせて、６％程度の還元を行うこととしまし

た。受信料の値下げについては、２０１９年１０月からの消費税率引き

上げに伴う受信料額改定を行わず、地上契約と衛星契約を実質２％値下

げします。さらに２０２０年１０月から地上契約と衛星契約を２.５％値

下げします。２０１９年度は、負担軽減策により７４億円、消費税率引

き上げに伴う受信料額改定を行わないことにより６５億円、あわせて１

３９億円の還元を実施します。 

副次収入は、番組の二次展開等を推進し、６９.０億円を見込みます。

交付金収入は３７.５億円、財務収入は子会社からの受取配当金の増等に
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より５４.７億円、雑収入は２２.５億円、特別収入は固定資産売却益の

増等により３２.０億円を見込みます。 

「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。 

国内放送費については、３,５２３億円となり、前年度に対し９９億円

を増額しています。 

地上放送の番組制作費は９３３.７億円で、９.５億円の増となります。

総合テレビは東京オリンピック・パラリンピック関連番組の充実等で８.

８億円の増、教育テレビとラジオについては前年度とほぼ同規模の予算

の中で充実を図ります。衛星放送の番組制作費は７７７.５億円で、ＢＳ

４Ｋ・８Ｋが年間を通じての放送となることなどにより４９.１億円の増

となります。以下、地域放送、報道取材費、制作共通費等の予算などに

ついて説明しています。なお、インターネット活用業務については、来

年度予算は１２.３億円増の１６８.７億円で、受信料収入に対する比率

は２.４％、実施基準に定める上限２.５％の範囲内です。 

次に、国際放送費です。ＮＨＫの国際放送と海外発信について、まず、

外国人向け放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」では、中国語ネットチャ

ンネルなど、多言語展開を推進します。インターネットでは、ニュース・

番組の両面でテレビとの連携を一層加速させ、多言語コンテンツを拡充

します。在外邦人向けの国際放送は引き続き、「ＮＨＫワールド・プレ

ミアム」、「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５.１億円増の２６５.

１億円とします。 

契約収納費については、前年度に対し７.４億円増の６３６.１億円と

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進

めるとともに、より効率的な契約収納活動に取り組み、営業改革を一層

推進します。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９.３億円増の７７０.９億円で、営業経費率は今年度

と同じ１０.９％です。消費税率引き上げに際して受信料額は改定しませ

んが、仮に改定を実施するとして営業経費率を試算すると１０.８％とな

り、０.１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０.１億円減の１０.８億円とし

ます。広報費については、前年度に対し０.１億円増の６１.８億円とし
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ます。いずれも、前年度とほぼ同規模の予算で実施します。 

調査研究費は、前年度に対し０.２億円増の９１.９億円とします。 

給与、退職手当・厚生費についてです。給与は、前年度に対し１０.０

億円減の１,１５４.４億円とし、適正な給与の水準を維持しつつ、働き

方改革を推進します。退職手当・厚生費は、退職給付費の減等や社会保

険費の増等により、前年度に対し３.０億円減の４８９.９億円となりま

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。

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、４３億円の増となります。 

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」、

「グループ経営改革」などをまとめてあります。グループでリスクマネ

ジメントを強化する取り組みやサイバーセキュリティーの確保について

もまとめてあります。 

続いて、「建設費」についてです。 

３１年度は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた４Ｋ・８Ｋ

スーパーハイビジョン設備の整備や地域放送会館の整備に重点的に取り

組むとともに、緊急報道・番組の充実のための設備整備および安定的な

放送・サービス継続に必要な放送網設備の整備を行います。放送センタ

ー建替については、第Ⅰ期（情報棟）工事の設計を実施します。 

次に、「放送番組等有料配信業務勘定」についてです。 

事業収入は、前年度に対し０.５億円減の２１億円で、事業支出は、前

年度に対し０.３億円減の２１億円です。これにより３１年度の事業収支

差金は、０.１億円の黒字としています。 

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１３２０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。ご意見等が

ありませんので、原案どおり了承し、本日開催の経営委
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員会に諮ります。 

 

（注）①「正確、公平・公正な情報で貢献」②「安全で安心な暮らしに

貢献」③「質の高い文化の創造」④「地域社会への貢献」⑤「日

本と国際社会の理解促進」⑥「教育と福祉への貢献」 

 
（２）ＮＨＫの土地交換に関する基本合意について 
（放送センター建替本部） 
 埼玉県川口市のＳＫＩＰシティ活用にむけた土地交換の合意につきま

して、審議をお願いします。 
 さいたま新産業拠点ＳＫＩＰシティの活用に向けて、ＮＨＫおよび川

口市、埼玉県の三者で土地の交換について合意し、近く基本事項に関す

る協定を交わし、協議・検討を進めていく予定です。ＳＫＩＰシティは、

埼玉県と川口市が、ＮＨＫラジオ第一放送所の移転後の跡地を活用して、

映像産業などの次世代産業の導入、集積に取り組んでいるものです。 
 対象の土地は、ＮＨＫが所有するＣ街区の約２４,０００㎡、川口市が

所有するＢ街区東側の約１６,０００㎡、および埼玉県が所有するＢ街区

西側の一部の約６,０００㎡です。 
 ＮＨＫは、川口市が保有するＢ街区東側の全部（約１６,０００㎡）と

埼玉県が保有する同街区西側の一部（約６,０００㎡）を、ＮＨＫが所有

するＣ街区（約２４,０００㎡）との交換により取得します。ＮＨＫアー

カイブスが開設されているＡ街区と隣接するＢ街区を取得することで、

より効果的な活用ができると考えています。川口市は、等価交換に必要

な範囲で県の土地を事前に取得し、ＮＨＫとの間で交換します。この敷

地に整備する施設の詳細については、およそ１年をかけて検討し、２０

２５年度中の運用開始を目指します。  
基本協定は、２０１９年１月以降、ＮＨＫ、川口市、埼玉県の３者で

締結する予定です。 
 本件が決定されれば、本日開催の第１３２０回経営委員会に報告しま

す。 
 
（坂本専務理事）      協定の締結時期は１月以降となっていま

すが、どういうスケジュール感になってい
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るのですか。 
（放送センター建替本部）  基本協定の内容はほとんど詰まっていま

すが、具体的に署名を誰が行うかとか、文

言の表現とかをもう一度話し合う必要があ

り、県と市とスケジュールを合わせて決め

たいと思っています。 
（児野技師長・専務理事）  土地を交換した後のＣ街区の用途は何か

あてがあるのですか。 
（放送センター建替本部）  川口市のほうで検討するということで、

これから１年をかけて方向性を出したいと

いうことです。 
（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。 
 
（３）稟議の導入および職務権限事項の改正について 
（経営企画局） 

稟議の導入および職務権限事項の改正について、審議をお願いします。 
 ＮＨＫは業務遂行にあたり、意思決定プロセスの一層の透明性の確保

に向けて、２０１７年６月１日から「稟議」を試行しています。これま

での決裁件数は２１件です。予算・事業計画で認められた事項について、

契約手続き等に入る前に関係役員・部局で稟議することで、実施計画の

妥当性の確認など適正な執行に向けた仕組みとして機能しています。 
これを踏まえ、２０１８年１２月３１日までの試行に引き続き、正式

に導入することとし、稟議規程の新設ならびに職務権限の整備を実施し

ます。 
 本件が決定されれば、２０１９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。 
 
２ 報告事項 
（１）予算の執行状況（平成３０年１１月末） 

（経理局） 

平成３０年１１月末の予算の執行状況について報告します。 
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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４,８８１

億円、進捗率が６８.１％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やや上回る進捗率とな

りました。事業支出は４,５４５億円、進捗率が６３.８％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３３６億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、１１２億円増となりました。事業支出は退職手当・厚生費

等が減となった一方で、国内放送費と契約収納費の増等により６７億円

増になりました。事業収支差金は、前年同月と比べ４５億円増の３３６

億円となりました。 

受信料は、受信契約件数の増加により、前年同月に比べ１４４億円増

加しました。受信契約件数については、契約総数、衛星契約数ともに年

間計画を上回りました。 

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１４.６

億円で、視聴料収入は標準進捗率を上回ったものの、事業者提供料収入

の減等により、全体としては標準進捗率を下回りました。事業支出は１

２.２億円となり、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２.３億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１３２０回経営委員会に報告します。 
 
（２）契約･収納活動の状況（平成３０年１１月末） 
（営業局） 
平成３０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１,１７９.１億円で、

前年度同期を３７.７億円上回りました。年間累計収納額は４,６６０.３億

円となり、前年同時期を１４２.８億円上回りました。 
前年度分受信料回収額は４.３億円となり、前年度同期と同水準となり

ました。年間累計は５２.４億円となり、前年同時期を１０.２億円上回っ

ています。前々年度以前分回収額は６.８億円となり、前年度同期を１.
０億円下回りました。年間累計は３３.６億円となり、前年同時期を９.
９億円上回っています。 
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次に、契約総数の増加状況です。取次数は６２.５万件となり、前年度

同期を６.３万件上回りました。減少数は４５.３万件で、前年度同期を１.
４万件上回り、差し引きの増加数は前年度同期を４.９万件上回る１７.
２万件となりました。年間累計増加数は、前年同時期を２２.１万件上回

る６８.１万件となりました。なお、１１月末の受信契約件数は４,１７４.
０万件となっています。 
衛星契約数増加は、取次数が３４.６万件となり、前年度同期を１.８万

件上回りました。減少数は２１.９万件で前年度同期を１.９万件上回り、

差し引きの増加数は前年度同期を０.１万件下回る１２.７万件になりま

した。年間累計増加数は、前年同時期を６.４万件上回る５４.４万件とな

りました。１１月末の衛星契約件数は２,１４９.７万件となり、契約数全

体に占める衛星契約の割合は５１.５％となっています。 
口座・クレジット払等の増加数は１０.８万件となり、前年度同期を１.

３万件下回りました。年間累計増加数は前年同時期を１３.２万件上回る

６０.４万件となりました。１１月末の口座・クレジット払等の利用率は

９０.７％となっています。 
また、未収数削減は、前年度同期を０.３万件下回る１.１万件の削減と

なりました。年間累計は前年同時期を４.０万件上回る５.５万件の削減と

なりました。その結果、１１月末の未収現在数は７８.２万件となり、未

収割合は１.９％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４.６万件上回る１８.３万

件となりました。年間累計は前年同時期を２６.１万件上回る７３.６万件

となっています。 
本件は、本日開催の第１３２０回経営委員会に報告します。 

 
（３）地方放送番組審議会委員の委嘱について 
（木田専務理事） 
地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

近畿地方で矢崎和彦氏（株式会社フェリシモ代表取締役社長）に、２０

１９年１月１日付で新規委嘱します。また、関東甲信越地方の原拓男氏

（千曲錦酒造株式会社相談役）に、同日付で再委嘱します。 
なお、近畿地方の田辺眞人氏（園田学園女子大学名誉教授）と中部地

方の長谷川明子氏（日本ビオトープ管理士会中部支部会長）は、２０１
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８年１２月３１日付で任期満了により退任されます。 
本件は、本日開催の第１３２０回経営委員会に報告します。 

（４）２０１８年度内部監査・関連団体調査実施状況（４月～９月） 
（内部監査室） 

２０１８年４月から９月にかけて各地の放送局や本部部局などで実施

した定期監査、関連団体調査の結果について報告します。 
まず、定期監査の実施状況についてです。 
定期監査は、拠点局が名古屋放送局と大阪放送局の２放送局、域内放

送局が帯広、新潟、前橋、和歌山、宮崎、富山、福島、青森の８放送局

で監査を実施しました。本部部局は、デザインセンター、放送文化研究

所、事業センター、経営企画局、首都圏放送センターの５部局で監査を

実施しました。各部局の業務プロセスについて監査した結果、「Ｓ」が

２部局、「Ａ」が２部局、「Ｂ」が５部局、「Ｃ」が５部局、「Ｅ」が

１部局と判断しました。 
次に、関連団体調査の実施状況についてです。 
関連団体調査は、ＮＨＫプラネット北海道支社、日本国際放送、ＮＨ

Ｋ文化センター、ＮＨＫプラネット東北支社の４か所で実施し、内部統

制の整備・運用状況などを調査した結果、「Ａ」が１、「Ｂ」が３と判

断しました。 
拠点局・域内放送局・本部各部局、関連団体いずれについても、各指

摘について改善を提案し、フォローアップで順次、改善を確認していま

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

平成３１年 １月１５日 
 

会 長  上 田 良 一  


