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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２６年１１月２５日開催分） 
  
平成２６年１２月１２日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２６年１１月２５日（火） 午前９時００分～９時５０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、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１２２５回経営委員会付議事項について 

（２） インターネット活用業務に係る実施基準の認可申請について 

（３） 平成２６年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について 

（４） 平成２７年度予算編成方針 

 

２ 報告事項 
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（１） 予算の執行状況（平成２６年１０月末） 

（２） 契約･収納活動の状況（平成２６年１０月末） 

（３） 「第４７回衆議院議員総選挙」に伴う政見・経歴放送の編成計画 

 および実施体制について 

（４） 地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（５） 「平成２５年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 

（６） 平成２６年度内部監査実施状況（４月～９月） 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２２５回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催される第１２２５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に係る実施基

準の認可申請について」、審議事項として「平成２７年度予算編成方針」

です。また、報告事項として「平成２６年度中間財務諸表・中間連結財

務諸表について」、「『平成２５年度業務報告書』に付する総務大臣の

意見について」、「予算の執行状況（平成２６年１０月末）」、「契約･

収納活動の状況（平成２６年１０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）インターネット活用業務に係る実施基準の認可申請について 

（経営企画局、メディア企画室） 

平成２６年６月２７日に公布された「放送法及び電波法の一部を改正

する法律」（以下、「改正法」）により、ＮＨＫのインターネット活用業務

に関する規定が改正されました。これに伴い、改正法による改正後の放

送法（以下「新放送法」）の施行に備えて、新放送法第２０条第２項第２

号および第３号の業務の実施基準（インターネット実施基準）案を定め、
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総務大臣に認可を申請したいと思いますので、審議をお願いします。 

策定にあたっては、事前に実施基準の要綱を公表し、１０月２９日か

ら１１月１１日まで意見募集を行いました。寄せられた意見も踏まえて

検討を行い、以下の構成により実施基準案を取りまとめました。 

第１部 総則 

第２部 ２号受信料財源業務 

１ 業務の内容 

２ 業務の実施方法 

３ 試験的な提供 

４ 業務実施に要する費用 

５ 料金その他の提供条件 

６ 利用規約の作成等 

７ 個人情報等の保護 

第３部 ２号有料業務 

１ 業務の内容 

２ 業務の実施方法 

３ 料金その他の提供条件 

４ 利用規約の作成等 

５ 個人情報等の保護 

６ プラットフォーム事業者からの契約の申し出への対応 

７ 利用に関する契約の取り次ぎ 

８ 周知・広報活動 

第４部 ３号受信料財源業務 

１ 業務の内容 

２ 業務の実施方法 

３ 料金その他の提供条件 

４ 業務実施に要する費用 

第５部 ３号有料業務 

１ 業務の内容 

２ 業務の実施方法 

３ 料金その他の提供条件 

第６部 共通事項 

１ 施行日 
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 ２ 実施計画の策定・公表 

３ 実施状況に関する資料の作成・公表 

４ 実施状況の評価および改善 

５ 外部事業者の取り扱い 

６ 重複提供の回避 

７ 利用者からの意見・苦情等への対応 

８ 競合事業者等からの意見・苦情等への対応 

９ 広告の禁止 

１０ 区分経理 

１１ 有料配信業務の事業計画の策定 

１２ 収支差が生じた場合の扱い 

１３ 検討 

本件が了承されれば、本日開催の第１２２５回経営委員会に諮り、議

決が得られれば、総務大臣に認可を申請します。 

 

（石田専務理事）  業務の実施にかかる費用について、第２部「２号

受信料財源業務」では、「各年度の受信料収入の２.

５％を上限とする」とし、第４部「３号受信料財源

業務」では、「年額１億円程度を上限とする」として

います。パーセント表示と金額表示の違いがあるの

はなぜですか。 

（経営企画局）   第４部の「３号受信料財源業務」は、見込まれる

費用が小さいため、受信料収入に対するパーセント

で表示するとわかりにくい数字となってしまいます。

そのため、こちらは金額での表示としています。 

（森永理事）    上限の「２.５％」については、変動要素を考慮に

入れて、「２.５％程度」と幅を持たせた表記とする

こともできると思いますが、どのように考えていま

すか。 

（経営企画局）   「２.５％」については、幅を持たせず明確なもの

にしたいと思います。予算の２.５％といった形で枠

を定め、それを超えないように業務を実施していく

といった運用を想定しています。 
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（会 長）     原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。 

 

（３）平成２６年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について 

（経理局） 

平成２６年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について、審議をお願

いします。 

２６年度の中間決算・中間連結決算については、１１月１１日開催の

理事会で審議し、同日開催の第１２２４回経営委員会に報告したとおり

です。今回、「平成２６年度中間財務諸表」および「平成２６年度中間連

結財務諸表」として正式にまとめるとともに、それぞれの財務諸表に対

して会計監査人の中間監査報告書を受領しました。 

 ＮＨＫ単体の財務諸表に対する「独立監査人の中間監査報告書」では、

「中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める」との意見が表明されています。ま

た、連結財務諸表に対する「独立監査人の中間監査報告書」でも、同じ

く有用な情報を表示しているものと認めるとの意見が表明されています。 

本件が決定されれば、本日開催の第１２２５回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   原案どおり決定します。 

 

（４）平成２７年度予算編成方針 

（経理局） 

平成２７年度予算編成方針について、審議をお願いします。 

本件は、２７年度予算編成の基本的な考え方と収支構造、事業計画の

概要を取りまとめたものです。 

了承されれば、本日開催の第１２２５回経営委員会に審議事項として

提出します。 

なお、今後の経営委員会での予算審議日程については、１２月９日に

「収支予算編成要綱」として、事業計画の詳細や予算科目別の内訳など、

各事項の予算額を提示し、審議事項として提出したいと考えています。

その後、必要があれば予算の調整を行い、総務大臣に提出する収支予算、

事業計画、資金計画からなる予算書について、１月に議決を求める予定
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です。 

 

（会 長）   原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２６年１０月末） 

（経理局） 

平成２６年１０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。１０月末の標

準進捗率は５８.３％（７か月／１２か月）です。事業収入は３,９３４

億円、進捗率が５９.３％で、受信料が標準進捗率を上回るなど、全体と

して堅調な状況となっています。事業支出は３,７１０億円、進捗率が５

６.７％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２２３億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、８７億円増の３,９３４億円となりました。事業支出は、受

信対策費や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２５億円増の３,７１０億円となりました。この

結果、事業収支差金は、６２億円増の２２３億円となり、堅調な状況で

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１００億円増加しました。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、年間増加目標に対し堅調に増加

しています。 

最後に、番組アーカイブ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０.７億円増の１１.０億円となりまし

た。事業支出は、権利処理に係る経費の削減など効率的な業務運営によ

り、９.２億円に抑制しました。この結果、事業収支差金は、前年同月と

比べ０.９億円改善し、１.７億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１２２５回経営委員会に報告します。 

  

（２）契約･収納活動の状況（平成２６年１０月末） 

（営業局） 
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平成２６年１０月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、１０月の当年度分受信料収納額は５０１.６億円で、前年同時期

を１１.４億円上回りました。年間累計は３,６７１.５億円となり、前年

同時期より８３.９億円の増収となっています。 

前年度分回収額は２.２億円で、前年同時期を０.１億円下回り、年間

累計も４７.１億円と、前年同時期を１.７億円下回っています。前々年

度以前分回収額は２.４億円で、前年同時期を０.３億円下回り、年間累

計も２０.２億円と、前年同時期を３.１億円下回っています。 

次に、１０月の受信契約総数の増加状況は、取次数が２６.０万件と前

年同時期と同水準となり、減少数が２０.６万件と前年同時期を０.２万

件下回ったため、増加数は前年同時期を０.２万件上回る５.４万件とな

りました。年間累計増加数は３９.１万件となり、前年同時期を０.１万

件上回っています。 

衛星契約数の増加状況は、取次数が１４.８万件と前年同時期を０.６

万件上回った一方、減少数も８.２万件と前年同時期を０.５万件上回っ

たため、増加数は前年同時期を０.１万件上回る６.６万件となりました。

年間累計増加数は５２.９万件となり、前年同時期を１.３万件上回って

います。 

最後に、１０月の口座・クレジットカード支払い等の増加数は２.８万

件で、前年同時期を０.２万件下回りました。年間累計増加数は４６.７

万件となり、前年同時期を０.６万件下回っています。 

 

（３）「第４７回衆議院議員総選挙」に伴う政見・経歴放送の編成計画お

よび実施体制について 

（編成局） 

１２月２日に公示され１２月１４日に投票が行われる「第４７回衆議

院議員総選挙」に伴う、政見・経歴放送の編成計画および実施体制につ

いて報告します。 

政見・経歴放送の編成計画については、総合テレビとラジオ第１にお

いて視聴好適時間に編成するとともに、その公平かつ適切な実施に万全

を期します。編成する期間については、原則として、公示の２日後の１

２月４日から投票日の２日前の１２日までの期間のうち、日曜日を除く

８日間に編成します。 
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放送回数については、公職選挙法などの規定により、比例代表政党政

見放送は、名簿届出政党等の１回の放送単位を９分以内とし、名簿登載

者の数に応じて、テレビでは２～８回のいずれかの偶数回、ラジオでは

１～４回のいずれかの回数で放送します。ただし、東京都と北関東ブロ

ックでは、テレビも１～４回のいずれかの回数としています。小選挙区

政党政見放送は、都道府県ごとに行い、候補者届出政党の１回の放送単

位を９分以内とし、その都道府県での届出候補者の数に応じて、テレビ

は１回または２～８回のいずれかの偶数回、ラジオは１～４回のいずれ

かの回数で放送しています。また、小選挙区経歴放送は、候補者１人に

ついて１回３０秒以内とし、テレビは経歴単独の放送を１回、ラジオは

経歴単独の放送を１０回実施します。 

具体的な編成時間帯については次のとおりです。比例代表政党政見放

送は、全国１１ブロックごとに、総合テレビでは、月～土曜の午前６時

２５分～６時５５分や午後１０時５５分～１１時２５分などに、ラジオ

第１では、月～土曜の午後０時３０分～１時００分などに実施します。

小選挙区政党政見放送は、都道府県ごとに、総合テレビでは、月～土曜

の午前７時２５分～７時５５分や午後４時０５分～４時３５分などに、

ラジオ第１では、月～土曜の午前８時０５分～８時３５分などに実施し

ます。小選挙区経歴放送は、総合テレビでは、月～土曜の午前１１時３

０分～１１時４０分などに、ラジオ第１では、月～土曜の午前１１時５

０分～午後０時や午後７時４５分～７時５５分などに実施します。 

 なお、地域の人々が通常視聴している放送エリアの実情に応じて、小

選挙区の政見・経歴放送を他県の放送局も中継放送してカバーする「出

入中継」を今回も実施します。具体的には、ラジオ第１で、長崎放送局

が実施する「小選挙区長崎県」の政見・経歴放送、および大分放送局が

実施する「小選挙区大分県」の政見・経歴放送を、それぞれ福岡放送局

でも放送します。 

最後に、政見・経歴放送の実施体制については、放送総局長を本部長

とし、編成局、広報局、放送技術局、技術局を中心に、その他の部局の

応援も得ながら実施していきます。 

 

（４）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田理事） 
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地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

関東地方で高野孫左ヱ門氏（株式会社吉字屋本店 代表取締役社長）に、

四国地方で田坂實氏（越智今治農業協同組合経営管理委員会 会長）に、

平成２６年１２月１日付で新規委嘱します。 

 なお、四国地方の森映一氏（ＪＡ松山市 代表理事組合長）は、任期満

了により、平成２６年１１月３０日付で退任されます。 

本件は、本日開催の第１２２５回経営委員会に報告します。 

 

（５）「平成２５年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 

（経営企画局） 

平成２６年６月に総務大臣に提出したＮＨＫの「平成２５年度業務報

告書」は、総務大臣の意見が付され、２６年１１月２１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２５年度は、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１８２億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。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、外

国人向けテレビ国際放送の強化、我が国の成長戦略の牽引力として期待さ

れる４Ｋ・８Ｋ等の先導的サービスの開発・普及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、２５年度にＮＨＫが実施した業務について、ＮＨＫの平成

２５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、「放送番組の充実等」、「新しいメディア環境への対応」、

「テレビ放送の完全デジタル化後の取組」、「経営改革の推進」、「受信

料の公平負担の徹底等」、および「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等」の６項目にわたって掲げています。 

この内容は、１１月２５日開催の第１２２５回経営委員会に報告しま

す。 

 

（６）平成２６年度内部監査実施状況（４月～９月） 

（内部監査室） 

平成２６年４月から９月にかけて各地の放送局や本部部局で実施した
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定期監査、会長特命調査、関連団体監査（試行）の結果について報告し

ます。 

はじめに、定期監査の実施状況についてです。 

定期監査を実施した放送局は、地域ブロックの拠点局が、名古屋と松

山の２放送局、各ブロック域内の放送局が、岐阜、徳島、福島、京都、

青森、甲府、室蘭、横浜、帯広、大津、静岡、長崎、鳥取の１３放送局、

合計１５放送局です。また、定期監査を実施した本部部局は３部局です。

２６年度は、年度を通して放送局２７局、本部１４部局の監査を予定し

ています。定期監査を行った内容は、各部局の業務プロセスで、複数の

部局で「重要度の高い要改善事項」がありましたが、それ以外の部局に

ついては、業務プロセスの管理状況は「適正」または「ほぼ適正」と判

断しました。なお、要改善事項については、当該部局に改善を提案し、

フォローアップで順次改善を確認しています。 

次に、会長特命調査の実施状況についてです 

会長特命調査を実施したのは、関連団体（子会社）の１つであるＮＨ

Ｋ出版と、残りの１２の関連団体（子会社）です。ＮＨＫ出版の調査内

容は、他の不正行為の有無、不正抑止ルールの整備運用状況、ＮＨＫの

指導・監督についてです。１２団体の調査内容は、不正行為の有無、不

正抑止ルールの整備運用状況、ＮＨＫの指導・監督についてです。要改

善事項については改善を提案し、年内にフォローアップを実施します。 

最後に、関連団体監査（試行）の実施状況についてです。 

放送局監査にあわせて、ＮＨＫアイテックの支社・事業所・分室の関

連団体監査（試行）を実施しました。 

 

 

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１２月 ９日 

会 長  籾 井 勝 人 


