
  
日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２７年 ２月２４日開催分） 
  
平成２７年 ３月１３日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２７年 ２月２４日（火） 午前９時００分～９時４５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１２３１回経営委員会付議事項について 

（２）就業規則等の一部改正について 

（３）平成２６年度テレビ国際放送の実施要請の変更への回答について 

（４）「インターネット活用業務 審査・評価委員会」の設置と委員の委

嘱について 
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２ 報告事項 

（１）平成２７～２９年度中期内部監査計画および平成２７年度内部監

査計画について 

（２）「平成２７年度収支予算、事業計画及び資金計画」に付する総務大

臣の意見について 

（３）第９０回放送記念日記念式典の実施について 

（４）「第６６回日本放送協会放送文化賞」の贈呈 

（５）予算の執行状況（平成２７年１月末） 

（６）契約･収納活動の状況（平成２７年１月末） 

（７）地方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１２３１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１２３１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、報告事項として「平成２６年度テレビ国際放送の実施要

請の変更への回答について」、「『平成２７年度収支予算、事業計画及

び資金計画』に付する総務大臣の意見について」、「予算の執行状況（平

成２７年１月末）」、「契約･収納活動の状況（平成２７年１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。また、その他

の事項として「第９０回放送記念日記念式典の実施について」、「『第

６６回日本放送協会放送文化賞』の贈呈」、および「平成２７年度『営

業関係データ』報告について」です。 

 

（会 長）   原案どおり決定します。 

 

（２）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。 
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第１点は、ワーク・ライフ・バランス推進に関する施策についてです。

育児・介護休職中の昇格について、部局長の上申によらず人事局長の決

定により可能とするよう規程を改正します。また、子育て支援として、

世帯給の子加算を３人目以降の子についても支給するよう見直します。 

第２点は、給与制度見直しについてです。給与制度改革の方針に沿っ

て見直しを進め、基本給表等を改定します。 

第３点は、スタッフ就業規則についてです。「スタッフ就業規則」に記

載しているスタッフの基準賃金表を、「スタッフ就業規則関連指示」に移

行します。 

改正の期日は、一部を除き平成２７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。 

 

（３）平成２６年度テレビ国際放送の実施要請の変更への回答について 

（板野専務理事） 

平成２６年度テレビ国際放送の実施要請（以下、「実施要請」）の変更

への回答について、審議をお願いします。 

 実施要請の変更については、２７年２月９日付で、総務大臣から会長

に要請がありました。ＮＨＫは、諾否を検討のうえ、回答を文書で提出

するよう求められています。 

実施要請のうち変更があるのは、「その他必要な事項」に関する部分で、

「英語以外の外国語による放送の取組を試行的に行うなど、多言語化に

向けて、必要な取組を進めること」という一文が加えられました。 

今回の要請の変更は、２６年度補正予算に基づき、外国人向けテレビ

国際放送の多言語化に向けた試行的な取り組み等を求めるものです。外

国人向けテレビ国際放送については、ＮＨＫは、当面は英語による発信

の充実に全力を挙げる方針ですが、多言語化は中長期的な課題として検

討していることでもあり、試行的な取り組みはその参考になると考えら

れます。また、今回、要請の変更を応諾した場合でも、ＮＨＫの番組編

集の自由を確保できるものと判断します。 

以上の見地から、「平成２６年度におけるテレビ国際放送の実施要請

の変更については、応諾します。」と回答したいと思います。 
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本件が決定されれば、本日開催の第１２３１回経営委員会に報告し、

総務大臣に回答書を提出します。 

 

（会 長）   原案どおり決定します。 

 

（４）「インターネット活用業務 審査・評価委員会」の設置と委員の委

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」の設置と委員の委嘱

について、審議をお願いします。 

平成２７年２月１６日付で総務大臣に認可された、「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）」に基づき、インターネット活用業務における適正性の確保に資する

ため、外部委員からなる審査委員会を設置したいと思います。 

委員会の名称は「インターネット活用業務 審査・評価委員会」とし、

規程を定めます。 

規程により、委員は学識経験者の中から若干名を会長が委嘱し、任期

は２年とします。その職務は、ＮＨＫのインターネット活用業務と同種

のサービスを行う事業者および外部事業者からの意見・苦情等への対応

を検討し、その結果を会長に報告すること、また、インターネット実施

計画の策定、業務実施状況の評価等について、その適正性確保の観点か

ら、会長の諮問に応じ見解を述べることとします。 

委員については、林秀弥氏（名古屋大学大学院法務研究科 教授）、齋

藤愛氏（千葉大学法政経学部 准教授）、白山真一氏（公認会計士）、およ

び黒田敏史氏（東京経済大学 専任講師）に委嘱したいと思います。 

本件が決定されれば、規程は、平成２７年２月２４日から施行します。

ただし、実施基準の運用に係る事項は、「放送法及び電波法の一部を改正

する法律」の施行の日から効力を有するものとします。 

 

（会 長）   原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）平成２７～２９年度中期内部監査計画および平成２７年度内部監
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査計画について 

（内部監査室） 

「平成２７～２９年度中期内部監査計画」および「平成２７年度内部

監査計画」を策定しましたので、報告します。 

 まず、「平成２７～２９年度中期内部監査計画」について説明します。 

 ２７～２９年度は、コンテンツ制作力の強化に向けて、創造性と一層

の効率的運営を追求するなどの「ＮＨＫ経営計画２０１５-２０１７年

度」に示された重点事項と主な施策に基づき、ＮＨＫと関連団体の業務

を点検します。また、内部監査と内部統制の国際基準にのっとった業務

プロセスの点検力を強化し、リスク管理とコンプライアンスの推進に貢

献します。 

この中期計画では、「リスク点検の質の向上と、組織のマネジメント

力強化への提言」、「 公平な評価・提言による、信頼される監査」、お

よび「ＮＨＫグループのガバナンス・内部統制強化への貢献」の３点を

基本方針とします。監査の実施にあたっては、組織上の独立性・客観性

を確保しながら、対象部局に対する評価提言機能、牽（けん）制機能を

役割として担います。また、グループ全体の内部統制の推進に資するた

め、業務点検を通じて得られた成果を適切に組織に還元します。 

上記の基本方針に基づき、「組織に対し監査結果を的確に発信し、業

務改善に貢献すること」、「リスク点検の強化を通じ、不正および不祥

事の再発を抑止すること」、「関連団体の内部統制強化を支援すること」、

「新たな放送・サービスの創造を見据えた業務の点検を行うこと」を目

指します。また、関連団体との基本契約に基づき、関連団体運営基準第

１８号の規定に従って、関連団体調査を行います。 

次に、「平成２７年度内部監査計画」について説明します。 

２７年度の監査は、「平成２７～２９年度中期内部監査計画」および内

部監査室によるリスク評価を踏まえ、高リスク分野に重点を置いて実施

します。 

定期監査については、本部各部局、地域拠点局、域内放送局、放送局

以外の営業拠点、基幹系システムおよび部局システム、海外総支局、本

部資金監査を実施します。監査の視点としては、２６年度の内部監査の

結果、および不正や不祥事再発抑止の視点から、リスクの高い項目を重

点的に点検します。また、大規模災害時の放送継続の備え、部局目標の
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推進状況、受信料の公平負担の徹底に向けた取り組みについても点検し

ます。あわせて、内部管理部門や主管部局との連携を強化します。 

 また、不定期監査については、各部局への監査では完結しえないもの

について、随時、項目・テーマを選定して実施するほか、監査を通じて

指摘した事項の改善状況などについて、必要に応じて監査します。 

 その他、会長からの特命に基づいて実施する特命監査、監査委員会の

定めるところに従って実施する監査委員会指示監査が制度的に用意され

ています。 

関連団体調査については、ＮＨＫグループのガバナンス・内部統制強

化に貢献することを目的として、関連団体運営基準第１８条に基づいて

実施するもので、ＮＨＫが指導したガバナンス・内部統制の整備を踏ま

え、２７年度はその運用状況を重点的に点検します。また、業務委託元

である各部局の監査と連動する調査を継続します。 

監査実施のスケジュールについては、定期監査は、本部各部局・地域

各放送局とも通年で実施します。また、海外総支局監査・関連団体調査

は適宜実施し、不定期監査は随時実施します。 

監査結果については、報告書を作成し、会長、監査委員会に報告する

など、情報の共有化を図ります。 

 

（板野専務理事）  地域放送局では、監査の結果を他局と比較するこ

とで結果の向上につなげているようですが、本部で

も何か考えられますか。 

（内部監査室）   地域放送局は、放送・技術・営業・編成総務とい

った部門ごとの結果を、他局とある程度比較するこ

とができますが、本部は、部局によって規模が大き

く異なり、また、それぞれの専門性も高いため、他

部局との横並びでの比較は難しいと考えています。 

 

（２）「平成２７年度収支予算、事業計画及び資金計画」に付する総務

大臣の意見について 

（経営企画局） 

ＮＨＫの「平成２７年度収支予算、事業計画及び資金計画」（以下、「収

支予算等」）に付する総務大臣の意見が、平成２７年２月１８日の電波監
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理審議会への諮問・答申を経て取りまとめられ、総務大臣の意見が付さ

れたうえで、収支予算等が２月２０日の閣議を経て国会に提出されまし

た。この意見の内容について報告します。 

意見では、収支予算等について、「『ＮＨＫ経営計画２０１５-２０１

７年度』の初年度として、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（けん）引力として期待される４Ｋ・８Ｋ等の先導的

なサービスの推進、大規模災害に備えた公共放送の機能の強靭（じん）

化、受信料の公平負担の徹底等に取り組むこととしており、おおむね妥

当なものと認められる」とし、その実施にあたっては、「協会の経営が国

民・視聴者の負担する受信料によって支えられているとの認識の下、業

務の効率化・合理化に向けたたゆまぬ改善の努力を行うとともに、国民・

視聴者に対する説明責任を果たしていくことが重要である」としていま

す。 

 そのうえで、特に配意すべき点として、「国内放送番組の充実」、「国際

放送の充実等による海外情報発信の強化」、「４Ｋ・８Ｋ及びインターネ

ット活用業務の積極的推進」、「経営改革の更なる推進」、「受信料の公平

負担の徹底等」、「新放送センター整備計画の具体化」、「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（じん）化等」の７項目を挙

げています。 

本件は、本日開催の第１２３１回経営委員会に報告します。 

 

（３）第９０回放送記念日記念式典の実施について 

（総務局） 

平成２７年３月２２日に第９０回放送記念日を迎えるにあたり、３月

１３日に第９０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６６回日本放送協会放送文化賞贈呈式などを行う予

定です。 
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（４）「第６６回日本放送協会放送文化賞」の贈呈 

（総務局） 

「第６６回（平成２６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、４３１人となります。 

 受賞者の選考は、ＮＨＫの堂元副会長を委員長とし、池端俊策氏、海

老澤敏氏、大石芳野氏、高階秀爾氏、田部井淳子氏、宮原秀夫氏の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９人の方々です。<五十音順> 

 

 絹谷幸二氏 （文化功労者（日本芸術院 会員）、東京芸術大学 名誉教

授） 

 熊倉一雄氏 （俳優） 

 竹下景子氏 （俳優） 

 立川志の輔氏（落語家） 

 原島博氏  （東京大学 名誉教授） 

 ペギー葉山氏（歌手） 

 星野仙一氏 （東北楽天ゴールデンイーグルス シニアアドバイザー） 

 村田吉弘氏 （ＮＰＯ法人日本料理アカデミー 理事長） 

 若田光一氏 （ＪＡＸＡ 宇宙飛行士） 

 

 贈呈式は、３月１３日の「第９０回放送記念日記念式典」の中で執り

行います。 

 

（５）予算の執行状況（平成２７年１月末） 

（経理局） 

平成２７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５,５９４

億円、進捗率が８４.３％で、受信料が標準進捗率を上回るなど、全体と
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して堅調な状況となっています。事業支出は５,３１３億円、進捗率が８

１.２％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２８０億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、１２８億円増の５,５９４億円となりました。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２１億円増の５,３１３億円となりました。こ

の結果、事業収支差金は、１０６億円増の２８０億円となっています。 

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１３８億円増加しました。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・衛星契約数ともに堅調に増加し、それぞれ年間増加

目標を上回っています。 

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、前年同月比では０.５億円増の１５.７億円となり

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、１３.４億円に抑制しました。この結果、事業収支差金は、前年

同月と比べ１.５億円改善し、２.３億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１２３１回経営委員会に報告します。 

 

（６）契約･収納活動の状況（平成２７年１月末） 

（営業局） 

平成２７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１,０８３.

２億円で、前年同時期を２１.９億円上回りました。年間累計は５,３２

３.４億円となり、前年同時期より１２０.５億円の増収となっています。 

前年度分回収額は３.９億円で、前年同時期を０.２億円下回り、年間

累計も５２.６億円と、前年同時期を２.４億円下回っています。前々年

度以前分回収額は、４.９億円と前年同時期を１.７億円下回り、年間累

計も２７.１億円と、前年同時期を５.５億円下回りました。 

次に、第５期の受信契約総数の増加状況は、取次数が４４.５万件と前

年同時期を１.８万件下回り、減少数が前年と同水準となったため、増加

数は前年同時期を１.８万件下回る３.９万件となりました。年間累計増

加数は５２.２万件と、前年同時期を２.６万件下回っています。 
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衛星契約数の増加状況は、取次数が２９.０万件と前年同時期を０.６

万件上回りましたが、減少数も１.１万件上回ったため、増加数は前年同

時期を０.５万件下回る１２.７万件となりました。年間累計増加数は７

３.０万件となり、前年同時期を０.６万件上回っています。 

また、第５期の未収削減については、前年同時期を２.３万件下回る２.

２万件の削減、年間累計では４.４万件下回る１１.３万件の削減となり

ました。その結果、第５期末の未収現在数は、１２６.８万件となってい

ます。 

最後に、第５期の口座・クレジットカード支払い等の増加数は１０.４

万件で、前年同時期を３.５万件下回りました。年間累計増加数は６７.

８万件と、前年同時期を５.９万件下回っています。 

本件は、本日開催の第１２３１回経営委員会に報告します。 

 

（７）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。 

 中国地方で佐田尾信作氏（中国新聞社 論説主幹）に、平成２７年３月

１日付で新規委嘱します。 

また、中部地方で野田雄一氏（富山ガラス工房 館長・富山ガラス造形

研究所 教授）に、四国地方で森本道義氏（公益社団法人日本青年会議所

四国地区高知ブロック協議会 直前会長）に、同日付で再委嘱します。 

なお、北海道地方の高山昌行氏（北海道新聞社 論説委員）は、本人の

申し出により、任期途中の平成２７年２月２８日付で退任されます。 

本件は、本日開催の第１２３１回経営委員会に報告します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２７年 ３月１０日 

会 長  籾 井 勝 人 
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