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今日はそのあれではありませんのであえて質問

─────────────

○国務大臣（武田良太君） 国民の信頼回復を、

ありがとうございました。

の一度目の答申、これは昨年の夏頃でしたが、視
○委員長（浜田昌良君） この際、委員の異動に

一日も早くこの信頼を取り戻すために我々は全力

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会から
聴者に対する十分な説明責任を果たすことが求め
ついて御報告いたします。

はしませんが、もし何かありましたら。

られている状況を勘案すると議事録を速やかに開

を挙げて誠心誠意対応していきたいと、このよう

として石井正弘君が選任されました。

○那谷屋正義君 是非お願いをしたいと思います

本日、青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠

た。当時の議論は非公表を前提に行っておりまし

─────────────

し、引き続きこの委員会においても議論をさせて

示することが必要と、そういう趣旨でございまし
たので、対象文書それ自体は公表できませんが、

○那谷屋正義君 立憲民主・社民の那谷屋正義で

に考えております。

経営委員会としてＮＨＫ情報公開規程に従い、答

今日はＮＨＫ新年度予算等の審議ということで

いただきたいと思います。

ために改めて整理、精査した上で公表をいたしま

ありますけれども、総務委員会でありますので、

今回、中期経営計画が出されておりますけれど

ございます。

した。整理、精査したものであることは請求者に

どうしても冒頭触れておかなければならないのは、

も、ちょうど昨年の八月にこの中間発表がされて

申の趣旨を尊重いたしまして、説明責任を果たす

その旨を付して回答いたしております。

やはりこの間の総務省の様々な問題、そして国民

おります、中間報告がされています。そこでは、

また、受信料の引下げについて今お話がござい

しかしながら、今年の二月四日に出されました

との信頼関係が大きく揺らいでしまっているその

不十分だということがございました。対象文書そ

に思います。

状況、これはやっぱりゆゆしき問題だというふう

むしろ受信料についてはそのまま維持するという

受信料の引下げについては具体的に触れていない、

ました。

二度目の審議委員会の答申では、前回の対応では
のものを開示せよという指摘がございましたので、

後対応を決めていく所存でございます。

ので、現在、引き続きしっかりと議論をして、今

月一日付けでお二人の新しい委員も入られました

経営委員会は十二名の合議制でありまして、三

議論を続けております。

情報共有をいたしました。その後、経営委員会で

員会における様々な協議、これについて詳細にこ

り戻す意味においても、総務大臣にはこの検証委

から、そういう意味では、政府と国民の信頼を取

ないと、こういうふうな形になるわけであります

がって、コロナのこの感染症もなかなか収拾を見

の信頼関係なしにはそのことは成立しない。した

お願い、こういったものがある中で、政府と国民

れば受信料の値下げが可能になるのではないかと

経営委員会の中では、三か年で七百億円削減す

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。

たいと思います。

に至るまでの経緯を経営委員長に御説明いただき

でありますけれども、その中間報告から最終報告

ているということで、これは大きく食い違うわけ

一月、最終版ではその受信料についての話が触れ

ふうになっていたわけでありますけれども、この

○岸真紀子君 新たな体制で改めて公示を是非全

の国会に報告をいただき、議論をしていただくこ

いう意見はございました。しかしながら、中期経

今、コロナ禍において国民の協力あるいは要請、

てすべきだということを申し上げて、質問を終わ

とを望みたいと思います。

これを受けまして、まず二月九日の経営委員会で

ります。
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込んでもらうことができたと考えております。

二〇二三年度に値下げする方針まで執行部に踏み

部と共に確認をいたしまして、検討を重ねた結果、

意見募集でいただいた御意見を経営委員会、執行

から多くの値下げの要望をいただきました。この

だいたんですが、その中で、視聴者・国民の皆様

募集を行ったところ、千八百件に及ぶ意見をいた

中期経営計画案について八月に一般の方に意見

んでした。

から、値下げの時期を明示する意見はございませ

営計画の策定段階では不確定要素が多かったこと

くことによって定められるものと承知をいたして

会において御審議いただき、国会の承認をいただ

いて、毎年度のＮＨＫ予算の一部としてまさに国

したように、受信料額については、放送法に基づ

○国務大臣（武田良太君） 先ほども答弁ありま

しょうか。

いうふうに思うんですけれども、大臣、いかがで

って影響するような発言はされるものではないと

るのであって、その間の経営計画を作る際に当た

き、受理したときに大臣の意見を付すことができ

しかし放送法を見ると、この予算を受け取ったと

できるんだと、こういう話をされましたけれども、

だくべきだというふうに思いますし、先ほどの最

是非そういった言動については慎重にやっていた

ふうに疑われてもおかしくない話でありますから、

とは、ＮＨＫの独立性を逆にゆがめたものという

する総務省のトップがそういう話をするというこ

ことを言うのは、まさにある意味、ＮＨＫを所管

ときも受信料の引下げについて云々というふうな

われている大臣が、そうではなくて、そうでない

法律を、法令をしっかり遵守すると日頃から言

すよ。

算を受け取ったときというふうに書いてあるんで

臣がいわゆる意見を付すことができるのはこの予

の多寡ではなくて、額の多寡ではなくて、総務大

以上、お答えいたしました。
おります。

○那谷屋正義君 受信料の引下げについて私は今

民の理解を十分得ていくものに努力すると、こう

こととします、そして、その受信料については国

しかし、あの八月の頃は、現行の料額を維持する

ており、折に触れて国民の皆様に私の考え方を説

意見を述べることは差し支えないものと認識をし

とされていることから、受信料水準について私が

務大臣の意見を付して国会で御審議いただくこと

ル二杯だけ飲むのはそれでいいのかということに

係、こういったものを考えたときに、本当にビー

と、あっ、ＮＨＫじゃない、ＮＴＴと総務省の関

ういう状況にあるのかということ、そしてＮＨＫ

飲んでいないと言われるＮＴＴとの会合も、今ど

初の話に戻りますけれども、あのビール二杯しか

いうふうになっていたわけですけれども、全くそ

明することは有益であると、このように考えてお

ついて、やはり李下に冠を正さずという言葉があ

その際、放送法では、ＮＨＫ予算については総

うなっていない、全く逆の、そうなっていないじ

ります。

ここで議論をするつもりはありませんけれども、

ゃなくて、その逆の話になってしまっていますの
実は、これはうがった見方で申し訳ありません

御意見が寄せられている状況を踏まえれば、受信

多くの国民・視聴者から今の受信料は高いという

頭に手をやっているわけですよ。

中で、冠を正すかどうか分かりませんけれども、

るわけでありますけれども、大臣はもう既にその

が、武田総務大臣が就任されたのが九月十七日、

料の引下げについて意見を申し述べることは妥当

んだ、盗むんじゃないのかというふうな誤解を、

また、ＮＨＫは繰越剰余金が積み上がっており、

それ以降、様々な会合において、受信料を何とか

であると、このように考えております。

誤解というかな、誤解じゃありません、分かりま

で。

引き下げるんだということが大事だということ、

○那谷屋正義君 私が申し上げているのは受信料

そうすると、多くの人が、あっ、何やっている

それを言うことは、今も岸委員の質問の中でも、
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次に、少し順番を変えますけれども、先ほども

ことを強く申し上げたいというふうに思います。

今後そういうことがないように是非していただく

思うんで、それに対して、やはり反省と、そして

せん、疑義を持つことは当たり前だというふうに

ります。

番組の質を高めることに注力をしたいと考えてお

することで、教育、教養番組を含めた一本一本の

ります番組を、重複する番組の内容を整理、削減

いう管理指標を基に、今、地上二波、衛星四波あ

新たにＮＨＫ独自の管理指標を作りました。そう

度分が審議されていない状況にあります。決算重

らず、平成二十九年度から令和元年度までの三年

とめて行ったのを最後にＮＨＫ決算を審議してお

ら平成二十八年度までの四年度分の決算審議をま

情を背景に、平成三十年六月に平成二十五年度か

そのため、参議院では、国会日程など様々な事

ありますけれども、これによって得られた経営資

や番組コストの査定を徹底するとしているわけで

いう方法によって、重複する内容の番組の見直し

す。ＮＨＫは、新たに導入したジャンル別管理と

組は他の民放にないＮＨＫの特徴の一つと言えま

○那谷屋正義君 是非とも、番組比率を自ら規定

ざいます。

番組を一生懸命作るということが今回の目的でご

いまして、民放のまねはしないで、ＮＨＫらしい

送サービスの価値を最大化することが目的でござ

合理的なコストで視聴者の皆様にお届けする放

ましては、明文上、国会による承認事項とはされ

○政府参考人（吉田博史君） ＮＨＫ決算につき

す。

認を求めていない理由について伺いたいと思いま

まず、総務省に、放送法において決算の国会承

岸委員からありましたが、ＮＨＫの教育、教養番

源を教育、教養番組に投入し、ＮＨＫらしさを充

するということについてはっきりとお答えいただ

ておりませんけれども、これは、ＮＨＫ決算は、

視と言われている参議院においては、これもやは

実させてほしいというふうに私も考えるところで

けませんでしたけれども、そういったことを視野

私どもＮＨＫでは、新しいＮＨＫらしさを追求

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

会長の見解をお伺いしたいと思います。

こういうふうに意見を公表していますけれども、

しい番組比率を自ら規定することも検討すべきと、

国会の承認は必要とされていないことから、決算

ているわけであります。一方で、決算については

とされており、毎年度国会において審議が行われ

先ほどから言われているように国会の承認が必要

すけれども、ＮＨＫ予算というのは、放送法上、

次に、これも衆議院の方で議論があったわけで

前田会長、以前は銀行、様々な銀行でお仕事を

ほど触れたいと思いますが。

んですけれども、ちょっとそのことについては後

○那谷屋正義君 ちょっと意味がよく分からない

考えております。

というような点が事情としてあるのではないかと

性を明らかにするというものにならざるを得ない

過年度の事業内容の結果を示すものでございまし

するために、昨年の八月からジャンル別の管理を

審議を行うことが求められているわけではありま

されていたということでありますけれども、これ

に入れてしっかりと検討していただきたいという

り放っておけない問題であります。

あります。
また、これについては新聞協会等は、ＮＨＫは

導入しております。番組をニュース、ドラマなど

せんけれども、国会の運用上、審議を経た上でこ

も衆議院で質問をされたと同じなんですけれども、

て、その審議を行うことによりＮＨＫ決算の妥当

ジャンルに分類し、どれだけ多くの方に見られた

れを是認するか否かの議決がなされる例というふ

決算重視というのは民間人として当然であるとい

ふうに思います。

かなどを測る量的な評価、それから視聴者による

うになっているわけであります。

報道や教養などを重視した公共放送としてふさわ

番組の質的な評価、それにコストを加えまして、

- 26 -

総務
令和３年３月３０日

っとやってきたんですが、予算に加えて決算の実

が、ＮＨＫそのものも、今まで予算をベースにず

審議については私は申し上げることはできません

り決算は非常に重要だと思っております。国会の

ただいま委員おっしゃったとおり、私、やっぱ

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

ます。

を重視していくのか、会長にお伺いしたいと思い

効率的かつ適正な運営に当たってどのように決算

て、まず会長の御認識を伺うとともに、ＮＨＫの

ＮＨＫは決算重視の体制となっているかについ

ましては、当然きちんとした見込みに基づいて国

○政府参考人（吉田博史君） ＮＨＫ予算につき

臣と会長に見解を伺いたいと思います。

と決算の乖離が生じ続けている現状について、大

でありますけれども、結果としてこのような予算

の大原則にのっとって行わなければならないわけ

公共放送であるＮＨＫの予算編成は、収支相償

百五十億円の剰余金が生じることとなっています。

ます。結果として、令和二年度末見込みで一千四

た傾向は今回限りでなくて、以前から続いており

円の乖離が生じているわけでありまして、こうし

なっているわけです。予算と決算には二百五十億

れども、同年度の決算では二百二十億円の黒字と

信料の値下げの原資としてそこに積立てをしてい

が設定されれば、水準を超えたものについては受

ておりますが、受信料の還元目的の積立金の科目

今後、放送法の改正案に盛り込まれていると聞い

も、それを超えた水準にあるものにつきましては、

繰越金の適正な水準が必要だと思いますけれど

ずしも私は好ましいことではないと思っておりま

として繰越剰余金が増えてきたことについては必

指摘のとおりでございまして、ここは私は、結果

ますので、どうしてもギャップは出ます。もう御

あります。そういう意味では、必ずプラスになり

化することによりまして経営努力で増えることは

ども、受信料につきましては、受信料の徴収を強

うふうに答弁されておりました。

績をしっかりと反映した経営していきたいと思っ

会に提出するということは求められていると思い

きたいと、そういう形で、収支のバランスが壊れ

す。

ておりますし、そのようにみんなに伝えておりま

ます。その中で、ＮＨＫとしても中間決算の結果

ただ、現実として予算と決算の乖離が大きくな

○那谷屋正義君 ＮＨＫ会長の御答弁はそのとお

す。

ども、国会でも審議しなければならないような仕

っているということは私どもも認識しており、よ

りだなというふうにも思うわけですけれども、総

て積み上がったものについては視聴者の方々にお

組みというのが私は必要なのではないかなという

り実態を反映した予算というものを組む努力を更

務省の答弁には全然納得できませんね。

を次年度の予算に反映するなど、そういう努力を

ふうに思いますし、先ほど、三年度どうのこうの

にＮＨＫとしてやっていただきたいと考えており

○那谷屋正義君 決算の審議については、一義的

というお話で、ちょっとよく分からない答弁があ

ます。

かりとしたものを出してくるだろうというふうに

返しするような仕組みを導入した方がいいと私ど

りましたけれども、実はＮＨＫ予算と決算には乖

○参考人（前田晃伸君） それぞれの年度の収支

思うんですけれども、例えば、ここで出てきてい

していると思います。

離が生じております。

の見込みの実績が狂ったことにつきましては、基

るのが地域計画、三年計画なんですよ。その三年

には国会の方にも責任があるわけでありますけれ

例えば、資料を見ていただけたらお分かりかと

本的に予算制度を取っておりますと予算を超過し

計画のさなかに、やはりこの収支がずれてくるこ

もはお願いをしております。

思いますが、令和元年度予算では、事業収支差金

て要するに支払をすることはできないんですけれ

当然、ＮＨＫとしてはその数値についてはしっ

が三十億円の赤字となるとされていたわけですけ
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程においては、ＮＨＫは審議委員会の意見を尊重

経営委員会では当然議事録を全面開示するという

けれども、議事録を早急に全面開示すべきである
森下経営委員長は衆議院総務委員会において、

方向で議論を進めていただくことを要望いたしま

とが多々ある、そうすると計画全体がもしかした
が起こるわけですよ。だとすると、やはり決算と

そして今もですけれども、しっかりと議論をして

して、私の質問を終わりたいと思います。

する旨が規定されているわけでありますけれども、

いうのもしっかりやっていくということが大事で

いる最中というふうな旨の答弁がありましたけれ

○委員長（浜田昌良君） 午後一時に再開するこ

というふうに私は考えます。

はないかと思いますが、大臣、是非お願いします。

ども、いつまでもいつまでも最中最中最中では、

ら変わらなきゃいけないかもしれないという事態

○国務大臣（武田良太君） 放送法に基づく枠組

ととし、休憩いたします。

定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、質疑

休憩前に引き続き、放送法第七十条第二項の規

会を再開いたします。

○委員長（浜田昌良君） ただいまから総務委員

午後一時三分開会

─────・─────

午後零時十三分休憩

これ永遠に終わらないんですよ。
現在の議論の状況といつまでに結論を出すのか

みや国会での審議などを通じて、ＮＨＫ予算のみ
ならず決算についても十分にチェックされること

前回の答申のときには、経営委員会、十二名の

について伺いたい。森下委員長にお伺いします。

決算も十分審議されることが大事だというお言

合議制でございますので、しっかり議論をして、

が重要であると考えております。

葉をいただきましたので、是非この総務委員会に

四回、委員会四回の中で議論をいたしまして、全

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。

おいてもしっかりとＮＨＫの予算のみならず決算

員の合意を得て対応したわけであります。

○那谷屋正義君 ありがとうございます。

も議論をするよう、理事もしっかりと頑張ってま

ておりますが、三月一日にメンバーが、委員が変

○若松謙維君 公明党の若松謙維です。

質疑のある方は順次御発言願います。

を行います。

最後になります。経営委員長にも最後までお残

わりましたので、しっかりと今議論をしている最

今回につきましては、二月九日から議論を始め

りいただいておりますけれども、これも岸委員の

中でございます。そういった意味で、もう少し時

いります。

方からありましたが、かんぽ生命の不適切販売を

間をいただければと思います。

申を、今先ほど答弁ありましたように、令和二年

護審議委員会は当時の議事録を開示すべきとの答

いた問題について、ＮＨＫ情報公開・個人情報保

営委員会が当時の上田ＮＨＫ会長を厳重注意して

本郵政グループの抗議等を受けて、同年十月に経

○那谷屋正義君 時間が参りましたのでもうこれ

います。

ざいますので、その点、御了解いただきたいと思

を整理をした上で方針を決めたいということでご

すように、しっかりと議論をして、十二名で対応

いずれにいたしましても、答申に書かれていま

ームページでも入手できます。そして、総務省の

けど、こういう資料がございます。これはもうホ

という、皆様も恐らく事前にいただいております

の順で御答弁を願います。

伝えさせていただいて、会長、経営委員長、大臣

の開示の改善という観点から、まず私から思いを

と質問させていただきます。特に経営、財務情報

今日は、ＮＨＫの予算、決算と絡めていろいろ

取り上げた平成三十年四月のＮＨＫ番組に係る日

五月とそして今年の二月に出しているわけであり

で質問を終わりますけれども、ＮＨＫ情報公開規

まず、このＮＨＫ予算と事業の計画の説明資料

ます。我々も再三指摘をしてきたことであります
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