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○青山繁晴君 じゃ、終わります。ありがとうご

ます。

による国内放送を行うとともに、放送及びその受

できるように豊かで、かつ、良い番組、放送番組

の福祉のために、あまねく日本全国において受信

ＮＨＫの設立目的は、放送法第十五条で、公共

公共放送の立場であるのにテレビを買っただけで
ざいました。

信の進歩発展に必要な業務を行い、あわせて国際

極めて慎重な検討が必要だと認識をいたしており

受信料を取られるというのは、一般国民からした

○吉川沙織君 立憲・国民．新緑風会・社民の吉

放送及び協会国際衛星放送を行うことと規定され

るというのが大変実はウエートが大きいですよね。

ら、これもう簡単に受け入れられる話ではないと

川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいた

それ考えますと、あくまで国営放送じゃなくて

思います。私はもちろん払っておりますけれども、

昨年十二月二十四日、前経営委員長の下で職務

公共の福祉のため、広く視聴者・国民の皆様の負

ているものと承知しております。

その上で、今日はもう時間もありませんので、

代行者を務めておられた現経営委員長が新たに選

託に応え、自主自律を貫き、公平公正、不偏不党

します。

何を申し上げるかというと、ＮＨＫは、あくまで

任をされ、本年一月二十五日には前会長に代わり

を堅持し、豊かで、より豊かで良い放送を行う、

払わない人の気持ちも大変よく分かるわけです。

国会といえども内容に踏み込むことはできません。

新会長が就任なさいましたが、経営委員会と執行

公共放送でありますＮＨＫは、放送法を踏まえ、

そこで、表現と言論の自由を守るためにこそ、放

これによりまして、視聴者・国民の皆様の知る権

放送と通信の融合時代におきましても、放送を

部のトップが同時期に交代するのは、平成元年四

明日から始まる新年度は現経営計画の最終年度

太い幹としつつ、インターネットも効果的に活用

送法は放送として、新たに国営放送設置法を立法

であり、ＮＨＫにおいては、新会長率いる新たな

し、公共メディアとしてしっかり期待に応えてま

利に応え、信頼される情報の社会的基盤の役割を

高市総務大臣におかれては、総務大臣になられ

体制の下で、改正放送法に基づく新たな中期経営

いりたいと思います。

月十二日に経営委員長と会長が同日に就任して以

る前からこのような問題にも取り組んでこられた

計画の策定に向けて取り組むこととなりますが、

○吉川沙織君 会長は、一月二十五日の就任を経

し、国の政策を世界と国内に直接に発信する純然

と理解しております。いかがでございましょうか。

残念ながら、前体制の下で生じた経営委員会によ

て、一月二十七日の会長会見で公共放送たるＮＨ

果たしていくものと考えております。

○国務大臣（高市早苗君） 放送法、現在の放送

る会長厳重注意問題は依然として国民・視聴者の

Ｋの役割について端的にお述べになっておられま

降、約三十年ぶりのことでございます。

法においては、国が放送の実施主体となることは

納得を十分に得るには至っておらず、公共放送た

したので伺いました。もしよろしければ端的にお

たる国営放送が別途小規模であっても必須ではな

全く想定されておりません。それは委員も御承知

るＮＨＫの在り方、存在意義が問われる事態とな

いでしょうか。

のとおりでございます。

答えいただけると非常に有り難く存じますので、

第一として、今、公共放送ですけれども、公共メ

現行経営計画において、ＮＨＫは、重点方針の

よろしくお願いいたします。

っています。

国が放送の実施主体となる国営放送をつくるべ

かについて伺います。

そこで、まず、新会長の考える公共放送とは何

送法によって実現するかどうかにはかかわらず、

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

きかどうかということについては、これはもう放
放送制度の根本に関わる問題でございますので、
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ット活用業務について、令和三年度も同様の方針

十三日開幕と決定されましたが、このインターネ

していました。昨日、東京オリパラは来年七月二

を除き、受信料収入の二・五％以内で実施すると

ネット活用業務について、東京オリパラ関連経費

行われていると承知しています。

始され、今月五日時点で十万件を超える申込みが

放送のインターネット同時配信と見逃し配信が開

年三月、つまり今月からＮＨＫプラスとして地上

ディアへの進化というのを掲げておられます。本

時必要な見直しを行うこととすると定めておりま

の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、随

第九条で、この基準は、インターネット活用業務

インターネット活用業務実施基準では、附則の

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

ことでよろしいでしょうか。

改めて二・五％の上限の妥当性を検討するという

めたインターネット活用業務の経費全体について、

次期経営計画策定の中で、オリパラ関連経費も含

○吉川沙織君 つまり、今の御答弁踏まえますと、

めて対応を検討していく必要があると考えます。

めにも、所要の実施基準の見直しを行うことを含

適切にコントロールできておりまして、通信網へ

時間の配信を行っていますけれども、負荷分散は

三月からサービスを開始いたしまして一日十七

配信する画質を落とすことで負荷の軽減を図る仕

通信網への負荷が大きくなる場合を想定しまして、

を使用しています。さらに、アクセス数が集中し

デリバリー・ネットワーク、ＣＤＮという仕組み

通信網への負荷を分散できるよう、コンテンツ・

○参考人（児野昭彦君） ＮＨＫプラス配信では、

えください。

現時点の状況と今後の見通しについて端的にお答

常時同時配信による通信網への影響について、

新年度予算案では、常時同時配信等のインター

に基づいて予算編成を行うことになるのでしょう
す。

組みを用意しています。

か。会長の方針を伺います。

て、受信料収入の二・五％の枠内で実施すること

パラリンピック東京大会に関する費用を除きまし

ネット活用業務につきましては、オリンピック・

検討していく必要があると考えております。

要の実施基準の見直しを行うことを含めて対応を

ーネット活用業務を適切に実施するためにも、所

ラリンピックが開催されることを踏まえ、インタ

ところ検討しておりません。

ています。

場合においても、同様に適切に対応できると考え

す。一日十八時間あるいは二十四時間に拡大した

の過大な負荷は発生していないと認識しておりま

といたしておりました。大会が来年に延期された

○吉川沙織君 では、この常時同時配信について

○吉川沙織君 次の問いまでお答えになりました

令和三年度につきましては、オリンピック、パ

ことを受けまして、令和二年度と三年度にどのよ

違う観点から、今度は技師長に伺いたいと思いま

けど、今伺おうと思ったのは、現状の状況、それ

○参考人（前田晃伸君） 令和二年度のインター

うな形で放送サービス、インターネット活用業務

す。

例えば二十四時間実施に拡大する、４Ｋ、８Ｋも

み、一日十八時間の実施とされていますが、今後、

令和二年度においては、同時配信は地上放送の

た場合、４Ｋ、８Ｋ、想定されていないというこ

に予定している十八時間、二十四時間実施となっ

時間若しくは十八時間ですけれども、令和二年度

から今後の見通し、次に、例えば、今は一日十七

なお、４Ｋ、８Ｋの番組配信については現在の

を適切に実施していくか、大会組織委員会やＩＯ

令和三年度につきましては、令和二年度の実績

含めた衛星放送まで常時同時配信を拡大すること

とでしたので、これは想定すべきものと考えます

Ｃ、国際オリンピック委員会などの議論を注視し

を踏まえつつ、オリンピック、パラリンピックに

になれば、通信網の逼迫も想定をされます。

ながら検討することといたしております。

係るインターネット活用業務を適切に実施するた
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ごく一般論としてですけれども、仮に実施した場

の配信については想定しておりませんけれども、

委員会においてこうおっしゃっています。
「ＮＨ

会長は、一月二十八日の第千三百四十六回経営

改めて、また会長に伺いたいと思います。

したばかりの方を副会長として、まあ言い方あれ

表れでしょうか、会長は、昨年四月、理事に就任

よくお使いになっておられます。その改革精神の

中でも、会長はスピード感とか改革という言葉を

○吉川沙織君 衆議院の総務委員会のＮＨＫ予算

合には相当な負荷になるものと思われます。

Ｋの中は、紙洪水文化がまん延していまして、毎

ですけど、末席の理事だった方を副会長に抜てき

計画策定の中できちんとやっていただきたいと思

○吉川沙織君 ４Ｋ、８Ｋ、想定されていないと

日捨てる紙が山のようにあり、今やっと執行部側

されました。

が、技師長、いかがでしょうか。

いうことでしたが、例えば、全国規模で４Ｋ画質

の紙退治をしてほぼ電子化することにしていま

二月十二日、第千三百四十七回経営委員会にお

案の審議の中でも、そして今日これまでの答弁の

の番組の常時同時配信の実施には、専用光ファイ

す。
」
。職場の風土など、ＮＨＫに根深く残る古い

いて会長は副会長人事についてこうおっしゃって

います。

バー網などインフラ整備が必須です。公共放送、

体質を変革したいという強い意思がかいま見えま

○参考人（児野昭彦君） 今時点では４Ｋ、８Ｋ

そして公共メディアというのであれば、日本全国

るのです。このようなことをやっていますと永久

います。「この組織は完全に年功序列になってい

就任から約二か月が経過する中で新会長がお感

に改革できませんので、現役の方には申し訳ない

した。
じになったＮＨＫの風土、体質について、率直な

思を示させていただきたい」とおっしゃっていま

のですが、少し違った形で、本気でやるという意

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

見解を端的にお伺いしたいと思います。

で常時同時配信を受信できる環境の整備にもＮＨ
Ｋは責任を負うのではないでしょうか。
常時同時配信による通信網の整備に対する認識
を技師長に伺います。なければ結構です。
○参考人（児野昭彦君） 現在のところ検討して

す。
の縦割り意識が非常に強い組織だと感じておりま

○参考人（前田晃伸君） お答え申し上げます。

ＮＨＫは多様で優秀な人材が集まり、職種ごと

○吉川沙織君 検討なさいますか。

す。縦割り組織におきましては、それぞれの職種

二月十二日の経営委員会で同意をいただきまし

おりません。
○参考人（児野昭彦君） 通信網の整備という意

の中で職員の専門性が磨かれるというメリットが

抜てきした理由を会長に伺います。

味では、我々の検討の対象ではないと思っており

メディア環境や社会環境の変化の中でＮＨＫが

て、理事を務めておりました正籬聡氏を新たに副
私は民間で育ちましたので、民間の経営感覚を

スピード感を持って改革を実現するためには、適

ありますが、組織横断的な問題への連携が難しい

だ、公共放送である以上、受信料を負担する国

生かしながら、私が先頭に立ちまして、改革すべ

材適所の人材登用が不可欠と考えているところで

ます。

民・視聴者がサービスを享受できる環境を整備す

きことはスピーディーに改革し、将来にわたって

ございますが、正籬副会長は問題意識をしっかり

会長に任命いたしました。

る責務というのは公共放送たるＮＨＫにあるので

公共メディアとして持続可能な組織にしていきた

と持っており、スピード感のある改革には若さも

という弊害もあると認識しております。

はないかという点で、現状の認識と見通し、想定

いと考えております。

○吉川沙織君 確かにそうかも分かりません。た

は不可欠であると思いますので、是非、次期経営
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必要だと考えました。また、正籬副会長は、政治

代になるのか分かりませんけれども、注意して見

放送による言論と表現の自由を確保し、説明責任

から、ＮＨＫ情報公開基準を策定いたしまして、

を果たすために、ＮＨＫが保有している文書の開

ていきたいと思います。
ここで、情報公開の在り方について伺いたいと

部長、報道局長を務め、報道部門に精通している
ほか、大阪放送局長や広報局長を歴任するなど、

○吉川沙織君 来月、といいましてももう明日か

を補佐する立場としても適任だと考えました。

あると私は強く感じています。受信料を財源とす

厳重注意問題は、ＮＨＫの古い隠蔽体質の現れで

昨年九月に発覚した経営委員会による前会長の

明性が求められるのは、もう会長も経営委員長も

○吉川沙織君 普通の会社と比べて情報公開や透

ージで開示していると私は認識しております。

上に、かなり大量の公開文書、それからホームペ

示をしております。一般の会社で公開している以

ら四月になるわけですが、同じ経営委員会で会長

るＮＨＫには、国民・視聴者に対して十分な情報

よくよく御存じでいらっしゃると思いますが、そ

思います。

はこうおっしゃっています。
「役員は、次は四月

公開を行い、高い透明性を確保することが求めら

ＮＨＫの業務を幅広く経験しておりまして、会長

に大量に任期が来ます。今回一人だけ動かすのも

聴者からの受信料によって支えられて、公共放送

れは当然です。なぜならば、公共放送は国民・視

会長は、ＮＨＫにおける情報公開が現時点にお

だからそれは強く求められるものだと思っていま

れています。
いて公共放送として十分であると考えていらっし

す。

かえって混乱します。
」と、こう議事録に載って
先ほどの答弁の中でも、理事の人事について、

ゃるか、そうでないかだけお伺いしたいと思いま

○吉川沙織君 会長就任以降、会長就任会見の模

○参考人（前田晃伸君） ほかにはございません。

ことですね。

○委員長（若松謙維君） 前田会長、ないという

しょう。

に何かあれば。なければ答弁結構です。いかがで

ていましたが、そういう方針ということで、ほか

ましたけれども、どのような点が、じゃ、充実し

経験が今に生きているという御趣旨の答弁なさい

ました。会長、先ほどの御答弁の中でも、民間の

○吉川沙織君 普通の会社と比べてとおっしゃい

通の会社に比べてかなり充実していると思います。

うかと言われると大変答えづらいんですけど、普

私はかなりよくできていると思います。十分かど

○参考人（前田晃伸君） 現時点での情報公開は

視聴者・国民の皆様に対して事業計画や事業活動

ＨＫは受信料によって支えられる公共放送として、

プに関する情報提供の義務が課せられました。Ｎ

性確保のための制度の整備として、ＮＨＫグルー

開による透明性確保のための制度の整備に、透明

二〇一九年の放送法改正によりまして、情報公

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。

うのは十分であるとお考えでしょうか。

今のＮＨＫにおいて、情報公開、その透明性とい

います。
今は白紙、抜本的にやりたい、スピーディーにや
す。

様、それからこれまでの経営委員会の議事録で公

ているとお思いでしょうか。

経営委員長にも同じ問いをしたいと思います。

りたい、改革の人材を適材適所で行うと答弁され

表されているものを拝見いたしますと、紙文化の

○吉川沙織君 国民・視聴者の皆様に公共放送の

く義務があると考えております。

や財務内容などを十分に説明し、理解していただ
財務諸表や業務報告書など、事業活動全般にわ

○参考人（前田晃伸君） お答えします。

Ｋらしさを追求していきたいとおっしゃっていま

たって情報の提供をしておりますが、二〇〇〇年

退治とか、それから抜本的、スピーディーにＮＨ
すので、そういう方針でどの程度の理事の方が交
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放送法第四十一条では経営委員会の議事録を公

ここで、総務大臣にお伺いいたします。

れを判断するすべがないということになります。

は、公表されるべきものは公表されていないとそ

成り立ち、そしてその内容を理解いただくために

成、公表いたしております。

の経営委員会議事運営規則を策定し、議事録を作

に基づきまして、経営委員会として自律的に内規

ければならない。
」と規定されております。これ

ろにより、その議事録を作成し、これを公表しな

会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるとこ

て議事録の非公表を前提に議論を行うことは、放

自由なことが言いにくいという曖昧な理由によっ

に関する最高意思決定機関である経営委員会が、

作成と公表を基本規定しています。ＮＨＫの経営

答弁いただきましたように、経営委員会の議事録

放送法第四十一条では、先ほど総務大臣から御

表することとされていますが、その趣旨について

作成、公表を行うこととされております。

する観点から、経営委員会の定めるところにより

趣旨でございますが、これは経営の透明性を確保

○国務大臣（高市早苗君） 放送法第四十一条の

○吉川沙織君 経営委員会として議事運営規則を

一部を非公表とすることを規定しております。

に行われることを阻害するおそれがあるものなど、

することにより、その審議、検討又は協議が円滑

審議、検討又は協議に関する情報であって、公表

○国務大臣（高市早苗君） 先ほど御説明したよ

ます。

言えるためだったんでしょうか、総務大臣に伺い

とする余地を残した理由は経営委員が自由に物を

めるところにより、」と規定し、議事録を非公表

放送法第四十一条において、「経営委員会の定

送法第四十一条の趣旨に反すると考えます。

この経営委員会の定めるところによりという文

定めて、その条項にのっとって公表とするか公表

うに、経営委員会で議論となり得る個人情報、企

経営委員会議事運営規則では、議事録について、

言により、経営委員会の判断で議事録の一部を非

としないもの、原則公表ですから、公表としない

端的にお教えいただければと思います。

公表とすることができるようにしている趣旨は、

三月十日の第千三百四十九回経営委員会におい

○吉川沙織君 明確な御答弁ではありませんでし

業等の機密情報などを例外なく公表させると第三

て、前ＮＨＫ会長に対して厳重注意を行った際の

たけれども、原則公開です。公表が基本です。

例を定めているという経営委員長からの答弁でご

者に不測の損害を生じさせるおそれがあることな

議事録を公表するかどうかが議論されましたが、

先ほど経営委員長から、先ほど非公表とする根

経営委員会において議論となり得る個人情報、企

どを踏まえたものであると承知しております。

経営委員会からはこういう意見が相次ぎました。

拠として議事運営規則、いまだ公表されておりま

者に不測の損害を生じさせるおそれがあるという

○吉川沙織君 今総務大臣から、放送法第四十一

非公表ということだったので結構自由なことを言

せんが、私、六年前の当委員会の質疑で、当時の

ざいました。

条に定める経営委員会の議事録の作成と、経営委

った、それを出すとなると、これからの経営委員

経営委員長、浜田経営委員長でしたけれども、議

業等の機密情報などを例外なく公表させると第三

員会の定めるところにより一部非公表があると伺

会で自由なことが非常に言いにくくなる、一切番

事運営規則の国会提出と公表を求めたところ、国

ことを踏まえております。

いました。

組の中身について内輪だけでも話してはいけない

この一部非公表とされる根拠は何に基づくもの
か、経営委員長に伺います。

会には出していただきました。

先ほど答弁ありました議事運営規則の第五条第

となったら、それではいろんな議論ができないと
の意見が出されました。

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。
放送法第四十一条では、
「委員長は、経営委員

- 19 -

総務
令和２年３月３１日

あるか否かというのは、これは誰が判断するんで

審議等が円滑に行われることを阻害するおそれが

た。この第三号に規定されるような、公表により

経営委員長が答弁なさった第三号を挙げられまし

録を非公表とした根拠規定の一つとして、先ほど

委員長は、前会長に対する厳重注意に関する議事

昨年十一月二十八日の当委員会において、前経営

四項には、非公表とする場合が列記されています。

議事録として公表されています。

利用の三回にわたって注意を行って、全てこれは

で、平成二十七年四月二十八日はハイヤーの私的

十六年二月二十五日には経営委員会における発言

記者会見、就任記者会見での発言で一回、平成二

して、経営委員会は、平成二十六年一月二十八日、

存じでいらっしゃると思います。籾井元会長に対

現経営委員長は、籾井元会長時代のことをよく御

平成二十七年三月一日でいらっしゃいますから、

できないと思います。

になりやしないかという、こういう可能性は排除

ことになりますと、恣意的な議事運営規則の運営

るものをその時々の経営委員長が判断するという

否か、本来、議事運営規則にのっとって忠実にや

可能性は非常にありますし、議事録を公表するか

んです、非公表の。ですから、広範囲に取られる

れた第三号の規定だと物すごい範囲が広く読める

経営委員から会長への事例がこれまで何例ある

考えますが、別の観点から伺いたいと思います。

と透明性確保の認識にも反するものではないかと

経営委員長のＮＨＫにおける情報公開の在り方

しょうか。

のか、また、そのうち議事録が公開されていない

平成二十六年六月十七日、先ほども申し上げま

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。
経営委員会では、説明責任を果たすことは重要

事例は何件あるのか、件数だけ、経営委員長、教

に出していただいて、その上で検討をしてくださ

と認識しておりまして、視聴者・国民の皆様の御

籾井元会長に対して三回、先ほど御説明ありま

いねと申し上げましたところ、検討いたしますと

したが、当時の浜田経営委員長に対しまして、こ

経営委員会議事運営規則第五条第四項第三号、

したが、三回注意をいたしまして、議事録で公表

答弁があって、そこから約五年放置。で、去年の

えてください。

先ほどありましたが、審議、検討又は協議に関す

いたしております。そのほかのものはありません。

十一月二十八日、前経営委員長にもお伺いしまし

理解をいただけるよう透明性の向上に向けて検討

る情報であってという部分でありますが、これは

○吉川沙織君 前会長に注意なさったんじゃない

たところ、こう答弁がありました。「公表につい

の議事運営規則、公表されていません、まず国会

基本的には当時の委員長がまず判断をいたして決

んですか。

て改めて検討してまいります。
」
。

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。

めております。

○参考人（森下俊三君） 失礼いたしました。

を進めております。

○吉川沙織君 三月十九日の衆議院総務委員会で
扱いを含め、経営委員長が議事進行を行って決め

○吉川沙織君 本来、議事運営規則に忠実にのっ

いうことですね。

の公表も含めて検討するという、こういう一文が、

会での対応の経緯について」では、議事運営規則

れた「郵政三社からの申し入れに関する経営委員

森下経営委員長の下で先週二十四日にまとめら

ております。
」と答弁なさっているので、そこに

とって公表するか否か決定すべきものであること

最後の一文で書いてあります。

前会長の分は一件ありまして、これは非公開と

関してはそごはないと思います。

はそもそも論をまちませんが、先ほど、経営委員

も、経営委員長は、
「経営委員会の運営や議事の

ところで、森下経営委員長は、経営委員から今

長の判断で決めると。先ほど経営委員長が引用さ

まず、現在検討しているか否かのみ伺います。

のお立場になられています。経営委員への就任は
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おいて、
「放送法第四十一条に基づいて、やはり

総務大臣は、三月十七日の衆議院総務委員会に

ようやくその議論が始まったばかりですけれども、

最初に本当に指摘申し上げてから相当の時間、

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。
二月十二日の経営委員会で、公表について改め

ましたけれども、必要不可欠です。議事運営規則

国民・視聴者からの受信料によって成り立つ公共

総務大臣は、経営委員会は説明責任を十分に果

を速やかに公表、公開すべきと考えますが、改め

これは、経営の透明性を確保する観点から」
「Ｎ

当性や公表することで問題が生じないのかなど、

たしていない、透明性を確保するためには不十分

て、経営委員長、端的に御答弁いただければと思

て検討をいたしました。その際、経営委員会議事

引き続き慎重に検討していくということになりま

な面があるとの認識で合いますでしょうか。

います。

放送であるＮＨＫにとって、その経営の透明性を

した。

○国務大臣（高市早苗君） 今般のＮＨＫ予算に

○参考人（森下俊三君） お答えいたします。

ＨＫでもっと説明責任を果たしていただきたいと

ただ、先日の、今月の二十四日の経営委員会で

付しました総務大臣意見の中でも、情報公開を一

先ほども御説明いたしましたが、議事運営規則

運営規則は非公表を前提として策定した規定であ

も議論をいたしまして、説明責任の観点からも経

層推進することにより、運営の透明性の向上を図

は経営委員会の内規でございますので、経営委員

確保するためには、今総務大臣からも御答弁あり

営委員会の透明性の向上について議事運営規則の

り、自ら説明責任を適切に果たしていくこととい

会に諮る必要がありますが、私といたしましては、

思います。
」と答弁なさっています。

公表を含めて引き続き検討していくことを確認を

うふうに私は意見を付けさせていただきました。

りましたので、内部のルールを公表することの妥

したところでございます。

できるだけ早く公表したいと考えております。

も受けて、今月の二十四日に自主自律の下で引き

経営委員会におかれましては、国会での御質疑

てから六年、実はこの数年間全く議論もされてい

続き検討を行うということをまとめていただきま

「全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼さ

○吉川沙織君 最初に議事運営規則の公表を求め
ませんでしたので、検討をしていただいているこ

したので、私は、まずはその対応を見守りたいと

れる公共放送の生命線であるとの認識に基づき、

○吉川沙織君 それぞれ御答弁いただきました。

と自体は結構かと思うんですが、なぜこんなに時

考えております。

ＮＨＫのウエブページにはこう書いてあります。

間が掛かっているのか、また、その内容について

省情報流通行政局長は、この点について、検討状

昨年十一月二十八日の当委員会において、総務

経営委員会が議事運営規則の情報提供を行うよう、

を行わなかった場合には、総務省としましても、

ード感を持って十分な透明性の向上に向けた取組

局長答弁もございます。今後、経営委員会がスピ

ＮＨＫは、放送の自主自律を堅持していること

ますと。

は、放送の自主自律の在り方に大きな影響を与え

関する基本方針等の重要事項は決められているか

どのように公共放送の担い手たるＮＨＫの経営に

すべての業務にあたる。
」
。経営委員会において、

況も踏まえて、ＮＨＫの、
「もしも必要に応ずれ

所要の省令改正を検討させたいと考えております。

を国民・視聴者の皆様に証明するためにも、まず、

しかしながら、委員が御指摘いただいたように、

ば、制度的な面についても改めて総務省としても

○吉川沙織君 総務大臣、前向きな御答弁ありが

なぜ私こだわっているかといいますと、まず、議

も、本来であれば議事録として公表すべきもので

検討をしてまいりたいと考えております。
」と答

とうございます。

はないかと思っています。

弁なさいました。
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放送たるＮＨＫに求められるからだと思って、ず

につき開かれた場所で議論をしていくことが公共

ず公開することで、その上で、その基準の妥当性

定めているのが議事運営規則ですから、それをま

オリンピックの、オリパラの延期が決定をいたし

の執行のありようの問題でございますけれども、

りますこのオリンピック、パラリンピックの予算

ほどから議題になっております、議論になってお

今朝、残念なことがございました。それは、先

接はそのこと自体は承知をしておりませんが、た

今委員御指摘の点自体については、私ちょっと直

○政府参考人（吉田眞人君） 今委員御指摘の、

か。

事は、総務省と相談してまいりますと、こういう

っとこの点、訴え続けてまいりました。

まして、ＮＨＫの方から、私は参議院の立憲民主

だ、今回はオリンピック、パラリンピックが延期

います。

今日は、国民・視聴者の立場から、少しでも開

党の国対の役割といたしまして、御説明においで

が急遽決まったということでございまして、それ

事録の公表基準、公表するかしないのか、これを

かれた情報公開があって、そして経営の透明性が

いただきまして、私どもは私どもなりの御返答を

の対応で、この委員会でどのように趣旨説明等を

ことでございました。

図られる公共放送ＮＨＫの在り方という観点で質
いたしました。

我が会派は、先ほど吉川委員の方からもＮＨＫ

り扱ったらいいでしょうかというお話がＮＨＫか

いについて、参議院における審議はどのように取

して、お話ございました二百六十四億円のこの扱

○参考人（前田晃伸君） 突然のオリンピックの

○難波奨二君 会長は御存じでございましたか。

だいております。

発言にするかということの情報共有はさせていた

させていただくのかということについての検討は

のこの経営委員会問題、まあ今回の郵政の問題に

ら私どもの方にあったわけです。私がお答えした

中止とかありまして、衆議院通った直後にいろん

つまり、衆議院での予算審議というのは、ＮＨ

絡む経営委員会が取った対応について、大きな問

のは、これ、今更予算の組替えはできないし、そ

な事態が変わりまして、大変いろんなことを心配

いたしまして、冒頭、大臣から御発言させていた

題意識を持ってこの間、まあ半年間ですね、国会

して総務省の政省令で決まっているこの金額とい

をいたしましたが、それぞれの情報はいただいて

Ｋの予算審議というのは、ここにあるそのものの

の中でＮＨＫとも議論し、そして国会の中でも追

うもの、予算というものを変更も急には無理だろ

おりました。

だいたような形での御説明としております。これ

及をしてきたところでございます。

うから、これは理事会において丁寧に取り扱って、

○難波奨二君 よく聞こえなかったんですけど、

内容での審議でございました。そして、オリンピ

そのことは、吉田局長、御存じでございました

問に立たせていただきました。これからも立法府
の側から厳しくチェックしてまいりたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

ＮＨＫの持つ公共放送としての使命、役割、そ

そして、今日の冒頭にございました大臣の提案説

会長は報告を受けたという理解でいいですか、私

については、ＮＨＫと総務省でどのような冒頭の

して視聴者の皆さんの期待の大きさ、これを重く

明や会長からの提案説明の中に含めていただけれ

は。

ックが、オリパラが延期したということになりま

受け止めまして、思いはございますけれども、来

ばこの審議というのはスムースにいくんじゃない

○参考人（前田晃伸君） 結構でございます。そ

○難波奨二君 共同会派、立憲民主党の難波奨二

年度のＮＨＫ予算につきましては賛成をしてまい

かという私は御提案を申し上げたんですね。御返

でございます。

りたいというふうに冒頭申し上げておきたいと思
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