
 

2018年度事業概況報告書 

 

概況 

2018年度のグリーンチャンネルは、事業計画に基づき、衛星基幹放送事業者と

して BS放送を行うとともに、CS、ケーブルテレビ及び IPTVによる放送、並び

にパソコン、スマートフォン等への配信により、各種番組を安定的に視聴者へ供

給しました。 

放送番組に関しては、中央競馬中継に加え、地方・海外競馬の主要な競走の中

継を行うとともに、競馬関連番組や公益目的支出計画対象事業である馬事番組、

畜産番組等を年間通して制作・放送しました。特に海外競馬中継では、JRAで発

売する海外競馬のみならず、イギリスダービーなど注目される競走を放送し、ま

た、地方競馬中継では、日曜日の中継数を大幅に増やすことにより、番組の充実

を図りました。 

こうした取り組みの結果、2018年 12月末現在のグリーンチャンネル加入者総

数は 317,016（+296名）となりました。なお、内訳は、放送サービスが 249,213

名（－5,212名）、インターネット配信サービスが 67,803名（+5,508名）となっ

ております。 

 

 

１．放送事業等の実施 

（１）基本番組表は、競馬、馬事、畜産等に関する番組で構成しました。各番組は

BSを通して放送するとともに、CS放送、ケーブルテレビ各局（311社）及び

IPTV（3社）への番組供給を行いました。 

（２）NTTドコモ限定の「グリーンチャンネルモバイル」と、キャリアの制限なく

インターネットで視聴可能な「グリーンチャンネルWeb」への配信を実施しま

した。 

（３）放送番組の向上と適正化を図るため、放送番組審議会を 6 月と 12 月に開催

し、その概要をホームページで公表しました。 

 

 

２．番組の制作・放送 

基本番組表に基づき、競馬中継、競馬関連番組、公益目的支出計画対象事業であ

る馬事番組、畜産番組、自然・環境関連番組の制作・放送を行いました。 

（１）競馬中継 

①中央競馬中継 

中央競馬全レース中継及び中央競馬パドック中継の 2ch構成で放送しました。 

（BS放送では、中央競馬全レース中継のみを放送） 



 

②地方競馬中継（主要なレースは以下のとおり） 

レース名 開催地 放送日 

川崎記念 川崎 1月 31日(水) 

かしわ記念 船橋 5月 2日(水) 

帝王賞 大井 6月 27日(水) 

ジャパンダートダービー 大井 7月 11日(水) 

マイルチャンピオンシップ南部杯 盛岡 10月 8日(祝・月) 

全日本 2歳優駿 川崎 12月 19日(水) 

東京大賞典 大井 12月 29日(土) 

ヤングジョッキーズシリーズ 

トライアルラウンド 

地方 11競馬場 

ファイナルラウンド 

大井・中山 

6月 19日(火) 

他 11回 

（全 128レース） 

③海外競馬中継  

レース名（★ JRA発売レース） 開催地 放送日 

ドバイワールドカップデー（アルクオーツ

スプリント・ゴールデンシャヒーン★・タ

ーフ★・シーマクラシック★・ワールドカ

ップ★） 

UAE 3月 31日(土) 

香港チャンピオンズデー（チャンピオンズ

マイル・チェアマンズスプリントプライ

ズ・クイーンエリザベスⅡ世カップ★） 

香港 4月 29日(祝・日) 

イギリスダービー 

※Go Racing！～世界の競馬～で放送 
英 6月 3日(日) 

ジャックルマロワ賞★ 仏 8月 12日(日) 

凱旋門賞前哨戦（フォワ賞・ヴェルメイユ

賞・ニエル賞・パン賞） 
仏 9月 16日(日) 

凱旋門賞★ 仏 10月 7日(日) 

コーフィールドカップ★ 

※中央競馬全レース中継で放送 
豪 10月 20日(土) 

メルボルンカップ★ 豪 11月 6日(火) 

香港国際諸競走（ヴァーズ★・スプリント

★・マイル★・カップ★） 

※ヴァーズ・スプリントは中央競馬全レー

ス中継内で放送 

香港 12月 9日(日) 



 

（２）競馬関連番組 

  ① レギュラー番組 

番組名 番組内容 

競馬年鑑 年度ごとの中央競馬重賞競走を、施行順にスタート

からゴールまでノーカットで放送するレース映像の

アーカイブ番組。 

先週の結果分析 土日の競馬を振り返り、基準タイムや馬場差、ペース

区分などをもとにタイム面から詳しくレース結果を

分析する解説番組。 

月曜馬劇場【1～3月】 

「競馬書記～語り部た

ちの記録」 

競馬マスコミ界で長年活躍してきた方々が、当時の

エピソードやお宝、競馬愛を語る競馬回顧番組。全 11

話。 

月曜馬劇場【4～7月】 

「豪州横断 馬旅 5000

キロ」 

オーストラリアを横断しながら、大都市を起点とし

て競馬場や競馬に関連するスポットを紹介する紀行

番組。全 18話。 

月曜馬劇場【8～9月】 

「浅野靖典の旅うま！」 

浅野靖典さんが地方競馬全 15場を回り地方競馬の 

スタンプラリーイベント「旅うまチャレンジ」に挑む

バラエティー紀行番組。全 8話。 

月曜馬劇場【10～12月】 

「うまのこ TIM 2018」 

お笑いコンビ TIMが、競馬トークや馬券対決で競馬

を深く楽しく盛り上げるバラエティー番組。 

全 13話。 

ザ・パトロールビデオ 中央競馬全レースのパトロールビデオを放送するレ

ース映像のアーカイブ番組。 

地・中・海ケイバモード 地方競馬、中央競馬、海外競馬（地・中・海）のさま

ざまなトピックスを各界の専門家がわかりやすく紹

介する情報番組。 

水曜馬スペ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1月】 

・日本列島ダービーの旅番外編～ダービーGP＆ばん

えいダービー 

【2月】 

・2017サラブレッドランキングレポート 

・デビューへのラストスパート！JRA 競馬学校模擬

レース 

【3月】 

・淑子の見た北の大地 2018春 



 

番組名 番組内容 

水曜馬スペ！ 【3月】 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～岩元市三 

【4月】 

・キタサンブラック～俺とお前の宝物 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～小島太 

【5月】 

・2歳馬カタログ 2018 Part.1 

・2歳馬カタログ 2018 Part.2 

【6月】 

・開幕！！2018ヤングジョッキーズシリーズ 

・福島競馬場開設 100周年記念 来らんしょ福島 

ぶら探訪 

【7月】 

・淑子の見た北の大地 2018夏 

・韓国の馬産地 

【8月】 

・競馬術～人馬のススメ～ 前・後編 

【9月】 

・インスタントジョンソンの競馬ゲーム大作戦 

～ダービースタリオン編 

・あの山を越えれば 

～ばんえい騎手を目指す少女の夢 

【10月】 

・岡部フロンティア 2018 モンゴル編 

 ～大草原の馬と人とナーダム 前・後編 

【11月】 

・日本競馬の未来を語る 

・「先週の結果分析」20周年記念スペシャル 

【12月】 

・蛍原競馬倶楽部Ⅱ～新潟熱闘編 

・武豊騎手 JRA通算 4000勝達成記念特番 

～レジェンドの流儀 

今日の調教/今週の調教 土日に出走を予定している有力馬の調教 VTR を放

送するレース予想のための参考番組。 



 

番組名 番組内容 

iちゃんねる 岩手競馬開催週に、ご当地アイドルふじポンさんが、

岩手競馬のスペシャリストやゲストとともにメイン

レースなどを展望する予想番組。 

草野仁の Gate J．プラス 主に新橋 Gate J.を舞台に、草野仁さんがMCを務め

る競馬や馬に関するゲストとのトーク番組。 

トレセンまるごと情報

局 

先週の重賞勝馬関係者インタビューをはじめ、有力

出走予定馬の取材情報、記者コメントなど馬券購入

の検討に役立つトレセン発の情報番組。 

トラックマン TV 東西トラックマン各 1 名によるメインレースの展望

や「自信の勝負レース」のコーナーなど、主に土曜日

のレースを展望する予想番組。 

参考レース＆重賞調教

VTR 

重賞競走などの参考レースや調教 VTR を放送する

レース予想のための参考番組。 

教えて VANda くん！ 

勝ち馬リサーチャー 

前半は JRA-VAN データの活用、後半はトラックマ

ンの解説をもとにした日曜のレースを展望する予想

番組。 

日曜レース展望 KEIBA

コンシェルジュ 

調教、データ、血統などそれぞれの解説陣が得意とす

る角度から、日曜のレースを展望する予想番組。 

今日のレースリプレイ/

今週のレースリプレイ 

中央競馬全レースをノーカットで放送するレース映

像のアーカイブ番組。 

重賞メモリアル 重賞競走の過去のレースを放送するレース映像のア

ーカイブ番組。 

栄光の名馬たち 競馬史に名を残す名馬たちの新馬戦から引退レース

までを放送するレース映像のアーカイブ番組。 

競馬場の達人 芸能人やスポーツ選手など、著名人が自腹で馬券勝

負するバラエティー番組。本年は海外競馬場の達人

として豪州・仏国でも収録。 

馬産地通信 セリや種牡馬、活躍馬の生産牧場紹介など、旬な話題

を提供する馬産地発の情報番組。 

Go Racing！ 

～世界の競馬～ 

 

 

 

 

海外の馬券発売レースや海外ビッグレースの解説を

行う情報番組 

【2月】海外有力馬の動向 

【3月】ドバイワールド C展望 

【4月】クイーンエリザベスⅡ世 C展望 

【6月】イギリスダービー中継 



 

番組名 番組内容 

Go Racing！ 

～世界の競馬～ 

【8月】ジャックルマロワ賞展望 

上半期総集編 

【9月】凱旋門賞展望 

【10月】コーフィールド C展望 

【11月】メルボルン C展望 

【12月】香港国際競走展望 

   

② 特別番組 

番組名 番組内容 

2018 新春複コロ！福ト

ーク！！  

【年始特番】 

お正月の「福」にかけて「複（福）勝転がし」を競い

お正月を縁起良く盛り上げるバラエティー番組。 

2018 今年はどうなる 

中央競馬！ 

【年始特番】 

JRA 後藤正幸理事長に 2017 年の感想と 2018 年の

施策や抱負などをお伺いするインタビュー番組。 

2017 ワールドレーシン

グレビュー 

2017 年の海外競馬の各路線主要レースを紹介する

解説番組。 

2017 JRA 賞授賞式ダイ

ジェスト 

2017 年の JRA 賞授賞式の模様をお届けするととも

に、受賞者のインタビューなどを紹介する情報番組。 

炎の十番勝負 2018 春・

秋（予想編・結果編） 

グリーンチャンネルの各番組出演者及び視聴者が、

春・秋の 2 回、そのシーズンの GⅠ競走の勝馬を予

想する番組対抗型および視聴者参加型のバラエティ

ー番組。 

尊い血統の世界 サラブレッドの三代始祖で、現在劣勢に立たされて

いるゴドルフィンアラビアンとバイアリータークの

血統の現状を紹介する情報番組。 

プライドをかけた馬券

対決～データ予想派 VS

競馬記者～ 

データ予想派が JRA-VAN を使用し、競馬記者と馬

券で対決するバラエティー番組。 

ザ・POG ドラフト会議

2018‐2019 

今年で 3 回目となる POG ドラフト会議の模様をお

伝えするバラエティー情報番組。 

未来へ輝け！ヤングジ

ョッキーズファイル

2018 

【サマープログラム】 

2018ヤングジョッキーズシリーズに出場する、今年

デビューした新人ジョッキーの意気込みなどを紹介

する情報番組。 



 

番組名 番組内容 

2018 上半期重賞リプレ

イ Part1～3 

【サマープログラム】 

2018 年上半期に行われた JRA 重賞競走をお届けす

るレース映像のアーカイブ番組。 

iちゃんねる特別編！ 岩手競馬のダートグレード 3競走「マーキュリーC」

「クラスターC」「南部杯」の出走馬の調教診断など、

直前情報をお伝えする展望番組。 

競馬場の達人サマーセ

レクション①② 

【サマープログラム】 

2018 年上半期に放送した競馬場の達人の中からセ

レクトしてお届けするアーカイブ番組。 

カンニング竹山×尾形

充弘×グラスワンダー 

【サマープログラム】 

グラスワンダーをこよなく愛するカンニング竹山さ

んと、グラスワンダーを管理した尾形充弘元調教師

がグラスワンダーを訪ねる回顧番組。 

井崎脩五郎の続・ニッポ

ン競馬史 2 

【サマープログラム】 

井崎脩五郎さんと鈴木淑子さんが競馬トークで盛り

上がるバラエティー番組。 

超絶景競馬！ホワイト

ターフ in スイス サン

モリッツ 

【サマープログラム】 

スイスのリゾート地サンモリッツ湖の氷上競馬「ホ

ワイトターフ」を中心に、サンモリッツの魅力を紹介

する情報番組。 

とびだせ！トレセンま

るごと情報局 2018 

トライ・ベット・ジャン

プで乗り切れ暑い夏！ 

【サマープログラム】 

トレセンまるごと情報局でおなじみの局長・局員が

夏の北海道で、牧場作業体験や馬券対決を行うバラ

エティー情報番組。特別企画として局長と障害騎手

が対談し、障害競走の魅力を紹介。 

小木支配人の夏休み 

【サマープログラム】 

KEIBA コンシェルジュの小木支配人が今年も北海

道で夏休みを過ごすために札幌競馬場、帯広競馬場

を訪れて楽しむバラエティー番組。 

第 2回紅白うま合戦～馬

券実況中継 

日曜の昼下がりに、「中央競馬全レース中継」を見な

がら競馬を楽しむ出演者たちの競馬談義で盛り上が

るリアルタイム予想番組。 

緊急特番！武豊騎手

JRA通算 4000勝おめで

とう！！スペシャル 

武豊騎手の JRA 通算 4000 勝を記念して達成直後の

表情や記者会見の模様をお伝えし、また、視聴者から

募集した武豊騎手のベストパートナーをカウントダ

ウン形式で紹介する情報番組。 

平成最後の王者は誰

だ！？東京大賞典スペ

シャル～ 

大井競馬場で開催されるダート競馬の大一番、東京

大賞典を展望する予想番組。 



 

番組名 番組内容 

馬産地ホッカイドウは

元気です！ 

【年末特番】 

2018 年のホッカイドウ競馬のラストを飾る道営記

念の 1 日や震災復興の取り組みなどを紹介する競馬

場紹介番組。 

2018 GⅠ競走全リプレ

イ 

【年末特番】 

2018年に行われた全 GⅠ競走（障害競走を含む）の

映像を放送するレース映像のアーカイブ番組。 

平成 30年競馬年鑑 

【年末特番】 

平成 30年の中央競馬重賞競走を、施行順にスタート

からゴールまでノーカットで放送するレース映像の

アーカイブ番組。 

2018 GⅠ競走パトロー

ルビデオ 

【年末特番】 

2018年に行われた全 GＩ競走（障害競走を含む）の

パトロールビデオを放送するレース映像のアーカイ

ブ番組。 

 

（３）馬事番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

新・馬学講座 

ホースアカデミー 

JRA によるサラブレッドの生産・育成に関する研究

成果を紹介する解説番組。全 8回。 

世界の馬術競技～FEI 

Equestrian World 

海外の馬術事情や世界選手権、ワールドカップなど

FEI主催のビッグイベントを紹介する馬術番組。 

全 14回。 

引退競走馬に光を！ 

～岡山から広がる支援

の輪～ 

岡山県の NPO 法人吉備高原サラブリトレーニング

でふるさと納税を活用して行われている、引退競走

馬の「乗馬としての再調教の取り組み」を紹介する 

ドキュメンタリー番組。 

目指せ！ジョッキーベ

イビーズ 2018（前・後編） 

東京競馬場でのジョッキーベイビーズ決勝大会に向

け、全国 8 地区で行われた地区代表決定戦の模様を

前・後編の 2 回に分けて紹介するドキュメンタリー

番組。 

ターフに駆ける夢 2018 

～第 10 回ジョッキーベ

イビーズドキュメント 

地区代表決定戦を勝ち抜いた 8 名の子供たちが、東

京競馬場でのジョッキーベイビーズ決勝大会で奮闘

する模様に密着するドキュメンタリー番組。 

2018 JRA ブリーズアッ

プセール生中継 

JRA が主催する競走馬のセリ「2018 JRA ブリーズ  

アップセール」の中継番組。 



 

番組名 番組内容 

ノーザンファーム上場

馬特集～セレクトセー

ル 2018 

「JRHAセレクトセール 2018」に上場されるノーザ

ンファームの生産馬を紹介する情報番組。 

JRHA セレクトセール

2018生中継 

日本競走馬協会が主催する競走馬のセリ「JRHA セ

レクトセール 2018」の中継番組。 

2018 北海道セレクショ

ンセール生中継 

日高・胆振・十勝軽種馬農協が主催する競走馬のセリ

「2018北海道セレクションセール」の中継番組。 

2018 北海道サマープレ

ミアムセール生中継 

日高・胆振・十勝軽種馬農協が主催する競走馬のセリ

「2018 北海道サマープレミアムセール」の中継番

組。 

ジェイエス繁殖牝馬セ

ール大解剖 SP！2018 

「ジェイエス繁殖馬セール」に上場される注目馬を

紹介する情報番組。 

第 48 回全日本総合馬術

大会 2018 

山梨県小淵沢で行われた第 48 回全日本総合馬術大

会 2018の模様を、オリンピック出場経験を持つ JRA

の布施勝さんが解説、北野あづささんが司会進行を

する馬術番組。 

世界馬術選手権ハイラ

イト ～馬場馬術・団体

戦～ 

2018年 9月に米ノースダコタ州トライオンで行われ

た世界馬術選手権の馬場馬術（団体戦）の競技の模様

をお伝えする馬術番組。 

世界馬術選手権ハイラ

イト ～馬場馬術・個人

戦 グランプリスペシ

ャル～ 

2018年 9月に米ノースダコタ州トライオンで行われ

た世界馬術選手権の馬場馬術（個人戦）の競技の模様

をお伝えする馬術番組。 

 

（４）畜産番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

がんばる！畜産！ 

（1～3月） 

がんばる！畜産！2 

（9月～12月） 

担い手不足や国際化の進展など、大きな変化の局面

にある畜産業における優れた畜産経営や後継者の活

躍などを紹介するドキュメンタリー番組。 

 

（５）自然・環境関連番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

The Making from グリ

ーンサイエンスアワー 

科学技術と伝統の技により私たちの身の回りにある

「モノ」たちが作り上げられる過程を紹介する情報

番組。 



 

３．視聴者の加入促進と視聴者サービスの充実 

（１）放送サービスにおいては、2018 年 12 月末現在の加入者数は、249,213 名 

（前年比 98.0％）でした。 

スカパー！（BS放送）の加入者数は増加したものの、その他放送サービスの

加入者数は減少又は横這いでした。 

 

 （２）インターネット配信サービスにおいては、2018年 12月末現在の加入者数は、

67,803名（前年比 108.8％）でした。 

    グリーンチャンネル Web の加入者数が大幅に増加し、グリーンチャンネル

モバイルの減少を補いました。なお、グリーンチャンネルモバイルフューチャ

ーフォンサービスは、利用者の減少もあり 6 月末でサービスを終了しました。 

 

（３）プラットフォーム別の内訳（2018年 12月末現在） 

プラットフォーム 加入者数 増減数 前年比 

■放送サービス    

スカパー！(BS放送) 70,510名 +1,806 名 102.6% 

スカパー！プレミアム(CS放送) 74,875名 －5,418 名 93.3% 

CATV 87,470名 －1,546名 98.3% 

ひかり TV 11,142名 －14名 99.9% 

スカパー！光 3,029名 －106名 96.6% 

auひかり 2,187名 +66名 103.1% 

小 計 249,213名 －5,212 名 98.0% 

■インターネット配信サービス    

グリーンチャンネルモバイル 6,135名 －1,892 名 76.4% 

グリーンチャンネルWeb 61,668名 +7,400 名 113.6% 

小 計 67,803名 +5,508 名 108.8% 

【合 計】 317,016名 296名 100.1% 

 

（４）グリーンチャンネルの放送サービスにおける高画質化（HD化）については、

HD化率 96.4％となりました。 

 

（５）グリーンチャンネルの加入促進と視聴者サービスの充実を図るため、本年 

実施した主な活動は以下のとおりです。 

①加入促進広告の掲載・掲出等 

・ラジオスポット CMの実施（通年） 

・グリーンチャンネル HPでの広告・告知（通年） 

・JRA機関誌「優駿」（年 12回） 

・競馬専門誌「週刊競馬ブック」（年 6回）、「週刊 Gallop」（年 6回） 



 

・BSグリーンチャンネル及びグリーンチャンネルWebのポスター掲出 

（JRA競馬場・WINS等） 

    ・BSグリーンチャンネル及びグリーンチャンネルWeb告知 CMの制作・ 

放送（通年） 

・JRA関連施設での ITVを利用した広報活動（随時） 

・JRA KEIBAカタログへの出稿（通年） 

・JRA 2018 RACING SCHEDULEへの出稿（通年） 

・交通広告の出稿（5～8月） 

・インターネット広告の出稿（3月、10～12月） 

・JRA電話投票会員向け DMへの広告出稿（12月） 

・JRAファン配布用カレンダー2019への広告出稿（12月） 

②キャンペーン等 

実施内容 実施月 

・JRA 競馬場及び WINS、地方競馬場等を会場とした販売

促進企画の実施 

（計 21回、スカパー！プレミアムサービス、グリーンチャ

ンネルWeb等の加入促進企画を各会場で実施） 

3～12月 

・グリーンチャンネル加入者限定・JRA 競馬場来賓室招待

企画の実施 （計 5回（東京 [2回]・中山・京都・阪神） 

招待者総数 50組 100名、応募葉書総数 2,911枚 

6～12月 

・無料放送による加入促進施策 

（「ドバイWeek」、「凱旋門賞Week」として、それぞれ 

7日間無料放送を実施） 

3月・10月 

・インターネット広告と連動した BS グリーンチャンネル

及びグリーンチャンネルWeb加入促進キャンペーンの実

施（BS：視聴加入後 2ヶ月無料、Web：10日間お試し視

聴） 

10～12月 

・JRA 東京競馬場での「グリーンチャンネルカップ競走」

の施行及び場内における各種イベントの実施 

10月 

・地方競馬場におけるグリーンチャンネル協賛レースの 

施行（盛岡 2回） 

7月・10月 

 

（６）電話やメールによる視聴者からのご意見・ご要望については、迅速且つ丁寧

な対応に努めました。なお、メルマガ会員（約 7,800名）に対し、随時グリー

ンチャンネルの番組情報を発信、さらに会員限定の「（パソコン向け）壁紙カレ

ンダー」プレゼントも実施しました。また、Facebookを利用してグリーンチャ

ンネル・ホームページ内「お知らせ」情報との連動による情報発信も実施しま

した。 



 

４．管理業務等 

（１）理事会 

名 称 日 付 議 案 

第 1回定例理事会 

 

2月 28日(水) 

 

・平成 29年度事業概況報告書の件 

・平成 29年度決算書の件 

・平成 29 年度公益目的支出計画実施報告書

の件 

・平成 30年度第 1回定時評議員会の招集の 

 件 

【報告事項】 

・理事長及び常務理事の職務の執行状況に 

 ついて 

第 1回臨時理事会 6月 1日(金) 

(決議の省略) 

・規程の改正の件 

 ①退職年金規程 

・2018 年度第 1回臨時評議員会の開催の件 

第 2回定例理事会 11月28日(水) ・2019 年度事業計画の件 

・2019 年度収支予算の件 

・2018 年度放送番組審議会委員の選任の件 

・2019 年度放送番組審議会委員の選任の件 

・2018 年度第 2回臨時評議員会の招集の件 

【報告事項】 

・理事長及び常務理事の職務の執行状況に 

ついて 

 

（２）評議員会 

名 称 日 付 議 案 

第 1回 

定時評議員会 

3月 16日(金) 

 

・平成 29年度事業概況報告書の件 

・平成 29年度決算書の件 

・平成 29 年度公益目的支出計画実施報告書

の件 

・評議員の選任の件 

第 1回 

 臨時評議員会 

6月 20日(水) 

(決議の省略) 

・規程の改正の件 

 ①常勤役員の報酬等に関する規程 

 ②役員退任慰労金支給規程 

第 2回 

臨時評議員会 

12月14日(金) 

 

・2019 年度事業計画の件 

・2019 年度収支予算の件 

・評議員の選任の件 

 



 

（３）放送番組審議会 

名 称 日 付 議 案 

第 1回放送番組審議会 

 

6月 10日(日) 

 

・2017 年度第 2 回放送番組審議会の

議事概要公表について 

・2018 年度第 1 回放送番組審議会資

料について 

・2018 年度サマープログラム等番組

の予定について 

・指定番組等について 

第 2回放送番組審議会 12月 1日(土) 

 

・2018 年度第 1 回放送番組審議会の

議事概要公表について 

・2018 年度第 2 回放送番組審議会資

料について 

・2018 年度年末年始特別番組の予定

について 

・指定番組等について 

 

 

（４）役員等の異動に関する事項 

2018年は、評議員全員が 3月 16日付で任期満了となりましたが、同日付で新

任評議員 2名を含む 7名が評議員に選任されました。 

評議員・放送番組審議会委員の異動は下表のとおりです。 

なお、理事・監事の異動はございませんでした。（敬称略） 

 

退  任 就  任 

評議員 

3月 16日付  佐藤 武良 

3月 16日付  菱沼 毅 

9月 14日付  浜尾 朱美 

評議員 

3月 16日付  山﨑 毅紀 

3月 16日付  長岡 壽男 

12月 15日付  井口 保子 

放送番組審議会委員 

7月 1日付   浜尾 朱美 

12月 31日付  佐々木 嘉雄 

放送番組審議会委員 

12月 1日付 外山 みどり 

（2019年 1月 1日付 白川 次郎） 

 

 

（５）検査事項 

検査名 検査機関 日 程 

平成 30年度 

コンプライアンス監査 
JRA 10月 18日（木） 



 

（６）その他 

この事業概況報告書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行 

規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な

事項」に該当する事項はないため、作成しておりません。 

 

 

 

 

－ 以 上 － 


