
 

2019 年度事業概況報告書 

概況 

2019 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、中央競馬中継をはじめ、海外・地方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。 

新しく始めた番組として、 

① 海外競馬情報番組「ALL IN LINE！～世界の競馬～」を制作し、不定期に

海外競馬の回顧番組を 7 回、中継番組を 5 回、紀行番組を 2 回、計 14 回放送

しました。 

② 地方競馬情報番組「アタック！地方競馬」を制作し、毎週土曜日の１７時３０

分から３０分間、４月から放送を開始しました。 

こうした新たな競馬情報番組を制作、放映することで、視聴者の競馬への関心

を高めるような番組の充実を図りました。 

2019 年 12 月末現在のグリーンチャンネル加入件数は 324,693 件（+7,677 件）

となりました。 

なお、内訳は、放送サービスが 242,887 件（－6,326 件）、インターネット配信

サービスが 81,806 件（+14,003 件）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（361 社）及び

IPTV（4 社）への番組供給を行いました。 

（２）配信事業では、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」を 9月に抜本的なリニューアルを行い、懸案となっていた

画質向上（最大２Ｍまでの高画質化）等を実現するとともに、既存 Web会員

の新システムへの円滑な移行ができました。 

さらに新規加入者の獲得及び既存利用者の離脱防止を図るため、見逃し配信

やライブラリ動画のサービス機能を付加する等、利便性を向上させた新システ

ムを構築して Web配信の魅力を向上させたことにより、9月末でサービスを終

了した NTT ドコモ限定の「グリーンチャンネルモバイル（SPモード）」の契

約件数の減少分を大きく上回る新規加入契約を獲得できました。 

（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 11 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 

かしわ記念（JpnⅠ） 船橋 5 月 6 日(月) 

帝王賞（JpnⅠ） 大井 6 月 26 日(水) 

ジャパンダートダービー（JpnⅠ） 大井 7 月 10 日(水) 

JBC3 競走（JpnⅠ） 

JBC レディスクラシック 

JBC スプリント 

JBC クラシック 

浦和 11 月 4 日(月) 

全日本 2 歳優駿（JpnⅠ） 川崎 12 月 18 日(水) 

東京大賞典（GI） 大井 12 月 29 日(日) 

（中継回数 139 回） 

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 30 日(土) 

ドンカスターマイル★ 

※中央競馬全レース中継で放送 
豪 4 月 6 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 28 日(日) 

ケンタッキーダービー★ 米 5 月 5 日(日) 

英 1000 ギニー 

※ALL IN LINE！～世界の競馬～で放送 
英 5 月 5 日(日) 

イギリスダービー 

※ALL IN LINE！～世界の競馬～で放送 
英 6 月 1 日(土) 



 

ベルモントステークス★ 米 6 月 9 日(日) 

プリンスオブウェールズステークス★ 英 6 月 19 日(水) 

キングジョージⅥ＆クイーンエリザベス

ステークス★ 
英 7 月 27 日(土) 

ナッソーステークス 

※ALL IN LINE！～世界の競馬～で放送 
英 8 月 1 日(木) 

インターナショナルステークス★ 英 8 月 21 日(水) 

アイリッシュチャンピオンステークス★ 愛 9 月 14 日(土) 

凱旋門賞前哨戦（フォワ賞・ヴェルメイユ

賞・ニエル賞） 

※ALL IN LINE！～世界の競馬～で放送 

仏 9 月 15 日(日) 

凱旋門賞★ 仏 10 月 6 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 19 日(土) 

ブリティッシュチャンピオンズデー 

（チャンピオンステークス） 

※ALL IN LINE！～世界の競馬～で放送 

英 10 月 19 日(土) 

コックスプレート★ 

※中央競馬全レース中継で放送 
豪 10 月 26 日(土) 

メルボルンカップ★ 豪 11 月 5 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・マイルについて

はグリーンチャンネル 2で生中継を実施 

香港 12 月 8 日(日) 

※JRA が勝馬投票券の発売を行った競走：14 日、20 レース。 

 

（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。 



 

番組名 番組内容 

月曜馬劇場【1～5 月】 

「新・競馬ワンダラー

４」 

廃止になった競馬場や競馬関連施設を巡り、日本全

国を縦横無尽に駆け回ってきたワンダラー号と浅野

靖典。今回の旅は北海道。全 17 話。 

月曜馬劇場【5～6 月】 

「徹底リサーチ！平成

競走馬進化論」 

平成の時代は日本の競走馬が急激に力をつけた。

「馬」そのものが個体として力をつけたのか、または

「馬」の能力を引き出す「人」の技術が向上したのか

を分析した番組。全 7 話。 

月曜馬劇場【7～9 月】 

「Yo! Jockey」 

レースで魅せる騎手の姿。競馬ファンがときめく瞬

間。この番組では地味な努力やライフスタイルなど、

普段ファンが見ることのできない騎手の横顔をお伝

えする番組。全 14 話。 

月曜馬劇場【10～12 月】 

「うまのこ TIM 2019」 

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の 2019

年版。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。 

【新番組】 

ケイバどーも 

中央競馬の話題を中心に、楽しいトークと展望でお

届けする情報番組。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水曜馬スペ！ 

【1 月】 

・うまのこ TIM2019 スペシャル 

【2 月】 

・2018JRA 賞授賞式ダイジェスト 

・2018 サラブレッドランキングレポート 

【3 月】 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～岩元市三 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～栗田博憲 

【4 月】 

・アナタの知らないウインズの世界 

・G－FM 走れ！ミュージックリクエスト 

【5 月】 

・2 歳馬カタログ 2019 Part.1 

・2 歳馬カタログ 2019 Part.2 

【6 月】 

・インスタントジョンソンの競馬ゲーム大作戦 2～

ウイニングポスト編 

・僕はカナダで騎手になる 3 



 

番組名 番組内容 

【7 月】 

・新・競馬ワンダラー4 外伝 草ばんばに焦がれて 

・徹底リサーチ！平成競走馬進化論スペシャル 

【8 月】 

・G－FM 走れ！ミュージックリクエスト 

 ～2019 夏～ 

・競馬イントロドン！！ 

【9 月】 

・淑子の見た北の大地 2019 

・潜入！馬場管理の舞台裏２ 

【10 月】 

・秋競馬展望 KEIBA コンシェルジュ 

 ～秋のオッズ・マスターズ・グランプリ特別編～ 

・追悼特別番組 英雄飛翔ディープインパクト 

【11 月】 

・マスターフェンサー米国遠征記 

・アナタの知らないウインズの世界２ 

【12 月】 

・アルゼンチンの馬産地 

・G-FM 走れ！ミュージックリクエスト 

～2019 有馬記念 

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。 

【新番組】 

M’s TV( 岩 手 競 馬

Presents) 

JRA ネット投票での発売レース等の展望を中心に岩

手競馬の魅力をお伝えする情報番組。 

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。 



 

番組名 番組内容 

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。 

【新番組】 

VAN で勝馬さがしてみ

ませんか 

指数 VS データの予想に加えて、専門紙記者による

懇親の予想をお届けしながら、JRA-VAN 各種サービ

スの有用性・便利性をアピールする予想番組。 

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。 

【新番組】 

アタック！地方競馬 

地方競馬の 1 週間の注目レースの展望や回顧はもち

ろん、要注目の馬や騎手、調教師などの横顔や、旬な

話題をお伝えする地方競馬情報満載の番組。 

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！2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】2018 海外競馬総集編 

【3 月】ドバイワールドカップデー徹底解説！ 

【4 月】ドンカスターマイル徹底解説！ 

【4 月】香港チャンピオンズデー徹底解説！ 

【5 月】ケンタッキーダービー徹底解説！ 

【6 月】プリンスオブウェールズ S 徹底解説！ 

【7 月】キングジョージⅥ世＆クイーンエリザベス S

徹底分析！ 

【8 月】インターナショナル S 徹底解説！ 

【9 月】アイリッシュチャンピオン S 徹底解説！ 

【10 月】凱旋門賞徹底解説！ 

【10 月】コーフィールド C 徹底解説！ 



 

番組名 番組内容 

 

 

 

【10 月】コックスプレート徹底解説！ 

【11 月】メルボルン C 徹底解説！ 

【12 月】香港国際競走徹底解説！ 

【新番組】 

ALL IN LINE! 

～世界の競馬～ 

注目の海外競馬について、JRA が馬券発売を実施し

ないレースについても、回顧、中継、紀行番組として、

その魅力をお届けする情報番組です。 

（以下、③海外競馬中継で記載済の「中継番組」を除いて記載。） 

【3 月】欧米クラシック展望 

＆ドバイ・スーパーサタデー速報 

【7 月】欧米クラシックおよび 

ロイヤルアスコット開催の回顧 

【9 月】上半期総集編 

【11 月】2019 ブリーダーズカップ回顧 

【12 月】メルボルン スプリングカーニバル他 

【12 月】2019 世界の競馬 総集編（フラットレビュ

ーPart1、Part2） 

【12 月】世界馬紀行 競走馬とともに～ニューマー

ケット編（Part1、Part2） 

   

② 特別番組 

番組名 番組内容 

2019 新春特番 

俺たちの平成競馬 

平成も残りわずかとなった新春。次の時代を迎える

にあたり、平成の 30 年間を振り返ると題して、出演

者に宮川一朗太、土屋伸之（ナイツ）、佐藤哲三（元

JRA 騎手）を迎えて、平成の競馬の醍醐味を余すこ

となく伝える番組。 

2019 今年はどうなる 

中央競馬！【年始特番】 

JRA 後藤正幸理事長に 2018 年の感想と 2019 年の

施策や抱負などをお伺いするインタビュー番組。 

2018 JRA 賞授賞式ダイ

ジェスト 

2018 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 2019 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。 



 

番組名 番組内容 

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

2019‐2020 

今年で 4 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。 

2019 上半期重賞リプレ

イ Part1～3 

【サマープログラム】 

2019 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。 

M’s TV( 岩 手 競 馬

Presents)特別編（直前ス

ペシャル） 

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（年間 3 回）。 

競馬場の達人 熱闘馬

券対決編 

自腹で馬券勝負するバラエティー番組。今回は、お笑

い芸人のかまいたち＆ビタミン S・お兄ちゃんが果

敢に馬券勝負。 

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。 

とびだせ！トレセンま

るごと情報局 2019～夏

競馬攻略スペシャル 

【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

2019 

【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 3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。 

令和元年ラスト GⅠ 

～東京大賞典 

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。 

2019 GⅠ競走全リプレ

イ【年末特番】 

2019 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。 

2019 年競馬年鑑 

【年末特番】 

2019 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。 



 

番組名 番組内容 

Yo！Jockey スペシャル ２０１９夏話題となった「Yo!Jockey」の特別編 2 本

立て。小崎ジョッキーと、高田潤ジョッキーの模様を

お届けしました。 

（３）馬事番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

2018FEI「ネーションズ

カップ・ファイナル」 

2018 年 10 月にスペイン・バルセロナで開催された

FEI ネーションズカップ・ファイナルの様子を紹介

する世界の馬術競技番組。 

目指せ！ジョッキーベ

イビーズ 2019（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。 

Ready Steady Tokyo 

～東京 2020 馬術テスト

イベント 

東京 2020 テストイベントとして、8 月に総合馬術大

会が行われた大会の模様を伝えるとともに、東京

2020 の馬術競技会場として使用される現在改装中

の東京・世田谷の馬事公苑を紹介した番組。 

ターフに駆ける夢 2019 

～第 11 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。 

2019 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「2019 JRA ブリーズ  

アップセール」の中継番組。 

ノーザンファーム上場

馬特集～セレクトセー

ル 2019 

「JRHA セレクトセール 2019」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

2019 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 2019」の中継番組。 

2019 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

「2019 北海道セレクションセール」の中継番組。 

世界馬術選手権ハイラ

イト～総合馬術、エンデ

ュランス、ボルティン

グ、パラ・ドレッシャー

ジュ 

2018 年 9 月にアメリカ・ノースカロライナ州のトラ

イオンで開催された世界馬術選手権。各種目で世界

一をかけて行われた競技の様子を紹介する世界の馬

術競技番組。 

ジェイエス繁殖牝馬セ

ール大解剖 SP！2019 

「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。 

 



 

（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！2 

（1～3 月） 

がんばる！畜産！3 

（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。 

カテゴリーを３つ（①畜産トレンド発見！、②ドキュ

メント！畜産の新主役たち、③なるほど！畜産現場）

に分けて放送。 

 

（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 

グリーンサイエンスア

ワー（持込番組：放映権

2021 年 3 月末まで・再

放送） 

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、2019 年 12 月末現在の加入件数は、242,887 件 

（前年比 97.5％）でした。 

スカパー！（BS 放送）の加入件数は微増（前年比 101.4％）にとどまり、そ

の他放送サービスの加入件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、2019 年 12 月末現在の加入件数は、

81,806 件（前年比 120.7％）でした。 

    グリーンチャンネル Web の加入件数は、9 月に利便性の向上を図るために

リニューアルした効果もあり、9 月末でサービスを終了したグリーンチャンネ

ルモバイル SP モードの利用件数の減少分を補い、さらに伸長した。 

 

（３）プラットフォーム別の内訳（2019 年 12 月末現在） 

プラットフォーム 加入件数 増減数 前年比 

■放送サービス    

スカパー！(BS 放送) 71,487 件 +977 件 101.4% 

スカパー！プレミアム(CS 放送) 69,159 件 －5,716 件 92.4% 

CATV 86,139 件 －1,331 件 98.5% 

ひかり TV 11,081 件 －61 件 99.5% 

スカパー！光 2,849 件 －180 件 94.1% 

au ひかり 2,172 件 －15 件 99.3% 

小 計 242,887 件 －6,326 件 97.5% 



 

 

プラットフォーム 加入件数 増減数 前年比 

■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 0 件 －6,135 件  

グリーンチャンネル Web 81,806 件 +20,138 件 132.7% 

小 計 81,806 件 +14,003 件 120.7% 

【合 計】 324,693 件 7,677 件 102.4% 

 

（４）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 

・グリーンチャンネル HP での広告・告知（通年） 

・インターネット広告の出稿（3 月～12 月） 

・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） 

・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） 

・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） 

・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 2020 RACING SCHEDULE への出稿（11 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2020 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 14 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 48 組 96 名、応募葉書総数 2,490 枚 

6～12 月 

・無料放送による加入促進施策 

馬券発売のある主要な海外競馬のレース当日に無料放送

を実施（計 14 日） 

3 月～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 



 

 

（５） 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 7,000 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 や Twitter を利用した放送番組等の情報発信

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 27 日(水) 

 

・2018 年度事業概況報告書の件 

・2018 年度決算書の件 

・2018 年度公益目的支出計画実施報告書の件 

・2019 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 3 月 22 日(金) 

 

・理事長（代表理事）及び常務理事（業務執行

理事）の選定の件 

第 2 回臨時理事会 6月 26日（水） 

 

・2019 年度事業計画の変更の件 

・2019 年度収支予算補正の件 

・規程の改正の件 

・2019 年度第 1 回臨時評議員会の招集の件 

第 2 回定例理事会 11月27日(水) ・2020 年度事業計画の件 

・2020 年度収支予算の件 

・2020 年度放送番組審議会委員の選任の件 

・2019 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 22 日(金) 

 

・2018 年度事業概況報告書の件 

・2018 年度決算書の件 

・2018 年度公益目的支出計画実施報告書の件 

・役員の報酬の総額の変更の件 

・規程の改正の件 

 常勤役員の報酬等の支給に関する規程 

・役員退職慰労金の支給の件 

・理事及び監事の選任の件 

・評議員の選任の件 

第 1 回 

 臨時評議員会 

7 月 11 日(木) 

 

・2019 年度事業計画の変更の件 

・2019 年度収支予算補正の件 

第 2 回 

臨時評議員会 

12月12日(木) 

 

・2020 年度事業計画の件 

・2020 年度収支予算の件 

 

（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 9 日(日) 

 

・2018 年度第 2 回放送番組審議会の議

事概要公表について 

・2019 年度第 1 回放送番組審議会資料

について 

・2019 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 11 月 30 日(土) 

 

・2019 年度第 1 回放送番組審議会の議

事概要公表について 

・2019 年度第 2 回放送番組審議会資料

について 

・2019 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 

2019 年は、理事・監事全員が 3 月 22 日付で任期満了となりましたが、同日付

で理事 4 名・監事 2 名が再任され、新たに理事 2 名が選任されました。 

理事の異動は下表のとおりです。 

また、理事長には、田村正明理事長の退任を受け、山川雅典理事長が選定され

ました。 

 

退  任 就  任 

理事 

3 月 22 日付  田村 正明 

        内田  齊 

理事 

3 月 22 日付  山川 雅典 

        伊藤  裕 

 

（敬称略） 

 

評議員の異動は下表のとおりです。 

なお、放送番組審議会委員の異動はございませんでした。 

 

退  任 就  任 

評議員 

3 月 22 日付  吉﨑 一郎 

 

評議員 

3 月 22 日付  臼田 雅弘 

 

（敬称略） 

 

（５）検査事項 

検査名 検査機関 日 程 

2019 年度 

コンプライアンス監査 
JRA 10 月 31 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「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、附属明細書は作成しておりません。 

 

 

－ 以 上 － 


