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関連事業の概況
NHKの関連団体は，それぞれの事業分野でNH

Kの業務を補完・支援し，NHKとともに豊かで

多様な放送文化の創造に努めることを基本的な役

割としている。

NHKの業務の効率的推進により経費の節減を

図ると同時に，放送のデジタル化や，多メディア

化等が進んでいく中でNHKのソフト資産・ノウ

ハウの利活用や社会還元を進め，副次収入等の財

政的寄与により視聴者の負担を抑制していくこと

などを主な目的として運営されている。

関連団体については，グループ経営の最適化を

目指し，子会社や関連公益法人の業務の見直しを

進め，計画的に再編・統合を行うこととしている。

また，NHKと関連団体の取り引きについても，

さらに透明性を高めていく。

1 ．関連事業の体制

09年 6 月に「NHK名古屋ビルシステムズ」が

解散した。これにより，09年度末現在，NHKの

関連団体は，子会社15社，関連会社 5社，関連公

益法人等 9団体の計29団体となった。総従業員数

は6,088人である。（⇒p.815）

なお， 10年 4 月に，「NHK Enterprises

America」と「Japan Network Group」の 2 社

を「NHK Cosmomedia America」として，「NH

K Enterprises Europe」と「Japan Satellite TV

(Europe）」の 2 社を「NHK Cosmomedia

(Europe）」としてそれぞれ統合した。

また，10年 4 月，NHK番組の海外販売やNHK

で放送する海外番組の購入等を行っている「国際

メディア・コーポレーション」と「NHKエンタ

ープライズ」が統合した。存続会社は「NHKエ

ンタープライズ」で，商号の変更はない。

2 ．関連団体の決算概要

09年度の関連団体決算は，健保・共済会を除く

27団体の単純合計額で，売上高（事業収入）

2,972億円（対前年度95億円増），当期純利益（正

味財産増減額）78億円（対前年度 6億円増）であ

り，増収増益となった。

NHK副次収入への寄与額は，景気の低迷によ

り，前年度より 4億円減の84億円となった。

今期決算に伴う配当は，対前年度 2億円増の32

億円で，うちNHKの受取額は，対前年度 2 億円

増の19億円となった。

3 ．団体に対する出資など

09年度は，新たな関連団体への出資や関連団体

への増資はなかった。関連団体以外への出資・出
しゅつ

捐
えん

については，一般放送事業者の教育・教養番組

のいっそうの充実を図ること等を目的とする財団

法人「放送番組センター」に8,085万円の出捐を

行った。

Ⅰ．関連団体への番組制作委託

NHKでは，コンパクトな番組制作体制の下で

質の高い放送番組を安定的に確保するため，09年

度も08年度同様，関連団体への番組制作委託を進

めてきた。

また，番組のいっそうの多様化を図るため，関

連団体を通じて，番組制作会社にも企画提案を求

め，一部の番組制作を委託した。

関連団体への委託では，「NHKエンタープライ

ズ」に，『NHKスペシャル』などの大型企画番組，

ドラマ番組（『土曜時代劇～咲くやこの花』など），

芸能番組（『爆笑オンエアバトル』など），アニメ

番組（『アニメ　おじゃる丸』など）の制作，購

入番組の日本語制作などの委託を行った。

「NHKエデュケーショナル」には，『きょうの

料理』『おかあさんといっしょ』『日曜美術館』

{ニュースで英会話』『となりの子育て』など，

生涯学習や教育・教養に関する番組の制作を委託

した。

「NHKグローバルメディアサービス」には，

大相撲，プロ野球をはじめとするスポーツ番組や，

{ワールドニュースアワー』『アジアクロスロー

ド』『おはよう世界』などのニュース・情報番組

を委託した。

「総合ビジョン」には，『忍たま乱太郎』『衛星

アニメ劇場～花咲ける青少年』などのアニメ番組

の制作を委託した。

「NHKサービスセンター」には，『見どころN

HK』『NHKプレマップ』などの広報番組や各種

番組スポットなどの制作を委託した。

「NHKプラネット」には，『こんなステキなに

っぽんが』『にっぽん熱中クラブ』『素敵にガーデ

ニングライフ』などの番組を委託した。

「日本国際放送」には，『OUT & ABOUT』

{TOKYO FASHION EXPRESS』などの国

際放送番組を委託した。
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Ⅱ．放送番組等の二次展開

1 ．映像・音声商品等の発行

「NHKエンタープライズ」からは，NHKビデ

オ・DVDの名称で，大河ドラマ『天地人』，『NH

Kスペシャル～エジプト発掘』『スペシャルドラ

マ～坂の上の雲』などの映像商品を発行した。

また「NHKサービスセンター」からは，NHK

CDの名称で，『基礎英語 1 ～ 3 』（CD付テキスト

向け）などの月刊語学教材のほか，『まいにち中

国語』『思い出の映画音楽大全集』『東京落語会名

演集』などの音声商品を発行した。

2 ．放送番組および素材の提供

（1）企業・団体への番組の提供
一般企業・団体の研修用や展示，イベント用に

[NHKサービスセンター」を通じて放送番組を

提供した。

（2）BS・CS放送事業者への番組提供
「NHKエンタープライズ」を通じて，CS放送

事業者等に大河ドラマ『武田信玄』，『連続テレビ

小説～おしん』『NHKスペシャル～恐竜VSほ乳

類』『小さな旅』などを提供した。また，「NHK

グローバルメディアサービス」からは，『日本オ

ープンゴルフ』『日本女子オープンゴルフ』など

を提供した。

（3）CATVへの番組提供
「NHKエンタープライズ」を通じて，『連続テ

レビ小説～純情きらり』や『ためしてガッテン』

{きょうの料理』などを提供した。

（4）機内上映用の提供
航空機の旅客サービス用として，「NHKグロー

バルメディアサービス」「NHKサービスセンタ

ー」を通じて日本航空，全日本空輸などへ『NH

Kニュース』『美の壺』などを提供した。

（5）番組素材の提供
民間放送局および一般企業・団体への番組素材

の提供を「NHKサービスセンター」を通じて，

また「放送大学学園」への番組素材の提供を「N

HKエデュケーショナル」を通じて行った。

（6）キャラクターの使用許諾
「NHKエンタープライズ」が，「どーもくん」

等のキャラクターの使用許諾を行った。

3 ．デジタル事業

「NHKエンタープライズ」を通じて，ブロー

ドバンド事業者に『プロジェクトX』や『NHK

スペシャル』などを提供した。また，「NHKグロ

ーバルメディアサービス」などが行う携帯電話等

のモバイル端末向けのサービスに対し，番組の楽

曲や映像クリップなどの提供を行った。

4 ．番組・素材の海外提供

関連団体を通じて，番組とニュース素材を海外

の放送機関などへ提供した。「NHKエンタープラ

イズ（国際メディア・コーポレーションに再委

託）」からアニメやドラマ・自然番組などを提供，

[NHKエデュケーショナル」から教育番組を提

供，「NHKグローバルメディアサービス」からは

[NHKワールドプレミアム」を配信した。

開発途上国の放送機関などには，「NHKインタ

ーナショナル」から「番組国際ライブラリー」の

保存番組を公的資金によって提供した。

番組素材については，海外の放送局や一般企

業・団体に対して「NHKインターナショナル」

を通じて提供した。

5 ．放送番組関連の出版

『ためしてガッテン』『天地人』『連続テレビ小

説～ウェルかめ』『プロフェッショナル　仕事の

流儀』『新・三銃士』『坂の上の雲』『英語でしゃ

べらナイト・リターンズ』『シャキーン！』など

の番組に関連した出版物が，「日本放送出版協

会」や外部出版社から発行された。

関連団体

Ⅰ．子会社

1 ．NHKエンタープライズ

09年度は，テレビ，ラジオ合わせて 1万本を超

える放送番組を制作した。ケータイとテレビを結

んでミステリーを解決する新しい趣向の『探偵X

からの挑戦状』のほか，テレビ地上波では，『た

った一人の反乱』『ザ・ベストテレビ』『SAVE

THE FUTURE』『ワイルドライフ』『ダーウィン

が来た！生きもの新伝説』『世界遺産への招待

状』『シリーズ　世界遺産100』『ママさんバレー

でつかまえて』『アートエンターテインメント

迷宮美術館』，『ドラマ 8 』の「ROMES」「ふた

つのスピカ」「とめはねっ！」，『土曜時代劇』の

[オトコマエ 2 ！」「陽炎の辻 3 」，『正月時代

劇』の「陽炎の辻スペシャル」，『土曜ドラマ』の
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[外事警察」「チャレンジド」，『東京カワイイ★

TV』{世界ふれあい街歩き』『ゆうどきネット

ワーク』『スタジオパークからこんにちは』『金曜

バラエティー』『スーパーレッスン』『みんなのう

た』など。

衛星放送では，『どれみふぁワンダーランド』

{BS熱中夜話』『Asian in Japan』『BS永遠の音

楽大全集』『デジタルスタジアム』『週刊ブックレ

ビュー』『地球アゴラ』『Shibuya DeepA』『ジェ

ネレーションY』『ザ少年倶楽部』『爆笑オンエア

バトル』など。

『海外ドラマシリーズ』では，「イ・サン」「ス

ポットライト」「プライミーバル」「デスパレート

な妻たち」「ER14」「名探偵モンク」など。

ハイビジョンでは国内共同制作の『猫のしっぽ，

カエルの手』『にっぽん木造駅舎の旅』『名曲探偵

アマデウス』『アインシュタインの眼』『双方向ク

イズ　にっぽん力』『100年インタビュー』『ハイ

ビジョン特集』など。

アニメでは『エレメントハンター』『おじゃる

丸』『メジャー』『獣の奏者エリン』など。

自主事業としては，「ABU・大学・高専ロボコ

ン」「東京JAZZ2009」「ロックの学園」「ごはん

DE笑顔プロジェクト」などの数々のイベントや

[認知症フォーラム」などのシンポジウムを開催

した。また，東京国際フォーラム地上広場で「ス

トラスブールのマルシェ・ド・ノエル」を開催し

たほか，「横浜開港150年関連展示」や「大河ドラ

マ『天地人』関連展示」などの展示を行った。こ

のほか，NHKエンタープライズ合併 5 周年記念

事業として，これまでに評価の高かったBSドキ

ュメンタリーを新宿バルト 9 で劇場公開する

[This is REAL」を実施した。また，各種団

体・企業からの受託により，映像ソフトを多数制

作した。

パッケージ事業では，『スポットライト』や

{イ・サン』などの韓流ドラマをはじめ，『ハゲ

タカ』（DVD，映画），『天地人　完全版』，『坂の

上の雲』第 1 部など237タイトルのDVDを発行し

た。幼児向けDVDでは『いないいないばあっ』

や『リトル・チャロ』『おかあさんといっしょ』

などを発行。また，次第にニーズが高まっている

ブルーレイディスクでは，『里山』『ハゲタカ』

{エジプト発掘』など特性を生かす商品を投入し

て普及に資する品ぞろえに努めた。なかでもNH

Kクラシック『ハイティンク指揮ロイヤルコンセ

ルトヘボウ／ブルックナー「交響曲 9 番」』は内

容とともに音質・画質を評価され，外部で受賞し

た。

キャラクター事業では「Wii NHK紅白クイズ

合戦」や「エレメントハンター」の版権，各種商

品開発のほか前年に引き続き「フェリーチェス」

の NHK環 境 キ ャ ン ペ ー ン 「 SAVE THE

FUTURE」への参加など，放送に加え出版，商

品，モバイル等への展開に取り組んだ。

CATV事業ではケーブルテレビ事業者79社に，

約3,800本の放送番組を頒布した。また，BS／CS

放送事業者へ約1,900本の放送番組を販売した。

外部配信事業者への番組提供（VOD）ではST

B用として 8 社に393タイトルを，パソコン向け

配信事業者10社に35タイトルを提供した。また，

NHKからの委託によりNOD業務における原盤制

作，権利処理等の関連業務を行った。

NHKの人気番組関連コンテンツを総合的に楽

しめる携帯サイト「NHKストリート」では，『龍

馬伝』関連コンテンツの掲載などに取り組み，会

員数増を図った。

アーカイブス，権利処理事業では，番組アーカ

イブスなど65本の放送許諾と317本の公開許諾を

取得し，NHKの「公開ライブラリー」での公開

本数はテレビ6,099本，ラジオ586本となった。

10年 4 月 1 日，㈱国際メディア・コーポレーシ

ョン（MICO）と合併し，国内に加え国際分野で

の展開機能を併せ持つ「総合コンテンツ企業」と

して新たなスタートを切った。

2 ．NHKエデュケーショナル

教育テレビを中心に年間およそ9,400本のNHK

番組を制作するかたわら，番組関連テキストの編

集，イベントの企画・制作，独自の映像ソフト制

作，デジタルコンテンツ制作，キャラクター事業

など，さまざまな分野で事業展開を図っている。

09年度は，教育テレビでは新番組『すイエんサ

ー』『ITホワイトボックス』『みいつけた！』『ク

ッキンアイドル　アイ！マイ！まいん！』『ニュ

ースで英会話』をはじめ，『日曜美術館』『美の

壺』『おかあさんといっしょ』『にほんごであそ

ぼ』『きょうの料理』『おしゃれ工房』『趣味の園

芸』『趣味悠々』『囲碁講座』『将棋講座』『ここが

聞きたい！名医にQ』『きょうの健康』『知る楽

仕事学のすすめ』『見える歴史』『テレビ高校講

座』『となりの子育て』『語学講座』など。また，

特集として『ETV特集』の「日本と朝鮮半島

2000年　第 9 回和解のために」「障害者たちの戦

争」「藤沢秀行の遺言」，『ETV50』の「キャラク

ター大集合」などを放送した。
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総合テレビでは『生活ほっとモーニング』『チ

ェンジメーカー』『きょうの料理プラス』『趣味の

園芸プラス』や新番組『ソクラテスの人事』のほ

か，特集では『皇室の名宝』『京都・南禅寺界隈

明治日本のユートピア』『放送記念日特集　激震

マスメディア～テレビ・新聞の未来』などを放送

した。

衛星放送では『ハイビジョン特集』で「生誕百

年　太宰治の津軽」「中国の絶美は“玉”にあ

り」「勺勺客～食は広東にあり，料理人は藍田に

あり」「再期の帰郷」を放送したほか，特集とし

て「帰還者たちの北朝鮮」「わたしの手韶治虫」

[絵金伝説～幕末土佐を生きた闇の絵師」などを

放送した。

このほか，「東京国際キルトフェスティバル」

や「国際バラとガーデニングショウ」「おかあさ

んといっしょファミリーコンサート」「食と地域

を考えるフォーラム」などのイベントの企画・運

営，放送大学の授業番組の制作を行った。

3 ．NHKグローバルメディアサービス

09年 4 月 1 日にNHK情報ネットワークと日本

文字放送が合併し，NHKの報道分野を包括的に

担う関連団体，NHKグローバルメディアサービ

スとしてスタートした。

NHKの委託で衛星第 1 を中心とするニュー

ス・情報番組の制作，スポーツ中継・番組制作，

番組に文字を付加した字幕番組の制作，デジタル

放送のデータ制作，映像編集，海外送受信のほか，

モバイル・インターネットのデジタルコンテンツ

関連事業など多角的な業務を展開している。

モバイル事業の携帯サイト「NHKニュース＆

スポーツ」は，NHKニュースをベースに速報メ

ールやスポーツ情報などの付加サービスを有料サ

ービスの柱として展開した。雨の降り始めを事前

にメールでお知らせする「雨降り安心メール」や

政権選択で注目を集めた衆院選に際して，当確者

をいち早く伝える「当確メール」を新設したこと

で，利用者が順調に増えた。

ニュース系では『BSニュース』『ワールドニュ

ース』を中心にNHKから受託し制作した。

番組系では『NHKスペシャル』の「ONの時

代」「証言ドキュメント　永田町・権力の興亡」

[ミラクルボディー　滑降　時速160㎞～極限の

恐怖に挑む」などを制作し高い評価を得た。また

ワンセグ放送の初めての独自番組『ワンセグラン

チボックス』を年間制作した。

字幕制作は，総合テレビ・教育テレビ・衛星放

送のこれまでの番組に加えて，09年度，新たに総

合テレビの生番組『クローズアップ現代』『週刊

こどもニュース』などの字幕制作を行った。

冬のバンクーバーオリンピックの中継番組につ

いては，前回トリノ大会の1.5倍にあたる55時間

の生字幕を制作した。また独自事業として，放送

大学の93番組の字幕も制作した。

データ放送は，首都圏の情報について，ウェブ

サイトなどと連動した 3スクリーンのコンテンツ

制作を受託し，携帯サイトも新たに立ち上げた。

インターネットに接続したデータ放送では，全国

12万か所余りの避難所の情報を地図とともに表示

する「避難所情報」のデータ化を完成させた。

スポーツ部門では，冬のバンクーバーオリンピ

ックにあたって，総合テレビ・衛星第 1・ラジオ

第 1 の 3 波で530時間を超える中継放送と関連番

組の制作を担当した。

MLB中継では開幕からワールドシリーズまで

247試合を放送，日本のプロ野球は135試合，サッ

カーはJリーグ43試合，天皇杯23試合，ワールド

カップアジア予選最終予選 7試合，アジアチャン

ピオンズリーグ 7試合の放送を担当した。

NHKのニュース・番組を海外に配信する「NH

Kワールドプレミアム」は09年度，105の国と地

域の215の放送事業者に24時間配信を行った。

国際回線のコーディネート事業では，新型イン

フルエンザ感染のニュースからバンクーバーオリ

ンピック，チリ地震に至るまで多岐にわたる報道

に対応した。また，インターネット回線を利用し

たファイル伝送など新たな通信技術への取り組み

も積極的に進めている。

こうした年間の事業に加えて，10年 4 月 1 日，

㈱国際メディア・コーポレーションのスポーツ事

業部門を統合し，NHKのニュースとスポーツ部

門を中核として支援する体制をさらに強化した。

4 ．日本国際放送

日本から世界に向けた情報発信の強化を目指

し，テレビ国際放送の編成送出，番組制作，受信

環境整備などNHK受託業務のほか，日本国際放

送（JIB）の独自放送枠やインターネットによる

配信など自主事業に取り組んだ。

受託番組は『J-MELO』『OUT & ABOUT』

{TOKYO EYE』『TOKYO FASHION

EXPRESS』などを制作。受信環境整備は，09年

度末に24時間視聴可能世帯数が 1 億2,500万世帯

となったほか，全米やアジアのホテルでも視聴可

能となった。



NHK年鑑’10

09年度の主なJIB独自制作番組は，『As i an

Perspect ives』（シリーズ 4 本），『WILLING

HANDS』（同 6 本），『Japan in the Changing

World』（同 2 本），『Chinese Noodle Odyssey』

(英語版制作，同13本），放送開始 1 周年番組

{JAPAN 2010』（同 2 本）など。そのほか，独

自放送枠では，『NIKKEI Japan Report』（月 1

回）や地方の民放制作番組『Living the Ainu

Tradition』（北海道テレビ放送），『Blessing of

the mountain』（秋田放送），『Reviving their

Secluded Hot Springs』（東日本放送），『Forever

with Children』（毎日放送）などを編成。また，

JIB独自のモニター制度を開始，世界各地のモニ

ターからJIB番組への意見や要望を集め，番組制

作に生かしている。インターネット配信は，配信

画面がフルスクリーン表示になり視聴環境が改善

された。

5 ．NHKプラネット

NHKプラネットは地域に拠点を持ち，地域放

送サービスの充実と，ネットワークを生かした地

域情報の全国・世界発信，それに地域に貢献する

イベントの企画・実施を行っている。全国発信番

組では『にっぽん熱中クラブ』『こんなステキな

にっぽんが』『素敵にガーデニングライフ』を，

国際発信番組では『OUT ＆ ABOUT』を受託し，

各拠点で分担して制作した。

東京本社では，上記のほか『そりゃあんまり

だ』『NHKスペシャル・セーフティネットクライ

シスⅢ』『ハイビジョン特集～華麗なる英国競馬

の世界』『クローズアップ現代～フード・デザー

ト』などの番組を制作した。

近畿総支社では，『ハイビジョン特集～復元

幻の大寺院』などのほか『歴史秘話ヒストリア』

{俳句王国』などの番組制作事業，「’09食博覧

会・大阪」などのイベント企画事業，「イタリア

美術とナポレオン展」などの展覧会事業，NHK

大阪ホールの運営管理・ホールイベント公演を実

施した。

中部支社では，『情報フレッシュ便　さらさら

サラダ』『サタ★テン』『金とく』『めざせ！会社

の星』などの番組制作事業，「全国植樹祭　2009

ふくい」「東儀秀樹＋古澤巌　全国ツアー」など

の事業業務，映像と立体音響を組み合わせた「清

洲城リニューアル」展示映像事業を実施した。

中国支社では，『ドラマ　火の魚』『百歳バンザ

イ！』『ふるさと発スペシャル』などの番組制作

事業，「全国都市緑化おかやまフェア」「NHK交

響楽団演奏会」事業業務，「特別支援教育相談ガ

イド」作成事業，仁摩サンドミュージアムなどの

展示映像制作事業を実施した。

九州支社では，『林家三平のテツタビ』『ぐるっ

と 8 県九州沖縄』などの番組制作事業，「古代九

州の国宝展」「食料フォーラム」などの事業展開

を実施した。

東北支社では，『ワンダフル東北』『てれまさむ

ね』『情報パレット』などの番組制作事業，「平

泉・みちのくの浄土展」などの展覧会事業，宮城

県観光宣伝DVDなどの映像制作事業を実施した。

北海道支社では，『ほっからんど北海道』『この

街きらり☆』『さわやか自然百景』などの番組制

作，「元気な食をいただきますin札幌・十勝」な

どのイベントを実施した。

6 ．NHKプロモーション

放送関連イベントの企画・運営をはじめ，展覧

会・博覧会，コンサート，文化フォーラム・講演

会などのイベント事業を中心に，展示・映像ソフ

ト制作などを実施した。

09年度は，展覧会・博覧会では，「手韶治虫

展」「ゴーギャン展」「NHK大河ドラマ『天地人』

展」「メキシコ20世紀絵画展」「皇室の名宝」「ボ

ルゲーゼ美術館展」「国宝　土偶展」「長谷川等伯

展」など。

番組関連イベントでは，「NHK音楽祭」「NHK

ニューイヤーオペラコンサート」「NHK古典芸能

鑑賞会」「NHKおかあさんといっしょファミリー

コンサート」「NHKシアターコレクション」など。

このほか，「公共文化施設イベント」「第10回地

域伝統芸能まつり」「第 7 回国際文化フォーラ

ム」「選定保存技術関連シンポジウム」「オリンピ

ックコンサート2009」「ボストン美術館・浮世絵

デジタル事業」「ふるさと回帰フェア2009」「ふる

さとの食にっぽんの食全国フェスティバル」を実

施したほか，日本で46年ぶりの皆既日食の機会を

とらえ大型客船を使った観測イベント「皆既日食

ツアー」を実施した。

7 ．NHKアート

NHKテレビ番組の美術制作（美術進行，大道

具製作，装置・装飾，衣裳，メイク，かつら等）

やデザイン制作（グラフィックス，ウェブ，CG，

バーチャル等）を行う総合美術会社。また，特定

建設業・一級建築士事務所の資格を持ち，展示・

イベントの企画，制作，設計・施工から運営まで

トータルに業務を行うほか，NHKホールをはじ

529
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めとするホール・会館10か所の舞台・照明・音響

の操作・運用も行っている。

09年度は，番組美術制作以外では，NHK番組

関連イベントである「渋谷DEどーも」「おかあさ

んといっしょファミリーコンサート」「地球エコ

SAVE THE FUTURE」「教育フェア」「ふるさ

との食にっぽんの食」「大河ドラマ『龍馬伝』展

示館」などの会場設計・施工，展示制作を担当し

た。

自主事業ではドームイベントとして定着した

[国際バラとガーデニングショウ」「東京国際キ

ルトフェスティバル」「テーブルウェア・フェス

ティバル」「世界らん展日本大賞」，福島県只見町

[ブナと川のミュージアム」と愛知県清須市「清

洲城」の常設展示リニューアル，天皇皇后両陛下

の三大行幸啓の一つ「全国豊かな海づくり大会」

などの企画，制作，設計・施工，運営業務を行っ

た。また，オバマ米国大統領が来日の際サントリ

ーホールで行った「東京演説」では，美術・照

明・音響など演説舞台づくりを担当した。

8 ．NHKメディアテクノロジー

テレビ，ラジオ，データ放送などの制作・送出

およびロケ・中継業務を主とする放送技術と，番

組の編成・制作，ニュースの編集・送出，受信料

の収納管理など，情報システムの設計・開発・運

用を主とする情報技術を併せ持つITソリューシ

ョン提供企業「㈱NHKメディアテクノロジー

(MT）」として，会社統合から 2年目を迎えた。

09年度は， 4 月に始まった「ワンセグ独自放

送」において，青山に新たに整備されたサテライ

トスタジオ「NHK＠キャンパス」の運用と番組

制作を放送技術部門が，番組全体の送出にかかわ

るシステム開発を情報技術部門がそれぞれ担当

し，10年 1 月，これまでの手動送出から自動送出

を可能とするなどMTの特長を発揮した。

また，前年度に引き続き，情報セキュリティー

強化とIT統制推進に取り組み，“プライバシーマ

ーク”の継続認証のほか，12月には“情報セキュ

リティ・マネージメントシステム”をシステム運

用センター全体に広げて認証を取得した。

放送技術関連業務では，『上海タイフーン』『遥

かなる絆』『連続人形劇　新・三銃士』などの制

作をはじめ，スポーツからエンターテインメント

に至るまで幅広い番組制作に携わるとともに，国

内はもとより，国際放送の送出にも従事した。

テレビ，映画業界で話題を呼んだ立体ハイビジ

ョン（3D）では， 4 月，「Vリーグファイナルラ

ウンド」のマルチカメラ中継を行い，また，大

阪・梅田の劇場で行われた映画出演者の舞台あい

さつのもようについては，東京・六本木に初めて

3Dのライブ中継を行った。さらに，10年 2 月，

[バンクーバーオリンピック」を3Dで取材する

とともに，展示についてはイベントに合わせて国

内外の各地で行った。

情報システム関連業務では， 7月，都議選にお

いて，放送により近い時間で自動的に開票速報が

更新され，かつ，視聴者が独自に選挙区を選択・

表示できるインターネット開票速報システムを開

発した。

また，NHK経営計画の“3-Screens”展開に呼

応し，10月，視聴者会員への多彩なサービスを提

供する「NHKネットクラブ」システムの開発・

支援を行った。

10年 3 月，NHKホームページの「NHKオンラ

イン」に「気象・災害情報」を新設，これまで，

複数ページに分かれていた「気象情報」「災害特

設」を 1 ページに集約するとともに，「NHKニュ

ース」のポータルページの全面的刷新に対応した。

同年 3 月，NHKの各玄関に「セキュリティゲ

ート」システムを設置するにあたり，支援を行っ

た。

9 ．日本放送出版協会

日本放送出版協会は，NHKの放送番組テキス

トおよびNHKの放送に関連した書籍・雑誌，放

送関連以外の書籍・雑誌等の出版，販売のほか，

音楽著作権の管理等を主業務としている。09年度

放送テキストは『きょうの料理』等の家庭誌，

{基礎英語 1， 2， 3』をはじめとする英語系お

よび英語以外の語学誌，『趣味悠々』『知る楽』等

の趣味・教養系を含め，年間100点余のタイトル

を発行。なお，09年度 4 月号（ 3 月発売）から，

家庭誌系の発売日をこれまでの毎月16日発売から

21日発売に変更。また『基礎英語 1， 2， 3』で

は，通常のテキストとは別に，「CD付きテキス

ト」という新形態のテキストを発刊した。

放送関連の雑誌では，『大河ドラマ・ストーリ

ー』『連続テレビ小説ドラマ・ガイド』『韓国ドラ

マ・ガイド』を刊行しているが，09年度は『天地

人』が好評だったため，通常の「前・後編」に加

えて10月に「完結編」を刊行。そして09年から11

年までの 3か年にわたり，12月に放映をするスペ

シャルドラマ『坂の上の雲　第 1部』のドラマ・

ガイドを刊行した。一方，12月には10年大河ドラ

マ『龍馬伝』のドラマ・ストーリー前編を刊行し
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た。書籍では『美の壺』などのシリーズのほか，

{NHKスペシャル』関連本などのドキュメンタ

リー書を刊行した。

放送関連以外の書籍では「NHKブックス」「生

活人新書」などの書籍シリーズを定期的に刊行。

09年度は『生活人新書　プロフェッショナルた

ちの脳活用法 1・ 2』が話題を呼んだ。そのほか，

翻訳書では『ブレイン・ルール』，『フリー』など

15点以上を刊行。中でも，ネットを活用して販売

促進活動を展開した『フリー』は，ベストセラー

となった。一方，雑誌では，家庭誌の別冊や，生

活実用系のムックなどを例年並みに刊行した。

10．NHKビジネスクリエイト

09年 4 月 1 日，NHK放送センターなどの建

物・設備等の管理，放送用車両の運行，NHK関

連団体等が入居するビルの所有・管理等の業務を

行ってきた「㈱NHK共同ビジネス」と，NHKの

編成データ処理，調達・管財業務，総合事務セン

ター業務，台本印刷，人材派遣等の業務を行って

きた「㈱NHKオフィス企画」の 2 社が統合し，

規模拡大によるメリットを経営基盤の強化に生か

して，NHKグループのインフラ支援と事務支援

を一元的に総合サポートする「㈱NHKビジネス

クリエイト」として，事業活動をスタートさせた。

インフラ支援分野では，NHK放送センター，

千代田放送会館，NHK放送技術研究所などのセ

キュリティー確保，建物管理および環境整備をは

じめ，電気・空調・給排水などのライフラインの

安定供給，ニュースや番組制作のための放送用車

両の安全運行を行うなど，公共放送NHKの事業

基盤を支えている。

NHK関連団体等のオフィス・スペースをより

安定的かつ長期的に確保するため，10年 3 月，当

社が管理・運営しNHK関連団体等が入居する第

二共同ビル（渋谷区宇田川町 7番13号）を，所有

者である大和自動車交通株式会社から購入した。

また，事務支援分野では，NHKからの受託に

よる番組編成関連の情報処理，NHKの調達・管

財関連業務やNHK職員の給与計算・採用事務関

係業務のほか，「大河ドラマ」や『連続テレビ小

説』などの放送台本等の印刷，人材派遣サービス

を行った。

地上デジタル放送関連業務では，NHKから受

託している調達業務において，11年 7 月に予定さ

れている地上デジタル放送への完全移行に関連し

た放送設備等の調達処理がピークを迎え，合わせ

て，NHKが目指す3-Screens展開やNHKオンデマ

ンドといった新たなサービスに関連する業務が拡

大しており，多様化する調達業務を公正・適正に

行うとともに，競争契約の推進，コスト低減に取

り組み，NHKの財政の安定化に貢献した。

11．NHKアイテック

放送・通信・情報分野の“総合技術会社”とし

て，送信，受信，映像，建築関連技術をベースと

して，「設計」「施工」「保守」の 3 分野を一体と

した事業を展開した。

09年度は地上放送のデジタル化事業を最も重要

な業務として，NHK，民放の地上デジタル中継

局の建設やNHK共聴施設のデジタル化と自主共

聴の調査等を支援した。総務省テレビ受信者支援

センターからの受託業務の実施，難視聴解消等の

ためギャップフィラーシステムの設置・構築工事

を積極的に実施した。（構築実績：和歌山県紀美

野町ほか）

また，ケーブルテレビ局や民放，自治体等に向

けて自社開発した低価格な「デジタル送出システ

ム」「バーチャルシステム」等を受注，施工した。

海外業務では，ODA案件のベトナム国テレビ

放送センター建設工事の施工監理等を実施した。

12．NHK文化センター

NHK文化センターは，全国56教室（10年 3 月

末現在）で，教養・趣味・暮らし・芸術・健康な

ど， 7万余りの多彩な講座を展開している。会員

は全国で約30万人に上る。

09年に創立30周年を迎え，記念誌を作成した。

また，「第23回国際交流祭in西安」を実施，中国

の特色を生かした現地講座が好評で，参加者は例

年より大幅に増加し，241人にのぼった。

08年 4 月からの「 3か年経営計画」の中間の年

として，NHKの放送と連動する講座の開発と各

放送局と連携した地域への貢献活動を進めてい

る。

また，NHKがインターネットを利用した会員

組織として立ち上げた「NHKネットクラブ」に

おいて，NHK文化センターは会員に向けたサー

ビスとして，一日講座の開催業務を受託している。

10年 4 月，宇都宮教室が宇都宮駅前から市内中

心部に移転したことに伴い，各種キャンペーンを

実施した。

13．NHK営業サービス

NHK営業サービス（NBS）の 3 か年経営計画

[NBSプラン21-23」の初年度，全社一丸でNHK
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の営業改革の推進を支援するとともに，プランの

着実な実行に努めている。09年度の受託業務につ

いては，25事業所で 8月からスタートした営業事

務情報処理業務の全面受託，法人関係業務の拡充

に的確に対応した。また，プライバシーマーク取

得企業として個人情報の保護の徹底を図りつつ，

営業システムの安定運用を基に，よりいっそう効

率的な事業展開に力を注いだ。一方，全国 4か所

のコールセンターの連携のもと，ていねい・親切

な視聴者対応を基本とした電話対応業務を実施し

た。さらに，10年秋の新コールセンターシステム

構築に向けた条件整備等に取り組んだ。現場活動

の各種支援では地域スタッフの募集・講習の実施

や育成に向けた教育用DVDの制作と併せて，営

業パンフレットの企画・編集など契約・収納活動

資材を制作した。

自主業務では，完全デジタル化を間近に控え入

電数が飛躍的に増加している視聴者からの電話問

い合わせ対応，およびアナログ周波数変更対策関

連業務を 2か所のコミュニケーションセンターで

円滑に対応した。また，新規業務を検討する研究

会を立ち上げるなど，新たな業務の創造にも意を

用いた。

Ⅱ．関連会社

1 ．放送衛星システム

株式会社放送衛星システム（略称B－SAT）は，

BS放送における受・委託制度のもと，受託放送

事業者として放送衛星を調達・所有し，その管制，

運用のほかアップリンク業務，全局EPG（電子番

組表）のデータ集配信業務を行い，BS放送の基

本的なインフラ提供の役割を担う。

09年度は，放送衛星BSAT－2a・2cとBSAT－

3aの 3 機で 8チャンネルの衛星放送を着実に視聴

者に届けるよう，全社を挙げて衛星の安定運用に

取り組んだ。

あわせて，11年以降，放送衛星BSAT－3a・

3b・3cの 3 機体制を基本に受託放送事業等を運

営していく方針のもと，衛星の調達および関連設

備の整備に取り組んだ。BSAT－3bは，10年の打

ち上げに向け，衛星メーカーにおいて製造，試験

やB－SATも参加した審査を重ねた。BSAT－3c

は，11年の打ち上げに向け，設計から製造段階に

入った。BSAT－3cは，BS放送用中継器とCS放

送用中継器を搭載する初の共同衛星である。

B－SATは，衛星セーフティーネットの受託放

送事業者として，必要な設備整備を進め，09年 2

月22日に放送を開始した。

2 ．総合ビジョン

アニメーションおよびアニメーション関連番組

の企画・制作を行っている。

09年度は，教育テレビの長寿番組『忍たま乱太

郎』をはじめBS2『花咲ける青少年』『こばと。』

などのアニメ番組を制作した。

アニメ関連番組では『BSアニメギガ』『花咲け

る青少年　夏休み特番』などを制作した。

あわせて，これらの番組をDVD化，キャラク

ター商品化，催し物化，海外展開するなどメディ

アミックス事業にも積極的に取り組んだ。

また，『NHK杯国際フィギュアスケート競技大

会』の企画・運営に参画した。

3 ．Japan Network Group,Inc.（JNG）

JNGは主に，米国とカナダ地域に住む日本人に

対して日本の番組を提供する目的で設立され，90

年に放送を開始した。米国・ニューヨークに本社

を置く。

主たる事業として，日本のテレビ番組を米国と

カナダにある衛星，ケーブルテレビ会社またはイ

ンターネット・プロトコール・テレビジョン（IP

テレビジョン）を経由して米国とカナダに住む視

聴者に放送している。

視聴者は衛星やケーブルテレビ会社が保有する

システムを通じて放送を見ることができ，視聴契

約数は 7万世帯を超えている。また，米国，カナ

ダ両国内のホテルにも放送を配信しており，現在，

350を超えるホテルで放送が視聴可能となってい

る。

10年 4 月 1 日，JNGと「NHK Enterprises

America」 が 統 合 し 「 NHK Cosmomedia

America」となった。

4 ．Japan Satell ite TV（Europe）
Ltd.（JSTV）

JSTVは，ヨーロッパ，北アフリカ，中東，中

央アジア地域に住む日本人に対して日本の番組を

提供する目的で設立され，90年に放送を開始した。

英国・ロンドンに本社を置く。

Hotbird 6 号という衛星やCATVを通じて60を

超える国に放送を提供しており，視聴契約数は

9,000件を超えている。また，同地域内のホテル

にも放送を配信しており，現在，600を超えるホ

テルで放送が視聴可能となっている。
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10年 4 月 1 日，JSTVと「NHK Enterprises

Europe」 が 統 合 し ，「 NHK Cosmomedia

(Europe）」となった。

5 ．ビーエス・コンディショナル　アクセ
ス　システムズ

略称は「B－CAS（ビーキャス）」。NHKBSデ

ジタル放送の受信確認メッセージや有料放送の視

聴，それにデジタル放送番組の著作権保護などに

利用されているICカード（B－CASカード）の発

行・管理を行っている。

09年度のカード発行枚数は3,167万枚。11年の

完全デジタル化に向けてカード発行枚数は年々増

え続け，累計発行枚数は9,463万枚となった。

メーカーの要望を受け，09年11月から小型B－

CASカード（ミニカード）の支給を開始した。

社会的インフラを担う企業として，コスト削減

に努め，利用者負担の軽減を図った。

Ⅲ．関連公益法人等

1 ．NHKサービスセンター

公共放送の普及・浸透と視聴者サービスを担う

財団として，視聴者とNHKとを結ぶさまざまな

広報および視聴者サービス活動を推進した。

「NHK視聴者コールセンター」では視聴者か

らの要望・問い合わせへの迅速な対応や視聴者意

向の的確な把握に努めた。

「NHKスタジオパーク」「NHKホール」「NHK

放送博物館」などでは来館者を対象としたイベン

トや多彩な視聴者サービスを実施した。「NHKス

タジオパーク」では元日に15年ぶりにリニューア

ルして来館者の期待に応えた。放送博物館は年間

でこれまで最多の入館者数を記録し，川口の「N

HKアーカイブス」では番組公開ライブラリーの

利用者が開設以来50万人に達した。

放送番組の素材提供では， 1月から「ウェブ試

写システム」を開始し，来社での試写が難しい利

用者へのサービスの充実を図った。

このほか，週刊番組情報誌『ステラ』や月刊誌

{ラジオ深夜便』の発行，NHK広報番組の制作，

語学講座番組の音声テキストCDの発行，各種の

番組展示や催し物，印刷物などによって広報普及

活動を推進した。さらに，美術展など催し物の実

施，文化・教養などの音声・映像ソフトや番組記

念品の制作・頒布，語学・音楽・落語・朗読の配

信事業会社への提供など，多彩な事業を展開した。

2 ．NHKインターナショナル

外務省や国際交流基金など公的資金による発展

途上国の放送機関への番組提供事業を基幹に，映

像による国際交流事業を行うことにより，各国と

の相互理解の促進と，国際親善の増進に資するこ

とを目的にしている。

09年度の公的資金による番組提供事業は，外務

省の“文化無償協力”によるペルー，コスタリカ，

ルワンダと国際交流基金による25か国，合わせて

28か国，29機関に実施し，2,506本を提供した。

また，放送番組国際交流センターに協力して278

本を提供した。

このほか，国際協力機構や国際交流基金など公

的機関に，技術協力や研修用など，放送以外の目

的で利用する番組を1,048本提供した。

こうした海外提供用の番組として，英語版69本

のほか，仏語版20本，西語版30本，アラビア語版

24本を制作し，“国際版番組ライブラリー”をさ

らに充実させた。

公的機関等からの委託により，多様な事業を展

開した。国際協力機構からは，JICA-Net（遠隔

技術協力事業）マルチメディア教材の制作。農林

水産省からは，日本食材に関する「海外広報コン

テンツの制作」。新エネルギー・産業技術総合開

発機構からインド向け広報用DVD。電気事業連

合会からエネルギー・環境教育用映像教材の制作

を受託した。

日中交流を促進する事業が相次いだ。11月，環

境をテーマに「第 2回中国ハイビジョン・環境フ

ォーラム」を北京，西安，深 で開催し，約

5,500人の参加者にNHK番組をアピールした。 3

月には，中国国家ラジオ映画テレビ総局の主催で，

各地の放送局から中堅幹部18人が 3 週間訪日。N

HKほかメディア各社等の視察をコーディネート

した。また，陝西テレビが大晦日に放送した番組

に奈良薬師寺の“除夜の鐘”が中継で参加した。

外国放送機関への取材制作協力業務を受託して

いる。09年度は，13の国と地域，16の放送機関に

296件で協力した。さらに便宜を図るため12月，

国際伝送スタジオを整備した。

映像素材の提供業務では，0 9年度にBBC

Motion Galleryが，アメリカ大手Thought Equity

Motionと業務提携したのを契機に，両社との代

理店契約を改めて販路の拡大を図った。このほか，

翻訳・リライト業務と渉外・接遇業務を実施し

た。

教育コンテンツの国際コンクール「第36回日本
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賞」の運営や，教育イベント「ABU未来への航

海」と「アジアプロデューサー会議」の事務局業

務を実施した。日本賞には，324作品が参加し史

上最多となった。

国際コンクールに参加する番組の国際版制作を

受託している。09年度は，イタリア賞，モンテカ

ルロ国際テレビ祭などに向けて，40本を制作した。

国際放送「NHKワールド」では英語版番組の

制作を受託している。09年度は，『サイエンスZE

RO』など 7 本の定時番組を制作した。また，『ハ

イビジョン映像詩～二十四節気～』などを制作し

た。

このほか「NHKワールド」では，視聴者対応

業務および広報業務を実施した。

3 ．NHKエンジニアリングサービス

NHKの研究開発成果の技術移転，保有特許な

どの周知・あっせんにより最新放送技術を幅広く

社会に還元する活動を行った。

09年度は地上デジタル放送の普及促進関連業務

を重点目標として，地上デジタル放送受信状況調

査，テレビ受信障害対策共聴の個別受信状況調査，

マルチワンセグメントサービスの実証実験参画，

共聴施設のデジタル化設計，普及に向けた講習会

を実施した。

また，横浜開港記念事業としてスーパーハイビ

ジョンシアター技術業務の運営を行ったほか，超

高感度カメラの医療・産業応用，視覚チャレンジ

ド向け高速音声提示システム，高精細映像カメラ

センサー等の開発実用化，美術館などの映像・音

響設備の整備・保守，超高層建造物によるテレビ

受信障害予測の技術協力などを実施した。

教育普及業務としては，デジタル放送関連技術

セミナー，技術資料・標準画像の頒布などにより

技術者育成，新技術普及に努めた。

4 ．NHK放送研修センター

NHK職員に対する研修は，「公共放送人として

の自覚と倫理の向上」と「デジタル時代をリード

するスキルの養成」をねらいとし，入局から 3～

4 年を「人材育成重点期間」として実施する基礎

研修のほか，コンプライアンスの推進，職員倫

理・公金意識の徹底，管理職・デスク層のマネジ

メント力の強化，各職員層に合わせた能力開発や

意識改革を推し進める研修などを実施した（94研

修141回，受講者数4,482人）。

このほか，e－ラーニングにより「NHK倫理・

行動憲章，行動指針」や「放送倫理」など10コー

スを実施した（受講者数 2万4,588人）。

民間放送局，海外放送局，ケーブルテレビ局，

制作プロダクションに対しては，番組制作のノウ

ハウ，放送技術の基礎や最新技術の知識・技能習

得を図る研修を実施した。

民放連関連で，放送倫理をテーマとする「放送

人基礎研修」や，若手技術者を対象とした「テレ

ビ技術研修会」を実施したほか，ケーブルテレビ

局を対象に「番組制作コース」と「伝送技術コー

ス」を設け，新入社員や初心者を対象とした専門

研修を実施した。

また，海外の放送局に対して，国際協力機構

( J ICA）からの委託による番組制作・放送技

術・管理関係の研修のほか，中国，台湾の放送局

を対象に，テレビ番組，放送事業，放送技術につ

いての研修を実施した。

ことばコミュニケーション事業では，「話しこ

とば通信添削講座」「日本語センタースクール」

[先生のためのことばセミナー」「朗読事業」「企

業・団体研修」などを実施した。

また，コミュニケーションが苦手な子どもが増

えているといわれる中，教育現場に出かけスピー

チや朗読といった表現の楽しさを，子どもたちに

感じてもらう教育貢献活動をアナウンス室ととも

に取り組んだ。

このほか，放送のバリアフリー化を目指すNH

Kの生字幕放送や生解説放送の拡充にも協力し，

特に09年度はバンクーバーオリンピック・パラリ

ンピックを一手に担った。

5 ．日本放送協会学園

NHKの教育番組を利用して通信による高等学

校教育を行い，放送の利用促進に寄与しているほ

か，NHK教育番組の充実改善に協力している。

また，生涯学習通信講座や介護福祉士，社会福祉

士の国家試験受験資格取得のための通信教育も行

っている。

«通信制高等学校〕

NHKの放送を利用して学ぶ広域通信制高校で，

本校のほか，全国33の協力校等でスクーリングを

実施。普通科（ 3年制）は08年度から単位制の教

育課程に変更。3,870人が在籍。卒業生は1,107人，

卒業生の総数は 6 万5,605人となった。希望科目

を履修する科目履修生は61人，単位認定のない特

科では国内外で93人が学んだ。

«通信制福祉教育〕

通信制の福祉専攻科（ 2年間で国家資格の「介

護福祉士」の受験資格を取得）は，学生総数
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3,888人，修了生1,393人，修了生総数 3 万1,725人

となった。社会福祉士養成課程（ 2年間で国家資

格の「社会福祉士」の受験資格を取得）は，学生

総数540人，修了生245人，修了生総数1,746人。

国家試験合格率は全国平均の約2.5倍。

«生涯学習通信講座〕

通信制の生涯学習講座で，俳句，短歌，書道，

写真，語学，実用講座など204講座・コースを開

設し，対面型のオープンスクールも含め，国内外

で年間約 9 万9,000人が受講した。受講者総数は

延べ約510万人に達する。

6 ．NHK交響楽団

オーケストラ演奏により，音楽芸術の向上発展

を図り，その社会的文化的使命を達することを目

的とした団体である。09年度はアンドレ・プレヴ

ィン，エド・デ・ワールト，クリストファー・ホ

グウッド，セミョーン・ビシュコフ，名誉音楽監

督シャルル・デュトワ，クルト・マズアなど国際

的に活躍する指揮者を招聘
しょうへい

し，充実した演奏が注

目を集めた。そして，演奏内容の充実と芸術性の

向上を図り，幅広い聴衆の確保に努めるとともに

財政基盤安定のため，新たな賛助企業の開拓を行

った。

また，社会貢献活動の一環としてこれまで行っ

てきた病院でのコンサートに加え，NHKと共催

で「NHKこども音楽クラブ」を09年度も実施。

全国 9 つの小学校にN響メンバーが訪れ，身近に

演奏や音楽クリニックを行い好評を得た。

放送面では，N響の全定期公演がFMで生放送，

BS2とHV等で録画放送されたほか，ETV『N響

アワー』で解説付き放送が行われた。また，スペ

シャルドラマ『坂の上の雲』，大河ドラマ『龍馬

伝』の音楽収録，特集『N響アワー“大河の調べ

とわに”』などの公開収録が行われた。

09年度は定期54回，特別 7回，地方 9回，契約

34回の公演を実施した。

なお，「公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律」に基づき，公益財団法人への移

行認可を受け，10年 4 月 1 日より公益財団法人

NHK交響楽団となった。

7 ．NHK厚生文化事業団

少子・高齢化が進み経済状況が悪化する中，福

祉を支える仕組みそのものが問われている。NH

Kグループの社会福祉法人として，時代と視聴者

のニーズに的確に応え，社会福祉の増進に資する

ため，NHKと一体となって，障害者福祉，高齢

者福祉，ボランティア促進事業を実施している。

09年度の主な事業は次のとおり。

・障害者の自立と社会参加をテーマに「NHKハ

ートフォーラム」を各放送局とともに開催した。

・子どもの発達相談会や学習障害などの相談会を

実施した。また，発達障害の子どもを対象にした

キャンプや療育キャンプを行った。

・NHKの地域放送局と連携しながら「認知症フ

ォーラム」を全国で実施，地域放送で放送された。

・高齢者の健康と生きがいをテーマにしたETV

{福祉ネットワーク　すこやか長寿』の公開イベ

ントを各地で行った。

・高齢社会の生き方を描く「NHK銀の雫文芸賞

2009」や，障害者の体験や福祉の実践を記録する

[第44回NHK障害福祉賞」を実施した。

・チャリティー事業を行い，障害者や高齢者の施

設・団体に福祉相撲号や福祉機器を贈呈した。ま

た，地域で福祉活動に取り組むグループを支援す

る「わかば基金」では，NHKや関連団体で不要

となったパソコンを提供するリサイクルパソコン

支援を強化した。

・NHKの「子どもサポートネット・キャンペー

ン」と連動し，子どもの福祉に関するホームペー

ジを新設するなど福祉情報提供サービスを強化し

た。

・10年に創立50周年を迎える厚生文化事業団の記

念事業として 3月 7日，障害者演奏家31人がオー

ケストラに参加する「こころコンサート～コバケ

ン（小林研一郎）とその仲間たちスペシャル

2010」を実施し，特集番組で放送された。

8 ．日本放送協会健康保険組合

健康保険法に基づき，被保険者と被扶養者に対

して，法律で定められている保険給付および独自

の付加給付を行った。また，新型インフルエンザ

感染予防対策，各種予防接種および検診への経費

補助，メンタルヘルスケアへの対応等，疾病予防

のための施策や健康の保持増進のための施策など

の保健事業を実施した。「高齢者の医療の確保に

関する法律」に基づく実施義務化に対応し，特定

健康診査・特定保健指導を実施した。

9 ．日本放送協会共済会

NHK役職員とその家族などの生活向上と，退

職者とその遺家族の救済，援護等を行うために，

食堂の運営，物品販売，生涯生活設計相談，各種

給付・貸付，各種保険の団体扱いおよび転勤者用

住宅の管理・運営等の福利増進施策を行った。

NHK年鑑’10


