
2022年 6 月 
日本放送協会 経理局 

 
 

２０２１年度 入札契約委員会 活動報告 
 
 
１．開催実績 
 2021 年度は、以下のとおり、委員会を４回開催した。 
  ・第 84回入札契約委員会 2021 年 6月 9 日 出席委員３名 
  ・第 85回入札契約委員会 2021 年 9月 6 日 出席委員 3 名 

 ・第 86 回入札契約委員会 2021年 11 月 29日 出席委員３名 
 ・第 87 回入札契約委員会 2022年 2 月 28 日 出席委員３名 

 
２．報告・審議対象 
 2021 年度の委員会開催当日に報告や点検を行った主な事項は、以下のとおり。 

 ・ＮＨＫと外部との契約の状況 
・ＮＨＫと関連団体との取引 

 ・外部（関連団体を含む）との随意契約案件 
 ・関連団体との業務委託契約案件 
 ・建築一式工事契約案件 

 
３．審議内容・点検結果 
 各回における主な審議内容および点検結果は、別紙の議事概要のとおり。 

 ・別紙１ 第 84 回議事概要 
 ・別紙２ 第 85 回議事概要 
 ・別紙３ 第 86 回議事概要 
 ・別紙４ 第 87 回議事概要 

 
以上 



（別紙１） 

日本放送協会 
2021年度 第 84回入札契約委員会 議事概要 

 
1. 日時 

2021年 6月 9 日（水）14 時 00 分～15 時 50 分 
 

2. 場所 
ＮＨＫ放送センター 会議室 
 

3. 出席委員 
（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）原澤 三夏 弁護士 
  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 
 
4. 議事 
(1)  2020 年度 入札契約委員会活動報告について 
(2)  2021 年度 入札契約委員会年間スケジュールについて 
(3)  2020 年度 NHK と外部との契約状況および NHK と関連団体との取引について 
(4) 個別案件審議 
(5)  2021 年度 建築一式工事の発注見込み 
 
５．議事概要 
(1)  2020 年度 入札契約委員会活動報告について 
  前回「2020 年度第 83 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確
認が行われた。あわせて、第 80 回から第 83 回の議事概要を 2020 年度の活動報告として
公表を行うことについて、了承された。 

 
(2)  2021 年度 入札契約委員会年間スケジュールについて 
  2021 年度の年間スケジュールを説明し、了承された。 
 
(3)  2020 年度 NHK と外部との契約状況および NHK と関連団体との取引について 
  2020 年度の NHK と外部との契約状況、および NHK と関連団体との取引について、年
間の取り纏め結果を報告した。 



 
(4) 個別案件審議 
  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随
意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 
 ＜点検対象＞ 
①2020 年度第 4 四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体）：11 件 

  ・「沖縄・多良間 TV/FM 中継放送所 電源設備整備工事」 
・「劣化部分補修支線取替 豊見城Ｒ」 
・「劣化部分補修支線取替 庵浦Ｒ」 
・「金沢・観音堂 TV 放送所 自家発電装置更新に伴う建築工事」 
・「営業システム(維持改善)アプリケーション開発(2021年 1Q前期)」 
・「Web 認証・客検サーバ等機器更新に伴う業務・制御ｱﾌﾟﾘ対応 テスト・移行」 
・「事務系システム維持改善に伴う開発等の対応（総務・経理・共通 2021 第 1四半期）」 
・「ICIS 提案制作サーバの更新（本番移行）」 
・「報道情報端末等運用および保守」 
・「NHKWORLD プッシュ基盤の運用・保守」 
・「セキュリティ基盤の運用統合窓口対応」 
 

 ②2020 年度第 4四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体以外）：4件 
・「改革構想の策定支援」 
・「人事関連の基本構想策定支援」 
・「ＥＲＰ調達に係わる支援」 
・「経営改革戦略の基本構想策定支援」 

 
 ③2020 年度下半期建築一式工事契約に係る委員会の抽出案件：1 件 

・「徳島放送会館地域番組設備更新に伴う建築工事（Ⅱ期）」 
 
 ＜主な審議内容および点検結果＞ 
  ○関連団体の事業内容や位置付け、随意契約案件を広く入札の対象とする可能性につい

て説明を求められ、対象となった関連団体の成り立ちや事業規模、事業内容等につい
て説明を行った。そのうえで、対象の随意契約について、設計・開発を行った当該関
連団体以外での対応が困難であったことや、契約の性質や目的を総合的に判断しなが



ら、可能なものについては競争化を図っていることを説明し、問題ないものと確認さ
れた。 

  ○複数のコンサルティング業務委託契約について、外部委託の必要性やメリット、人材
育成、成果等についてどのような検証をおこなっているか説明を求められ、いずれも
経営計画に基づいた抜本的な構造改革を進めるために必要な契約であることや、直近
のプロジェクトにおける人材育成や内製化への取り組みを説明した。さらに、特殊性
が極めて高い専門的な知見や実績などが必要な場合に随意契約としていることを説明
し、問題ないものと確認された。 

  ○建築一式工事案件について、入札から随意契約に至るまでの経緯や計画額変更の要因
について説明を求められ、当初一般入札を実施したが不落となり、随意契約とせざる
を得なかった状況や、計画段階では見込んでいなかった機械設備工事が追加となった
ことなどを説明し、問題ないものと確認された。 

 
(5)  2021 年度 建築一式工事の発注見込み 
  2021 年度の建築一式工事の発注見込み概要について説明した。 
 

以上 



（別紙２） 

日本放送協会 
2021年度 第 85回入札契約委員会 議事概要 

 
1. 日時 

2021年 9月 6 日（月）9 時 50 分～11 時 20 分 
 

2. 場所 
ＮＨＫ放送センター 会議室 
 

3. 出席委員 
（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 
  （委 員）神田 安積 弁護士 
 
4. 議事 
(1)  前回議事概要報告 
(2)  個別案件審議 
 
５．議事概要 
(1)  前回議事概要報告 
  「2021 年度第 84 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が
行われた。 

 
(2) 個別案件審議 
  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随
意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、概ね問題ないものと確認されたが、一
部について今後に向けた助言を受けた。 

 
 ＜点検対象＞ 
① 2021年度第１四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体以外）：８件 

  ・「子会社ガバナンスの強化検討」 
・「NHKWORLD-JAPAN TV プログラム対応支援および全体管理業務」 
・「NHKWORLD-JAPAN ラジオおよびクリップ対応支援業務」 
・「NHKWORLD-JAPAN システム運用管理・更新業務」 



・「コンテンツ配信サービス」 
・「エレベーター更新工事」 
・「放送機材の輸送および車両の貸切」 
・「外構警備業務」 
 

 ＜主な審議内容および点検結果＞ 
  ○子会社ガバナンスの強化検討について、金額の妥当性、競争契約の余地について説明

を求められ、支援の体制・規模からみて妥当な水準であったことや、設立までの時間
が限られており、継続して検討を行う必要があったため随意契約とせざるを得なかっ
たことを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○ホームページ関連業務について、契約に至るまでの経緯、他業者選定の可能性につい
て説明を求められ、ＩT スキルのほか、多言語について特性を理解しつつ運用できる
業者が限定されており、特殊性が高く専門的な知識や実績などが必要な場合に随意契
約としていることを説明し、問題ないものと確認された。 

  〇コンテンツ配信サービスについて、サービスの具体的な内容、随意契約となった経緯
について説明を求められ、協会の重要な使命である緊急報道や災害報道のコンテンツ
配信には高い信頼性と高負荷対策やセキュリティーに優れたサービスが必要であり、
業者が限定されることを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○エレベーター更新工事について、コストおよび工期の利点により制御部の更新とし、
部品の互換性や安定運用の観点から製造業者との随意契約としたと説明した。委員か
らは、製造業者への工事の発注について、製造業者以外が部品を製造業者から入手し
て工事を行う方法も一般的にはあり得るので、今後に向けて確認を要するのではない
かと助言があった。 

  ○機材輸送について、業務内容と他業者選定の可能性について説明を求められ、災害報
道に対応するため２４時間３６５日の受付対応としており、今回は応じる他の業者が
なく随意契約となったことを説明した。今後は透明性を確保できる競争契約となるよ
う検討していることを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○警備業務について、東京オリンピック・パラリンピックの延期や新型コロナウィルス
感染症の水際対策へ万全の警備体制が必要であり、警備料金の動向も不透明であった
ため、１年に限り例外的に随意契約としたことを説明した。委員からは、有効性や経
済性は理解するが、公平性・透明性の確保には引き続き注意するように助言があり、
次年度以降は一般入札を予定していることなどを説明し、問題ないものと確認された。 

以上 



（別紙３） 
 

日本放送協会 
2021年度 第 86回入札契約委員会 議事概要 

 
1. 日時 

2021年 11月 29 日（月）10 時 00 分～11 時 30分 
 

2. 場所 
ＮＨＫ放送センター 会議室 
 

3. 出席委員 
（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 
  （委 員）神田 安積 弁護士 
 
4. 議事 
(1)  前回議事概要報告 
(2)  個別案件審議 
 
５．議事概要 
(1)  前回議事概要報告 
  「2021 年度第 85 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が
行われた。 

 
(2) 個別案件審議 
  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随
意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 
 ＜点検対象＞ 
① 2021年度第２四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体以外）：６件 

  ・「業務用端末レンタル」 
・「報道ファイルベースシステム部分更新」 
・「アンケート実施支援」 
・「メールサービス利用契約」 
・「インターネットゲートウェイサービス利用契約」 



・「局内テロップ装置の更新」 
 
② 2021年度上半期建築一式工事に係る委員会の抽出案件：1 件 
・「鹿児島・上之牧ラジオ中継放送所 局舎・鉄塔建設工事」 

 
 ＜主な審議内容および点検結果＞ 
  ○業務用端末レンタルについて、随意契約となった経緯について説明を求められ、調査

システムの集計サーバとアプリケーションの連携が不可欠であり、全端末の稼働確認、
動作保証等が必要であることを説明し、金額の妥当性についても問題ないものと確認
された。 

  ○報道ファイルベースシステム部分更新について、契約金額の妥当性について説明を求
められ、当初整備では公開入札を実施したこと、ハードウェア費は地域の新放送会館
での整備など過去の類似案件をもとに精査し、同程度の割引率で契約したことを説明
し、問題ないものと確認された。 

  〇アンケート実施支援について、業者変更の可能性について説明を求められ、継続設問
による経年比較を行いつつ、最新の有用な調査を行っていることを説明した。また、
契約価格の適切性についても、単価は他の類似契約との比較で低位であり、問題ない
ものと確認された。 

○メールサービス利用契約およびインターネットゲートウェイサービス利用契約につい
て、随意契約の合理性について説明を求められ、当初公開入札により選定した経緯や、
全面刷新には、情報セキュリティリスクや利用者および他のシステムへの影響、コス
トなどを慎重に検討する必要があり、現時点では現行サービスの継続利用が合理的で
あることを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○局内テロップ装置の更新について、業者決定の経緯について説明を求められ、2020 年
に３か年計画の装置製作および６年間の保守について公開入札を実施して業者を決定
し、今回は２年目にあたること説明し、問題ないものと確認された。 

  ○鹿児島・上之牧ラジオ中継放送所局舎・鉄塔建設工事について、一般競争入札を実施
したが、不落により随意契約に移行した経緯について説明を求められ、離島での工事
は参加業者が少ない傾向にあり、早期の開局を予定していることから随意契約に移行
し、交渉により予定価格を下回ったことを説明し、問題ないものと確認された。 

 
以上 



（別紙４） 
 

日本放送協会 
2021年度 第 87回入札契約委員会 議事概要 

 
1. 日時 

2022年 2月 28日（月）10 時 00 分～11時 30分 
 

2. 場所 
ＮＨＫ放送センター 会議室 
 

3. 出席委員 
（委員長）神田 安積 弁護士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 
  （委 員）原  勝彦 公認会計士 
 
4. 議事 
(1)  前回議事概要報告 
(2)  個別案件審議 
 
５．議事概要 
(1)  前回議事概要報告 
  「2021 年度第 86 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が
行われた。 

 
(2) 個別案件審議 
  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随
意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 
 ＜点検対象＞ 
① 2021年度第 1～3四半期業務委託契約に係る委員会の抽出案件（関連団体）：５件 

  ・「保存帳票の電子化」 
・「スポーツ中継番組の実況等に関する業務」 
・「美術制作業務」 
・「生字幕技術業務」 
・「放送センター館内警備業務および受付業務の管理業務」 



 
② 2021年度第 1～3四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体）：1 件 
・「業務用システム改修作業」 

 
 ＜主な審議内容および点検結果＞ 
  ○保存帳票の電子化について、随意契約となる理由について説明を求められ、個人との

契約書について厳重なリスク管理のもと実施する業務であり、個人情報のセキュリテ
ィに高い信頼性があり、業務に関する知識と経験・ノウハウが必要であることを説明
した。委員からは、一定の合理性はあるものの、競争に向けた検討を引き続き行うよ
う助言があった。 

  ○スポーツ中継番組の実況等に関する業務について、随意契約となる理由について説明
を求められ、各種スポーツ競技に関する深い専門性と高度な実況力を備え、生放送中
の緊急時に「ＮＨＫ放送ガイドライン」に沿って情報発信を行うことができる人材が
必要であることを説明し、問題ないものと確認された。 

  〇美術制作業務について、随意契約となる理由について説明を求められ、番組数が多く、
多岐にわたる業務を一括で受注できる専門性と体制を有しており、経費面においても、
トータルで受注することで、効率的に最大限の美術効果を実現し、価格を抑制してい
ることを説明し、問題ないものと確認された。 

○生字幕技術業務について、随意契約となる理由について説明を求められ、生字幕放送
サービスについて運用・設備の両面に高度な知識と技術力を有し、生放送中の機器障
害や、緊急ニュースへの切り替えに迅速かつ的確に対処するなどして安定的な送出を
実施していることを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○放送センター館内警備業務および受付業務の管理業務について、随意契約となる理由
について説明を求められ、老朽化した建物の構造・設備、業務内容、細かなルールにつ
いての熟知とノウハウが必要であり、地震等の災害時に放送の継続のため迅速に的確
な判断と行動をとる必要があることを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○業務用システム改修作業について、随意契約となる理由について説明を求められ、シ
ステムの有する機能と関連するシステムが多岐にわたり、維持改善には複雑な改修作
業や運用を継続しながらの対応が必要なため、既存のプログラムおよび業務要件等を
十分に把握している必要があることを説明し、問題ないものと確認された。 

 
以上 
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