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１．公的機関等からの委託業務 
 

（１）ＪＩＣＡ等の委託による放送機関等への支援・研修 

①ウクライナ放送局に対する「公共放送化」の支援 

ＪＩＣＡ（国際協力機構）から委託を受け、２０１６年１２月から５年間に

わたって実施している公共放送局ＰＢＣ（Public Broadcasting Company of 

Ukraine）を支援するプロジェクトの最終年次の活動を行った。コロナウイル

ス感染症拡大の影響で計画が遅れていたが、２０２１年９月、専門家チームが

首都キーウ（キエフ）への出張を再開し、２０２２年１月、「機材管理」「教育

番組」「緊急報道」の３つの分野における成果を確認し、現地での活動をしめ

くくった。 

「機材管理」では、クラウドを利用した機材維持管理データベースを構築し、

放送事故を未然に防ぐとともに、障害発生時には、迅速な復旧作業が可能にな

った。 

「教育番組」では、子ども向け人形劇 「Dodolyki」、障害者福祉番組「Razom」、

子ども向け科学番組「Syo?Yak?」の３シリーズの番組を制作・放送した。公共

放送の役割である社会の包摂性と多様性に配慮したとの評価を得た。 

「緊急報道」では、テレビとラジオのニュースを統合し、報道局長の下、２２

の全地方支局のニュース責任者を対象に、合わせて５回のワークショップを開

催した。 

  プロジェクト終了直後に、ウクライナへのロシア軍侵攻が始まった。現地に

入ったＮＨＫ取材クルーに対し、ＰＢＣが様々な支援を行った。財団との信頼

関係がきっかけとなり、戦火の中で双方の公共放送による協力が実現した。 

 

②コソボ（旧ユーゴスラビア）の放送局の能力向上に向けた支援 

ＪＩＣＡの委託を受けて、「コソボ公共放送局能力向上プロジェクト」の第

２フェーズの事業を進めた。このプロジェクトは２０１５年から始まった第１

フェーズに続くもので、コソボの公共放送局（ＲＴＫ）に対し、「テレビ放送

機材の運用と維持管理」と「番組制作と報道」の２つの分野の能力を高めると

共に、多数派アルバニア人向け放送（ＲＴＫ１）と少数派セルビア人向け放送

（ＲＴＫ２）の双方の職員が協働で番組制作活動を行うなどして、民族融和の

促進をめざしている。第２フェーズではコソボ国内に新たに２つの支局（プリ

ズレン、ミトロビッツァの両都市）開設を支援する。２０２１年度は、コロナ

禍の影響で、オンラインベースでＲＴＫ側と事業を進めると共に、技術プロジ

ェクトメンバーが２回渡航し、現地で活動した。また、新しい支局に配備予定

の機材についても、年度内に全ての機材搬入を終えた。 

番組制作については、第１フェーズから始まった両民族（アルバニア・セル

ビア）による協働制作ニュース番組（「イン・フォーカス」の新シリーズの放
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送が２２年の１月から始まった。今回のプロジェクトでは、ＮＨＫグループ企

業のＮＴ(ＮＨＫテクノロジーズ)とＪＶ(ジョイント・ベンチャー)方式で公開

入札に臨み、放送研修を財団が、新支局の機材調達などをＮＴが担当するとい

う始めての試みで受注し、共同作業を進めている。 

 

③ＡＳＥＡＮ ４か国の放送局に対する番組制作の支援 

日本が拠出したＡＳＥＡＮとの統合基金（ＪＡＩＦ）を活用したもので、同

様な支援はこれまでに３回実施している。今回は、ＡＳＥＡＮ１０ヵ国のうち、

ベトナム、インドネシア、フィリピン、それにタイの４か国の放送局にＮＨＫ

ＯＢ等の専門家を派遣して、近年世界的な課題となっている海洋プラスティッ

クごみ問題の現状とその対策を取り上げる番組『ASEAN Now and the Future-

III』を、現地の放送局と共に制作する計画だった。しかし、コロナ禍の影響

で専門家の現地渡航が困難な状況が続いたため、ベトナム、インドネシアにつ

いては、リモートでのＯＪＴで、構成表作成、ロケ撮影、編集を行った。一方

フィリピン、タイについてはリモートでのリサーチ業務を実施するにとどめ、

実際の撮影や編集などの制作業務は２０２２年度以降、渡航が可能になるまで

先送りすることにした。 

 

④インドネシア公共放送局への支援 

  ２０２０年度からスタートする予定だったＪＩＣＡのインドネシア国別研

修「放送高度化（公共放送）」は、コロナ禍の影響で実施されなかった。２０

２１年度は本邦研修の実施をＪＩＣＡと共に模索したが、状況が改善されな

いため、オンラインによる研修を実施することとなった。オンライン研修はイ

ンドネシアの公共放送ＲＲＩ（ラジオ・インドネシア）とＴＶＲＩ（テレビ・

インドネシア）の放送現場の中堅職員２３人がジャカルタから参加し１月２

４日から２月３日（８日間）にわたって行った。 

ＮＨＫインターナショナルの会議室にマルチカメラ・ライト・スィッチャー・

音声卓などを持ち込んで簡易スタジオを設置し、ここを起点に講義を配信した。

講師にはＮＨＫ職員とＯＢに協力してもらい、「世界の公共放送概要」「公共放

送の役割」「ＮＨＫの災害報道」「ＮＨＫのネット展開」「コロナ禍での番組制

作」「ＮＨＫの国際放送の歴史」などをテーマとして講義を行った。 

 

（２）国際版番組の提供 

①外国放送機関への放送番組の提供 

・ 国際交流基金の‟放送コンテンツ紹介事業”による提供 

  日本のコンテンツが放送されにくい国と地域を中心に、アニメやドラマ、そ

れにドキュメンタリーなど幅広いジャンルの番組を無償で提供し、一般市民
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に向けて日本の魅力を発信することで、日本に対する理解促進や親日感情の

醸成を目指す。 

２０２１年度は中南米を中心に放送局からの要請が増え、２０２０年度より

４，２１４本多い６，６４８本の番組が３９カ国、６０の放送機関に提供され

た。特にＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ひよっこ」や「なつぞら」、幼児番組の

「新・ざわざわ森のがんこちゃん」や「いないいないばぁっ！」、当財団企画

制作の「日本の世界遺産」や「小さな世界企業」の提供件数が多かった。 

 

②放送以外の利用に供する番組の提供                    

国際交流基金やＪＩＣＡなどの公的機関に対し放送以外の目的で利用する

番組６本を１つの機関（国際交流基金）に提供した。                                      

 

（３）国際版などの番組制作 

①放送番組国際交流センター（ＪＡＭＣＯ）からの委託 

放送番組国際交流センターから委託を受け、同センターが保有・管理する

国際版ライブラリー用に、英語版とスペイン語版の制作を受託した。英語版

は、ＮＨＫ番組１３本に加え、民放地方局の番組１本を初めて受託した。ス

ペイン語版は、５本を制作した。 

 

②国際交流基金（ＪＦ）からの委託 

インターの自主事業として独自制作した番組について、２０２１年度、初

めて国際交流基金から国際版制作を受託。「日本の世界遺産」（１５分）のフ

ランス語版とスペイン語版、それぞれ１１本、計２２本を納入した。 

 

③ＮＨＫエンタープライズ（ＮＥＰ）からの委託  

海外コンクール用およびＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ放送用に英語化した番

組を、ＮＥＰ海外販売用に計１３本フォーマット化した。 

 

（４）中国関連事業の展開 

中国緊急報道センターのホームページに掲載される動画「防災ミニ知識」は、

新型コロナの影響で撮影が不可能になり、２０２１年度の制作はできなかった。

同様に中国ラジオテレビ総局主催の本邦研修も中国から日本への渡航が難し

い状況が続いているため実施が見送られた。感染が小康状態に入り、日中間の

往来が可能になれば両事業とも再開する予定である。 

ＮＥＰ支援事業関しては、ＮＥＰが北京テレビと「紫禁城中国“最強”皇帝

の秘めたる園」（ＢＳプレミアム）を国際共同制作するにあたって、契約交渉

などのコーディネート業務を実施した。この番組は、４Ｋ、８Ｋ版でも放送さ
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れた。また、ＮＥＰと中国電視総台（旧ＣＣＴＶ）との共同制作に関しては  

２０２２年度内の放送を目指して「世界遺産 頂き（仮題）」２本、と「シャ

ンシャン会いに行く（仮題）」９０分の番組の事前準備を行っている。 

新たな事業としては、編成局からの業務依頼で、北京冬季五輪をきっかけに

８Ｋの専門チャンネルを立ち上げた中国の８Ｋの現状と今後に向けた動きな

どを継続的に調査し２０２１年度は２回の報告書を提出した。 

 

（５）翻訳とリライト業務 

ＮＨＫと関連団体から７３件の翻訳・リライト業務を受注し、売上総額は 

６２５万円であった。このうちＮＨＫからの受注は４４件３７７万円で、関連

団体は２９件２４８万円。コロナ禍が続く一方、各種契約書、東京・北京オリ

ンピック・パラリンピック関連文書、ＳＤＧｓをテーマにしたオンラインシン

ポジウム、再開の兆しがある展博関連の依頼などが寄せられ、売上を前年度比

約８％伸ばした。 

 

（６）東京オリンピック開会式前公式行事の動画撮影および配信 
内閣官房から委託を受け、7月の東京オリンピック開会式開始前に皇居宮殿

において行われた行事の公式動画撮影を行うとともに、国内及び各国報道機関

に対して、撮影した動画を無償提供した。 

ホスト映像の提供はクラウドサービスを利用し、専用ウェブサイトを構築、

ホスト映像をアップロードのうえ、国内及び各国報道機関へアクセス及びデー

タダウンロードの権限を付与することによって行った。 

 

 

２．国際版番組ライブラリーの制作 
 

世界各国での日本理解を促進するため、海外に提供する番組の国際版をライ

ブラリーコンテンツとして自主制作した。２０２１年度は、ＮＨＫ番組の国際

版４８本、独自企画番組１５本(日本語版３本、英語版６本、アラビア語版６

本)、計６３本を制作した。 

 

（１）ＮＨＫ番組の国際版制作                            

ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮのホームページで提供する「やさしい日本語 

（Easy Japanese）」（３分）について、ベンガル語版４８本を制作した。  

    

（２）独自企画による国際版番組の制作 

２０１９年から、日本の世界遺産を紹介する１５分の番組を日本語で制作
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し、その後、国際版を制作している。日本語版は、これまでに１１本を制作、

２０２１年度は新たに３本を制作した。また、昨年度に制作した日本語版の

６本について、英語版とアラビア語版を制作した。 

 

 

３．ＮＨＫからの受託業務 
 
（１）外国放送機関への取材協力 

２０２１年１１月に国立代々木第１体育館で開催されたＮＨＫ杯国際フィ

ギュアスケート競技大会において、ホスト局ＮＨＫによる国際映像配信の支援

業務に当たった。前年同様、新型コロナの影響でライツホルダー局クルーの来

日はなく、取材支援はなかった。海外ライツホルダーと伝送設備や回線手配を

事前に調整・手配して、大会期間中は現地から３本の国際回線を使い合計９プ

ログラムの映像・音声を６３の国と地域に配信した。 

 

（２）中国語ストリーミングサービス支援 

  ２０１９年に始まった中国語ストリーミング配信サービス「ＮＨＫ華語視

界」では、当初、ＮＨＫインターナショナルの伝送ルームから、ニュース番組

「東京網播間」のライブ配信を行っていたが、２０２０年４月より、配信時間

が２０時から２０時１４分に変更されると共に、事前に番組素材をクラウド

上にアップロードしておき、専用配信運行プログラム「サイマルキャストシス

テム」を使って、クラウド上でストリーミング映像を切り替える配信システム

に変更された。 

これによりスタジオでは、キャスターを映したオープニング・つなぎ・エン

ディングを収録し、編集によりニュース素材とスタジオ素材をつなぎ合わせ、

１４分のニュース番組として完プロ化した後、クラウド上にアップロードする

作業となった。 

但し、今年もコロナの影響により、２０２１年４月１２日から９月３０日ま

でと、２０２２年１月２１日から３月２１日までの間、政府や東京都による緊

急事態宣言やまん延防止重点措置により、「東京網播間」の１４分のニュース

制作は休止され、要員も１名出社、１名待機の体制となり、期間中、「華語視

界」番組サイトや FaceBookへのニュース素材のアップロード作業を実施した。 

 

（３）ＮＨＫのオンライン会議支援 

コロナ禍でオンライン開催となったＡＢＵ関連会議、ＮＨＫ－ＫＢＳメディ

ア協力会議の技術、ロジ支援を行った。２０２１年６月、伊ＲＡＩ のシンポ

ジウムにＡＢＵ各局が参加するパネルディスカッションでは、財団の会議室に
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映像音声とネットワークの設備を整えて運用した。６月２９，３０日のＡＢＵ

年央理事会、１１月２２－２６日のＡＢＵ理事会・総会、スーパーパネルセッ

ションでは、放送センターの会議室にオンライン会議設備を組み上げて運用し

た。また、会議に参加するＮＨＫ役員対応、会議資料の翻訳、コロナ対策とし

て会場の消毒作業など会議運営を幅広く支えた。２０２２年１月２６日、初の

オンライン開催となったＮＨＫ－ＫＢＳメディア協力会議では、数多くの提案

を巡り活発に意見が交わされる中、議事録や報告書の作成に尽力した。 

 

（４）海外向け映像素材の提供  

提供総額は２，８００万円余りで前年度比１２１％。大口の取引が相次いだ

直接販売は前年度比５割増と大きく上回った。一方、代理店販売は前年度の８

割程度に留まった。人権意識の高まりを受け、提供単価の高い震災映像や日本

ニュース映像の提供条件をより厳しくした一方で、これまで提供先に認めてこ

なかった永久使用権が一部解禁されたことで提供範囲が広がった。これらの措

置が現場に及ぼす影響を注視しつつ、委託元と連携しながら、より適切な素材

提供のあり方を探っていく。新型コロナウィルス対策としては、在宅勤務の定

常化を踏まえ、ＶＰＮ、動画編集ソフトの整備など、デジタルツールを活用し

たワークフローの改革により、ＢＣＰ体制を整えた。 

提供総額 直接販売 代理店販売 

２８，２７５千円 ２０，４７７千円 ７，７９８千円 

 

①直接販売では、３５１件の問い合わせがあり、１５の国と地域の３７機関に

４２件の映像を提供した。売り上げは約２，０５０万円で前年度より５割増。

１００万円を超える大口取引は、仏 Bonne Pioche が日本ニュースをカラー

化して制作したドキュメンタリー「パールハーバー」（約４３０万円）をは

じめ、ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」のＣＧを使い、歴史上の戦艦

に関するドキュメンタリーを制作した仏 Le cinquieme reve（約１５１万

円）、被災者のインタビューを加えて東京空襲のドキュメンタリーを制作し

た豪 Feather Films（約１１６万円）、カルロス・ゴーン被告のドキュメン

タリーを制作した仏 ALEF ONE（１０１万円）など１００万円を超える超大

型取引が４件あった。また仏 UFOへ提供した１９６４年東京オリンピック・

ラジオ実況（約９４万円）、米 Tollin に提供したオリンピック金メダリス

ト高橋尚子氏の映像（約８１万円）、英ＢＢＣに提供した阿寒湖のマリモ（約

８１万円）、露 WISH Media に提供した野球選手スタルヒン（約８１万円）、

など６０万円超の契約が６件だった。 
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②代理店販売では、ゲッティ・イメージズを通して、３１の国と地域、３０１

機関へ１，０２８クリップを提供した。売上額は約７８０万円。被災者感情

への配慮などから災害映像などの提供条件を厳格化したことで、売り上げは

減っている。新規クリップはＮＨＫのアーカイブ素材から制作してゲッテ

ィ・イメージズのオンラインコレクションにアップロードした。２０２１年

度は、６１タイトル、８６１クリップを制作した。内容としては、岸田内閣

発足や真鍋淑郎氏のノーベル物理学賞受賞など、時事関連のクリップをタイ

ムリーに制作した。阿蘇山噴火の瞬間を捉えた定点カメラ映像、皆既月食、

岩手県久慈市の早朝の海霧など自然現象の希少な瞬間をとらえた映像もク

リップ化した。また、日本の伝統的なひな祭りや祭り囃子の練習風景、伝統

的なねぶた囃子、ドローン撮影など、幅広いジャンルのクリップを多数コレ

クションに加えることが出来た。 

 

（５）国際版番組制作  

①国際コンクール参加番組の国際版制作 

イタリア賞や国際エミー賞、日本賞など国際コンクールに参加するための国

際版２８本を制作した。ＡＢＵ賞では、財団が英語化を担当した作品がラジオ・

ドラマ部門をはじめ３部門で各最優秀賞を獲得した。また、コンクールへの番

組のエントリー業務も行った。 

 

②海外交流用国際版番組の制作 

編成局からの受託で、ＮＨＫインターナショナルのライブラリー用（海外

放送局へ無償提供）および、ＮＥＰ海外販売用（事業者へ有償提供）の目的

として、ＮＨＫ番組の国際版を制作。制作番組は、ＮＥＰと相談の上、編成

局展戦推に提案し決定している。今年度は、２番組、計１４本の英語版を制

作した。 

 

③関連事業局から委託された国際版番組の制作 

関連事業局よりＮＨＫ番組の国際版制作を受託。なお、スペイン語版は、

関連事業局と国際交流基金との共同制作。今年度は２番組、計１３０本を制

作した。 

 

④ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ英語版番組制作  

定時番組は、アニメ「舞妓さんちのまかないさん」を含む６番組を受託。特

集番組は、ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ向けとしては初めて、シリーズのドラマ

番組の英語版作成を受託した。 

 

ー 7 ー 



 

 

⑤ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ多言語版制作 

ホームページでの提供用に制作。今年度までは中国語版（簡体字・繁体字）

のみだったが、国際放送局に提案し、年度後半からポルトガル語版の制作も受

託した。 

 

⑥ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮラジオ英語ニュースの制作 

国際放送のラジオ英語ニュース「AsianView」の制作関連業務を、前年度に

引き続き受託した。このニュースはラジオでの放送、インターネット配信の

ほかに、北米、カリフォルニア、アトランタ、ニューヨークなど、２９の放

送局でキャリーされており、およそ２０４万人の聴取人口を持っている。 

また、２０２１年度より「フラッシュニュース」、「地域発ニュース」の２つ

のニュース番組の制作を受託。「フラッシュニュース」は外国人の関心が高い

日本発のニュースを毎日３本コンパクトに発信。「地域発ニュース」は地域局

が取材した世界各国とのつながりを持つ地域のニュースや話題を毎日、発信。

英語だけではなく、多言語にも翻訳されてラジオでの放送やインターネット配

信が行われている。 

 

⑦ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮラジオポルトガル語ニュースの制作 

国際放送局では在留外国人向けの発信を強化している。その一環で在日ブ

ラジル人向けに、ＮＨＫの各地方局から出稿される国際交流のニュースをま

とめたポルトガル語ニュース「週刊ニッポン短信」（週１回、３分）の制作を

あらたに受託した。 

 

（６）国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」関連業務 

国際放送の視聴者対応の最前線として、海外の一般視聴者から寄せられる意

見や要望をＮＨＫに伝え、問い合わせに答えた。また、国際放送の充実と向上

のため、海外の委嘱モニターから送られてくる報告を整理しＮＨＫに伝え、番

組制作・編成に役立てた。Ｅメールや国際郵便の投書に対し、返信・回答、“ベ

リカード”の発行や資料の送付を行い、投書が円滑に届くように海外私書箱管

理業務を行った。さらにラジオ国際放送の広報印刷物作成などの業務を実施し

た。 

 

①国際放送の充実と向上を図るモニター関連業務 

「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」のラジオ番組モニターと技術モニター、お

よびテレビモニターと多言語ＶＯＤのモニターを管理し、寄せられたモニター

報告をもとに、受信状況、番組への反響、意向等を集約・分析し、「ラジオ国

際放送月間投書概況＆モニター報告」、「ラジオ月間受信概況」、「テレビモニタ
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ー月間報告」、「多言語ＶＯＤモニター分析」等にまとめて、ＮＨＫに提出し、

受信・視聴環境の整備と番組の質的向上などを支援した。また、国際発信に協

力した地域放送局へのフィードバックとして「地域放送局発 ＮＥＷＳＬＩＮ

Ｅ等企画 反響」の作成も行った。 

テレビモニターは、前期（４月～９月）２４８人、後期（１０月～３月）   

２３９人、ラジオ技術モニターは４０人であった。またラジオ番組モニターと

多言語ＶＯＤモニターは２６か国の１６２４人の登録者の中からモニターを

選定する方式で、毎月ローテーションで報告を得た。 

＊多言語ＶＯＤモニターは、中国語簡体字・繁体字、フランス語、インドネシ

ア語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、トルコ語、ビルマ

語、ロシア語で実施。 

 

②国際放送と視聴者を結ぶ視聴者対応、投書関連業務 

「ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ」のラジオ国際放送へのＥメールと郵便による

投書約１万１０００件、テレビへのＥメール等による問い合わせや意見約８２

００件について集計・整理し、「リスナー投書月間概要」、「週間視聴者投書」

等でＮＨＫに報告した。また、“ベリカード”の発行や番組表、周波数表、テ

キストなどの資料を送付し、番組編成や受信方法などに関するさまざまな質問、

要望に対して回答した。投書受信のため海外私書箱の管理も実施した。さらに、

ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮホームページの視聴者問い合わせ窓口＜Contact 

Us＞を担当し、海外の視聴者、在日外国人などから寄せられる要望や質問等へ

の対応を行い、電話問い合わせにも応じた。 

 

③国際番組審議会関連の業務について 

ＮＨＫインターナショナルでは、国際放送番組審議会の運営業務をＮＨＫか

ら受託している。毎月開催される会議の準備、資料作成、委員への連絡、当日

の運営、議事録作成のほか、委員の新規委嘱・退任に関する事務、名簿管理、

諮問答申の手続き等を行った。 

 

（７）ＮＨＫ日本賞 教育コンテンツ国際コンクールの運営 

財団は、日本賞教育コンテンツ国際コンクールの運営支援をＮＨＫから受託

している。２０２１年度第４８回日本賞は、新型コロナ感染拡大のため、昨年

度に引き続きオンラインで本審査、授賞式を実施し、原宿の会場でテーマ別ト

ークセッションと上映会を実施するというハイブリッドでの開催となった。 
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①第４８回 日本賞 教育コンテンツ国際コンクール 

日本賞は、世界の教育コンテンツの向上を図り、個人の成長や社会の発展、

国際的理解の促進に寄与することを目的として、１９６５年にＮＨＫが創設し

たコンクールである。２０２１年度は、以下の日程で実施した。 

〈日 程〉 

４月 １日（木）～６月３０日（水） エントリー受付 

９月１５日（水） 一次審査結果発表（日本賞ＨＰ上） 

１０月 １日（木） イベント参加者申し込み（登録）受付 

１０月２５日（月） オリエンテーション、審査 

１０月２６日（火） 各部門最優秀賞・特別賞決定 

１０月２７日（水） デジタルメディア部門オンライン審査 

１０月２８日（木） 企画部門オンライン審査 

１１月 １日（月） グランプリ・特別賞決定 

１１月 ４日（木）～７日（日） オープニングナイト、キーノートセッショ

ン、テーマ別セッション、上映会 

１１月９日（火） 授賞式 

 

・エントリー、一次審査 

４８の国と地域から、コンテンツ作品２４５件、新規企画２２件、合計２６

７件の応募があった。世界１４か国、２０人の一次審査委員により、部門ごと

に審査が行われ、９月１５日（水）日本賞ＨＰ上で一次審査結果を発表した。 

 

・本審査 

本審査は、世界１２の国・地域から放送や教育の専門家１２人の審査委員に

よって行われた。デジタルメディア部門のプレゼンテーション審査と企画部門

ファイナリストの研修、プレゼンテーション審査もオンラインで実施された。 

 

・日本賞公開イベント 

今年度は会場（WITH HARAJUKU HALL）でのイベントをオンラインでも公開す

るというハイブリッド型で開催。トークセッションや作品をキュレーションし、

制作者インタビューとともに作品を日本語字幕付きで公開した。セッションで

は海外のゲストスピーカーとオンラインで結んだ。また今年度初めて過去のグ

ランプリ作品を「日本賞クラシックス」と名付け２作品を上映。公開イベント

にはオンラインで１，２２８人、会場には延べ２２１人の参加があった。授賞

式は昨年同様オンライン開催となり、ライブ配信した。皇嗣妃殿下紀子さまよ

り事前収録でのビデオメッセージをいただいた。 
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・そのほかの日本賞関連イベント 

日本賞会期に先立ち、４月、６月に日本賞カンファレンスを開催。多様性や

ダイバーシティをテーマにメディアが果たす役割や、相互理解を促すコンテン

ツ制作のヒントを探った。８月には学生向けのイベント「日本賞クラスルーム」

を開催。ＳＤＧｓ映像企画に挑戦するオンラインサマーキャンプを行った。 

 

・関連番組 

第１部「ヨーロッパへの旅路」（国際交流基金理事長賞） 

２０２１年１２月２６日（日） 午後２時３０分～午後３時２５分 Ｅテレ 

第２部「カトゥーのお仕事クイズ」 

（幼児向け部門、児童向け部門最優秀賞／２０２０年企画部門優秀賞） 

２０２２年１月２日（日） 午後０時１５分～午後０時４５分 Ｅテレ 

第３部「ヴァイラル 私たちのパンデミック日記」（一般向け部門最優秀賞） 

２０２２年１月３日（月） 午後１１時４０分～午前１時０９分 Ｅテレ 

 

・授賞式及びイベント用コンテンツの字幕版制作 

授賞式や関連イベント等で使用するコンテンツの字幕版について、今年度初

めて財団が制作を受託した。 

・日本賞カンファレンス用： プレゼン用クリップ５本（英語版） 

・学生向けイベント用： 「Generation Greta」（日本語版） 

・授賞式用： ＮＨＫ会長メッセージ／皇嗣妃殿下おことば（英語版） 

・関連イベント用： 以下の応募作品（日本語版） 

「History 360°」「Pip and Posy」「Story Time」「Traveler Tale」 

 

③日本賞ライブラリー向け日本語字幕版制作 

過去の日本賞出品作のうち日本語化されていない力作を、教育現場などで有

効に活用できるよう、日本語字幕版を制作し、日本賞ライブラリーで保存する

ことになった。このための日本語版制作を受託、以下の３本を制作した。 

・「It Was Not Supposed to Happen」（８分／ノルウェー） 

・「Fast Fashion」（５４分／フランス） 

・「Ugly Side of Beauty」（４８分／シンガポール） 

 

（８）渉外・接遇・展開業務 
渉外・接遇では、ＮＨＫが、コロナ感染予防のため、海外からの来訪者は緊

急事態宣言期間外に限定的に受け入れることとなった。セルビア大使、オース

トラリア大使による会長表敬など、５か国から１４名がＮＨＫを訪問し、財団

も対応した。駐日大使などがＮＨＫを訪問する際の要望に応え、関係各部署や
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大使館との連絡・調整、関連資料作成、会談準備などのロジ業務、ＮＨＫワー

ルドＪＡＰＡＮニューススタジオの見学案内などを行った。また接遇記録デー

タベースの構築に協力し業務効率化に貢献した。２０２２年度秋に東京で開催

される予定のＰＢＩ会議に向けて、関連資料の作成、翻訳、運営ロジ業務を務

めた。 

国際放送展開業務では、ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮのコンテンツについて、

放送・ネット・イベントを通じて認知度向上と国際発信の拡大強化を図った。

また、ＳＤＧｓなど世界の課題解決に向けたコンテンツや国内と連動したドラ

マをプロモーションする一方、在留外国人への発信強化にも積極的に取り組ん

だ。 

 

 

４．財団統合に向けた取り組み 
 

２０２３年４月の財団統合に向けては、７月に４財団（ＮＨＫサービスセン

ター、ＮＨＫインターナショナル、ＮＨＫエンジニアリングシステム、ＮＨＫ

放送研修センター）で「人事総務、経理、情報システム、事業連携」の各実務

部会を設置し検討を開始。１０月には４財団、関連事業局、ならびにコンサル

による「財団統合推進事務局」を立ち上げ、１２月に「２０２５年度の財団の

姿」をとりまとめ、関連事業局およびＮＨＫ会長に説明、統合の基本方針（事

業仕分けを含む）について合意した。 

２０２２年１月、４財団とＮＨＫ交響楽団（Ｎ響）は、統合によりＮＨＫグ

ループの社会貢献事業の中核を担う財団法人グループをつくる、公共メディア

ＮＨＫが持つコンテンツ力、技術力およびネットワーク力を放送以外の形で広

く社会に還元する、スリムで強靭な組織体制を確立し、財団法人グループ全体

のガバナンスを強化する、４財団が持つ強みを新財団に結集し、シナジー効果

を最大限に発揮して収益力向上を図る、Ｎ響をフラックシップとした様々な事

業連携を行い、親子法人一体となって社会貢献事業にあたる、新財団がＮ響に

対し寄付をすることによりＮ響の財政面の基盤を強化すること等を目的とし

た、統合の「基本合意書」を締結した。締結に関しては、ＮＨＫサービスセン

ターの理事長が３財団の代表理事を兼ねることから、事前に４財団の理事会に

おいて「利益相反取引」に関する承認を得て適切に行った。また、４財団間の

取引についても、３月開催の４財団の理事会において、事前承認を受けた。 

２月には、「財団統合推進事務局」にＮ響理事長を加えて、新たに「合同経営

戦略会議」を立ち上げた。各実務部会にもＮ響が参加し、工程表に沿って着実

に進捗、情報システム統合や財務会計システムなどのベンダー選定を行った。

さらに、同月に「Ｎ響統合部会」を設置し、管理部門等の連携の検討を開始し

た。また、３月末には「内部統制部会」を立ち上げ、新財団の内部統制システ

ム等の検討を開始することとした。 
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５．財団の事務所移転 
 

財団の事務所が入居するビルの賃貸借契約が２０２１年９月に契約期間満

了する機会にあわせ、２０２１年８月に事務所を移転した。移転にあたっては、

財団が新型コロナ対策として取り組んできたリモート・ワーク等の経験を生か

しつつ、ＮＨＫグループ間の業務の効率性と緊密な協業体制を確保するため、

ＮＨＫ放送センター近隣の物件を確保した。また事業スペースの有効活用を図

り、賃借面積を従来の２３％削減、賃借料の３０％削減を実現した。これによ

り、経費削減を図りながら、財団の特色を生かした“スリムで強靭な体制の構

築”を推進していく。 

 

 

６．業務の適正を確保するための体制の 
運用状況の概要及び評価について 
 

（１）運用状況の概要 

財団の役職員の行動規範とする倫理・行動要綱や、リスクマネジメント規程

等を定め、リスクマネジメント推進体制の構築と順守に努めている。またコン

プライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス規程や、通報制度規程を定

め、リスク案件に適切に対応できる体制を整備している。２０２１年８月に組

織の構造改革とガバナンス強化を目的として「総務部」を廃止し理事長直属の

「経営企画室」を設置した。 

理事長を委員長とするリスクマネジメント会議を随時開催し、「情報セキュ

リティ強化」や「個人情報の適正な管理」など業務プロセス上のリスクを予見

した「リスク点検チェックシート」を作成し、対応方針および対応後のリスク

評価を行い、財団内で共有した。理事長、常勤役員および各部責任者で構成す

る経営企画会議を原則週１回開催し、コンプライアンスに関する議論を行い、

必要な改善に努めた。 

９月～１１月を「コンプライアンス推進強化月間」とし、コンプライアンス

にかかわる事例を題材としたｅラーニング研修や財団内システムのセキュリ

ティ自主点検、著作権処理に関する独自勉強会を開催し、コンプライアンス意

識の醸成に努めた。 

当財団の内部監査室の年間監査計画に基づき、コロナ禍における適正な勤務

管理、内部統制の整備・運用状況の点検、情報セキュリティ強化の取り組み状

況等を監査した。内部監査結果については、理事長に報告するとともに経営企

画会議に報告し、必要な業務の改善点等を共有したほか、監事、外部監査法人

と綿密な連携のもと、年間を通し、適正経理および業務プロセスなどについて

ー 13 ー 



 

 

監査を行い、業務の適正化に努めた。 

情報管理規程、情報セキュリティ対策基準に基づき、財団の全システムを対

象としたリスク点検を行ったほか、保有する個人情報を適切に保護するため、

「自主点検シート」による点検を行うなど情報セキュリティの強化を図った。 

在宅勤務の環境整備、および各種経伺手続きの効率化、迅速化、見える化に

資するため電子承認システム、リモート接続ＶＰＮサービスを２０２２年２月

に運用を開始した。 

２０２１年度事業計画の進捗状況を四半期ごとに経営企画会議に報告し、課

題の検証や対応策について継続的に議論し、計画達成につなげた。経営企画会

議の審議事項および報告事項に関する議事概要を記載した議事録を作成し、関

連資料とともに保存し、理事の職務執行状況、財団の業務決定プロセスにかか

わる情報を適正に保存・管理している。 

当財団の経営は、ＮＨＫが定める「関連団体運営基準」に基づき、関連団体

の業務を所管するＮＨＫ関連事業局をはじめ関係部局と綿密な連携を図り、適

正な運営に努めている。ＮＨＫ関連事業局が委嘱した監査法人による業務運営

状況調査に適切に対応した。 

 

（２）業務の適正を確保するための体制の評価 

財団全体に係る内部統制に関し、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、

情報と伝達、モニタリング、ＩＴへの対応など、２６項目にわたる「内部統制

チェックリスト」により内部統制の整備状況、運用状況の有効性を評価した。

また、業務上重要なリスクを抽出した「リスク点検チェックシート」に基づき、

対応方針や対応状況の評価を行った。評価の結果、２０２２年３月３１日時点

における当財団の内部統制は、概ね有効であると判断した。 

 

 

７．評議員および役員 
 
（１）評議員 

評議員会を次のとおり開催した。 

2021年 06月 21 日 ①２０２０年度貸借対照表、正味財産増減表の承認 

2020年 06月 21 日 ②評議員の選任 

2020年 06月 02日 ③理事の選任 

2020年 06月 02日 ④２０２０年度事業報告（報告） 

2020年 06月 21 日 ⑤２０２０年度公益目的支出計画実施結果（報告） 

2020年 06月 21 日 ⑥執行役員制度規程の新設（報告） 

2020年 06月 21 日 ⑦執行役員の選任（報告） 
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2022年 03月 31 日 ①２０２１年度決算見込み（報告） 

2022年 03月 31日  ②理事の職務執行状況（報告） 

2022年 03月 31日  ③２０２２年度事業計画および収支予算（報告） 

2022年 03月 31日  ④利益相反取引の承認（報告） 

 

年度末における評議員の構成は次のとおりである。 

小 塩   節 フェリス女学院顧問、中央大学名誉教授 

小 池 英 夫 ＮＨＫ理事 

柄   博 子 独立行政法人国際交流基金理事 

塚 本   弘 独立行政法人日本貿易振興機構顧問 

中 嶋 太 一 ＮＨＫ関連事業局長 

福 川 伸 次 一般財団法人地球産業文化研究所顧問 

宮 内 義 彦 オリックス（株）シニア・チェアマン 

若 泉 久 朗 ＮＨＫ理事 

（五十音順）  

 

（２）理事および監事 

理事会を次のとおり開催した。 

〔第１回〕 

2021年 05月 17日  ①ＮＨＫインターナショナル事務所移転 

〔第２回〕 

2021年 06月 04日  ①２０２０年度 事業報告および決算の承認 

2021年 06月 04日  ②２０２０年度 公益目的支出計画実施報告書の承認 

2021年 06月 04日  ③執行役員制度規程の新設 

2021年 06月 04日  ④執行役員の選任 

2021年 06月 04日  ⑤定時評議員会の招集 

〔第３回〕 

2021年 06月 21日  ①２０２１年度 理事会（第２回）報告 

2021年 06月 21日  ②２０２１年度 定時評議員会報告 

2021年 06月 21日  ③理事の職務執行状況報告 

〔第４回〕 

2021年 06月 21日  ①理事辞任に伴う代表理事の選定 

2021年 06月 21日  ②理事辞任に伴う業務執行理事の選定 

2021年 06月 21日  ③副理事長の選定 

〔第５回〕 

2021年 07月 21日  ①利益相反取引の承認 
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〔第６回〕 

2021年 08月 13日  ①ＮＨＫインターナショナル 事務所移転日 

2021年 08月 13日  ②ＮＨＫインターナショナル 組織改正 

2021年 07月 21日  ③理事会運営規程見直しについて 

〔第７回〕 

2021年 12月 24日  ①基本合意書締結の事前承認 

〔第８回〕 

2022年 03月 11日  ①２０２１年度決算見込み 

2021年 06月 04日  ②理事の職務執行状況の報告 

2021年 06月 04日  ③２０２２年度 事業計画および収支予算 

2021年 06月 04日  ④２０２１年度 評議員会（第２回）の開催 

2021年 06月 04日  ⑤利益相反取引の承認 

 

年度末における役員の構成は次のとおりである。 

理 事 長(非常勤) 黄 木 紀 之 ＮＨＫサービスセンター理事長 

副理事長 鈴 木 郁 子 元ＮＨＫ理事 

理 事 山 本   浩 元ＮＨＫ関連事業局専任局長 

 〃   (非常勤) 竹 中 千 春 立教大学教授 

 〃   (非常勤) 谷   福 丸 元衆議院事務総長 

 〃  （非常勤） 高 井 孝 彰 ＮＨＫ国際放送局長 

監 事（非常勤） 佐 藤 孝 夫 公認会計士 

 

（３）理事および監事に支払った報酬等の額  

当事業年度、当財団の理事・監事に対する報酬等の内容は以下のとおり。 

（金額単位 千円） 

役員区分 報酬総額 
報酬等の種類別総額 対象 

役員数 定額部分 変動部分 

理 事 ２９，７３６ ２５，２００ ４,５３６ ４人 

監 事 ０１，５００ ０１，５００ ― １人 

注）１ 上記には、従業員兼務理事の従業員分給与を含む。 

２ 理事には、退任役員２人を含む。 

３ 上記記載以外の非常勤理事３人に対しては、報酬を支払っていない。 
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８．組織および従業員数（2022 年 3 月 31 日現在） 

（１）組織  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)従業員数    

４４人 （常勤役員２人を含む） 

 

 

  

評 議 員 会 

 

理  事  会 

理  事  長 内 部 監 査 室 

経 営 企 画 室 

（新規事業開発） 

（人事・総務） 

（経   理） 

国 際 事 業 部 

（事    業） 

（制    作） 

（日本賞事務局） 

国 際 協 力 部 
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附 属 明 細 書 

 

２０２１年度事業報告には、「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」が存在しないので作成しない。 
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