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平成２６年９月２２日 

 

監査委員会活動結果報告書 

 

監査委員 上 田 良 一 

監査委員 室 伏 きみ子 

監査委員 渡  惠理子 

 

平成２６年４月１日から平成２６年９月２１日までの監査委員会の活動結果

は、以下のとおりである。 

 

１．平成２６年度第１四半期業務報告等について 

 

監査委員会は、放送法第４３条に基づく役員の職務執行に対する業務監査の

一環として、｢平成２６年度第１四半期業務報告｣（以下、「業務報告」という）

を査閲し、必要に応じ、本部部局長、地域拠点局長および域内放送局長から記

載された内容、業務概況および課題などについて聴取した。現場での業務監査

については、内部監査室から監査結果の報告を受けた。また、以上を踏まえ、

会長、副会長、理事、子会社１社から監査委員会の平成２６年度の重点監査項

目を中心に聴取した。 

その結果をまとめると次のとおりである。 

 

（１）内部統制の推進状況および関係部局のリスク対応の取り組み状況 

 

１）第１四半期概況（「業務報告」等） 

総合リスク管理室では、リスクマネジメントの向上を図るため、地域放送局

のリスク管理の中心となる副局長と企画総務副部長を対象に業務上の重要なチ

ェック項目をまとめた「リスクチェックシート」、「リスク点検マニュアル」を

新たに作成し、研修等で活用を始めた。また、昨年判明した放送技術研究所の

不祥事を受け、外部業者と関わる際の注意点と行動規範をガイドラインとして

まとめ、役職員に周知した。 

さらに協会は、リスクマネジメント規程と内部監査規程の一部を改定し、総

合リスク管理室と内部監査室の連携を強化した。６月に公表された職員による

航空運賃の不適切な請求の事案についても、内部監査室は、総合リスク管理室

が調査した詳細な情報を共有し、航空運賃の経理処理について点検を強化した。 

内部監査室では、本部１部局と地域拠点局１局、地域放送局４局で定期監査

を実施し、会計監査人と合同で本部資金監査を行った。 
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３月に公表された子会社の不祥事に関連して、内部監査室は、会長特命によ

り、子会社１３社に対する調査を行った。（この調査については（５）で後述） 

 

２）会長、理事からの聴取 

コンプライアンス統括理事からは「内部監査の結果は全体としては改善され

ているが、放送技術研究所の問題、ＮＨＫ出版の問題など、金銭にまつわる話

が続いたので、危機感をもって対処しなくてはならない」との認識が示された。 

会長からは「内部統制については全職員に徹底してきたと考えている。今後

は関連団体に重点を移しながら取り組んでいきたい」との見解が示された。 

 

３）監査委員会の認識 

監査委員会は、３月以降、総合リスク管理室と内部監査室が同じ理事の担当

となったことにより、両組織がより密接に連携しながら活動できるものと期待

している。 

平成１６年に発覚した不祥事から１０年が経ち、当時の不祥事による影響を

直接経験していない職員が多くなる中、協会だけでなく関連団体も含めたＮＨ

Ｋグループ全体として、コンプライアンス意識を研修などを通して高め、徹底

していくことが必要である。今後の協会の取り組みを注視していく。            

 

（２）新たなメディア環境への対応状況 

 

１）第１四半期概況（「業務報告」等） 

６月に公布された改正放送法により、これまで既放送番組のみに認められて

いた番組ネット配信が、放送前や放送中の番組にも認められるなど、来年度か

ら本格的な放送と通信の連携サービスの実施が可能になる。これを受け協会は、

インターネット活用業務に関する「実施基準」の策定と、サービス開始に向け

た具体的検討を開始した。 

８Ｋスーパーハイビジョンは、４月に世界最大級の放送機器展であるアメリ

カのＮＡＢショーなどでＰＲ活動を行い、「ＦＩＦＡワールドカップ」ブラジル

大会では、国内外の７会場でパブリックビューイングを実施して好評を博した。 

協会は、総務省が主催する放送関係者などからなる検討会で取りまとめたロ

ードマップに沿って、コンテンツ制作から送出・送信に至る機材の研究と開発

を進めている。 

昨年９月にスタートしたハイブリッドキャストでは、４月にサービスを拡大

して、「きょうの料理」でのレシピ公開や「あさイチ」での双方向クイズを開始

し、着実に視聴者が増えている。後半期番組改定に向け、総合テレビに加えて、

Ｅテレ、ＢＳ１、ＢＳプレミアムでもサービスを開始するための準備を進めた。 
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２）会長、理事からの聴取 

メディア企画業務統括理事からは、「相撲や音楽番組などを複数のカメラで中

継するマルチビューや、ハイブリッドキャストと過去の番組を見られるＮＨＫ

オンデマンドとの連動などを検討中だ。魅力的なサービスを厳選して徐々に広

げていきたい」との認識が示された。 

制作担当理事からは「細密な映像の４Ｋ・８Ｋでドラマなどの制作を始めて

いる。少しずつノウハウを蓄積してソフトを増やしていきたい」との認識が示

された。 

技術統括理事からは、「８Ｋに関しては２０１６年の試験放送開始に向けて、

設備の開発などを急ピッチで進めている。機材の開発にあたっては、低廉化を

図るなど、実用化に向けて最大限の貢献をしていきたい」との認識が示された。 

会長からは、「同時再送信を含むインターネットの活用と４Ｋ・８Ｋは次期経

営計画の中でも柱の一つだ。世の中の流れは同時再送信に向かっているので、

法律が許す限りにおいて前に進んでいく」との見解が示された。 

 

３）監査委員会の認識 

監査委員会は、協会が視聴者の多様なニーズに応えるため、改正放送法に基

づき、インターネット活用業務に関し、どのような「実施基準」を策定するの

か、また新たなメディア環境の根幹となるサービスの開発にどう取り組んでい

くのか、注視していく。 

 

（３）「外国人向けテレビ国際放送」の強化に向けた取り組み状況 

 

１）第１四半期概況（「業務報告」等） 

 外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」の基本編成を４時間×６

回から、６時間×４回に変更し、番組数を３４番組から４３番組に増やした。

平日朝のニュースにニューヨーク発の経済情報コーナーを新設するとともに、

歌舞伎や日本映画、日本の国際貢献などを紹介する新番組を始めた。 

 「ＮＨＫワールドＴＶ」をライブストリーミングで視聴できる無料アプリは

ダウンロード数が２３５万件を超え、昨年度末より約７万件増えた。 

 認知度向上のため、４月にワシントンＤＣで開催された「さくらまつり」に

あわせて、和食を紹介する番組の公開収録を行った。また６月にはニューヨー

クの国連本部の共聴システムで、国際放送チャンネルとしては初めて、ハイビ

ジョンでの配信を開始した。 

 子会社の㈱日本国際放送は、協会からの受託業務として、視聴可能エリアを

広げる受信環境整備や番組制作、プロモーション活動などに取り組んでいる。 
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２）会長、理事、子会社からの聴取 

国際放送統括理事からは、「番組の充実とともに、認知度を向上させるために、

世界のオピニオンリーダーへの浸透を図り、まず北米地域に重点を置いて、焦

点を絞ったプロモーション活動を続けていきたい」との認識が示された。 

 会長からは、「問題はどうやったら日本に対して興味を持ってもらえるかだ。

アジア・アメリカなどの視聴者にどういう形で放送が届いているか、現地の何時

頃なら見てもらえるかなど分析して、日本やアジアの情報をきちんと発信するこ

とが大切だ」との見解が示された。 

㈱日本国際放送の社長からは、「これまでの活動を生かして専門性を高め、Ｎ

ＨＫと密接な連携を取りながら、インパクトのある多様なコンテンツを発信し

て、国際放送の充実につなげたい」との認識が示された。 

 

３）監査委員会の認識 

監査委員会は、協会が、国際放送局だけでなく他の部局からも番組制作に参

加するなど、国際放送の充実に積極的に取り組んでいるものと認識している。

今後、海外の視聴者のニーズに応える番組やニュース、積極的かつ集中的なプ

ロモーションなど、より多くの人々の関心を集め、視聴してもらうための取り

組みを注視していく。 

 

（４）透明で戦略的なグループ経営の推進に向けた取り組み状況 

 

１）第１四半期概況（「業務報告」等） 

協会は、戦略的なグループ経営の推進に向けて、昨年改定した「関連団体運

営基準」の定着を図る一方で、新たな経営目標制度の運用を開始した。これに

より、子会社等における業績向上とグループ経営への貢献の意識を高め、ガバ

ナンスの強化を図ることとしている。 

また次期経営計画の策定に向け、グループ内の役割分担や地域における関連

団体の業務体制等について、これまでの「全体最適」の議論を踏まえて、課題

の分析及び検討を行っている。 

グループ経営の基盤と位置づけて整備を進めている事務系システムの統合に

ついては、４月から、第２フェーズとなる経理領域の稼働を開始した。 

 

２）会長、理事からの聴取 

関連事業統括理事からは、「『全体最適』を進める意味で、グループ内におけ

る役割分担が重要だ。業務実態をよく把握し、戦略的に本体が担うべき業務を

明確にする必要がある」との認識が示された。 

 会長からは、「今後、関連団体の仕事をもう一度、棚卸しして、ＮＨＫ本体で
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やるべきこと、外でやることをきちんと整理したい」との見解が示された。 

 

３）監査委員会の認識 

監査委員会は、協会が将来にわたって安定的に公共放送の役割を果たしてい

くためには、「全体最適」の検討をグループ経営の視点に基づいて行うことが不

可欠であると認識している。引き続き協会のグループ経営推進に向けた取り組

みを注視していく。 

 

（５）子会社の不正経理に関連する調査 

 子会社の㈱ＮＨＫ出版で架空発注などによる不正経理があったことが３月に

公表され、また、㈱ＮＨＫビジネスクリエイトでも過去に経理上の不正処理が

あったことが報道された。会長はこのような不祥事について遺憾の意を表明し、

会長特命により内部監査室が両社を含む子会社１３社に対して調査を行った。

その結果、他に類似の不正行為は確認されなかった。また、会長の任命した外

部の弁護士による「関連団体ガバナンス調査委員会」は、子会社１３社の他、

公益法人などの関連団体にまで対象を広げて調査を行い、与信管理・債権管理

の強化、関連団体における内部監査体制の構築、ＮＨＫの管理・監督機能の強

化など、不正行為の再発防止策やＮＨＫグループとしてのガバナンスに関する

提言を行った。 

 副会長は「今後の対応についてはプロジェクトを作って検討している。まず

内部統制・危機管理については、できるだけ早く結論を出す。ＮＨＫグループ

のあり方についても議論をしていく」との考えを示した。 

 監査委員会は、調査結果を受けた協会の取り組みを注視していく。 

 

（６）その他の主な事項 

 

１）今年度の受信料収入について 

第 1 四半期の受信料収入は、移動世帯の早期契約対策などに重点的に取り組

んだ結果、１,６２０億円と前年度の実績を４２億円上回り、契約総数及び衛星

契約の増加も前年度を上回った。特に衛星契約は、「ＦＩＦＡワールドカップ」

放送に合わせ、ＰＲ活動や契約勧奨活動を集中的に実施した結果、６月末には

１,８００万件を超えた。 

会長発言等を理由にした支払保留件数は、７月末の段階で２,０００件となっ

ている。 

営業統括理事は、「前倒しによる営業活動の強化と法人委託の拡大により、第

１四半期の業績は計画以上に堅調な進捗となっているものの、その後、台風等

で営業活動に影響が出ており、今後の推移に注意が必要だ」との考えを示した。 
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２）４月以降の放送について  

４月以降、台風や豪雨など自然災害が多発した。死者７４人を出した８月の

広島市の土砂災害では、災害発生の前日夜から大雨情報を字幕や「Ｌ字放送」

で伝えた。発生直後からは中継体制を組み、定時ニュースの枠拡大や特設ニュ

ースで状況を伝えた。 

「ＦＩＦＡワールドカップ」では、総合テレビとＢＳ１で６４試合全てを放

送した。総合テレビで中継した日本代表初戦の視聴率は４６．６％であった。 

 ＳＴＡＰ細胞論文をめぐる問題に関しては、ニュースや特集番組で詳しく伝

えた。一方で協会は、取材の過程で一部行き過ぎがあったとして取材先に謝罪

するとともに、適切な取材方法を現場に徹底した。 

第１四半期のチャンネル別１０指標は、映像４波すべてで２５年度第４四半

期の評価を維持ないしは改善した。 

編成担当理事は、「今年度の番組は概ね順調にスタートした。メディア環境が

変化する中、録画視聴やインターネット関連サービスの利用を含めた視聴者の

動向を総合的に把握する仕組み作りを進める必要がある」との考えを示した。 

 報道担当理事は、「日本と世界の課題に正面から向き合い真相に迫る報道と、

安心・安全を守る報道を引き続き強化していく。インターネット回線を活用し

たＩＰ中継など、新たな技術に対応した態勢の整備をさらに進めたい」との考

えを示した。 

 

３）「全体最適」を踏まえた要員配置について 

協会は、「全体最適」の実現に向け、組織改正と要員配置を行った。これによ

り、災害対応力の強化、新サービスへの対応、国際発信力の強化等、経営課題

に対応した体制整備を実施した。また、長年の懸案であった欠員をほぼ解消し、

将来にわたって安定的に業務を展開できる体制の構築を開始した。 

 

４）人事制度改革の実施状況について 

協会は、職員制度改革の一環として、４月に専任職制度を廃止した。６月に

昨年度の管理職登用資格試験の結果に基づく管理職任用を初めて実施し、女性

職員の管理職への積極的な登用を行った。管理職異動については、今後、必要

に応じて定期異動以外にも機動的に実施することを決めた。また、地域職員制

度の新設に合わせ、地域に根ざして放送を支える人材の採用選考を開始した。 

新たな給与制度に基づく管理職の年棒引き下げなど、昨年度から取り組んで

いる給与制度改革を着実に実施した。 

人事・労務統括理事は、「専任職制度の廃止により、一時的に業務が混乱する

のではないかと心配したが、目立った混乱はなく順調に移行することができた」

との考えを示した。 
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５）気象情報の誤表示について 

４月に判明した名古屋放送局による天気予報画面の誤表示の原因が、データ

処理の設定にあったことを受け、協会が全国の放送局で緊急点検を行った。そ

の結果、他に４つの放送局で気象情報の一部に同様の誤表示があることが判明

した。気象情報画面を表示するためには、数百あるいは千を超えるデータ処理

を設定する必要があることから、協会は、膨大な気象データの設定を簡易にチ

ェックできるツールを作成して全国に配付し、点検の徹底を周知した。 
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２．監査委員会の開催 

 

○ 第１６６回監査委員会（平成２６年４月７日） 

・「経営委員会委員の服務に関する準則」の遵守の確認書（案） 

・監査委員会の意見書について意見交換 

 

○ 第１６７回監査委員会（平成２６年４月２１日） 

・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション 

（平成２６年１月～３月の監査実施概要説明等） 

・内部監査室より監査結果報告 

（視聴者事業局、ＮＰＯＲＴプロジェクト、ＮＨＫプロモーション） 

・監査委員会活動結果報告書（案） 

（「経営委員会委員の服務に関する準則」の遵守についての確認） 

・監査委員会の意見書について意見交換 

 

○ 第１６８回監査委員会（平成２６年５月１２日） 

・総合リスク管理室より報告 

・内部監査室より監査結果報告 

（津、北九州、大分、アメリカ総局、ワシントン支局、ウラジオストク支局、上海支局） 

・監査委員会の意見書について意見交換 

 

○ 第１６９回監査委員会（平成２６年５月２６日） 

・平成２５年度について会長へのヒアリング 

・内部監査室より平成２５年度監査結果報告 

・平成２５年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案） 

 

○ 第１７０回監査委員会（平成２６年６月２日） 

・経営企画局より平成２５年度業務報告書（案）の概要説明 

・経理局より平成２５年度財務諸表（案）の概要説明 

・平成２５年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案） 

 

○ 第１７１回監査委員会（平成２６年６月９日） 

・新日本有限責任監査法人より平成２５年度会計監査結果報告 

・人事局からハラスメント防止規程等の説明 

・平成２５年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案） 

・平成２５年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案） 

・内部監査室及び総合リスク管理室から、内部監査規程・リスクマネジメント

規程の一部変更について説明 
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○ 第１７２回監査委員会（平成２６年６月２３日） 

・内部監査室より監査結果報告（総務局、岐阜、徳島） 

・福井理事から航空運賃の審査徹底について説明 

・平成２５年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案） 

・平成２５年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案） 

・監査委員会活動結果報告書（案）（平成２５年度業務に関する監査委員会の活動） 

 

○ 第１７３回監査委員会（平成２６年７月７日） 

・会長との意見交換 

・内部監査室より監査結果報告（名古屋、福島） 

・平成２６年度監査委員会監査実施計画（案） 

 

○ 第１７４回監査委員会（平成２６年７月１８日） 

・新日本有限責任監査法人より平成２６年度監査計画の説明 

・内部監査室より会長特命監査結果報告 

・平成２６年度監査委員会監査実施計画（案） 

 

○ 第１７５回監査委員会（平成２６年８月２５日） 

・監査委員会の活動結果報告書について意見交換 

 

○ 第１７６回監査委員会（平成２６年９月８日） 

・内部監査室より監査結果報告（京都、青森） 

・監査委員会活動結果報告書について 

 

○ 第１７７回監査委員会（平成２６年９月１６日） 

・第１四半期について会長へのヒアリング 
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〔参考〕 

会長、副会長、理事に対するヒアリング実施日等 

ヒアリング対象者 日付 監査委員 

塚田専務理事 ８月２５日 
上田委員 

室伏委員 

森永理事 ８月２７日 上田委員 

井上理事 ８月２７日 上田委員 

福井理事 ８月２８日 上田委員 

吉国専務理事 ８月２８日 上田委員 

板野専務理事 ９月 ２日 
上田委員 
室伏委員 
渡委員 

石田専務理事 ９月 ２日 
上田委員 

室伏委員 

浜田理事・技師長 ９月 ２日 
上田委員 

室伏委員 

堂元副会長 ９月 ５日 上田委員 

木田理事 ９月 ５日 上田委員 

下川理事 ９月 ５日 上田委員 

籾井会長 ９月１６日 
上田委員 
渡委員 
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部局長等に対するヒアリング実施日 

ヒアリング対象者 日 付 

視聴者総局企画推進室長 ７月２５日 

大型企画開発センター長 ７月２５日 

総務局長 ７月２５日 

関連事業局長 ７月２８日 

経営企画局長 ７月２８日 

制作局長 ７月２９日 

情報公開センター長 ７月２９日 

デザインセンター長 ７月２９日 

広報局長 ７月２９日 

知財センター長 ７月３１日 

ラジオセンター長 ７月３１日 

アナウンス室長 ７月３１日 

国際放送局長 ８月 １日 

情報システム局長 ８月 １日 

事業センター長 ８月 １日 

放送技術局長 ８月 ４日 

総務局 総務・地域部（電力・環境）副部長 ８月 ６日 

解説委員室長 ８月１８日 

オンデマンド業務室長 ８月１９日 

技術局長 ８月１９日 

メディア企画室長 ８月１９日 

人事局長 ８月２０日 

編成局長 ８月２０日 

秘書室長 ８月２１日 

首都圏センター長 ８月２１日 

報道局長 ８月２１日 

放送技術研究所長 ８月２１日 

考査室長 ８月２２日 

放送文化研究所長 ８月２２日 
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拠点局長に対するヒアリング実施日等 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 視察等 

福岡放送局長 ７月３０日 上田委員 
放送会館 

送信所 

 

放送局長に対するヒアリング実施日等 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 視察等 

沖縄放送局長 ７月１１日 上田委員 放送会館 

千葉放送局長 ７月１７日 上田委員 放送会館 

新潟放送局長 ７月２３日 上田委員 
放送会館 

航空取材拠点 

北九州放送局長 ７月３１日 上田委員 放送会館 

 

子会社等社長に対するヒアリング実施日等 

ヒアリング対象者 日付 監査委員 

㈱日本国際放送社長 ８月２１日 
上田委員 

渡委員 

 

海外総支局長に対するヒアリング実施日等 

ヒアリング対象者 日付 監査委員 

アジア総局長 
４月２４日 

 ～２５日 
上田委員 

 

業務視察等 

内容 日付 監査委員 

ＲＩＰＥ＠２０１４ 

（世界公共放送研究者会議） 
８月２７日 上田委員 
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重要な会議への出席等 

○ 経営委員会 

回 日付 監査委員 

第１２１１回 ４月 ８日 上田委員、渡委員 

第１２１２回 ４月２２日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２１３回 ５月１３日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２１４回 ５月２７日 上田委員、渡委員 

第１２１５回 ６月１０日 上田委員、渡委員 

第１２１６回 ６月２４日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２１７回 ７月 ８日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２１８回 ７月２２日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２１９回 ８月２６日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２０回 ９月 ９日 上田委員、渡委員 

 

○ 理事会、役員会 

回 日付 監査委員 

第 １回 ４月 ２日 上田委員 

第 ２回 ４月 ８日 上田委員 

第 ３回 ４月１５日 上田委員 

第 ４回 ４月２２日 上田委員 

第 ５回 ４月３０日 上田委員 

第 ６回 ５月１２日 資料等により確認（上田委員） 

第 ７回 ５月２０日 上田委員 

第 ８回 ５月２７日 資料等により確認（上田委員） 

第 ９回 ５月２９日 上田委員 

第１０回 ６月 ３日 上田委員 

第１１回 ６月１０日 上田委員 

第１２回 ６月１８日 上田委員 

第１３回 ６月２４日 上田委員 

第１４回 ７月 ８日 上田委員 

第１５回 ７月１５日 上田委員 

第１６回 ７月２２日 上田委員 

第１７回 ７月２９日 上田委員 

第１８回 ８月１９日 資料等により確認（上田委員） 

第１９回 ８月２６日 上田委員 

第２０回 ９月１０日 上田委員 

第２１回 ９月１６日 資料等により確認（上田委員） 
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○ リスクマネジメント委員会 

回 日付 監査委員 

第１回 ４月１５日 上田委員 

第２回 ６月１０日 上田委員 

第３回 ７月 ８日 上田委員 

第４回 ９月 ９日 上田委員 

 

○ ＩＴ統制委員会 

回 日付 監査委員 

第１回 ５月２２日 上田委員 

第２回 ７月２９日 上田委員 

 

○ 関連団体協議会 

－ 日付 監査委員 

－ ７月 ８日 上田委員 
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