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平成２８年１２月１９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 佐 藤 友美子 

監査委員 森 下 俊 三 

 

平成２８年９月２６日から１２月１８日までの監査委員会の活動結果は、 

以下のとおりである。 

 

Ⅰ 業務監査 

 

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を、

監査委員会監査実施要領および平成２８年度監査委員会監査実施計画に基づき

実施した。 

 

監査は、「平成２８年度第２四半期業務報告」に記載された業務を対象に行っ

た。また第２四半期業務報告の後に生じた新たな事象などについて、監査委員

が必要と認めた業務は、監査の対象とした。 

監査では、役員の業務執行状況を確認するため、会長、副会長、理事へのヒア

リングを行った。役員の業務執行状況をより正確に把握するため、｢平成２８年

度第２四半期業務報告｣等の資料査閲、本部部局長、放送局長、子会社社長等へ

のヒアリングを行った。また、理事会、リスクマネジメント委員会、ＩＴ統制

委員会等の重要会議に出席するとともに、リスク管理室や内部監査室などから

随時報告を受けた。 

 

業務監査の結果を、次の通りに報告する。 

・「重点監査項目」については、①業務執行状況、②会長、副会長、理事の認識、 

 ③監査委員会の認識、の順で記載した。 

・「その他の主な業務監査事項」として、リオデジャネイロオリンピック・パラ 

リンピックについて記載した。 

・監査実施計画に、「特別監査項目」として掲げた次期会長の任命プロセスにつ 

いては、経営委員会の経緯を監査委員間で確認し、記載した。 
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１．重点監査項目 

 

１-１ 内部統制の推進およびリスクマネジメントへの取り組みの監査 

【監査の視点】 

○内部統制に関する取り組み 

○リスクマネジメントおよび不正防止の取り組み 

○内部監査の実施状況および指示事項、要改善事項への対応 

○ＩＴ統制の取り組み 

 
①業務執行状況 

リスクマネジメントを推進する立場の静岡放送局副局長が窃盗容疑で逮捕さ

れるなど、地域の放送局で不祥事等が続いた。協会は、全職員に対し「不祥事

の根絶について」の緊急通達を出すとともに、緊急の「全国リスクマネジメン

ト推進担当者会議」を開催し、綱紀粛正の徹底を図った。全国の放送局で働く

外部キャスターやリポーターについては、業務・勤務管理体制の現状を調査し、

複数の管理職の目で指導・育成していくことを周知した。 
また、「全国タクシー使用要領」を改正したことに伴い、７月から９月にかけ

て、全国で勉強会や研修を開催し、改正したルールの徹底や適正使用の意識醸

成に努めた。 
さらに１１月、「働き方改革」の機運が国・自治体・企業等で高まる中で、協

会は、全管理職に対して「適正な業務・勤務管理のポイント」を改めて文書で

周知し、人事・労務統括理事が「なぜ、今『働き方改革』か」と題したビデオ

メッセージを発して、適正な業務・勤務管理の更なる徹底を図った。 
リスク管理室は、リスクの「見える化」について、全部局でチェックシート

による重点リスクの点検と新規の課題の洗い出しを行い、特に「勤務管理」「タ

クシー券の管理」「情報機器の管理」などの項目で、引き続き、ルールに則った

確実な対応を進めていくよう求めた。 
内部監査室は、本部２部局、放送局６局で実地監査を実施した。また今年度

は、子会社１３社すべてで業務プロセス調査を行うことを決めており、そのう

ち４社で調査を実施した。 
協会は、情報セキュリティの強化に関して、放送制御システムのネットワー

ク分離や関連団体における具体施策を決定した。ＮＨＫグループ全体で組織的

に、２４時間３６５日の集中監視などの情報セキュリティ対策を推進していく

との方針のもと、ＩＴ統制委員会等において関連団体との情報共有が図られた。 
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②会長、理事の認識 
コンプライアンス統括理事は、「放送局のリスク事案は、局長の責任のもとで

その局で対応することが第一である。リスクの芽を先に摘むため、毎週の部長

会等で報告をあげて情報を共有し、迅速に対応することを、全国の放送局に徹

底させる」との認識を示した。 

人事・労務統括理事は「『働き方改革』を進める大前提には、各管理職が適正

に業務・勤務管理を行うことがある。そのまた前提となるのが職場でのコミュ

ニケーションであり、この点をもう一度、徹底していく」との認識を示した。 

情報システム・セキュリティ統括理事は、「グループ全体での情報セキュリテ

ィ強化は絶対不可欠な取り組みであり、費用の分担等に関しては、各関連団体

に丁寧に説明して進めていく」との認識を示した。 

会長は「コンプライアンスや就業規則などは、入局してまだ若いうちに、徹

底的に教え、身につけさせることが大切だ。新たな人事施策を導入して、ＮＨ

Ｋとはどういうところかをきちんと理解させることも必要ではないか」との認

識を示した。 

 
③監査委員会の認識 
 適正な業務・勤務管理は、内部統制の根幹であり、協会全体にその意識が徹

底され、確実に実行されることを強く求める。リスクの「見える化」で抽出し

た重点リスクについては、点検の結果を各放送局が今後のリスクマネジメント

活動に役立てていくことが大切である。本部のサポート体制も含めて、引き続

き注視していく。 

ＮＨＫグループ全体での情報セキュリティの強化は、社会の要請に応えてＮ

ＨＫへの信頼を確保するために不可欠な取り組みである。協会と関連団体とが

十分な連携をとって、具体的な方法や費用分担の在り方を検討し、スピード感

をもって実現を図っていくことを注視していく。 

 

 

１-２ グループ経営改革の取り組みの監査 

【監査の視点】 

○グループ全体での 適な業務体制構築に向けた取り組み 

○子会社等に対する管理強化および内部統制強化支援の取り組み 

○内部監査室による関連団体調査等の実施状況 

○子会社等における内部統制強化および不正防止の取り組み 
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①業務執行状況 
協会は、子会社等に対する指導・監督機能の強化の一環として、タテ・ヨコ

管理の所管部局が連携して子会社を管理する「マネジメント連絡会」を、８月

以降、月に１回程度、定期的に開催している。業務の「見える化」では、９月

をめどに各関連団体（子会社全１３社と財団法人４団体）から、委託業務と自

主事業の双方の決算データが提出された。タテ・ヨコ管理の所管部局が、より

効率的なグループ経営を目指して、これらのデータを分析している。 

内部監査室は、ＮＨＫグループのガバナンス・内部統制強化を目的として、

子会社４社で業務プロセス調査を実施した。子会社の中には、内部監査室との

共同調査を実施した会社や、監査法人が参加して調査を実施した会社もあった。

各子会社の内部監査についても、協会の内部監査室が連絡会を開催し、監査の

進め方や各社の状況を共有した。また内部監査室から送られている非常勤監査

役の間でも連絡会を開催して情報共有を図った。 

関連団体リスク点検活動は、９月に各社から報告された重点リスクと対応方

針を受け、リスク管理室、関連事業局、内部監査室が共同で読み合わせをした

上で、フィードバックを行い、各社の業務点検とリスク評価のスキルアップを

図っている。 

 （株）ＮＨＫアイテックでは、４月に発足した「経営改革プロジェクト」を

中心に抜本改革の取り組みが進められた。決定権者の数を絞り込む管理職改革

や地域事業所を整理・統合した地域組織の再編に取り組んだほか、リスクマネ

ジメント改革では、監査計画を策定して全部門での往査を開始した。 

 
②会長、副会長、理事の認識 
 関連事業統括理事は「タテの管理は、職務規程を定め、所管部局長に手引き

を配布したことで、さらに機能が強化された。次の課題はヨコの管理の拡充で、

これまでの関連事業局に加えて経理局、人事局が連携して、グループ再編を視

野に、協会と関連団体の業務の見直しを考えていく」との認識を示した。 

人事・労務統括理事は「全体 適の深化を、関連団体を含めて検討していく

必要がある。協会と関連団体の業務の整理とそれに応じた要員の配置について、

人事局としても関与していくことを検討したい」との認識を示した。 

副会長は「各関連団体では、内部統制強化や不正防止の取り組みが着実に進

められている。そうした取り組みをもう一歩進めて、グループ全体の絵姿をど

う描くか、考えていく必要がある」との認識を示した。 

 会長は「グループ経営推進のため、今年度、若手幹部職員を子会社に出向さ

せたが、こうしたことを繰り返していく中で、コンプライアンスのみならず関

連団体と協会との一体感は、相当高まっていくと思う」との認識を示した。 
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③監査委員会の認識 

 監査委員会は、協会による子会社管理の状況を確認するために、１０月から

１１月にかけてすべての子会社社長へのヒアリングを実施し、１２月５日には

関連事業統括理事より報告を受けた。 

タテ・ヨコの所管部局による新たな子会社管理のシステムは、「マネジメント

連絡会」の定期的な開催や、自主事業も含めた業務の「見える化」の実行など、

機能し始めていた。また、リスク管理に関しても、三様監査の拡充やリスク抽

出活動、ＩＴセキュリティ強化など、ＮＨＫグループ全体で取り組みが進めら

れており、各子会社の意識もこれまで以上に高められていた。今後は、こうし

た取り組みがしっかりと定着し、協会と子会社等の役割分担の見直しなどグル

ープ全体での 適な業務体制の構築に結びつけられていくことを注視していく。

とりわけ、新たなサービスへの対応とグループ全体のガバナンス強化は猶予の

ない課題である。 

（株）ＮＨＫアイテックでは、抜本改革に向けて、全社一体となって計画的

な取り組みが進められている。これらの取り組みの定着とともに、業務の統合

や廃止など、組織の構造改革に関して、引き続きその進捗状況を注視していく。 

 

 

１-３ 新たなメディア環境への対応状況の監査 

【監査の視点】 

○インターネットを活用した新たなサービスの検討および進捗状況 

○放送と通信の融合時代における受信料制度の在り方の検討状況 

○スーパーハイビジョンの試験放送の実施および実用放送に向けた 

準備の状況 

○東京オリンピック・パラリンピックに向けた放送・サービスの 

準備状況 

 
①業務執行状況 

協会は、８月、４Ｋ・８Ｋの試験放送「ＮＨＫスーパーハイビジョン」を開

始した。リオデジャネイロオリンピックでは、東京と大阪の６会場でパブリッ

クビューイングを実施し、全国の放送局等でも受信公開を行って、あわせて約

２１万人の来場者があった。１０月には、平成３０（２０１８）年に開始が予

定されている４Ｋ・８Ｋ実用放送に向けて、ＢＳ右旋の４Ｋ放送およびＢＳ左

旋の８Ｋ放送の２チャンネルで業務認定申請を総務大臣に対して行った。 
インターネットサービスでは、協会は、７月の「参院選２０１６開票速報」、

８月の「天皇陛下お気持ち表明」、９月の北朝鮮核実験や台風１６号関連などの
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ニュースや番組を放送と同時にインターネットでも提供した。また、リオデジ

ャネイロオリンピック・パラリンピックでは、スポーツイベントの生放送番組

を同時配信する「試験的提供Ａ」をはじめ、２０２０年をにらんだ多様なサー

ビスを実施した。 
一方で、協会は、継続して、世界の公共放送の状況やメディア環境を調査し、

放送と通信の融合時代にふさわしい受信料制度の在り方の研究を進めている。

そして、新たな時代の公共放送の在り方などについて検討する、総務省の「放

送を巡る諸課題に関する検討会」に対し、８月、テレビ放送のインターネット

常時同時配信を可能とする制度整備の検討を希望するとした意見を提出した。

協会は、引き続きオブザーバーなどとして「検討会」とその分科会に参加して

いる。 

 
②会長、副会長、理事の認識 

放送統括理事は「４Ｋ・８Ｋの番組は、どれくらいの分量を、いくらで、い

つごろ作るかをシミュレーションしている。ニュース番組を４Ｋで制作するこ

とも検討して、協会が期待されている先導的役割を果たしていきたい」との認

識を示した。 
技術統括理事は「４Ｋ・８Ｋを含め放送設備のＩＰ化の流れが加速している。

ＩＰ化は、機器の小型化や低廉化などにもつながるので、このことを十分理解

して設備整備の検討を進めていく必要がある」との認識を示した。 
経営企画・ネット展開統括理事は「次期経営計画は、４Ｋ・８Ｋ実用放送や

インターネットサービスの展開、東京オリンピック・パラリンピック、放送セ

ンター建替などの諸課題が重なる極めて重要な期間のものとなる。柱は見えて

いるので、テーマごとに今年度中に議論を始めたい」との認識を示した。 
副会長は「インターネットの本格的活用や受信料制度の在り方は、総務省の

『検討会』でも急ピッチで議論が進められている。協会としてのデジタルサー

ビスの大きな方向性は、経営トップのリーダーシップのもとで、限られた経営

資源の有効活用を考えて、示していく必要がある」との認識を示した。 

会長は「インターネットでの放送の同時配信は、試験的提供などを繰り返し

行っているが、権利処理の問題をどう解決するかが課題だ。２０２０年に間に

合うように、ここ１、２年で本格的に取り組む必要がある」との認識を示した。 

 

③監査委員会の認識 
協会は、「公共メディア」として、２０２０年に世界 高水準の放送・サービ

スを実現することを目指している。そのためには、リオデジャネイロオリンピ

ック・パラリンピックなどでの実践の検証や、総務省の「検討会」や民間放送

事業者の対応などの社会の動向を踏まえて、インターネットサービス提供や４
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Ｋ・８Ｋ制作の方針を早急に固め、グループ一体で人的体制の確保と設備の整

備を進めていく必要がある。併せて、受信料制度の在り方を検討していくこと

も欠かせない。 
監査委員会は、これらの課題について、協会が次期経営計画の策定準備を進

める中で、経営の意思を統一し、視聴者・国民の十分な理解を得て、主体的に

取り組んでいくことを注視していく。 

 
 
１-４ 放送センター建替に向けた取り組みの監査 

【監査の視点】 

○業者募集要綱や放送機能、事業継続等の検討状況 

○建設コストの検討状況 

○建替に関するリスクマネジメントの取り組み 

○建替に関する内部監査体制の整備状況 

 
①業務執行状況 

協会は８月、放送センター建替の基本計画を、経営委員会の了承を受けて公

表した。これを受けて、基本設計と第Ⅰ期分の実施設計および施工を行う業者

の選定作業に入り、業者募集要綱作成のための支援を受ける専門業者を選んだ。

引き続き、公平性・透明性を確保し、説明責任を果たしていくための仕組みづ

くりを進めている。 
また、建設期間中の代替スタジオ確保などの事業継続や、メディア環境の変

化に対応する将来の放送機能の在り方など、建替に伴う諸課題について、それ

ぞれプロジェクトやワーキンググループを設けて検討を進めた。 
一方、内部監査室は、放送センター建替業務の監査に向けて、監査法人も含

めた専門チームの編成、および建替業務に関する中長期の監査方針の作成を進

めるとともに、今年度の放送センター建替業務の監査に着手した。 

 
②会長、理事の認識 

新放送センター業務統括理事は「１２月、募集要綱の作成から業者選定まで

技術評価をお願いする専門家の委員会を設置した。こうした第３者機関に、専

門家の目でチェックしてもらうとともに、内部監査室によるプロセス監査も走

らせて、建替業務の公平性・透明性を確保し、確実に説明責任を果たしていく」

との認識を示した。 
 会長は「放送センター建替については、透明性が一番大事だ。隠すことは何

もないので、極力、発表をオープンにするという方針で進めていく」との認識
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を示した。 

 

③監査委員会の認識 
 放送センターの建替業務は、このあと業者の募集要綱作成から業者選定へと、

外部との関わりが多くなる局面に入っていく。監査委員会は、一連の過程が適

正にかつ十分な公平性と透明性を確保して進められ、協会が確実に説明責任を

果たしていくことを注視していく。 

また、新たな放送センターの機能が、将来の協会の業務にふさわしいものと

なるように、その検討の過程についても随時報告を求めていく。 

 

 

１-５ 国際発信力の強化に向けた取り組みの監査 

【監査の視点】 

○外国人向けテレビ国際放送の番組内容充実や認知度向上に向けた 

取り組み 

○国際共同制作や海外への番組販売など国際展開の実施状況 

○インターネットの活用や子会社との連携など国際発信の効率的か 

つ安定的な実施体制構築の状況 

 
①業務執行状況  

外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」では、８月の広島・長崎

の原爆の日に平和式典の中継や現地からのリポートを行ったほか、被害の実態

を伝える番組も放送するなど、被爆地の平和への願いを多角的に世界に発信し

た。また、地域からの情報発信の強化にも引き続き取り組み、地元経済の課題

など地域の放送局が国内で放送したニュース企画などを第２四半期も６６本放

送した。さらに日本に在住、滞在している外国人の安全・安心を守るため、国

際放送でも、台風の接近に合わせて気象予報士が進路予想をきめ細かく伝えた

ほか、各地のロボットカメラの映像も利用できるようにシステムを改修した。 
一方、大相撲のダイジェスト番組「GRAND SUMO」でウェブサイトを開設

し、相撲のルールや決まり手を紹介するコーナーを設けるなど、番組と連動し

たインターネットサービスの充実にも取り組んだ。 
国際展開では、ベトナムの放送局との関係を強化し、ＮＨＫの教育番組のベ

トナム語吹き替え放送やイベントを展開する新しいプロジェクトを開始した。 

 
②会長、理事の認識 

国際放送統括理事は「テレビ国際放送の次の課題は、日々のニュースの一層
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の充実強化だ。報道局や各放送局、海外総支局の協力で、一体となって取り組

む。また、インターネットにもっと展開することでＮＨＫを知ってもらい、見

てもらうきっかけを作っていく」との認識を示した。 
 会長は「九州、北海道、東北と、地域にフォーカスしながら国際放送を出し

ていくと、強い反応がある。引き続き、地方から世界に発信することに力を入

れていく。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて何をして

いくかを決めていくことも必要だ」との認識を示した。 

 
③監査委員会の認識 

日本を訪れる外国人旅行客が年間２０００万人を超える状況の中、国際放送

の役割はますます重要になっている。 
来日外国人の多様なニーズや、国内各地の国際放送への期待に応えるために

も、協会は、より戦略的な番組編成や効果的なプロモーションに取り組む必要

がある。また、効果的かつ効率的な番組制作を実現するために、本部の各部局

と地域の放送局、それに関連団体がさらに連携を深めることも重要である。 

一方で、国際放送の一層の普及のためには、質の高いインターネットサービ

スが求められている。 

こうした諸課題に対し、協会がどのように取り組んでいくのか、監査委員会

は、引き続き注視していく。 

 

 

２．その他の主な業務監査事項 

 

２-１ リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックについて 

 協会は、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックを、２０２０年の

東京大会での放送・サービスの課題を洗い出す場として位置づけた。そのため

に、過去 大規模のデジタルサービスを展開し、４Ｋ・８Ｋ放送のノウハウを

蓄積するとともに、パラリンピックへの関心を高める取り組みを積極的に実施

した。 

このうち、オリンピックでは、海外でのオペレーションとしてはこれまでで

も多い約３７０人の職員を現地に派遣し、夏季大会では初めて独自の特設ス

タジオを設置して、現地から会場の熱気や選手の情報を伝えた。 

４Ｋ・８Ｋ試験放送では、現地に中継車２台を持ち込んで、１日平均１１時

間の８Ｋ放送を実施したほか、８Ｋ映像を４Ｋに変換して、ハイブリッドキャ

ストとＮＨＫオンデマンドで配信する実験も行った。 

デジタルサービスでは、テレビの放送を同時にインターネットで配信する「試

験的提供Ａ」を競泳や卓球などの決勝種目を中心に実施したほか、中継放送し
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ていない競技の映像をインターネットで提供する「ライブストリーミング配信」

や、放送を見られなかった人のための「見逃し配信」を実施した。競技のハイ

ライト場面をコンパクトにまとめて配信する「ハイライト動画」は、若い年齢

層にもよく見られ、再生回数は７９００万回を超えた。  

 一方、パラリンピックでは、初めて競技の中継放送を行い、テレビの放送時

間は合計１３３時間と前回のロンドン大会の約３倍になった。また、教育テレ

ビでは、障害がある人たちに向けて、字幕や解説音声に加えて手話を付けたユ

ニバーサル放送を行った。デジタルサービスでも、パラリンピックでは初めて 

「ライブストリーミング配信」や「見逃し配信」を実施した。 

この間、オリンピック、パラリンピックを通じて、協会は、派遣した職員の

安全管理を徹底して、大きな事故なく取材・放送を完遂した。 

協会は、１０月に「２０２０東京オリンピック・パラリンピック実施本部」

を発足させた。 

報道担当理事は「今回の大会では、多くの成果があった一方で、若者のオリ

ンピック離れの傾向もうかがえた。若者に訴求するために、東京大会に向けて、

見たい時に見たいものを見たい所で見る、というインターネット展開に力を入

れていきたい」との認識を示した。 

 放送統括理事は「東京大会に向けた取り組みや課題を協会全体で情報共有し

て、何ができるのかを考えていく。例えば、すべての放送局に聖火リレーで何

らかの役割を果たしてもらうなど、さまざまな取り組みを全局体制で実施して

いきたい」との認識を示した。 

 

 

３．特別監査項目について 

 

会長が来年１月に任期満了を迎えることから、経営委員会は、７月２６日に

会長任命に関する指名部会を立ち上げ、８月３０日に任命手続の内規を確認し、

１０月１１日に５項目からなる次期会長の資格要件を決定した。１０月２５日

に現会長から協会の業務状況の説明を受け、１１月８日に今後のスケジュール

と手続きの確認を行い、１１月２２日に現会長の業績評価に関する意見交換を

開始した。１２月６日に指名部会で現会長の業績評価およびその他の候補者の

推薦を確認し、次期会長任命の 終候補者として上田良一氏を決定した。引き

続き、経営委員会で議論を行い、全会一致で上田氏を次期会長に任命すること

を決定し、公表した。 

 監査委員会は、この間の次期会長の任命プロセスは、所定の手続きに従った

適切なものだったと認識している。 
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Ⅱ 会計監査 

 

 監査委員会は、１１月７日、平成２８年７月から９月の監査実施概要につい

て、会計監査人である新日本有限責任監査法人から説明を受けた。引き続き、

コミュニケーションを強化していくことを確認するとともに、ＩＴを活用した

新たな監査アプローチについて意見交換を行った。また、１１月２１日には、

中間決算監査結果について説明を受け、中間財務諸表について有用な情報を表

示しているとの報告を受けた。 

 

 

Ⅲ 監査委員会の活動 

 

１．監査委員会活動結果報告 

 放送法第３９条第５項に基づき、経営委員会に報告した監査委員会の職務

の執行状況は、次のとおりである。 

・平成２８年 ９月２７日 

  平成２８年４月１日から９月２５日までの監査委員会活動結果報告 

・平成２８年１２月 ６日 

  協会による子会社管理状況の報告についての監査委員会報告 

 

 

２．監査委員会の開催 

○ 第２３２回監査委員会（平成２８年９月２６日） 

 関連団体調査結果報告（日本国際放送、ＮＨＫプラネット中国支社） 

 第１四半期の監査委員会活動結果報告書(案)の決議 

 放送局長ヒアリング報告(前橋局) 

 静岡放送局副局長の逮捕事案について 

 

○ 第２３３回監査委員会（平成２８年１０月１１日） 

 放送局長ヒアリング報告（旭川局、札幌局） 

 

○ 第２３４回監査委員会（平成２８年１０月２４日） 

 会長との意見交換 

 内部監査結果報告（佐賀局、帯広局、室蘭局） 

 放送局長ヒアリング報告（山形局、仙台局） 
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○ 第２３５回監査委員会（平成２８年１１月７日） 

 会計監査人とのコミュニケーション 

 内部監査結果報告（名古屋局） 

 関連団体調査結果報告（ＮＨＫエンタープライズ、ＮＨＫプラネット九州支社、 

ＮＨＫ営業サービス） 

 第２四半期の監査委員会活動結果報告書（案）について 

 放送局長ヒアリング報告（宮崎局） 

 

○ 第２３６回監査委員会（平成２８年１１月２１日） 

 副会長より人事等の説明 

 会計監査人とのコミュニケーション 

 内部監査結果報告（考査室、首都圏放送センター、静岡局、旭川局） 

 子会社社長ヒアリング報告 

 

○ 第２３７回監査委員会（平成２８年１２月５日） 

 関連事業統括理事より子会社管理状況の報告 

 会長ヒアリング 

 第２四半期の監査委員会活動結果報告書（案）について 

 放送局長ヒアリング報告（和歌山局、徳島局） 
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〔参考〕 

会長、副会長、理事に対するヒアリング 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

木田専務理事 １１月１８日 上田委員 

大橋理事 １１月２１日 上田委員 

根本理事 １１月２１日 上田委員 

坂本理事 １１月２４日 上田委員 

黄木理事 １１月２８日 上田委員 

今井専務理事 １１月２８日 上田委員 

森永専務理事・技師長 １１月２９日 上田委員 

堂元副会長 １１月２９日 上田委員 

荒木理事 １１月３０日 上田委員 

籾井会長 １２月 ５日 
上田委員 
佐藤委員 
森下委員 
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部局長等に対するヒアリング 

 

 

放送局長に対するヒアリング 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 視察等 

旭川放送局長 １０月 ７日 上田委員 放送会館 

札幌放送局長 １０月 ７日 上田委員 

放送会館 

㈱ＮＨＫプラネット 

北海道支社 

山形放送局長 １０月２０日 上田委員 
放送会館 

放送所 

仙台放送局長 １０月２１日 上田委員 

放送会館・新放送会館 

㈱ＮＨＫプラネット 

東北支社 

宮崎放送局長 １０月２８日 上田委員 

放送会館 

地域発ドラマロケ地 

放送所 

和歌山放送局長 １１月２５日 上田委員 

放送会館 

報道室・ヘリポート 

ロボットカメラ 

徳島放送局長 １２月 １日 上田委員 

放送会館 

放送所 

サテライトスタジオ 

 

 

ヒアリング対象者 日 付 

アナウンス室長 １０月３１日 

経営企画局長 １１月 １日 

２０２０東京オリンピック・パラリンピック実施本部
副本部長 

１１月 １日 

人事局長 １１月 ４日 

編成局長 １１月 ４日 

放送センター建替本部副本部長 １１月 ７日 

関連事業局長 １１月１１日 

経理局長 １１月１８日 
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海外総支局長に対するヒアリング 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

アメリカ総局長 １２月 ７日 上田委員 

ワシントン支局長 １２月 ９日 上田委員 

 

 

子会社社長に対するヒアリング 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

㈱日本国際放送社長 １０月 ５日 上田委員 

㈱ＮＨＫエデュケーショナル社長 １０月１２日 上田委員 

㈱ＮＨＫビジネスクリエイト社長 １０月１２日 上田委員 

㈱ＮＨＫプロモーション社長 １０月１４日 上田委員 

㈱ＮＨＫアート社長 １０月１４日 上田委員 

ＮＨＫ営業サービス㈱社長 １０月１７日 上田委員 

㈱ＮＨＫグローバルメディア 

サービス社長 
１０月１９日 上田委員 

㈱ＮＨＫエンタープライズ社長 １０月２６日 上田委員 

㈱ＮＨＫメディアテクノロジー 

社長 
１０月２６日 上田委員 

㈱ＮＨＫ出版社長 １１月 ４日 上田委員 
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㈱ＮＨＫプラネット社長 １１月 ９日 上田委員 

㈱ＮＨＫ文化センター社長 １１月 ９日 上田委員 

㈱ＮＨＫアイテック社長 １１月３０日 上田委員 

 

 

業務視察等 

内容 日 付 監査委員 

ＣＥＡＴＥＣ２０１６視察 １０月 ４日 上田委員 

８Ｋ関連の研究成果視察 １０月１１日 
上田委員 
佐藤委員 
森下委員 

ワープステーション江戸視察 １０月１３日 上田委員 

報道局ソーシャルリスニングチーム等視察 １０月２４日 
上田委員 
佐藤委員 
森下委員 

ＩｎｔｅｒＢＥＥ２０１６視察 １１月１６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１２６８回  ９月２７日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

第１２６９回 １０月１１日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

第１２７０回 １０月２５日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

第１２７１回 １１月 ８日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

第１２７２回 １１月２２日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

第１２７３回 １２月 ６日 上田委員、佐藤委員、森下委員 

 

○ 理事会、役員会 

回 日 付 監査委員 

第２０回  ９月２７日 上田委員 

第２１回 １０月 ４日 上田委員 

第２２回 １０月１１日 上田委員 

第２３回 １０月１８日 上田委員 

第２４回 １０月２５日 上田委員 

第２５回 １１月 １日 上田委員 

第２６回 １１月 ８日 上田委員 

第２７回 １１月２１日 上田委員 

第２８回 １１月２９日 上田委員 

第２９回 １２月 ６日 上田委員 

第３０回 １２月１２日 上田委員 

 

○ リスクマネジメント委員会 

回 日 付 監査委員 

第２回  ９月２７日 上田委員 

第３回 １２月 ６日 上田委員 

 

○ ＩＴ統制委員会 

回 日 付 監査委員 

第４回 １１月２４日 上田委員 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


