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２０２０年９月２８日 

 

監査委員会活動結果報告書 

 

監査委員 高 橋 正 美 

監査委員 佐 藤 友美子 

監査委員 渡 邊 博 美 

 

２０２０年４月１日から２０２０年８月３１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２０２０年度監査委員会監査実施計画に基づき

実施した。 

 

監査は、当該活動期間中に出された四半期業務報告に記載された業務および、

期間中に生じた事象で、監査委員が必要と認めた業務を対象に行った。 

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、｢２０２０年

度第１四半期業務報告｣等の資料査閲、本部部局長、拠点放送局長等へのヒアリ

ングを行った。また、理事会、リスクマネジメント委員会、ＩＴマネジメント委

員会等の重要会議に出席あるいは資料査閲をするとともに、内部監査室やリス

ク管理室、経理局、情報システム局、営業局などから適時報告を受けた。 

 

業務監査の結果を、次のとおりに報告する。 

・「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。 

・「その他の監査項目」として、次期経営計画策定の進捗について記載した。 
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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の取り組みの監査  

【監査の視点】 

○内部統制強化の取り組み 

○リスクマネジメントおよび不正防止の取り組み 

○情報セキュリティ強化などＩＴ統制の取り組み 

○内部監査の状況 

 
① 業務執行状況 

協会は、２０２０年度のリスクマネジメントおよびコンプライアンスの活動

方針で「各部局でのリスクマネジメント活動の継続化、コンプライアンスの日

常化」を 重点とした。この柱の一つとして、２０１９年度から開始した、業務

リスクの数値化については、各部局からの報告の分析を進めた。 
協会は、コンプライアンスとリスクマネジメントの強化をＮＨＫグループ全

体で進めるため、関連する４つの規程をまとめ、会長をグループ全体の 高責

任者と位置づけた。ＩＴ統制については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い

在宅勤務が増える中、拡大するリモートアクセスに対応するためのシステム増

強を行った。併せて、協会外での業務用ＰＣの監視機能等についてさらなる強

化方針を決定した。 
内部監査室は、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受けて、

第１四半期に予定していた本部３部局、放送局５局の定期監査を休止したが、

６月下旬から再開した。 

 
② 会長、理事の認識 
 会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

コンプライアンス統括理事：「経営環境が大きく変わる中で、リスクの評価や

捉え方を見直す必要があり、経営全体で考えていかなければならない課題だと

認識している。リスクの数値化の取り組みを内部監査と連携させながら、より

効果的に進めていきたい」 

技術統括理事：「ＩＴセキュリティは、『ゼロトラスト』の考えに基づくルール

を策定し、ヒューマンエラーを含むＩＴリスクを適切に管理している。今後は

ＮＨＫに関わるグループ会社や外部スタッフも含めたより高度なＩＴ統制やシ

ステムが必要だと考えている」 

会長：「受信料で運営されている組織として、不祥事の防止を図るためには、
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必要な情報の共有やそのための仕組みづくりを進める必要がある。従来の対応

にこだわらず、一つ一つ具体的な取り組みを行っていきたい」 

 
③ 監査委員会の認識 
 協会や関連団体の不祥事については、公私を問わず厳しい目が注がれている。

会長の強いリーダシップのもと、グループ全体で高い倫理観の保持やコンプラ

イアンスの徹底に不断の取り組みを進めてもらいたい。 

公共メディアへの進化などさまざまな改革を進める中、新たなリスクの芽を

見逃さないよう、変化に対応したリスクマネジメントが重要である。 

各職場における業務リスクの数値化は、職員一人ひとりのリスクやコンプラ

イアンスに対する意識を高める施策として、今後いかにＰＤＣＡを回し有効性

を高めていくか、関心を持って見ていく。 

ＩＴ統制については、テレワークの急速な拡大の中で、ＩＴセキュリティの

仕組みやルールを更新するとともに、職員・社員一人ひとりの情報リテラシー

を向上させることが必須と考える。 

 

 

１-２ 「公共メディアへの進化」に向けた取り組みの監査 

【監査の視点】 

○常時同時配信を含むインターネット活用業務の取り組み 

○ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋの普及および衛星波の整理削減に向けた取り組み 

〇国際発信力強化とメディア戦略 

○ユニバーサルサービスの強化に向けた取り組み 

 

① 業務執行状況 

協会では、インターネット実施基準の変更について、幅広い観点から検討作

業を進めている。また、２０２０年４月からインターネットでの常時同時配信・

見逃し番組配信サービス「ＮＨＫプラス」を本格的に開始し、ＩＤ登録数は８月

末現在で約７６万件となった。 

また新型コロナウイルス感染拡大の中で、インターネットの特設サイト開設、

新型コロナウイルスの解説記事やＱ＆Ａの国際発信、ＳＮＳへの展開等を通じ

て、さまざまな情報を発信した。一方、ＳＮＳによる発信で、配慮が欠けていた

り不十分だったため視聴者や関係者にお詫びする事例が相次いだことから、複

眼チェック等、リスク管理体制の強化に取り組んでいる。 

協会は、衛星波について、ＢＳ１、ＢＳプレミアム、ＢＳ４Ｋの衛星３波をま
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ず２波に整理・削減する方針を打ち出し、将来的には１波への整理・削減に向け

てさらなる検討を進める考えを示した。ＢＳ８Ｋについては、効率的な番組制

作や設備投資の抑制を徹底し、東京オリンピック・パラリンピック後に将来像

に関する検討を進める方針を示した。 

音声波については、聴取者の意向等を考慮しつつ、さらなるインターネット

の活用を前提に、現在の３波（Ｒ１・Ｒ２・ＦＭ）から２波（ＡＭ・ＦＭ）への

整理・削減に向けた検討を進め、次期経営計画期間内に削減時期等の具体案を

示す考えを示した。 

国際発信力の強化に関して、協会は、次期経営計画案の中で、国際放送のコン

テンツを、放送だけでなくインターネット配信を効果的に活用してきめ細かく

内外に提供する方針を打ち出した。具体的な施策としては、自動翻訳機能を活

用した多言語字幕（６言語７種類）をテレビ国際放送のライブストリーミング

に付与するサービスを４月から本格的に実施したほか、新型コロナウイルス関

連では、在留外国人にも役立つ情報発信として、特別定額給付金申請や在留資

格の特例措置などの情報をインターネットで配信した。 

 ユニバーサルサービスの取り組みとしては、自動音声認識技術とハイブリッ

ドキャストを活用した地域の生放送番組に字幕を表示する実験を、４月からこ

れまでの３県から７県に拡大して実施した。 

 

② 会長、副会長、理事の認識 

会長、副会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

経営企画統括理事：「衛星波に加えて音声波の整理削減についても、意見募集

等による視聴者・国民の声も踏まえながら、コンテンツの整理や関連団体との

調整、今後の設備投資等についてできるだけ検討を急ぎたい」 

技術統括理事：「放送波の削減については、視聴者保護を十分配慮した検討が

行われたうえで、残存する波のサービスや削減スケジュールを踏まえて設備整

備のあり方を検討したい」 

国際放送統括理事：「ＮＨＫのコンテンツを地域放送、全国放送、国際放送と

分けるのではなく、３６０度発信、全方位で出していきたい。そのためにコンテ

ンツのマルチユースも行うし、インターネットも使っていく。日本全国の地域

情報を世界に発信することも大事だと考えている。多様なＮＨＫのコンテンツ

を多角的に発信し、幅広い視聴者層に届くようにしていきたい」 

副会長（放送統括）：「視聴者の心を豊かにし助けになる、視聴者に寄り添える

存在になりたい。次期経営計画で掲げる『より 適な媒体を通じて伝える』を先

取りして放送やデジタルを使って安全・安心情報も含めて視聴者に情報を届け

切る。そのためにはデジタルコンテンツのリスク管理も重要だと考える」 
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会長：「インターネット活用業務については、視聴者ニーズを把握するため、

ＮＨＫプラスの利用者にアンケート調査を実施するなどデータも活用しなが

ら、今後のあり方を幅広く検討したい。民放との二元体制は重要であり、インタ

ーネット活用業務については引き続き抑制的に管理していく方針に変わりはな

い」 

 

③ 監査委員会の認識 

放送と通信の融合が進み、メディア環境が大きく変化する中にあって、協会

が公共メディアへの進化に向けた手段の一つとしてインターネットを適切に活

用することは重要だと考える。 

衛星波や音声波の整理・削減については、利便性が損なわれることへの視聴

者・国民からの懸念も予想されるため、次期経営計画案の意見募集で寄せられ

た声等、視聴者・国民の意向に十分配慮しながら、適切な時期と方法で進めてい

くことに留意すべきである。 

国際発信力の強化に関しては、自動翻訳機能を活用した多言語字幕のサービ

スなど新しい技術を駆使して、海外への発信と同様に、訪日・在留外国人向けの

サービスも引き続き充実させることを期待する。さらに放送だけでなくインタ

ーネットも効果的に活用し、国内外の視聴者に適切に情報発信していくことを

期待する。 

 

 

１-３ 安全・安心を支える取り組みの監査 

【監査の視点】 

○新型コロナウイルスに関する情報発信とＢＣＰの取り組み 

○防災・減災報道と体制強化の取り組み 

〇被災地支援の取り組み 

 

① 業務執行状況 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、協会は、特設ニュースや定時の  

ニュース番組の拡大などに加えて、全国の地域放送局で放送した新型コロナウ

イルス関連のニュースをまとめて放送する時間枠を設けて、各地の動きも含め

て正確な情報を多角的に伝えた。 

全国の学校等の休校を受けて、在宅の児童・生徒が学ぶ機会を持てるコンテ

ンツをテレビ・ラジオ・インターネットで特別編成した。 

また、新型コロナウイルスに関する情報発信を多言語で行うなど、海外や在
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留・訪日外国人に向けても、国内の状況や感染防止策などの情報提供を行った。 

協会は、すべての部局でＢＣＰ（業務継続計画）を策定するとともに、感染者

が発生した場合などの対応方針を定め、オンラインで部局長を対象にした全国

会議を計１１回開催し、 新の感染状況や対策の共有・徹底を図った。 

一方、８月末現在の職員の感染者は１６人で、このうち福岡拠点放送局では

同一の職場でスタッフを含めて計８人が感染し、クラスター（感染者の集団）と

認定された。 

新型コロナウイルスの感染が続く中、７月に全国各地で記録的な豪雨（令和

２年７月豪雨）が観測され、河川の氾濫などにより全国で８２人が死亡した。協

会は、５日連続で終夜放送を実施するなど、熊本県などに大雨特別警報が出さ

れてからの 1 週間で、およそ９０時間にわたってニュース・気象情報を伝えた

ほか、インターネットで地域のきめ細かい情報を発信した。 

今回の豪雨災害では、被災者への配慮や感染防止の観点から、避難所の建物

内の取材は行わないことを基本とするなど、取材場所を慎重に判断するととも

に感染防止策の徹底に努めた。 

協会は、豪雨や地震などの自然災害が大規模化・激甚化していることから、今

年度は「命を守る行動を起こしてもらう」ことを目標に掲げ、防災・減災報道の

高度化を進めた。居住地域の避難情報がテレビ画面に自動的に表示されるサー

ビスを全国に拡大したほか、全国でおよそ１９万人の会員がいる 日本防災士

会との連携を深め、防災士に地域の情報番組に出演してもらい、地域の実情に

合わせた防災や避難に関する情報を伝える取り組みなどを展開した。 

 

② 会長、副会長、理事の認識 

会長、副会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

報道統括理事：「いかなる場合にも放送を継続し、視聴者に必要な情報を届け

切る使命と感染防止策の徹底の両立を図っていくことが重要である。そのため

にも職員が安心感を持って業務に取り組める環境を整備するとともに、ニュー

ス制作体制の強化や地域支援の取り組みを進めていく」 

技術統括理事：「コロナ禍での経験を踏まえて、本部や近隣放送局からの応援

が困難なケースも想定したＢＣＰの必要性を認識した。万一の際の代替局への

支援のあり方を見直し、それを支える体制や設備について検討が必要と考える」 

副会長（放送統括）：「安全・安心については、災害の発生等が想定される場合

に『自分のこと』ととらえ、命を守る行動を起こしてもらえるよう、放送とデジ

タルを組み合わせた情報発信の高度化に引き続き取り組んでいく」 

会長：「新型コロナの感染拡大や首都直下地震に備えて、放送継続のためには

本部機能のバックアップを強化する必要がある。協会にとっては非常に重要な
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課題であり、大阪拠点放送局の体制強化などを進めていく」 

 

③ 監査委員会の認識 

新型コロナウイルスや７月の豪雨災害への対応では、正確で迅速な情報発信

で、公共メディアとしての存在感を示した。引き続き、視聴者の判断のよりどこ

ろとなる情報発信や、放送やインターネットの特徴に応じた役割分担や相互誘

導など、命と暮らしを守る公共メディアとしての役割をより一層果たすことを

期待する。 

新型コロナウイルスの感染拡大は、協会全体のＢＣＰを問い直す結果となっ

た。今回の取り組みの成果や課題を分析して、新しい取材・制作方法のさらなる

開発・推進とともに、職場の感染拡大防止に向けた職員の自覚を促すなど、対策

をさらに徹底することを求める。また、いかなる時にも情報発信を継続するた

めに、本部機能の分散化、特に大阪拠点放送局の機能や体制強化などを迅速か

つ具体的に推進すべきである。 

 

 

１-４ 事業規模の適正管理と構造改革の取り組みの監査 

 

① 業務執行状況 
協会は５月「会長特命プロジェクト」を発足させ、8 月までにグループ経営や

地域改革、営業改革等、多岐にわたる分野での経営課題を洗い出し、解決に向け

た方策を提示した。協会では、今後、洗い出した個々の経営課題について可能な

ものから速やかに実行に移すことにしている。 
 協会は、放送番組の制作や予算について、現在の「放送波」ごとから「ジャン

ル」ごとの管理に移行する方針を打ち出した。これによってコンテンツの重複

制作を抑制し経営資源の 適活用を図るとともに、視聴者の期待に応える放送・

サービス体制を構築するとしている。これまで放送波ごとに置いていた編集長

を４つのジャンルごとに配する体制に改め、それぞれのジャンル編集長が、予

算配分や番組改定、採択を行う。 

【監査の視点】 

○事業規模の適正管理に向けた取り組み 

〇コンテンツ制作改革および評価手法開発の取り組み 

〇次期ＥＲＰ開発および業務フロー改革の取り組み 

〇効率的に公平負担を実現するための営業改革の取り組み 

○受信料制度のあり方について 

〇人事制度改革について 
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 また協会は、２０２１年度予算・事業計画案の策定にあたり、従来の予算策定

方法を大きく見直した。受信料収入の減少が見込まれる中、協会全体の支出規

模に基づく各局の予算額策定基準を設定することなどによって事業規模のスリ

ム化を図ることにしている。 
次期ＥＲＰについては、６月４日に行われた入札が不調に終わったことを受

けて、経理、人事等、さまざまな機能を一括で発注するこれまでの方針を見直

し、機能ごとの発注、関連団体への導入のあり方、見積額の一層の削減等につい

て、現行システムを延長した場合との経費比較なども見極めながら、改めて検

討することにしている。 
受信料の契約・収納活動については、新型コロナウイルスの影響で対面によ

る営業活動を自粛し、受信契約手続きに関するパンフレット等を投函する活動

に切り替えた。また、視聴者の利便性向上のため、５月から新たに４つのモバイ

ル決済サービスによる受信料の支払いができるようにした。こうした施策に加

え、居住情報の利活用など新たな制度の導入も含め、営業経費の抑制に向けた

訪問によらない新しい営業活動の開発など、営業の構造改革のあり方を検討し

ている。 

受信料制度の在り方を巡っては、６月に開かれた、総務省「放送を巡る諸課題 
に関する検討会 公共放送の在り方に関する検討分科会」が、テレビを持たない

「ＮＨＫプラス」の視聴希望者等への対応や、受信料の公平負担のより一層の

徹底などについて指摘した。これらも踏まえて協会では、自主自律や公平公正

を担保しつつ、放送と通信の融合時代に適合した受信料制度の在り方について、

会長の諮問機関である受信料制度等検討委員会の議論も参考に、課題も含めて

研究していくことにしている。 
協会は、職員一人ひとりの能力を 大化し、ひいては視聴者へ提供する価値

を向上させていくため、人事制度を抜本的に改革する方針を打ち出した。現在

の職種別採用を見直して全職種一括採用とするほか、重要なポストやプロジェ

クトメンバーへの公募制を導入する。各種施策によって、縦割りの弊害や年功

序列といった課題を解決し、個々人の持つ多様な力を「ＮＨＫ」という統合的な

力に転換することを目指すとしている。 

 
② 会長、副会長、理事の認識 
 会長、副会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 
営業統括理事：「訪問によらない営業活動の強化や訪問体制の質的改善への取 

り組みなどにより業務のあり方を見直し、構造改革の実現につなげていきたい」 
経営企画統括理事：「構造改革の必要性については、人口減少等で受信料収入

の減少が現実になることをそれぞれの職員が肌感覚で感じるようになり、理解
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が進んでいるのではないかとみている。今後それぞれの現場としっかり連携し

て進めていきたい」 
業務改革統括理事：「会長特命プロジェクトがまとめた提言については、これ 

までやろうとしてなかなか上手く行かなかった課題が大半であり、改革の意欲

を鈍らせずに進める仕組みをつくる必要がある。改革の実行が処遇等の人事評

価につながるよう、人事制度改革ともきちんと連携しながら進めていきたい」 
副会長（人事制度改革統括）：「世帯数の減少、受信料収入の減少等によって、

改革の必要性については職員も理解していると思う。人事制度改革についても

ジャンル管理についても、若い人たちも参加して全員参加で制度設計や運用の

改善を進めることが重要だ。指針を示して改革にみんなが加わっていく形をつ

くり、みんなで進めることが肝だと考えている」 
会長：「これまでは放送波ごとにバラバラに番組をつくり、重複するものも多 

かった。ジャンル管理を導入することで、合理的なコストで、より質の高い『Ｎ

ＨＫらしい』コンテンツやサービスの提供を目指す。人事制度改革は、採用のや

り方、職種ごとのいわゆる縦系列を中心にした異動の見直し、経営スタッフの

育成、研修制度の見直し等、迅速に実行に移す」 

 
③ 監査委員会の認識 

今後、世帯数の減少などを背景に受信料収入が下がっていくことが予想され

る中で、番組制作や営業等の各現場での構造改革は喫緊の課題である。協会が

従来のあり方を抜本的に見直し、構造改革を確実に実行するためのプロセスを

着実に進めていくよう、監査委員会は強い関心を持って注視していく。 

受信料の契約取次業務については、訪問による活動が全体の半数近くを占め

ているが、訪問できない状況下で得た知見を今後に生かすとともに、将来的に

は居住情報の利活用等、新たな枠組みの実現による効率化が不可欠であり、営

業改革につながることを期待する。 
人事制度改革は協会経営改革の土台であり、抜本的な人事制度改革を一歩一

歩実践することで、強い縦割り構造や年功序列を脱し、職員一人ひとりの能力

を 大限に生かせる職場環境を実現できるのか、監査委員会は強い関心を持っ

て見ていく。 

 
 

１-５ ＮＨＫグループ経営改革の取り組みの監査 
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【監査の視点】 

○グループの内部統制強化に係る体制の充実 

〇新型コロナウイルスのグループ経営への影響 

○ＮＨＫ本体と関連団体の 適な業務体制再構築に向けた取り組み 

○関連団体の統合・再編の検討状況および進捗 

○内部監査室による関連団体調査等の実施状況 

 
① 業務執行状況 

協会は、次期経営計画案において、グループ全体のガバナンスを強化すると

ともに、本体の統括機能を刷新してグループの意思統一を徹底し、より大きな

シナジー・価値を生み出す方針を打ち出した。その方策として、８月４日の会長

定例会見で、持ち株会社制度導入の検討を挙げた。ガバナンス強化や重複業務

の整理などについて、より効率的・機能的にスピード感を持って対応できるの

ではないかとして、協会では検討・研究を進めている。 
協会は、総務省の「子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」等を

踏まえて、関連団体事業活動審査委員会の体制を変更したうえで、子会社等の

事業活動としての適正性を確保する取り組みついて議論した内容とともに、 

２０１９年度決算に伴う配当についても監査委員会に報告する取り組みを今年

度から始めた。 
協会は関連団体の事業活動が「関連団体運営基準」に則して運営されている

かどうか等を確認する「業務運営状況調査」の内容について、関連団体事業活動

審査委員会での外部委員の意見を踏まえて、調査項目を増やすことを検討して

いる。 
新型コロナウイルス感染拡大による、番組のロケや収録の休止、またイベン

トなど視聴者と直接ふれあうサービス等の休止に伴い、関連団体の基幹となる

事業が大きな影響を受けた。協会は、関連団体に対し、実態に合わせて、２０ 

２０年度の事業計画を見直した場合は報告するよう通知し、８月末の時点で 

７つの関連団体が見直した。また２０２０年度の業績が特に悪化することが見

込まれる子会社は２０１９年度決算に伴う配当を見送った。 
グループガバナンス強化については、株式会社ＮＨＫビジネスクリエイトに

よる関連団体への内部統制支援業務を、２０１９年度までの３団体に加え、新

たに一般財団法人ＮＨＫ放送研修センター、日本放送協会健康保険組合に対し

て開始した。ＮＨＫ内部監査室による関連団体調査は、２０２０年度は１０団

体程度の実施を予定している。調査にあたっては、各団体の内部監査セクショ

ン、監査役とも連携し、効果的・効率的な調査の実施に努めるとしている。 
また関連公益法人等については、２０２０年度に一般財団法人ＮＨＫエンジ
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ニアリングシステムなど、３つの団体が新たに内部監査組織を設置しており、

今後、ＮＨＫ内部監査室やＮＨＫビジネスクリエイトとの連携により、機能強

化を図るとしている。 
４月、株式会社ＮＨＫエンタープライズと株式会社ＮＨＫプラネットが合併

し、新会社「株式会社ＮＨＫエンタープライズ」が発足した。６月の株主総会後

の新体制発足以降、社内統合の推進を本格化させている。 
２０１９年に合併して発足した株式会社ＮＨＫテクノロジーズは、基幹シス

テムについて２０２１年度の統合を目指して４月より基本設計に着手したほ

か、関東甲信越の事業管理機能の集約を目指して組織改正を行い、関東甲信越

業務部を９月１日に発足させることにしている。 

 
（脚注） 

※関連団体事業活動審査委員会の報告を受けた監査委員会の意見 

関連団体事業活動審査委員会についての協会からの報告について、監査委員会では、審

査委員会委員の意見も受けて、ＮＨＫのグループ経営や、子会社１社１社の経営の方向性

や役割を外部にきちんと伝えることが課題であり、そのためには子会社に対する調査項目

について見直しの検討も必要ではないか、という問題提起を協会に対して行った。 

 

※配当報告を受けた監査委員会の意見 

 協会からの子会社配当報告に対し、監査委員会では、新型コロナウイルスの影響で、今ま

で経験したことがない経営上の問題がこれからも出てくることが予想されるので、今回の

配当の判断に加え、長期的な事業運営を視野に入れた経営基盤のあり方についても検討を

求めたい、等の指摘を協会に対し行った。 

 
② 会長、理事の認識 
 会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

グループ経営改革統括補佐理事：「ＮＨＫ本体も構造改革を進める中で、子会

社、関連団体に必要な業務は何かをしっかりと見極める必要がある。 適なグ

ループのあり方、ＮＨＫ本体も含めた要員のあり方等、構造的な課題について、

グループ一体として取り組まないと解決しない問題だと受け止めており、対策

を早め早めに考えていきたい」 
会長：「グループ経営改革については持ち株会社化ができないか検討してい

る。これまでの子会社の経営統合では時間やコストはかかるものの統合効果が

十分に出ない事例も見られた。業務肥大化の懸念を持たれないよう、持ち株会

社でコントロールしながらグループ経営改革を進めていくのがよいと考えてお

り、研究を進めている」 
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③ 監査委員会の認識 

協会は、グループ経営改革について、持ち株会社化の検討等、グループガバ

ナンス強化やグループ全体のシナジー効果を生み出す具体的な施策の検討を始

めており、監査委員会はその進捗を高い関心を持って見ていく。 

新型コロナウイルスの感染拡大で、各関連団体は大きな影響を受けている。

内部留保については一律の基準ではなく、子会社の事情に応じた見直しの検討

も必要であり、また長期的な事業運営を視野に入れた適切な経営管理体制のあ

り方についても再検討が必要と考える。 

昨今、ＮＨＫのグループ経営に対する視聴者・国民からの視線は非常に厳し

くなっており、より高い透明性と説明責任が求められている。監査委員会は、

関連団体の事業活動が適切に運営されているかどうかを重視しながら、役員の

職務執行を監査していく。 

 

 
１-６ 地域改革の取り組みの監査 

【監査の視点】 

○地域の実情に合わせた放送・サービス、業務改革の進捗状況 

○拠点放送局によるブロック経営の進捗状況 

○地域放送局の現状把握や業務支援の状況 

○子会社との連携など地域改革へのグループ全体の取り組み 

 
① 業務執行状況 

新型コロナウイルスの感染拡大の中、地域放送局は、地域の感染状況や自治

体の対応に加えて、住民の不安や疑問に応える情報発信に取り組んだ。地域向

けの放送サービス重視の観点から、全国ニュースの時間を一部県域放送に切り

替えて地元の知事の会見などを中継で伝えたほか、自治体や民間放送と協力し

て感染防止の呼びかけや地域を応援するキャンペーンなどを実施した。 
 ５月に行われた地域指標調査では、地域放送局の取り組みに対する視聴者の

期待や実現度が向上し、地域サービスへの接触についても改善がみられた。 
協会は、関東甲信越地方の拠点機能を担う「首都圏局」を８月に本部に設置し

た。ブロック経営の司令塔として、およそ５，０００万人が暮らす地域の放送・

サービスの充実や、首都直下地震等に備えた命と暮らしを守る防災・減災報道

などを展開するとしている。 
地域改革３年目は、これまで進めてきた県域の放送・サービスの充実に加え、
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地域放送局が、地域の役に立ち、地域を守り育てる「ハブ」となる方針を掲げ、

パイロット局をはじめ全国の放送局が具体的な取り組みを進めることにしてい

る。 
 

② 会長、理事の認識 

会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

地域改革統括理事：「全国の地域放送局ごとに役割を定め、それに応じた経営

資源の配分を行っていくとともに、地域放送局が、地元の自治体や民間放送、Ｎ

ＰＯなどをつなぐ『ハブ』となって、地域貢献を行う取り組みを進めていきた

い。首都圏局は、放送と営業部門の連動やインターネットを活用した新しい地

域サービスの開発などに取り組んでいく」 

会長：「地域改革は、全国の放送局の機能や設備を一律に標準モデルで考える

のではなく、その地域やブロックの実情に合わせて判断していく。数値目標も

含めた個別、具体的な取り組みを進めていく」 

 

③ 監査委員会の認識 

 新型コロナウイルスの感染が広がる中で、地域向けの放送を重視する「ロー

カルファースト」が視聴者から評価されている。全国的な応援態勢の構築が難

しい中、引き続き、情報の共有や拠点放送局の支援・調整、各部門の相互支援な

どが必要である。 
首都圏局の設置については、県域のテレビ放送がない１都 3 県など他のブロ

ックとは異なる事情の中で、域内の放送・サービスの充実をどのように図るの

か、注目していく。 
 協会が「スリムで強靭な組織」への転換を目指す中、地域放送・サービスを持

続的に充実・強化していくためには、今後、地域への予算配分や要員体制の見直

し、組織の 適化などが不可欠であり、こうした課題にどのように取り組んで

いくのか、監査委員会は高い関心を持って見ていく。 
 

 

１-７ 働き方改革の取り組みの監査 

【監査の視点】 

○適正な勤務管理の取り組み 

○女性の活躍、ダイバーシティ施策の取り組み 

○働き方改革と人材育成との両立 

〇リモートワーク導入など新たな働き方の構築に向けた取り組み 
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① 業務執行状況 
 新型コロナウイルス感染拡大下の働き方で得た経験を今後に生かすため、協

会は６月「新たなワークスタイルを目指して～“コロナ”を踏まえた共通指針

～」を作成し、全職員に対して、時間や場所にとらわれず働けるリモートワーク

の推進や、それに向けたＩＴ面の環境整備等、新たな働き方への取り組みを呼

びかけた。４月から５月にかけての緊急事態宣言下での働き方に関する成果や

課題について全国の状況を取りまとめたところ、一定の成果や好事例が挙げら

れた一方、出勤した職員への業務の偏りや不公平感など業務設計上の困難さや、

コミュニケーション不足によるチームワークの低下・若手育成への不安等の声

も寄せられた。協会では、今後の対応も含めて２０２０年１２月ごろをめどに

せき止めて検証し、取り組みのさらなる進化につなげるとしている。 
 協会は、首都圏放送センターの記者、佐戸未和さんが亡くなってから７月で

７年となったのに合わせて、会長名で「皆で心を合わせて『新しい働き方』実現

を」と題したメッセージを全職員に向けて発出し、過労死を二度と起こしては

ならないという思いを共有した。「働き方改革宣言」を推進するため、役員や各

部局と人事局との間で勤務状況データを共有し、各職場による「働き方点検の

日」の取り組みを継続しつつ、新たなワークスタイルの推進と合わせて、組織風

土として根づくよう取り組んでいる。 
 業務のＲＰＡ化（ロボット技術による定型的な事務作業の自動化・効率化）に

ついては、新型コロナウイルスの感染拡大により、十分な体制での開発ができ

なくなったため、事務作業に関する優先度の高い３種類のロボットに絞って開

発を行った。 
 女性管理職の割合は、8 月の管理職異動の結果１０．６％となり、行動計画で

掲げた２０２０年度１０％の目標を達成した。また、２０１９ 年度の男性の育

児休暇取得率は１９．７％に上昇した。 

 
② 会長、理事の認識 
 会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

人事・労務統括理事：「新型コロナウイルスの感染拡大は、対面での会議など

これまで当たり前にやってきたことを一度きちんと見直すきっかけにもなっ

た。リモートワークについては、業績評価など人事管理の高度化を進めなけれ

ばならず、こうした課題もきちんと整理しながらリモートワークを新しい働き

方の一つとして定着させることを図り、多様な働き方の構築につなげていきた

い」 
制作統括理事：「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、在宅勤務が進み、遠
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隔試写、リモート中継など番組の作り方自体が変わったほか、かつてないアイ

デアや発想も出てきた。制作者のモチベーションを大切にしながら、感染予防

対策との両立を図りたい」 
ダイバーシティ推進統括理事：「ダイバーシティ推進に関してはＮＨＫの将来

がかかっていると考える。門戸を広くし、一人ひとりが活躍できるようにして

いかないとＮＨＫは先細りになる。ＮＨＫで働くすべての人が気持ちよく仕事

ができるような環境を整えていきたい」 
会長：「新型コロナウイルスの感染拡大を契機に働き方が相当変わってきてい

る。リモートワークでできる仕事や不要だった業務も見えてきた。ただ、報道機

関なので、原稿チェックなど実際に仕事がきちんと回るのかどうかや、情報漏

えいリスクへの対応等、しっかりと検証しながら進めていきたい」 

 
③ 監査委員会の認識 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、働き方改革には時間管理だけでな

く、働き方そのものを見直すことが求められている。これまで常識とされてき

た「時間」と「場所」にとらわれた働き方を見直し、リモートワークの推進や

時差勤務など、多様な働き方を進めると同時に、それらを可能にする仕組みや

セキュリティ強化を含めたＩＴ環境整備を早急に進めることが必要である。併

せて、業務の偏りや不公平感などリモートワークで見えてきた課題も含めた検

証を求める。 

 

 

１-８ 放送センター建替に向けた取り組みの監査 

【監査の視点】 

○実施設計や放送機能、事業継続等の検討状況 

○建替に関する公平性、透明性、客観性確保の取り組み 

○建替に関する内部監査の実施状況 

〇長期プロジェクトのマネジメント継続性 

 

① 業務執行状況 

協会は、第Ⅰ期工事のうち解体工事については予定どおり９月に着手し、  

２０２１年５月の情報棟建築工事の着工に向け、建築確認申請の手続きを進め

ている。 

また、川口市の「さいたま新産業拠点ＳＫＩＰシティ」に整備する「川口施設

（仮称）」の基本計画を６月に公表した。計画では、４つの大型スタジオや編集
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室等を整備して、センター建替中の事業継続のために必要な代替機能を確保す

るとしている。 

８月の組織改正により、放送センター建替本部内に「事業継続推進室」を設置

して、放送センター全体の事業継続計画の策定を進めていくこととした。 

 

② 会長、理事の認識 

会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

新放送センター業務統括理事：「情報棟の建設にあたっては、新しい働き方を

見据えつつスペースの考え方やこれからの公共メディアとしての放送・サービ

スのあり方、さらには地域とのネットワークなども考慮しつつ、コスト意識を

持って整備を図っていく」 

会長：「２０２５年の情報棟完成に先立ち、放送設備の整備にあたっては、リ

スク分散させつつ内容を精査し、見直しや転用も検討するなどしてコストダウ

ンに取り組む」 

 

③ 監査委員会の認識 

監査委員会は、協会が工事着工以降も高い公平性や透明性、客観性を確保し

て説明責任を果たすと同時に、建替期間中、コスト管理と放送機能に係る品質

管理の両立が確実に遂行されているか注視する。また、長期プロジェクトにお

けるマネジメントの継続性が適正に担保される体制が維持されているか、引き

続き実態把握に傾注していく。 

 
 

２．その他の監査項目 

 

２-１ 次期経営計画の策定の進捗について 

① 業務執行状況 
協会は、次期経営計画案について経営委員会と適宜、説明会や集中討議を行

い、放送番組のジャンル管理やインターネット活用業務、営業改革など経営計

画に係る重要なテーマについて意見交換を進めた。経営委員会は、8 月４日に次

期経営計画案を大筋了承し、８月５日から 1 か月間の意見公募を行った。今後

は、視聴者・国民から寄せられた意見を踏まえ、新型コロナウイルスの受信料収

入への影響等を見極めながら、「新しい『ＮＨＫらしさ』」を実現するための具体

的な検討を進め、来年 1 月の経営委員会で、２０２１年度の予算・事業計画と

ともに議決することを目指している。 
次期経営計画案の基本的な考え方では、新型コロナウイルスの感染拡大など
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将来の見通しがはっきりしない中で、「新しい『ＮＨＫらしさの追求』」をキーコ

ンセプトに設定し、「安全・安心を支える」「新時代へのチャレンジ」「あまねく

伝える」「社会への貢献」「『ＮＨＫらしさ』を実現するための人事制度改革」の

５つの重点投資先を設定した。一方で、放送番組についてはジャンル管理の導

入などにより量から質への転換を進めるとともに、業務の抜本的な見直しを進

め大幅な経費の削減を行う構造改革によって、「スリムで強靭なＮＨＫ」を追求

していくという考え方を示した。 
事業規模について次期経営計画案では、構造改革を推進することで、２０  

２３年度末までの次期経営計画期間中、６３０億円程度の支出を削減する一方、

重点投資として１３０億円程度を振り向けるとし、全体として事業支出を２０

２０年度予算の７，３５４億円から２０２３年度には６，８５０億円に抑える

とした。 

 
② 会長、理事の認識 
 会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

経営企画統括理事：「次期経営計画策定を契機に、これからのＮＨＫを担う若

い職員には、新しい『ＮＨＫらしさ』とは何か、どういうコンテンツに力を入れ

ていくか、組織のあり方や業務の進め方がこのままでよいのか等について考え

て行動して欲しい」 
会長：「次期経営計画では、改革をさらにスピードアップし、ＮＨＫを本気で

変えるという覚悟で取り組んでいる。計画案の策定にあたっては、若い職員が

これからの時代に求められるＮＨＫのあり方を自らしっかりと考え、若い世代

を含めた視聴者・国民に示すことで、ＮＨＫが将来にわたって信頼される『情報

の社会的基盤』として役割を果たすことができると考える」 

 
③ 監査委員会の認識 

受信料収入の減少が予想される中、協会が、次期経営計画案で「新しい『ＮＨ

Ｋらしさの追求』」と「構造改革」を同時に推進することで、「スリムで強靭な 

ＮＨＫ」への転換を図ることを目指す方針を打ち出したことを評価する。こう

した方針を下支えする抜本的な人事制度改革を打ち出したことは、次期経営計

画の推進力になると考える。 
意見募集等での視聴者・国民の意向も十分踏まえて次期経営計画を確定する

ことを求める。また、次期経営計画に盛り込むさまざまな改革について、着実に

実行に移して、成果を確実に上げることができるどうか、監査委員会では期待

を持って引き続き注視していく。 
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Ⅱ 会計監査 

 

監査委員会は、会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人から、７月に

２０２０年度の監査計画について説明を受けた。協会を取り巻く状況や環境の

変化に基づいてリスクを適切に識別し、深度のある監査に取り組むことを確認

した。また、１月に引き続き会計監査人が有する知見を得ながら、７月にＮＨＫ

の子会社管理について意見交換を行った。 
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Ⅲ 監査委員会の活動 

 

１．業務報告書および財務諸表に添える監査委員会の意見書の作成 

（１）放送法第７２条第１項に基づき、日本放送協会令和元年度業務報告書に

添える意見書を作成した。 

（２）放送法第７４条第１項に基づき、日本放送協会令和元年度財務諸表に添

える意見書を作成した。  
 
 

２．監査委員会活動結果報告 

 放送法第３９条第６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。 

 

○ ２０２０年４月１４日 

 ２０２０年度会計監査人の任命についての監査委員会意見 

 

○ ２０２０年４月２８日 

 「経営委員会委員の服務に関する準則」遵守についての確認 

 監査委員会の放送法改正対応について 

 

○ ２０２０年６月２３日 

 ２０１９年度業務に関する監査委員会の活動結果報告 

 関連団体事業活動審査委員会等についての監査委員会報告 

 

○ ２０２０年７月２１日 

 ２０２０年度監査委員会監査実施計画 

 子会社管理状況等の報告についての監査委員会報告 

 

 

３．監査委員会の開催 

○ 第３１７回監査委員会（２０２０年４月１４日） 

 「経営委員会委員の服務に関する準則」遵守の確認書について 

 会計監査人の任命について 

 監査委員会の放送法改正対応について 

 令和元年度業務報告書ならびに財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）

について 

 ２０１９年度役員経費監査について 
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 内部監査結果報告 

 関連団体調査結果報告 

 

○ 第３１８回監査委員会（２０２０年４月２８日） 

 「『経営委員会委員の服務に関する準則』遵守についての確認」の議決 

 監査委員会の放送法改正対応について 

 令和元年度資金監査について 

 令和元年度業務報告書ならびに財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）

について 

 

○ 第３１９回監査委員会（２０２０年５月１２日） 

 内部監査結果報告 

 令和元年度業務報告書ならびに財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）

について 

 

○ 第３２０回監査委員会（２０２０年５月２６日） 

 会計監査人からの報告 

 ＩＴコンサルタントとのコミュニケーション 

 令和元年度業務報告書ならびに財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）

について 

 人事・労務統括理事から人事等の説明 

 内部監査結果報告 

 内部監査室から２０１９年度内部評価結果報告 

 

○ 第３２１回監査委員会（２０２０年６月９日） 

 令和元年度業務報告書ならびに財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）

について 

 ２０１９年度役員経費監査の議決 

 会計監査人からの報告 

 令和元年度財務諸表（案）についての報告 

 ２０１９年度下半期の内部監査・関連団体調査実施状況、 ２０１９年度の

内部監査結果・関連団体調査結果の報告 

 日本放送協会令和元年度業務報告書（素案）についての報告 

 会長ヒアリング 

 

○ 第３２２回監査委員会（２０２０年６月２２日） 

 関連団体事業活動審査委員会の概要および２０１９年度決算の配当等につ

いての報告 
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 令和元年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）の議決 

 令和元年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）の議決 

 ２０１９年度業務に関する監査委員会の活動結果報告書（案）の議決 

 ２０２０年度監査委員会監査実施計画（案）について 

 

○ 第３２３回監査委員会（２０２０年７月６日） 

 会長との情報交換 

 内部監査室からの報告 

 ２０２０年度監査委員会監査実施計画（案）について 

 

○ 第３２４回監査委員会（２０２０年７月２０日） 

 会計監査人からの報告 

 会計監査人とのディスカッション 

 子会社管理状況等の報告 

 ２０２０年度監査委員会監査実施計画（案）の議決 

 監査委員会の議題の区分についての議決 

 

○ 第３２５回監査委員会（２０２０年８月２４日） 

 会長ヒアリング 

 監査委員会活動結果報告書（案）について 

 

※４月１４日、２８日、５月１２日、２６日の監査委員会は、放送センター、大

阪拠点放送局、仙台拠点放送局をテレビ会議システムにより接続して開催した。 
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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 

前田会長 ８月２４日 
高橋委員 
佐藤委員 
渡邊委員 

小池理事 ８月２６日 高橋委員 

若泉理事 ８月２６日 高橋委員 

松崎理事 ８月２７日 高橋委員 

児野専務理事・技師長 ８月２７日 高橋委員 

中田専務理事 ８月２８日 高橋委員 

角理事 ８月２８日 高橋委員 

林理事 ８月３１日 高橋委員 

田中理事 ８月３１日 高橋委員 

板野専務理事 ９月 1日 高橋委員 

松坂専務理事 ９月 ２日 高橋委員 

正籬副会長 ９月 ２日 高橋委員 

※９月に実施した本報告書に係るヒアリングは上記に記載している。 
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部局長等に対するヒアリング 

 

 

拠点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 

松山拠点放送局長 ８月２６日 佐藤委員 放送会館 

 

 

重要な会議への出席等 

○ 経営委員会 

回 日 付 監査委員 

第１３５１回 ４月１４日 佐藤委員、渡邊委員 

第１３５２回 ４月２８日 佐藤委員、渡邊委員 

第１３５３回 ５月１２日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３５４回 ５月２６日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３５５回 ６月 ９日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３５６回 ６月２３日 高橋委員、渡邊委員 

第１３５７回 ７月 ７日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３５８回 ７月２１日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３５９回 ８月 ４日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

第１３６０回 ８月２５日 高橋委員、佐藤委員、渡邊委員 

 

 

○ 理事会、役員会 

回 日 付 監査委員 

第 １回 ４月１４日 高橋委員（書面で確認） 

第 ２回 ４月２０日 高橋委員（書面で確認） 

第 ３回 ４月２８日 高橋委員（書面で確認） 

第 ４回 ５月１２日 高橋委員 

第 ５回 ５月２６日 高橋委員（書面で確認） 

第 ６回 ６月 ９日 高橋委員（書面で確認） 

ヒアリング対象者 日 付 

経営企画局長 ７月２２日 

人事局長 ７月２７日 
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第 ７回 ６月２３日 高橋委員（書面で確認） 

第 ８回 ７月 ７日 高橋委員 

第 ９回 ７月２１日 高橋委員 

第１０回 ８月 ４日 高橋委員 

第１１回 ８月２５日 高橋委員 

 

 

○ リスクマネジメント委員会 

回 日 付 監査委員 

第１回 ７月２９日 高橋委員 

 

 

○ ＩＴマネジメント委員会 

回 日 付 監査委員 

第１回 ４月１６日 高橋委員（書面で確認） 

 

 

○ 関連団体協議会 

－ 日 付 監査委員 

－ ７月２９日 高橋委員 

なお、日本放送協会令和元年度業務報告書および財務諸表に添える監査委員

会の意見書を作成するためのヒアリング、会議等は、「日本放送協会令和元年度

業務に関する監査委員会の活動結果報告書」（２０２０年６月２２日）に記載し

た。 
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