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  ２０２２年９月２６日 

 

監査委員会活動結果報告書 

 

監査委員 大 草   透 

監査委員 堰 八 義 博 

監査委員 水 尾 衣 里 

 

２０２２年４月１日から８月３１日までの監査委員会の活動結果 1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２０２２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、｢２０２２年

度第１四半期業務報告｣等の資料査閲、本部部局長、放送局長等へのヒアリング

を行った。また、理事会、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、人事局、経理局、情報シ

ステム局、視聴者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、放送センター建替に向けた取り組みについて記

載した。 

・監査項目以外の事項として、職員の労災認定と、「ＢＳ１スペシャル」へのＢ

ＰＯ（放送倫理・番組向上機構）意見について記載した。 

・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お

 
1 事案によっては、本報告書作成日までのものも含む 
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ける、放送法および経営委員会規程、「経営委員会委員の服務に関する準則」

等の遵守に関する監査については、経営委員会の状況を確認し記載した。 

 

 

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 

○改革による制度変更や組織変更に伴い生じうる新たな課題への対応 

○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、２０２２年度リスクマネジメントおよびコンプライアンス活動方針

で、「個々のコンプライアンス意識の徹底を図り、セルフマネジメント力を強化」

「リスクマネジメントにおける部局の“自走機能”を強化し、実効性の高い活動

を展開」などを掲げ、リスクを適切にコントロールする自律的な組織を目指す

とした。 
 体制面では、改正個人情報保護法が４月に施行されたことにあわせて、個人

情報を含むパーソナルデータ全般を適正に取り扱う体制を強化したほか、サプ

ライチェーンの弱点を悪用したＩＴセキュリティの脅威が増加する中、ＮＨＫ

グループ全体での安全なシステム環境とＩＴリスク事案に迅速に対応できる運

用体制の構築に着手した。 
また１１月の組織改正では、各部局にあるリスクマネジメント機能を統合す

るリスクマネジメント室を新設するとともに、情報システム統括理事（ＣＩＯ）

の下、ＩＴシステムを活用した組織横断の業務変革・情報活用や、ＩＴ投資を最

適化するＩＴガバナンスの確立に向け、デジタル業務改革室（経営企画局内）を

設置するとした。 
４月、ＮＨＫテクノロジーズに委託したテレビ中継放送所の工事において、

世界遺産である高野参詣道を文化財保護法等に基づく許可を得ることなく現状

変更、破損させる事案が発生した。協会は関係機関の指導を受けながら適切な

方法で復旧を行うとともに、再発防止の徹底を図るとした。 
５月、国際放送局職員が本来認められていないタクシーでの帰宅を繰り返す
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などしていた事案において、職員を諭旨免職、上司である管理職５人を減給な

どの懲戒処分にした。 
７月、放送センター内の一部の居室に入室するためのデータ登録作業を委託

した業者側の所有するパソコンがマルウエア感染し、ＮＨＫ従業員等の「氏名」

「従業員番号」等の個人情報が漏洩したおそれがあることが判明した。ＮＨＫ

からの情報流出はなかったが、個人情報保護委員会に報告するとともに公表し、

併せて再発防止に向けて個人データのリスクと対策について委託先への指導も

含めて改めて全職員に注意喚起を行った。 
内部監査室は、地域放送局４局の定期監査を実施した。対象となった局の１

つでは、昨年１１月に全国に先駆けて組織の再編を実施していたことから、組

織に内在する根本原因を探る「組織文化監査」の一環として職員向けアンケー

トやインタビューにより組織改正への対応状況についても併せて点検し、組織

改正後の内部統制システムの構築と運用における課題と提言を行った。 
 

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。  

コンプライアンス統括理事：「組織改正に伴う変化に対応するため４月に全部

局でリスクを洗い出して改善に向けた取り組みを行うとともに、組織改正を先

駆けて行った放送局で内部監査による統制環境の点検を行い、他局に生かす取

り組みに着手している。１１月にはリスクマネジメント機能を一元化し、新た

なリスクや多様化するリスクに、迅速・適切に対応できる体制を構築していく」 

情報システム統括理事：「ＩＴの組織を攻めと守りに分けることで、適切なけ

ん制関係が構築できた。その一方で、ＩＴ投資効果を最大化しセキュリティを

強化するには、互いの連携が重要であり、健全に機能するよう進めたい」 

情報セキュリティ統括理事：「デジタルを活用した新しい働き方が浸透する

中、ＩＴセキュリティのリスクは高まっている。“ゼロトラスト”の考えに基づ

き、グループ全体でセキュリティポリシーやシステム等を統一し、グループ全

体のリスクにつながるものには、本体による支援も含め対応していく」 

技術統括理事：「高野山の事案も踏まえ、中継局の規模によらず、設計・施工

管理はＮＨＫ本体が行うこととし、関連団体との役割と責任の所在を明確にし

た。委託業務の一部を本体に戻すことでコストが増加しないよう、設備の更新

時期や施工管理の方法を見直していく」 

会長：「一連の改革で組織に横串をさすことにより、縦割りの弊害を是正して

きている。横断的な組織の再編、権限と責任の明確化により、リスクを生じさせ

る要因も減らしていくことができると考えている」 
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③ 監査委員会の認識 
職員によるタクシー券不正使用は、以前にも同種の事案が発生し再発防止を

図ってきた中で起きたものであり極めて遺憾である。テレビ中継放送所工事で

発生した事案では、継続的な最新法令のフォローと委託業務における権限と責

任のあり方、個人情報関連事案では、「個人情報保護」「情報セキュリティ」への

ＮＨＫグループ全体、その委託先や取引先等も含めた対応など、判明したリス

ク事案は、いずれもリスクマネジメントにおける重要な課題を示している。 
協会が構造改革を進める中で、リスクマネジメント強化のための体制整備や

内部監査の高度化に向けて具体的な取り組みを進めていることを評価する一

方、こうしたリスク事案の発生を防ぐためには、それぞれの課題への対応に加

えて、リスクに対する現場の感度や対応力の向上とグループを含めた職員・社

員のコンプライアンスの浸透が何より求められる。いかにこの実現に向けて協

会が取り組んでいくのか、監査委員会は１１月の組織改正による体制の強化も

含め、協会の対応を引き続き注視していく。 
 また改革を進めるにあたっては内部監査室による提言も踏まえ、現場に混乱

や負担、不安を与えることのないよう、引き続き丁寧に進めることを期待する。 

 

 

１-２ 公共メディアとしての放送・サービスの取り組みの監査 

【監査の視点】 

〇安全・安心を支える取り組み 

○デジタル（インターネット等）を活用した視聴者起点の取り組み 

○最新技術を活用した新しい挑戦 

〇視聴者リレーション活動の取り組み 
〇地域情報発信強化に向けた取り組み 
〇国際発信力強化に向けた取り組み 

○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 

 新型コロナウイルスのオミクロン株の流行で 1 日の感染者数が過去最高とな

る中、協会は、ワクチンや治療薬、感染の後遺症、濃厚接触者の定義や対応など

視聴者の関心のあるテーマについて、最新情報を放送とインターネットで伝え

た。 

災害時に地域のきめ細かな情報を届けるため、ケーブルテレビ事業者との連

携をこれまで以上に強化し、映像や情報を相互提供する事業者を全国で７２に



 

5 
 

増やした。水害の多発する時期に備えて、主に若年層に向けて「ＮＨＫニュー

ス・防災アプリで災害情報をいち早く得て、離れた場所の親族や友人に避難す

るよう伝える」という啓発動画を放送やＳＮＳなどで発信した。在留・訪日外国

人に向けては、独自に開発したＡＩ自動翻訳を使って、６月から災害時の特設

ニュースに英語字幕を付け、インターネットでライブ配信する取り組みを始め

た。 

首都直下地震などに備えるＢＣＰの強化では、本部が機能不全に陥った際に

大阪放送局で経理などの放送以外の管理部門も代替できるよう、体制整備を進

めた。 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻については、ＳＮＳなどでフェイクニ

ュースがあふれる中、現地や近隣各国での取材を続け、正確で多角的な情報を

伝えた。また、ウクライナから日本へ避難してきた人たちに向けて、日本の暮

らしに役立つ情報や日本語を学べるコンテンツをインターネットに掲載した。 
協会は、４月から視聴者に「ＮＨＫは変わった」と実感してもらえるよう、コ

ンテンツ強化に取り組んだ。新年度編成では、開発を続けてきた新番組のスタ

ートに加え、継続番組でも視聴者の最新の生活実態にあわせて放送時間を変更

し、総合テレビとＥテレの番組改定率は４２％に上った。全国各地の放送局で

は、地域情報発信強化のため、週末のニュースを県域放送に切り替えたり新番

組を始めたりするなど、ブロック放送から県域放送へのシフトを行った。 

放送だけでなくインターネットやイベントなどを連動させた取り組みとして、

５月、若者達の幸せをあらゆる世代で考えていく「君の声が聞きたいプロジェ

クト」と、沖縄の歴史や文化、今も抱える課題などを伝える「沖縄本土復帰５０

年プロジェクト」を展開した。７月の参議院選挙では、候補者との考え方の一致

度を測ることができる「ボートマッチ」というサービスをインターネットの特

設サイトで実施した。 

また、ユニバーサルデザインを導入した番組やニュースを大幅に拡充した。

読みやすく見分けやすいフォントや色彩、コントラストを４月からほぼすべて

のニュース番組などで使い始めた。大津波警報や津波警報、津波注意報、大雨特

別警報の際に、事前収録した手話で避難を呼びかける体制を整えた。 

 ＮＨＫプラスは、４月から総合テレビで常時同時配信を２４時間行うように

なり、原則すべての地上波番組の常時同時配信、見逃し番組配信を実現した。地

域で放送されている夕方のニュース番組の配信も、すべての拠点放送局に拡大

した。また、テレビ受信機等向けのＮＨＫプラスアプリの提供を始めた。 

 ４月から５月にかけて、情報空間におけるＮＨＫの意義、存在価値の確認を

目的としたインターネット社会実証（第１期）を行った。テレビを保有・視聴し

ない約３０００人を対象に調査した結果、ＮＨＫが主に放送で果たしてきたさ
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まざまな役割を、インターネットを通じて果たすことについて一定の評価を得

た。 

 

② 会長、副会長、理事の認識 

会長、担当理事は、以下のような認識を示した。 

メディア統括補佐理事（副報道担当）：「ＮＨＫには、これまでの蓄積を生かし

てフェイクニュースやフィルターバブルといった情報空間の課題にどう対応し

ていくべきか示すことが求められている。インターネット社会実証（第１期）で

得られた評価を踏まえ、公共メディアとして、第２期の社会実証でより具体的

なサービスのあり方を提示したい」 

メディア統括補佐理事：「コンテンツごとに主に見てもらいたい視聴者層を定

めて、データを細かく確認しながら、４月の番組改定以降も次々施策を展開し

た。普段はＮＨＫを見ていない若者世代に届いたという例も一定程度生まれて

いる。コンテンツをどう認知してもらうか、ＮＨＫとどう接点を持っていただ

くかに、さらに注力していきたい」 

大阪統括・西日本ＢＣＰ強化担当理事：「東京一極集中を脱し、地域のニーズ

に応えるコンテンツやイベントを連動して展開させるなど、地域の視聴者との

接点をより一層増やしていきたい。ＢＣＰに関しては、東京の放送センターに

代わって大阪局でテレビ・ラジオに加えインターネット、字幕放送や英語放送

などを行える体制を強化するとともに、日常業務の中で職員のスキルアップを

図っている」 

経営企画統括理事：「フェイクニュースなどの問題が顕在化する中、これまで

放送が果たしてきた公共的な役割をインターネット空間でも果たすことが放送

業界全体に求められている。情報空間が広がる中でも、民放との二元体制の下、

そうした役割を実現するため、人を育てコンテンツに資源を集中し、コンテン

ツの価値や質を一層高めていきたい」 

会長：「多様な伝送路で視聴者のニーズに応えるために、最新技術を活用して、

新たな発想でニュースや番組の作り方を見直す必要がある。そのためのさまざ

まな試行を行いながら、デジタル時代に対応した公共メディアのあり方を追求

していく」 

 

③ 監査委員会の認識 

テレビ離れに歯止めがかからずＮＨＫの接触者率も低落傾向が続く中、安全・

安心を支え、多様で質の高いコンテンツを提供する公共メディアとして、放送

やインターネット、イベントなどあらゆる形の事業を通じて、ＮＨＫの価値を

最大化しようという取り組みを、監査委員会は前向きに評価し、注視している。
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放送では、視聴率だけではないコンテンツの質や価値を大切にして、新しいＮ

ＨＫらしさを追求することを求める。インターネット活用業務については、第

１期社会実証を踏まえた第２期の適切な実施とその結果に注目している。放送

と通信をめぐる世界的な動向にも注意を払いつつ、視聴者・国民の期待に応え

る「情報の社会的基盤」として、時代に即したあり方を模索していくことを望

む。拡充が進むユニバーサルサービスには、さらなる進化を期待する。 

 

 

１-３ スリムで強靭な「新しいＮＨＫ」に向けた取り組みの監査 

【監査の視点】 

○あるべき事業領域・事業規模・組織体制等に関する検討状況 

〇コンテンツ制作に係る改革および波の整理・削減に向けた取り組み 

〇新ＥＲＰ開発および業務フロー改革の取り組み 

〇訪問によらない営業活動への円滑な移行と公平負担徹底への取り組み 

○受信料の値下げおよび受信料制度のあり方について 

〇人事制度改革の取り組み 

 

① 業務執行状況 
３か年経営計画に掲げる「スリムで強靱なＮＨＫの実現」および「新しいＮＨ

Ｋらしさの追求」に向けた体制整備として、４月と７月にメディア総局や視聴

者局などの本部局や、北海道と先行実施した大阪、秋田、山形、青森放送局を除

く地域放送局で組織改正を行った。７月には、地域改革推進室を地域改革支援

局に改組し、より広い領域で本部が連携して地域放送局を支援し、地域放送局

が主体となって改革を進めていく環境を整備した。併せて女性や若手の登用を

進め、今期の人事異動では女性管理職比率は前年同時期から０．４ポイント増

え１１．９％に、４０代の放送局長を新たに３名配置した。またすべての改革の

ベースとなる人事制度改革では、４月から職員を基幹職や業務職に再編し、グ

レードごとに期待する役割を定義した新職員制度に移行した。 

１１月の組織改正において、技術改革の一環として、経営企画局内に技術戦

略策定と資源管理を担う「技術戦略室」の設置と技術局の再編、ならびに全国の

事務管理業務の統制・支援および高度化を推進するバックオフィス機能や、オ

フィス改革および戦略的な環境経営等を推進するファシリティマネジメントな

どを一元的に行う総務局の再編を予定している。 

環境経営では、７月に環境経営事務局を設置し、この１年間全国から公募で

集まりさまざまな環境課題に取り組んできた環境経営タスクフォースの活動と
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提言を引き継ぐ形で、各部局、関連団体と連携しながら、持続可能な社会に貢献

する公共メディアを目指して具体的な活動を始めた。 

新ＥＲＰでは、「勤怠/経費」や「タレントマネジメント」など５つの領域でシ

ステム構築が始まった。また、運用開始後を見据えて、セルフマネジメント推進

を含む個々の業務の改革について分かりやすく周知した。「財務会計」領域につ

いては、再調達の必要性が生じたことから、導入スケジュールを見直した。 

訪問によらない営業を進めるため、日本郵便のＷｅｂサービスとの連携を強

化するとともに、電力・ガス事業者とのさらなる協力を図った。「特別あて所配

達郵便」については転居する世帯の多い大都市圏を中心に実施するなどの施策

を進めている。 

 受信契約者の利便性の向上や経費削減を目的に、電話番号やメールアドレス

を割引制度の案内などに活用できるよう放送受信規約を変更して、４月から受

付を開始した。 
６月に成立した改正放送法により、受信料値下げの原資となる還元目的積立

金制度と受信契約に応じない人を対象とした割増金制度が設けられることにな

った。 

 

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：「コンテンツ制作に経営資源を集中するため、フラットな

組織で放送局の全員が１つのチームとして力を集結できる体制を構築した。今

後は、現場への責任と権限の委譲で組織を活性化させ、一人ひとりの能力を伸

ばし視野を広げることが重要になる。果たすべき役割と変化の必要性について、

全国で繰り返し議論することを通じて職員の理解を深め、改革の定着を図って

いく」 

メディア統括理事：「４月の組織改正で、放送・インターネット・イベントを

含めたサービスを俯瞰し、視聴者へのサービスをトータルで設計する基盤がで

きた。波の整理・削減については、各波の役割を明確にし、質の高いコンテンツ

を届けるための議論を深めていきたい」 

地域統括補佐理事：「地域放送局の組織改正は、経営資源を効率的・戦略的に

管理運用し地域コンテンツの充実を図るとともに、一人ひとりが能力を最大限

に発揮できる環境を整えるために実施した。そうした目的をしっかり理解して

もらう取り組みを継続していくとともに、地域の課題や要望について丁寧に耳

を傾け必要な支援を行っていきたい」 

技術統括理事：「技術改革の具体施策の１つとして、放送とデジタルを２つの

軸とする体制へのシフトを打ち出した。新放送センターの設備整備では汎用化
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を重視し、サービスや業務系のシステム開発を通じて人財育成を進め、技術研

究所の知見をデジタルサービス開発にスピード感を持って生かすなど、成果を

組織全体に広めていきたい」 

情報システム統括理事：「ＣＩＯとして、デジタル技術でマネジメント領域を

大胆に変革する。新ＥＲＰを２０２３年度から導入し、経営資源の動きの的確

な把握と、業務フローを大幅に変えていく」 

財務・経理統括理事「決算ベースによるコストマネジメント活動の一環とし

て、予算進捗率と今後の支出見込を把握した。事業計画の早期見直しや予算調

整などによる機動的で効果的な予算執行で、受信料をこれまで以上に有効に活

用していきたい」 

視聴者業務統括補佐理事：「訪問によらない営業活動では、ＮＨＫの公共的価

値を理解・納得いただいて契約してもらいその契約を維持していく取り組みを

さらに強化していく。併せて、既存チャネルである外部企業との連携強化等、さ

まざまな施策を進めていきたい。また、視聴者の声の分析においては、サービ

ス・コンテンツの改善に生かせるようＰＤＣＡを強化し、ＮＨＫへの理解促進・

満足度醸成につなげていく 」 

人事・労務統括理事：「人事制度改革では、現場力の強化を目的に制度整備を

行った。職員一人ひとりがモチベーションを高めながら業務に取り組めるよう、

マネジメント職と専門職の業務整理、個人のスキル・経験の組織内共有に向け

た取り組みを進め、その実効性を高めていく」 

総務統括理事：「総務局の再編により、『的確・効率的なモノ・スペース・エネ

ルギーの管理』を進め、２０２５年度以降の新放送センターへの円滑な移転に

向けて『新しいマネジメントスタイルの導入』を実現していきたい」 

副会長（視聴者業務統括）：「『新しいＮＨＫ』に向けたさまざまな取り組みを

着実に進めている。訪問によらない営業活動は試行錯誤の段階であるが、結果

が出ている事例を共有しながら早期に効果的な手法を確立していきたい。また

ＮＨＫのコンテンツの価値を実感していただくための取り組みを各部局で連携

して進めるとともに、受信契約者の利便性や顧客満足度を高める施策にも着手

したい」 

会長：「強すぎるタテ組織を是正するには、横連携もできる組織改革に加え、

地域で活躍する人財を育て評価していくことが重要だ。評価や異動の基本方針

を明確にし、本気度は伝わったと思う。特に地域の現場責任者の年齢を若返ら

せたうえで、専門分野以外の幅を広げ、タテを超えたリーダーシップを発揮し

てもらうことで能力を向上させ、改革を推進する人財に育てていく」 

 

③ 監査委員会の認識 
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協会がメディア環境の変化に対応し「情報の社会的基盤」の役割を果たして

いくためには、構造改革が不可欠だと考える。さまざまな改革を成功させるに

は、課題や現場の声を丁寧に拾い上げ、ＰＤＣＡを回していくことが肝要だ。

すべての職員が高いモチベーションを持ち、ノウハウが継承され、現場力が十

分に発揮できるよう、役員がリーダーシップを発揮し適時対応していくことを

期待する。 

既存業務の見直しにより削減された経費については、重点項目への投資や受

信料値下げの原資に充当することに加えて、個人情報保護を含むＩＴセキュリ

ティへの対応や環境経営をはじめＳＤＧｓへの取り組み等に活用するなど、公

共メディアとして社会的責任をしっかり果たすことが重要だと考える。視聴者

の理解を得ながら必要な対応が行われるか、監査委員会は注視していく。 

 

 

１-４ ＮＨＫグループ経営改革の取り組みの監査 

【監査の視点】 

○グループの内部統制強化に係る体制の充実 

○ＮＨＫ本体と関連団体の最適な業務体制再構築に向けた取り組み 

○関連団体の統合や中間持株会社の設立およびその後の状況 

○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「スリムで強靱なＮＨＫグループ」を目指し、ガバナンスを高める取り

組みを進めた。ＮＨＫアートにＮＨＫの現役幹部職員が新たに社長として出向

し、子会社１１社のうち９社の社長が出向者となった。役員体制のスリム化を

進めつつ、４人の出向者を子会社の取締役、理事に配置した。 

６月に改正放送法が成立したことを受け、中間持株会社設立準備室を新設し

た。傘下に入る予定の子会社５社とプロジェクト体制を組み、「会社登記に向け

た定款の策定」や「経理システム導入に向けた要件定義」など準備を進めた。 

今後も関連団体の業務・要員の効率化や管理機能の集約を進めていく。 

ＩＴセキュリティについては、ＮＨＫグループの各団体でセキュリティポリ

シー、サービス・機能、運用の統一を進めた。 

内部監査室は、関連団体１団体の定期調査を行った。 

一方、４月、ＮＨＫテクノロジーズに委託したテレビ中継放送所の工事で、世

界遺産である高野参詣道の一部を破損する事案が発生した。７月、ＮＨＫテク

ノロジーズの職員がキャッシュカードをだまし取った詐欺の疑いで逮捕・起訴
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され、懲戒解雇となった。 

協会は、関連団体事業活動審査委員会を６月に開催し、関連団体の事業活動

としての適正性の確認と、適正性を確保するための外部委員による助言を得た。 

２０２１年度決算に伴う配当については、連結子会社等からの受取配当金が

２２.２億円となり、前年度を７.７億円上回った。最終赤字となった２社と財

務体質の維持・強化が必要な２社について、配当を見送った。 

 
※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 

・本体に比べリソースが限られている関連団体に対して、平時や有事の際に迅速か

つ適切な対応をするうえで、本体によるコーポレート機能の支援は重要だ。 

・ＮＨＫのコアになる業務はグループ一体となり育てていく一方、外部にお願いで

きる業務については、適正な調達の観点から、市場価格も意識しつつ、地域の事業

者にも門戸が広がる取り組みや周知をしてはどうか。 

 

※配当報告を受けた監査委員会の意見 

・関連団体の資金や人財をグループ全体として有効活用する仕組みについて、引き

続き検討していただきたい。 

・関連団体運営基準で定めた基準に従いクリアに配当されている印象をもった。 

 
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。 
グループ経営統括理事：「子会社に出向者社長が増え、グループの一体経営が

進んでいる。子会社からＮＨＫに向けた改善提案が出てくるなど、双方向の良

い循環も生まれてきた。リスクマネジメントについては、関連団体のリスクは

ＮＨＫ本体およびグループ全体のレピュテーションに関わるという観点から、

本体が連携してサポートする体制を構築するなど、強化を図っている」 
会長：「中間持株会社の設立や財団統合に向けた取り組み、子会社人事のあり

方の見直しなど、経営改革の仕組みは整いつつある。そうした仕組みをしっか

り運用しグループ一体経営をさらに進化させていきたい」 

 
③ 監査委員会の認識 
ＮＨＫグループにおいては、関連団体やその委託先、取引先などで起きるど

のようなトラブルも、ＮＨＫ本体およびＮＨＫグループ全体の信頼や存在価値

を揺るがすことにつながりかねない。この認識を関係者全員で共有し、コンプ

ライアンスの徹底を図ってほしい。ＮＨＫ本体はグループのセキュリティ対策

に関して必要な支援を行い、グループすべての関連団体とともに、一人ひとり
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の意識付けはもちろん、あらゆるヒューマンエラーなどを想定し、未然に防ぐ

システムの導入も積極的に進めてもらいたい。 

テレビ中継所工事の事案では、委託元のＮＨＫと委託先の関連団体のそれぞ

れが果たすべき役割と責任を明確にして、ガバナンスを強化し、リスクを管理

していくことを求める。 

 中間持株会社の設立に向けたプロジェクト体制や財団統合への準備など、Ｎ

ＨＫグループが一体となってスリムで強靱な経営を目指す取り組みを、監査委

員会は期待を持って見ている。効率性・透明性を確保しつつ、適切に推進してい

くことを求め、注視していく。 

 

 

２．その他の監査項目 

２-１ 放送センター建替に向けた取り組みの監査 

 
① 業務執行状況 

新放送センター建替の抜本的な見直しに関連して、昨年９月に設置された会

長直轄プロジェクトでは、情報棟の竣工予定である２０２５年以降の経営状況

や技術の進化を見据えて機能を最適化するための検討を行っている。 

協会は６月、埼玉県川口市の「さいたま新産業拠点ＳＫＩＰシティ」に整備す

る「ＮＨＫ川口施設（仮称）」について、基本計画を修正した。整備予定地の隣

接地を追加取得してドラマスタジオ２つを増築し、川口施設にドラマ制作を集

約するとした。これにより新放送センターへのドラマスタジオの建設を中止し、

双方の機能分担を明確にした。この集約をはじめ新放送センターの設備のスリ

ム化について精査を続けている。 

 

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。 

新放送センター業務統括理事：「新放送センターは、どのような災害の下でも

放送の継続が可能な強じんさと、将来の環境変化に対応できる柔軟さの双方を

備えたものとなるよう計画を進めている。バーチャルセットなどの新しい技術

の活用や在宅勤務の拡大などを見据え、スペースの有効活用を図り、コスト削

減にも取り組んでいく 」 

【監査の視点】 

○長期プロジェクトのマネジメントの継続性 

○建替に関する公平性、透明性、客観性確保の取り組み 

○川口施設を含む建設計画の抜本的な見直しや事業継続の検討状況 
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会長：「川口施設へのドラマ施設の集約により、リスク分散とコスト削減、合

理化を実現する。情報棟建設については、縦割り構造を見直した新しい組織が

移ることを念頭に設備整備を進める」 

 

③ 監査委員会の認識 
放送センター建替は長期プロジェクトであり、監査委員会は、マネジメント

の継続性が確実に担保されているか、適宜実態把握の機会を設けるなど高い関

心を持って見ていく。 
協会が、建設計画の抜本的な見直しにあたって、デジタル対応等時代の変化

に即した設備整備の柔軟性、および放送機能を確実に維持できる強じんさを両

立させるとともに、高い公平性や透明性、客観性を確保し、説明責任を果たしつ

つ進めているか、監査委員会は注視していく。 
 

 

３．上記監査項目以外の事項 

 「１．重点監査項目」および「２．その他の監査項目」以外に、役員の職務執

行に対する監査業務の一環として報告を受けた事案のうち、以下の事項を記載

する。 

 

３-１ 職員の労災認定について 

① 認定についての受け止めと対応 
協会は９月２日、２０１９年に４０代の男性管理職が亡くなり、今年８月に 

渋谷労働基準監督署から労災認定を受けたことを公表し、「再び労災認定を受け

たことを重く受け止め、外部の有識者の意見を伺いながら早急に健康確保の徹

底を進めていく」とのコメントを出した。 

 また同日、人事・労務統括理事が全役職員にメッセージを出した。この中で、

「２０１３年７月に当時の首都圏放送センターに所属していた佐戸未和記者が

亡くなり労災と認定されて以降、ＮＨＫグループ全体で長時間労働に頼らない

組織風土作りを進め、幅広く健康確保の取り組みを進めてきた中で再び労災認

定を受ける事態となった。健康確保の施策に不十分な点があったことを深く反

省すると共に、労働基準監督署から産業医による面接指導の受診率が低いと指

摘を受けていることも踏まえ、これまでの施策を速やかに再点検し、再発防止

に不退転の決意で臨む」としている。 
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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：「これまで健康確保の各種施策に取り組んできたが、徹

底できていなかったことに責任を感じている。より実効性を高めていくために、

産業医による面接指導の運用の見直しのほか、健康が最優先であるとの意識の

徹底、長時間労働を生まないための業務運営の検討など、現場の声を聞きなが

ら、メディア総局などとも連携して再発防止に取り組んでいく」 

メディア統括理事：「再びの労災認定であることを非常に重く受け止めてい

る。取材・制作現場で繁忙期のカバー体制をより充実させるだけでなく、健康が

最優先という意識を徹底し、コンテンツの作り方の見直しや周囲への目配り、

声かけなど、さまざまな方法で、皆が健やかに生き生きと働ける職場を作って

いく」 

 会長：「報道機関の勤務形態の特殊性を認識しないで形式的な時間管理だけで

は改善されない。思い切って働き方を変えていくという強い意識が重要で、体

調に不安を感じた時に本人が職場にＳＯＳを出しやすい雰囲気も作っていかな

ければならない」 

 

③ 監査委員会の認識 

２０１３年に首都圏放送センターの佐戸未和さんが亡くなって以降、協会は 

「ＮＨＫグループ 働き方改革宣言」を掲げ、健康確保の各種施策に取り組んで

きたが、それらへの対応が不十分だったと言わざるを得ない。再びこうした事

態を起こさないため、繁忙期のカバー体制の強化や業務の効率化など、現場の

より実効的な対策の検討と対応の徹底を強く求める。 

また産業医による面接指導の受診への対応なども含め、上司や部局長が責任

を持って職場の健康管理に取り組むことやその結果を評価に反映していくこと

が重要である。「職員一人ひとりが心身ともに健やかに働くことのできる職場で

あってこそ公共メディアとしての使命を果たせる」との意識を、改めてＮＨＫ

グループ全体に浸透させ、「健康」は優先順位の問題ではなく、仕事をするうえ

での前提条件であるとの認識を持って今後の業務を進めていくことを切に求め

る。 

 

 

３-２ 「ＢＳ１スペシャル」へのＢＰＯ意見について 

① ＢＰＯ意見と協会の再発防止策 

 ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）の放送倫理検証委員会は、２０２１年１２

月に放送したＢＳ１スペシャル「河瀨直美が見つめた東京五輪」について、９

月、「取材の基本を欠いて事実確認をおろそかにした」などと指摘し、「重大な放

送倫理違反があった」とする意見書を公表した。協会は「取材、編集、試写の各
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段階に問題があり、デモや広い意味での社会運動に対する関心が薄かったとい

う指摘や、取材相手への配慮や誠意を欠いていたなどという指摘を真摯に受け

止めます。取材や制作のあらゆる段階で真実に迫ろうとする放送の基本的な姿

勢を再確認し、現在進めている再発防止策を着実に実行して、視聴者のみなさ

まの信頼に応えられる番組を取材・制作してまいります」とのコメントを出し

た。 

 この問題について総務省は誠に遺憾だとして協会に対し、今後このようなこ

とがないよう文書で注意した。 

 協会は、この問題が発覚して以降、再発防止に向けて、全国の放送局に、番組

などの内容の正確さやリスクを確認する責任者を新たに配置するなど、チェッ

ク機能を強化した。また、課題を共有し再発防止を徹底するための勉強会を、本

部、地域局、関連団体で、計２４０回実施したほか、放送ガイドラインの原点に

立ち返る人財育成の取り組みを徹底し、再発防止策を着実に実行していくとし

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。 

大阪統括理事：「制作した大阪局の責任者として、ＢＰＯの指摘を重く受け止

めている。現在、大阪局では、番組の提案段階から複眼的試写の必要性など、品

質管理に関する情報を一元的に管理して局一丸となって対応している。この取

り組みを緩めることなくブラッシュアップを図り、再発防止につとめていく」 
メディア統括理事：「視聴者からの信頼はＮＨＫにとって最も大切なものだ。

ＢＰＯの指摘を真摯に受け止め、取材や制作のあらゆる段階で真実に迫ろうと

する放送の基本的な姿勢を守り、再発防止策を着実に実行する。人財育成に一

層力を入れ、新人層からベテラン層まで公共メディアで働く者としてのあるべ

き姿を繰り返し確認し、対策を決して形骸化させぬよう取り組んでいく」 

会長：「事実を確認するという基本が欠落していたうえ、試写でも適切なチェ

ック機能が働かなかったなど、杜撰であったと言わざるを得ない。正確な事実

を伝えることは公共メディアの生命線であり、ＢＰＯの指摘を真摯に受け止め、

報道の原点に立ち返る研修を積み重ねていく」 

 

③ 監査委員会の認識 

正確な事実に基づいて真実や問題の本質に迫るという取材の基本姿勢を欠い

ていたことや、２０１５年の「クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”」の事案以

後に整備していた再発防止策が機能しなかったことなどは、誠に遺憾であり、

協会にはＢＰＯの指摘を真摯に受け止めてもらいたい。監査委員会は、再発防



 

16 
 

止策が徹底され、しっかり機能していくか、注視していく。 

 

 

４．特別監査項目 

 会長が来年 1 月に任期満了を迎えることから、７月２６日、経営委員会は、

会長任命に関する指名部会を設け、任命手続きを定める内規を確認し、これに

従って手続きを進めていくこととした。８月３０日の経営委員会でも指名部会

を開催した。 
 
 
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

２０２２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経営環

境の変化に基づいてリスクを適切に識別しつつ、ＡＩ等の新技術も活用して広

範かつ深度のある監査に取り組むこと、および放送法改正への対応に向けて会

計監査人が確実に準備を進めている点を確認した。また、会計監査の基本方針

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３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３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。 

 

○ ２０２２年４月１２日 

 ２０２２年度（令和４年度）会計監査人の任命についての監査委員会意見 

 

○ ２０２２年４月２５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 

 

○ ２０２２年５月１７日 

 ２０２１年度入札契約委員会についての監査委員会報告 

 

○ ２０２２年６月１４日 

・ 選定監査委員の選定についての報告 

 

○ ２０２２年６月２８日 

 日本放送協会２０２１年度業務に関する監査委員会の活動結果報告 

 令和３年度業務報告書に添える監査委員会の意見書 

 令和３年度財務諸表に添える監査委員会の意見書 

 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 

 

○ ２０２２年７月２６日 

 ２０２２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 
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３． 監査委員会の開催 

○ 第３６４回監査委員会（２０２２年４月１１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  

 ２０２１年度役員経費監査について 

 ＩＴコンサルタントとのコミュニケーション 

 会計監査人の任命について 

 放送局長ヒアリング報告 

 

○ 第３６５回監査委員会（２０２２年４月２５日） 

 「『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」の議決 

 令和３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 

 会長との情報交換 

 会計監査人からの報告 

 内部監査結果報告 

 放送局長ヒアリング報告 

 

○ 第３６６回監査委員会（２０２２年５月１６日） 

 副会長から人事等の説明 

 令和３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 

 ２０２１年度入札契約委員会についての報告 

 ＩＴコンサルトとのコミュニケーション 

 令和３年度資金監査について 

 放送局長ヒアリング報告 

 

○ 第３６７回監査委員会（２０２２年５月３０日） 

 内部通報等の報告 

 内部監査・関連団体調査規程の一部改正 

 ２０２１年度の内部監査結果・関連団体調査結果の報告 

 内部監査結果報告 

 会長ヒアリング 

 令和３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 

 日本放送協会２０２１年度業務に関する活動結果報告書（案）について 

 放送局長ヒアリング報告 
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○ 第３６８回監査委員会（２０２２年６月１３日） 

 内部監査結果報告 

 ２０２１年度内部評価結果報告 

 日本放送協会令和３年度業務報告書（案）についての報告 

 令和３年度財務諸表（案）についての報告 

 会計監査人からの報告 

 令和３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 

 ２０２１年度役員経費監査の議決 

 

○ 第３６９回監査委員会（２０２２年６月１４日） 

 選定監査委員の選定 

 

○ 第３７０回監査委員会（２０２２年６月２７日） 

 職員の懲戒処分について 

 関連団体事業活動審査委員会の概要および２０２１年度決算の配当等につ

いての報告 

 内部監査結果報告 

 令和３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３年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）の議決 

 日本放送協会２０２１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 

 ２０２２年度監査委員会監査実施計画（案）について 

 放送局長ヒアリング報告 

 監査委員会規程類の改正について 

 

○ 第３７１回監査委員会（２０２２年７月１１日） 

 会長との情報交換 

 内部監査結果報告 

 ２０２２年度監査委員会監査実施計画（案）について 

 

○ 第３７２回監査委員会（２０２２年７月２５日） 

 ２０２２年度監査委員会監査実施計画（案）の議決 

 内部監査結果報告 

 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 

 高野山参道の事案について 
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○ 第３７３回監査委員会（２０２２年８月２９日） 

 ＩＴコンサルタントとのコミュニケーション 

 個人情報に関する事案等について 

 監査委員会活動結果報告書（案）について 
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〔参考〕               （※印はリモートでの参加・実施） 

（※高橋委員と渡邊委員の任期は、６月１９日まで） 

 

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 

伊藤専務理事 ８月２５日 大草委員 

熊埜御堂理事 ８月２５日 大草委員 

山内理事 ８月２６日 大草委員  

山名理事 ９月 １日 大草委員 

中嶋理事 ９月 １日 大草委員 

児玉理事・技師長 ９月 ２日 大草委員 

小池専務理事 ９月 ６日 大草委員 

正籬副会長 ９月 ７日 大草委員 

林専務理事 ９月 ７日 大草委員 

板野専務理事 ９月 ８日 大草委員 

安保理事 ９月 ８日 大草委員 

前田会長 ９月１２日 
大草委員 
堰八委員 
水尾委員 

※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 

札幌放送局長 ５月１１日 高橋委員 丘珠ヘリポート 

仙台放送局長 ６月 ９日 高橋委員 震災遺構 門脇小学校 

 

 

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 

函館放送局長 ４月 ６日 高橋委員 
函館山基幹局、 

新会館予定地 

青森放送局長 ４月 ７日 高橋委員 弘前支局 

ヒアリング対象者 日 付 

放送センター建替本部長 ６月２０日 

経理局長 ６月２３日 

副会長（視聴者業務統括）、視聴者業務統括補佐理事 ６月２９日 

人事局長 ６月２９日 

グループ経営統括理事 ６月３０日 

リスク管理室長 ７月 ５日 

内部監査室長 ７月 ７日 

経理局長 ７月２５日 

メディア戦略本部長 ７月２７日 

総務統括理事、総務局長 ７月２７日 

経営企画局長 ８月 ４日 

地域改革支援局長 ８月２３日 
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富山放送局長 ４月１３日 高橋委員 
呉羽山基幹局、 

新放送会館 

金沢放送局長 ４月１４日 高橋委員 国立工芸館 

福井放送局長 ４月１５日 高橋委員 
一乗谷朝倉氏遺跡、 

県立恐竜博物館 

長野放送局長 ４月２０日 高橋委員 松本支局 

帯広放送局長 ５月１２日 高橋委員 なつぞらのふる里 

釧路放送局長 ５月１３日 高橋委員 根室支局 

山形放送局長 ６月１０日 高橋委員 
ＮＨＫ文化祭 

（酒田市） 

 

 

業務視察等 

内容 日 付 監査委員 

セキュリティ・オペレーション・セ

ンター（ＳＯＣ）視察 
 ８月２４日 大草委員※ 

 

 

重要な会議への出席等 

○ 経営委員会 

回 日 付 監査委員 

第１３９８回 ４月１２日 高橋委員、水尾委員、渡邊委員 

第１３９９回 ４月２６日 高橋委員、水尾委員、渡邊委員 

第１４００回 ５月１７日 高橋委員、水尾委員、渡邊委員 

第１４０１回 ５月３１日 高橋委員、水尾委員、渡邊委員 

第１４０２回 ６月１４日 高橋委員、堰八委員、水尾委員、渡邊委員 

第１４０３回 ６月２８日 大草委員、堰八委員、水尾委員 

第１４０４回 ７月１１日 大草委員、堰八委員、水尾委員 
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第１４０５回 ７月２５日 大草委員、堰八委員、水尾委員 

第１４０６回 ８月３０日 大草委員、堰八委員、水尾委員 

 

 

○ 理事会、役員会 

回 日 付 監査委員 

第 １回 ４月１２日 高橋委員 

第 ２回 ４月２６日 高橋委員 

第 ３回 ５月１７日 高橋委員 

第 ４回 ５月３１日 高橋委員 

第 ５回 ６月１４日 高橋委員 

第 ６回 ６月２８日 大草委員（書面で確認） 

第 ７回 ７月１２日 大草委員 

第 ８回 ７月２６日 大草委員（書面で確認） 

第 ９回 ８月３０日 大草委員 

 

 

○ ＩＴマネジメント委員会 

回 日 付 監査委員 

第１回 ５月１６日※ 高橋委員 

 なお、日本放送協会令和３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２０２１年

度業務に関する監査委員会の活動結果報告書」（２０２２年６月２７日）に記載

した。 




