
第１２４０回経営委員会資料 

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

 

 

 

 

 

監 査 委 員 会 活 動 結 果 報 告 に つ い て 

 

 

監査委員会の職務の執行の状況を、放送法第３９条第５項の規定
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平成２７年６月２２日 

 

 

日本放送協会平成２６年度業務に関する監査委員会の活動結果報告書 

 

 

        監査委員会 

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２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの日本放送協会の業務に

関する監査委員会の活動結果を以下のとおり報告する。 

 

 

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、日本放送協会平成２６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、日本放送協会平成２６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２６年 ３月２６日（平成２６年度監査委員会監査実施方針） 

・平成２６年 ７月２２日（平成２６年度監査委員会監査実施計画） 

・平成２６年 ９月２４日（４月１日～９月２１日の監査委員会活動結果報告） 

・平成２６年１２月２４日（９月２２日～１２月２１日の監査委員会活動結果報告） 

・平成２７年 ３月１９日（「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告） 

・平成２７年 ４月１４日（１２月２２日～２７年３月３１日の監査委員会活動結果報告等） 

・平成２７年 ４月２８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(２６年度)） 
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〔参考〕平成２６年度中の監査委員会の開催状況 

 

○ 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 

 

○ 第１７８回監査委員会（平成２６年９月２２日） 

・内部監査室より監査結果報告（甲府、室蘭、松山） 

・監査委員会活動結果報告書について 

 

○ 第１７９回監査委員会（平成２６年１０月１０日） 

・現場視察（報道局ソーシャルリスニングチーム[SoLT]等） 

・内部監査室より監査結果報告（大津、静岡、長崎、帯広） 

 

○ 第１８０回監査委員会（平成２６年１０月２７日） 

・会長との意見交換 

・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション 
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○ 第１８１回監査委員会（平成２６年１１月１０日） 

・監査委員会活動結果報告書について 

・内部監査室との意見交換 

・内部監査室より監査結果報告 

（秘書室、技術局、鳥取） 

 

○ 第１８２回監査委員会（平成２６年１１月２１日） 

・新日本有限責任監査法人より中間決算監査報告 

・内部監査室より監査結果報告 

（横浜、大阪、佐賀、２６年度上半期 放送局監査まとめ） 

 

○ 第１８３回監査委員会（平成２６年１２月８日） 

・第２四半期業務について会長へのヒアリング 

・監査委員会活動結果報告書について 

 

○ 第１８４回監査委員会（平成２６年１２月２２日） 

・内部監査室より監査結果報告 

（オンデマンド業務室、山口、秋田、盛岡） 

・監査委員会活動結果報告書について 

 

○ 第１８５回監査委員会（平成２７年１月９日） 

・監査委員会の今後の活動について 

 

○ 第１８６回監査委員会（平成２７年１月２６日） 

・会長との意見交換 

・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション 

・内部監査室より監査結果報告 

（制作局、放送技術局、ロンドン支局、ウィーン支局、山形、システム監査） 

 

○ 第１８７回監査委員会（平成２７年２月９日） 

・内部監査計画について 

 

○ 第１８８回監査委員会（平成２７年２月２３日） 

・新日本有限責任監査法人より中間決算監査報告 

・内部監査室より監査結果報告 

（国際放送局、ＮＨＫエデュケーショナル） 

・組織改正について 

・会計監査人の独立性について 
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○ 第１８９回監査委員会（平成２７年３月９日） 

・会長のハイヤーの私的利用について 

・会長へのヒアリング 

・内部監査室より監査結果報告 

（経営企画局、経理局、メディア企画室、情報システム局、首都圏放送センター） 

 

○ 第１９０回監査委員会（平成２７年３月１８日） 

・「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告書について 

 

○ 第１９１回監査委員会（平成２７年３月１９日） 

・「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告書について 

 

○ 第１９２回監査委員会（平成２７年３月２７日） 

・平成２７年度監査委員会監査実施方針（案） 

 

 

なお、平成２６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

まとめるため、平成２７年４月以降、監査委員会を計７回＊開催した。 

(*４月１３日、２７日、５月１１日、２５日、６月４日、８日、２２日) 

 

   以上 
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〔参考〕 

会長、副会長、理事に対する四半期業務報告等に関するヒアリング 

（第１四半期） 

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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（第２四半期） 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

板野専務理事 １２月 １日 
上田委員 
渡委員 

堂元副会長 １２月 ２日 上田委員 

石田専務理事 １２月 ３日 上田委員 

吉国専務理事 １２月 ３日 上田委員 

井上理事 １２月 ４日 上田委員 

浜田理事・技師長 １２月 ５日 上田委員 

籾井会長 １２月 ８日 
上田委員 
室伏委員 
渡委員 

 

（第３四半期） 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

石田専務理事  ３月 ２日 上田委員 

井上理事  ３月 ２日 上田委員 

板野専務理事  ３月 ４日 上田委員 

吉国専務理事  ３月 ４日 上田委員 
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堂元副会長  ３月 ６日 上田委員 

浜田理事・技師長  ３月 ９日 上田委員 

籾井会長  ３月１１日 上田委員 

 

（第４四半期） 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

浜田理事・技師長 ５月１５日 上田委員 

塚田専務理事 ５月１８日 上田委員 

福井専務理事 ５月１８日 上田委員 

板野専務理事 ５月１９日 上田委員 

堂元副会長 ５月１９日 上田委員 

吉国専務理事 ５月２０日 上田委員 

井上理事 ５月２０日 上田委員 

森永理事 ５月２１日 上田委員 

籾井会長 ５月２５日 
上田委員 
室伏委員 
森下委員 
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（会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理） 

ヒアリング対象者 日 付 監査委員 

籾井会長  ３月 ９日 
上田委員 
室伏委員 

石田専務理事  ３月１１日 上田委員 

堂元副会長  ３月１６日 上田委員 

籾井会長  ３月１６日 上田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 10

部局長等に対するヒアリング 

（第１四半期） 

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 



 
 

 11

 

（第２四半期） 

 

（第３四半期） 

 

（第４四半期） 

ヒアリング対象者 日 付 

メディア企画室長  １１月１８日 

総務局長 １１月１９日 

国際放送局長 １１月１９日 

関連事業局長 １１月２０日 

報道局長 １１月２５日 

編成局長 １１月２６日 

経営企画局長 １１月２６日 

技術局長 １１月２６日 

人事局長 １１月２８日 

ヒアリング対象者 日 付 

総務局長   ２月１７日 

関連事業局長  ２月１８日 

人事局長  ２月１８日 

国際放送局長  ２月１９日 

技術局長  ２月２３日 

メディア企画室長  ２月２５日 

編成局長  ２月２６日 

報道局長  ２月２７日 

経営企画局長  ２月２７日 

ヒアリング対象者 日 付 

国際放送局長   ５月１１日 

総務局長  ５月１３日 

関連事業局長  ５月１３日 

技術局長  ５月１４日 
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拠点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 

福岡放送局長  ７月３０日 上田委員 
放送会館 

放送所 

広島放送局長  ９月２５日 上田委員 
放送会館 

放送所 

札幌放送局長 １０月３１日 上田委員 放送会館 

仙台放送局長 １１月２７日 上田委員 放送会館 

大阪放送局長  １月２２日 上田委員 放送会館 

名古屋放送局長  ２月 ５日 上田委員 放送会館 

松山放送局長  ４月１６日 上田委員 放送会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディア企画室長  ５月１４日 

編成局長  ５月１４日 

経営企画局長  ５月１５日 
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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 

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 

岡山放送局長  ９月２６日 上田委員 
放送会館 

放送所 

長崎放送局長 １０月 ２日 上田委員 放送会館 

佐賀放送局長 １０月 ３日 上田委員 
放送会館 

内部監査 

釧路放送局長 １０月３０日 上田委員 放送会館 

富山放送局長 １１月１２日 上田委員 放送会館 

福島放送局長 １１月２８日 上田委員 
放送会館 

東日本大震災 被災地 

大津放送局長  １月２３日 上田委員 放送会館 

水戸放送局長  １月３０日 上田委員 放送会館 

静岡放送局長  ２月 ６日 上田委員 
放送会館 

放送所 
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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 

アジア総局長 
 ４月２４日 

  ～２５日 
上田委員 

ソウル支局長 １０月１５日 上田委員 

中国総局長 １０月１６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 ８月２１日 
上田委員 

渡委員 

㈱日本国際放送社長 ５月２８日 上田委員 

㈱ＮＨＫプラネット社長 ６月 ２日 上田委員 

㈱ＮＨＫ出版社長 ６月 ４日 上田委員 
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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 

内部監査業務 

（佐賀局内部監査の意見交換ほか） 
１０月 ３日 上田委員 

ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ ２０１４ 

（最先端ＩＴ・エレクトロニクス総合展）
１０月 ８日 上田委員 

報道局 

ソーシャルリスニングチーム[SoLT]等 
１０月１０日 

上田委員 

室伏委員 

内部監査業務 

（制作局内部監査の意見交換ほか） 
１１月１４日 室伏委員 

墨田放送所 １１月１８日 

上田委員 

室伏委員 

渡委員 

Ｉｎｔｅｒ ＢＥＥ ２０１４ 

（国際放送機器展） 
１１月２０日 上田委員 

衆院選２０１４ 開票速報 

（ニュースセンター等） 
１２月１４日 上田委員 

第６５回 紅白歌合戦（リハーサル）

（ＮＨＫホール、中継車ほか） 
１２月３０日 

室伏委員 

渡委員 

第４４回番組技術展  ２月１０日 

上田委員 

室伏委員 

渡委員 
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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 

第１２２１回  ９月２４日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２２回 １０月１４日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２３回 １０月２８日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２４回 １１月１１日 上田委員、渡委員 

第１２２５回 １１月２５日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２６回 １２月 ９日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２２７回 １２月２４日 上田委員、渡委員 

第１２２８回  １月１５日 上田委員、渡委員 

第１２２９回  １月２７日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２３０回  ２月１０日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２３１回  ２月２４日 上田委員、室伏委員、渡委員 

第１２３２回  ３月１０日 上田委員、室伏委員 

第１２３３回  ３月１９日 上田委員、森下委員 

第１２３４回  ３月２４日 上田委員 
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○ 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 ９日 上田委員 

第２１回  ９月１６日 資料等により確認（上田委員） 

第２２回  ９月２４日 上田委員 

第２３回 １０月 ７日 上田委員 

第２４回 １０月１４日 上田委員 

第２５回 １０月２１日 上田委員 

第２６回 １０月２８日 上田委員 

第２７回 １１月 ４日 上田委員 

第２８回 １１月１１日 上田委員 

第２９回 １１月２５日 上田委員 

第３０回 １２月 ２日 上田委員 

第３１回 １２月 ９日 上田委員 

第３２回 １２月１６日 上田委員 

第３３回 １２月２４日 上田委員 

第３４回  １月 ６日 上田委員 

第３５回  １月１５日 上田委員 

第３６回  １月２０日 上田委員 

第３７回  １月２７日 上田委員 
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第３８回  ２月１０日 上田委員 

第３９回  ２月２４日 上田委員 

第４０回  ３月 ３日 上田委員 

第４１回  ３月１０日 資料等により確認（上田委員） 

第４２回  ３月１７日 上田委員 

第４３回  ３月２３日 資料等により確認（上田委員） 

 

 

○ 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 

第５回 １１月２５日 上田委員 

第６回  １月１３日 上田委員 

第７回  ３月１７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 

第３回  ９月３０日 上田委員 

第４回  １月２８日 上田委員 

第５回  ４月 ９日 資料等により確認（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 

―  １月１３日 上田委員 
 
 

 


