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日本の放送産業は、多様な事業者の映像配信等による放送・通信の融合の進展や

高画質化など、先進国共通の大きなメディア環境変化の中にある。こうした中、官民あ

げて海外発信の取り組みが強化されており、本センターの目指してきたテレビ番組を

通じた国際交流の意義は重要性を増している。しかしながら、世界的なコロナ禍は海

外放送機関の活動に大きな影響を及ぼしており、本センターの事業活動にとって困難

な環境が続いている。 

 

本センターは公益目的支出計画に基づく事業として「テレビ番組国際交流事業」を

掲げ、事業の柱を「国際版テレビ番組の無償提供、提供支援」、「テレビ番組の国際版

制作と国際版の保管管理」、「国際シンポジウムの開催」、「テレビ番組に関する海外

の動向調査」の 4 つとしている。この内、開発途上国への番組無償提供および提供支

援として、2020年度は 289本の番組を提供した。国際版テレビ番組の制作では、時代

の変化や需要に適合したライブラリーの充実を図るため引き続き多様なテーマを選び

新規の英語版制作に力を注ぐとともに、中南米への提供拡大をめざしスペイン語版の

制作を行った。 

 

（１） 国際版テレビ番組の途上国への無償提供および提供支援 

・自主提供の取り組み 

本センター（以下、JAMCO と略する場合あり）の基本事業としての国際版テレ

ビ番組無償自主提供を周知広報するため、各国放送局に JAMCOの活動を紹介

するメールを送ったり、在京の各国大使館を訪問したりするなどの活動を行った。 

放送局への番組提供では、スリランカ、フィリピン、ブルネイ、ミャンマー、ガー

ナの 5か国、5放送局に 209本を提供した。 

・その他の提供支援の現状 

国際交流基金を通じた JAMCO 国際番組ライブラリーの番組提供として、いず

れも NHK 番組をフィジー、ザンビアの 2 放送局に 26 番組（英語版）、モーリタニ

アの 1 放送局に 13 番組（アラビア語版）、メキシコの 1 放送局に 13 番組（スペイ

ン語版）、モルドバの 1放送局に 13番組（ME版）を提供した。 

・自主提供および提供支援の全体状況 

2020年度に途上国放送機関に提供された JAMCO国際版番組は合計 274本

で、累積の番組提供は国数で 100か国、本数は 13，468本となっている。 

・途上国の教育活動支援等への提供 

インドネシアのマラン大学に NHKの教育番組 15本を提供した。 
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（２） テレビ番組の国際版制作と保管管理 

2020 年度は英語版とスペイン語版について、幅広いテーマでの国際版制作を行

った。 

英語版の制作提案募集にあたり、日本の産業や科学の最先端を紹介する番組、

日本の伝統文化や日本の歴史を紹介する番組、途上国の教育支援に役立つ教育

番組やドキュメンタリーなど、幅広いテーマで NHK と民放テレビ全社に提案を募っ

た。応募番組の中から番組評価委員会での議論をもとに選定し、NHK、民放 9社合

わせて 10社 25本の国際版（英語版）を制作した。 

このうち民放番組では、新型コロナ禍によりエンターテインメント産業が窮地に陥

るなか、演奏会の再開に踏み切った老舗オーケストラの団員達の思いを描いた毎

日放送の「情熱大陸 東京フィルハーモニー交響楽団」や、京都・祇園祭の起源を

たどりながら、知られざる祭りの神秘を描くことで日本文化の神髄を紹介した朝日放

送テレビの「祇園祭 ～創始 1150 年！時代の波を乗り越えて～」など 9 放送局 10

本の国際版を制作した。NHK 番組では、史上最悪規模の原発事故に直面した医

師たちの葛藤を生々しい証言で描いた「ETV 特集 誰が命を救うのか ～医師たち

の原発事故～」など 15本を制作した。 

また、様々な技術（テクノロジー）に興味を持ってもらおうという 10 分シリーズの理

科教育番組「テイクテック」のすでにライブラリー化されている英語版をもとにスペイ

ン語版 10 本を制作した。この結果、2020 年度制作の国際版は英語版とスペイン語

版をあわせて 35本となり、JAMCOの国際版番組は累計で 1，807本となった。 

新たに制作した 35 本の国際版番組は、それぞれ英語版・スペイン語版および

ME版の形で、JAMCO国際番組ライブラリーに追加して保管した。 

 

（３） オンライン国際シンポジウムの開催 

2020 年度の第 29 回オンライン国際シンポジウムは、「教育支援のための放送や

新しいメディアの可能性～コロナ危機の中で～」と題して、新型コロナウィルス禍で

世界各国の教育現場で何が起きているのか、放送・インターネットを教育にどのよう

に活用するか等について、日本、アメリカ、フィリピンの研究者や専門家の論考を基

に構成した。また、このオンライン国際シンポジウムの内容をまとめた冊子を全国の

大学や自治体の図書館、内外の関係者等に無償で配布した。 

 

（４） テレビ番組に関する海外の動向調査 

2020 年度は，中南米諸国への番組提供強化の一環として、ブラジル、ペルー、

キューバなど中南米 7か国を対象に、スペイン語およびポルトガル語版番組の需要

や番組提供に向けての課題等を調査して報告書にまとめた。 
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（5）公益目的支出計画との関係 

2020 年度の事業費は、公益目的支出の見込額(各事業年度の平均の額)約 1 億

円に対し 1億 670万円で、事業規模は公益目的支出計画を達成した。 
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1．番組提供 

JAMCO 国際番組ライブラリーから、JAMCO 自主提供で 209 本（5 件）、国際交流

基金による提供で 65 本（5 件）、途上国の教育支援等で 15 本（1 件）、合計 289 本を

無償で提供した。 

（１） 自主提供 209本 

＊ME版とは音楽と効果音のみの版 

提供国 放送機関 提供番組（日本語タイトル） 本数 制作局 語版 

スリランカ 

  

  

 

 

 

 

SLRC 

  

  

  

  

  

  

おはなしのくに さるかにがっせん 1 NHK 英語 

おはなしのくに つるのおんがえし 1 NHK 英語 

おはなしのくに きんたろう 1 NHK 英語 

おはなしのくに いっすんぼうし 1 NHK 英語 

おはなしのくに したきりすずめ 1 NHK 英語 

おはなしのくに うらしまたろう 1 NHK 英語 

おはなしのくに ぶんぶくちゃがま 1 NHK 英語 

おはなしのくに 雪女 1 NHK 英語 

おはなしのくに はなさかじいさん 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン （全8話） 8 NHK 英語 

道徳ドキュメント～人生はチャレンジだ 

～あきらめたことをあきらめない 
1 NHK 英語 

道徳ドキュメント～人生はチャレンジだ 

～ハイジがくれたもの～ 
1 NHK 英語 

瀬戸内海宝石箱 うみの色、しまの色 1 NHK 英語 

さくら さくら 1 RNB 英語 

道なき道の彼方へ  

～へき地を診る医師～ 
1 UMK 英語 

まさか、私が 九州豪雨が遺したもの 1 KBC 英語 

世界一の九州が始まる！          

①暮らしを”結ぶ”進化する博多水引 

②貧困を救う！ママのハーブティー 

1 RKB 英語 

フィリピン 
ABS- 

CBN 

瀬戸内海宝石箱 うみの色、しまの色 1 NHK 英語 

瀬戸内海宝石箱 芸予諸島 四季の色 1 NHK 英語 

ゆる革命 1 CBC 英語 
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世界一の九州が始まる！          

①暮らしを”結ぶ”進化する博多水引 

②貧困を救う！ママのハーブティー 

1 RKB 英語 

まさか、私が 九州豪雨が遺したもの 1 KBC 英語 

道なき道の彼方へ 

～へき地を診る医師～ 
1 UMK 英語 

ブルネイ 

  

 

RTB 

  

  

瀬戸内海宝石箱 芸予諸島 四季の色 1 NHK 英語 

ゆる革命 1 CBC 英語 

番組小学校150年  

～明治の情熱、今に～ 
1 KBS 英語 

道なき道の彼方へ  

～へき地を診る医師～ 
1 UMK 英語 

まさか、私が 九州豪雨が遺したもの 1 KBC 英語 

世界一の九州が始まる！          

①暮らしを”結ぶ”進化する博多水引 

②貧困を救う！ママのハーブティー 

1 RKB 英語 

ミャンマー 

 

MMU 

  

美の壺 富士山 1 NHK ME 

美の壺 弁当 1 NHK ME 

美の壺 波佐見焼 1 NHK ME 

美の壺 金沢の和菓子 1 NHK ME 

美の壺 土鍋 1 NHK ME 

ふしぎがいっぱい（全13話） 13 NHK ME 

はてな はてな 25 NHK ME 

番組小学校150年         ～

明治の情熱、今に～ 
1 KBS ME 

つい、人は 1 CBC ME 

世界一の九州が始まる             

①棄てられるものの輝き 
1 RKK ME 

ゆる革命 1 CBC ME 

宇宙の謎に挑む 1 RSK ME 

世界一の九州が始まる！          

①暮らしを”結ぶ”進化する博多水引 

②貧困を救う！ママのハーブティー 

1 RKB ME 

世界一の九州が始まる①ガラスの業師 

～頂点を目指す町工場～ 
1 RKK  ME 
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日本のチカラ 人工乳房で微笑みを 1 NBN ME 

情熱大陸 医療イノベーター      

～外科医・杉本真樹～ 
1 MBS ME 

情熱大陸 独立時計師 菊野昌弘 1 MBS ME 

「メッセージ」岡山発アジアへ    ～

肺移植・大藤医師の挑戦～ 
1 RSK ME 

道なき道の彼方へ  

～へき地を診る医師～ 
1 UMK ME 

 

 

ガーナ 

 

 

  

  

  

  

  

GBC 

  

  

  

  

  

婚約旅行（全4話） 4 NHK 英語 

ゼロの焦点（全4話） 4 NHK 英語 

柳生十兵衛七番勝負（全6話） 6 NHK 英語 

恋する京都（全5話） 5 NHK 英語 

ラストプレゼント 1 NHK 英語 

昨日の敵は今日の友（全6話） 6 NHK 英語 

愛情旅行（全4話） 4 NHK 英語 

家族旅行 1 NHK 英語 

名古屋お金物語（全20話） 20 NHK 英語 

帰ってきちゃった（全16話） 16 NHK 英語 

腕におぼえあり（全12話） 12 NHK 英語 

腕におぼえあり2（全13話） 13 NHK 英語 

腕におぼえあり3（全10話） 10 NHK 英語 

むしの居どころ 1 NHK 英語 

鞍馬天狗（全8話） 8 NHK 英語 

新十津川物語（全6話） 6 NHK 英語 

逃げる女 1 TVI 英語 

（2）国際交流基金による提供 65本 

 
  

提供国  放送機関 提供番組（日本語タイトル） 本数 制作局 語版 

フィジー FBC ふしぎがいっぱい3年（全13話） 13 NHK 英語 

モルドバ IP ふしぎがいっぱい3年（全13話） 13 NHK ME 

ザンビア MUVI TV ふしぎがいっぱい3年（全13話） 13 NHK 英語 

モーリタニア ｱﾙ･ﾜﾀー ﾆﾔ ふしぎがいっぱい3年（全13話） 13 NHK ｱﾗﾋ゙ ｱ語 

メキシコ Capital21 ピタゴラスイッチ（全13話） 13 NHK ｽﾍ゚ ｲﾝ語 
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（3）途上国の教育活動支援の提供 15本 

 
  

提供国 教育機関 提供番組（日本語タイトル） 本数 制作局 語版 

インドネシア マラン大学 

命を守るチカラ 災害救助犬・指導手 1 NHK 英語 

命を守るチカラ 東京消防庁・ハイパーレ

スキュー 
1 NHK 英語 

命を守るチカラ ロボット開発で災害に

備える 
1 NHK 英語 

さんすう犬ワン おなじおおきさにわけ

るには 
1 NHK 英語 

さんすう犬ワン なんばんめ？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン あとなんぷん？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン ものさしをつくれる？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン かぞえられるかな？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン まるってなに？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン あまりをどうする？ 1 NHK 英語 

さんすう犬ワン どちらがながい？ 1 NHK 英語 

カガクノミカタ 下から見てみる 1 NHK 英語 

カガクノミカタ コトバにしてみる 1 NHK 英語 

カガクノミカタ 分解してみる 1 NHK 英語 

カガクノミカタ ならべてみる 1 NHK 英語 
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2. 国際版の制作 

2020年度の JAMCO 国際版制作は、英語版で民放 10本、NHK15本、合計 25本

の制作を行った。（2019年度は 18本） さらに NHK番組 10番組のスペイン語版を制

作した。 

 

この結果、JAMCOの国際版の番組本数は延べ 1,807本となった。 

（英語版 1,452 本、スペイン語版 290 本、中国語版 13 本、仏語版 39 本、ア

ラビア語版 13本） 

 

英語版 

（ジャンルは 1～10 および 22、24，25 はドキュメンタリー、11～ 

21、23 は教育）  

番  組  名 放 送 局 分数 

1．ブラックアウト ～530万人の2日間～ 

Blackout in Hokkaido  ~ Two Days for 5.3 Million People~ 

北海道テレビ 

HTB 
25分 

2．ローカル魂 朝日連峰大縦走 原始の山を行く 

Experiencing Japan's Ancient Mountains 

テレビユー 

山形 TUY 
46分 

3. JNN ドキュメンタリー ザ・フォーカス 

青二才の挑戦～蔵元の娘に生まれて～ 

A Young Woman's Challenge: Born a Sake Brewer’s Daughter 

TBS テレビ 

TBS 
25分 

4．伊勢湾台風 60 年 色と記憶 

Ise Bay Typhoon 1959 , Color and Memory 

CBC テレビ 

CBC 
50分 

5．京職人手帖第 7 話  

Prominent Artisans of Kyoto Techniques and Artistic Spirits 

京都放送 

KBS 
20分 

6．情熱大陸 山岳医 大城和恵 

A Passionate Challenger 

~Climb Down Alive!  Japan s̀ First Mountain Medicine Specialist~ 

毎日放送 

MBS 
25分 

7．情熱大陸 東京フィルハーモニー交響楽団 

A Passionate Challenger 

~Don't Stop the Music Tokyo Philharmonic Orchestra 

毎日放送 

MBS 
25分 

8．祇園祭 ～創始1150年！時代の波を乗り越えて~ 

Gion Festival 1150th Anniversary  

The Essence of Japanese Culture and the Spirit of the Townspeople 

朝日放送テレビ  

ABC 
61分 

9．パパとなっちゃんのお弁当 

From Dad to Daughter : The 700th Bento Box 

南海放送 

RNB 
26分 
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10．世界一の九州が始まる！ 

①心音が“見える”！超聴診器 ②地球を救うミラクルミート  

Tech Innovators in Japan 

① Visualizing Heart Disease ② Miracle Meat to Save the World 

熊本放送 

RKK 
24分 

11．～13． 

ふしぎエンドレス5年生 

Endless Wonders 5th Grade 

電磁石を強くするには？ 

How Do You Make an Electromagnet 

Stronger? 

NHK 

10分 

電磁石の実験を改善しよう 

Let's Improve the Electromagnet 

Experiment 

10分 

調べてみるには？ 

How to Do Researches 
10分 

14．～16． 

ふしぎエンドレス6年生 

Endless Wonders 6th Grade 

水は葉にどう届く？ 

How Does Water Reach the Leaves? 
10分 

なぜ月の形がちがう？ 

Why Does the Moon Change Shape? 
10分 

月の形が変わるしくみは？ 

How Does the Moon Change Shape? 
10分 

17．～21． 

テキシコ― 

TEXICO 

＃1 

Episode 1 
10分 

＃2 

Episode 2 
10分 

＃3 

Episode 3 
10分 

＃4 

Episode 4 
10分 

＃5 

Episode 5 
10分 

22．しあわせ運べるように阪神淡路大震災25年 

～神戸が生んだ奇跡の歌の物語～ 

“Bring Happiness to the World” A Miracle Song Born in Kobe 

50分 

23．サイエンスゼロ 大調査！尾瀬 知られざる地下世界 

Science Zero  The Underground Secrets of  Oze 
30分 

24．ETV特集 誰が命を救うのか～医師たちの原発事故~ 

Battling a Radiation Emergency 
59分 

25．小さな旅 骨とろくろと雨の花～岐阜和傘～ 

Small Journeys The Umbrellas of Gifu -The Essence of Craftsmanship- 
24分 
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スペイン語版 

（ジャンルは教育） 

 

1．～10． 

テイクテック 

TAKE TECH 

流れをあやつる 

¿Cómo se controla el flujo? 

NHK 

10分 

力をつたえる 

¿Cómo se transmite la energía? 
10分 

熱に変える 

¿Cómo se convierte en calor? 
10分 

電気でひろげる 

¿Cómo se amplifica la señal? 
10分 

時をあやつる 

¿Cómo se mide el tiempo? 
10分 

光でうつす 

¿Cómo se capta la luz? 
10分 

情報を整理する 

¿Cómo se organiza la información? 
10分 

決まった動きをさせる 

¿Cómo se controla el movimiento? 
10分 

目標にあわせる 

¿Cómo se cumple el objetivo? 
10分 

斜面で切りさく 

¿Cómo cortan las cuñas? 
10分 
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3．オンライン国際シンポジウム 

（1）第 29 回 JAMCO オンライン国際シンポジウム「教育支援のための放送や新しい

メディアの可能性～コロナ危機の中で～」の実施 

 

第 29回オンラインシンポジウムは、2021年 2月より本センターのホームページに

シンポジウムのコーナーを開設し、研究者、専門家の方々の報告と討論を展開して

2021年 3月に完了した。シンポジウムの構成は以下の通りである。 

 

■開会挨拶                               理事長 田島 高志 

■趣旨説明  「教育支援のための放送や新しいメディアの可能性 

～コロナ危機の中で～」       コーディネーター 迫水 理男 

■2020年のタンザニア・さくら女子中学校の取り組み 

一般社団法人 キリマンジャロの会 代表理事  古谷 公文                         

■学びを支え、つながりをつくる環境としての ICT 

 難民のインターネット利用の分析から 

                  明治大学 国際日本学部 准教授 岸 磨貴子 

              成城大学 社会イノベーション学部 教授 青山 征彦  

■コロナ禍における学校教育への支援と ICT活用 

                              関西大学 名誉教授 久保田賢一 

■新型コロナウィルス感染症（COVID-19）パンデミックにおけるフィリピンにおける 

教育の継続性                

                国立教員養成大学 博士 フェルディナンド・B・ピタガン 

■高等教育における COVID-19の変容  

～ハワイ、米国、太平洋諸島でのオンライン学習～ 

ハワイ大学 名誉教授 Bert Y． Kimura 

■「私的遠隔教育体験論」学生と教師の二つの立場から見た遠隔教育 

                                 TVプロデューサー 青木 繁 

■読者からのコメント 

■閉会にあたり                            専務理事 近藤 健二 

 

（２） 第 29回 JAMCOオンライン国際シンポジウム 「教育支援のための放送や新しい

メディアの可能性～コロナ危機の中で～」の冊子配布 

 

2020 年度の第 29 回 JAMCO オンラインシンポジウム「教育支援のための放送や新

しいメディアの可能性～コロナ危機の中で～」の内容を日本語版と英語版にまとめて

冊子を制作し、国立国会図書館、47 都道府県立図書館、メディア関係の学科がある

全国の大学図書館と放送関係者に無償で送付した。 
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4．テレビ番組に関する海外の動向調査 

（1）調査目的 

日本の重要なパートナーとなる可能性の大きい中南米諸国でのスペイン語版お

よびポルトガル語版番組の需要等、JAMCOの提供業務の課題を探ること。 

 

（2）調査対象国 

ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラ、チリ、ペルー、キューバの中南米 

7か国 

 

 （3）主な調査結果 

① スペイン語化の促進の必要性 

② JAMCOの知名度を上げるための広報活動の強化の必要性 

③ 商業放送局との関係強化の必要性 

④ コンテンツにおける新たなテーマ開拓の必要性 

⑤ ネットを含めた配信強化の必要性 

⑥ ブラジルへの提供強化のためのポルトガル語版制作の検討 
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4．評議員会、理事会等の機関運営 

（1）評議員会 

評議員会は年度内に 4回実施し、次のとおり審議した。 

□第 91回（2020年 5月 21日 書面決議） 

・理事 1名の選任の件 （決議事項） 

 

□第 92回（2020年 6月 24日 書面決議、及び書面の通知による報告） 

・2019年度事業報告について （報告事項） 

・2019年度決算（案）について （決議事項） 

・公益目的支出計画実施報告書について（報告事項） 

・理事候補者 10名の選任について（決議事項） ＊議案 10件 

・監事候補者 2名の選任について（決議事項）  ＊議案 2件 

       

□第 93回（2020年 11月 24日 書面決議） 

・理事 1名の選任の件 （決議事項） 

       

□第 94回（2021年 3月 24日 書面の通知による報告） 

       ・2020年度決算見込みについて 

       ・2021年度事業計画、事業運営方針について 

       ・2021年度資産運用方針について 

       ・2021年度収支予算について 

 

2020年度末（2021年 3月 31日）における評議員は次のとおり。 

〇評議員 （11名）                        （敬称略 五十音順） 

飯野  正子   津田塾大学 名誉教授 

大久保 好男   一般社団法人日本民間放送連盟 会長 

       （日本テレビ放送網(株)代表取締役会長執行役員） 

大西  洋    日本空港ビルデング（株）取締役副社長執行役員 

熊埜御堂 朋子  （株）NHKエデュケーショナル 代表取締役社長 

小島 明     政策研究大学院大学 理事 

今野 由梨    ダイヤル・サービス（株）代表取締役社長 

野村 吉三郎   ANAホールディングス（株）名誉顧問 

前田 晃伸    日本放送協会 会長 

松坂 千尋    日本放送協会 専務理事 

丸山 公夫    一般社団法人日本民間放送連盟 副会長 

(中京テレビ放送(株) 代表取締役社長) 

箕浦  康子    お茶の水女子大学 名誉教授 
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（2）理事会 

理事会は年度内に 6回開催・実施し、次のとおり審議した。 

□第125 回（2020年5月12日  書面決議） 

・理事候補者の評議員会への提案について    （決議事項） 

・第 91回評議員会書面決議の実施について   （決議事項） 

・評議員候補者の推薦について           （決議事項） 

・第 11回評議員選定委員会の実施について   （決議事項） 

 

□第 126回（2020年 6月 8日 書面決議） 

・2019年度事業報告（案）について         （決議事項） 

・2019年度決算（案）について            （決議事項） 

・公益目的支出計画実施報告書（案）について  （決議事項） 

・評議員候補者の提案について           （決議事項） 

・第 12回評議員選定委員会の実施について   （決議事項） 

・理事候補者の評議員会への提案について    （決議事項） 

・監事候補者の評議員会への推薦について    （決議事項） 

・第 92回評議員会の実施について         （決議事項） 

・資産運用委員の選任について           （決議事項） 

 

□第 127回(2020年 7月 6日 書面決議) 

・理事長の選定について                （決議事項） 

・専務理事の選定について              （決議事項） 

・事務局長の任命について              （決議事項） 

・事務局組織の見直しについて            （決議事項） 

 

□第 128回（2020年 8月 21日 書面決議） 

 ・評議員選定委員会委員の委嘱について      （決議事項） 

 ・番組評価委員の委嘱について            （決議事項） 

 

□第 129回（2020年 11月 4日） 

・2020年度上期 財務と資産運用、および事業の進捗状況について 

（報告事項） 

・資産運用状況および資産運用委員会について   （報告事項） 

・評議員候補者の推薦について             （決議事項） 

・第 13回評議員選定委員会の実施について     （決議事項）  

      ・理事候補者の提案について               （決議事項） 

      ・第 93回評議員会の実施について           （決議事項） 

     



15 

 

□第 130回（2021年 3月 11日 書面決議） 

      ・2020年度決算見込みについて             （報告事項） 

      ・2021年度事業計画（案）、事業運営方針（案）    （決議事項） 

      ・2021年度資産運用方針（案）について        （決議事項） 

      ・2021年度収支予算（案）について           （決議事項） 

      ・評議員選定委員会委員の選任について       （決議事項） 

      ・資産運用委員の選出について             （決議事項） 

      ・番組評価委員の選出について             （決議事項） 

      ・第 94回評議員会の実施について           （決議事項） 

    

 

2020年度末（2021年 3月 31日）における役員は次のとおりである。 

〇理事 （10名）、監事（2名）    （敬称略 理事・監事は五十音順） 

理 事 長  田島 高志  元駐カナダ特命全権大使 

専務理事  近藤 健二  元(株)NHKアイテック専務取締役 

理  事  内山 隆   青山学院大学 総合文化政策学部教授 

理  事  肥塚 隆   元駐オランダ特命全権大使 

理  事  斎藤 信吾  公益財団法人放送番組センター 専務理事 

理  事  永原 伸   一般社団法人日本民間放送連盟 専務理事 

理  事  乗田 俊明  空港施設（株） 代表取締役副社長 

理  事  正籬 聡   日本放送協会 副会長 

理  事  山下 東子  大東文化大学 経済学部教授 

理  事  若泉 久朗  日本放送協会 理事 

監  事  曽小川 久隆 (株)みずほ銀行 公共法人部次長 

監  事  山内 弘   元一般社団法人日本民間放送連盟事務局長 

 

計 理事 10名 監事 2名 
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（3）評議員選定委員会 

2020年 5月 20日に第 11回評議員選定委員会書面決議を実施し、評議員 1名を

選任した。2020 年 6 月 18 日に第 12 回評議員選定員会書面決議を実施し、評議員

11名を選任した。2020年 11月 12日に第 13回評議員選定委員会書面決議を実施し

評議員 2名を選任した。 

 

 2020年度末（2021年 3月 31日）における評議員選定委員は次のとおりである。 

（敬称略） 

  外部委員   久保田 賢一  大阪経済法科大学客員教授 

         宮川  勝之  弁護士 東京丸の内法律事務所 

  評議員    小島  明   政策研究大学院大学 理事 

    監事     曽小川 久隆  (株)みずほ銀行 公共法人部次長 

  事務局委員  鈴木  仁   本センター 事業部長 

                                           計 5 名 

 

（4）番組評価委員会 

番組評価委員会は 2020 年 10 月 23 日に開催し、2020 年度国際版制作番組の選

定についての意見、評価を行った。その評価を踏まえ、理事長が 2020 年度国際版

制作番組を決定した。 

 

2020年度末（2021年 3月 31日）における番組評価委員は次のとおりである。 

（敬称略・委員は五十音順） 

委員長   音   好宏  上智大学文学部 教授 

副委員長  宮崎 浩志   特定非営利活動法人国際社会貢献センター 

 常務理事  

委 員   小泉 公二   NHKインターナショナル 理事長 

〃    白水 繁彦   駒澤大学 名誉教授 

〃    田嶋  炎   一般社団法人日本民間放送連盟 参与 

〃    中瀬 剛丸   日本大学文理学部 教授 

〃    西村 睦生   公益財団法人放送文化基金 専務理事 

〃    堀江 さゆみ  日本放送協会国際放送局 主幹 

計 8名 
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（5）資産運用委員会 

  資産運用委員会は年度内に 3回開催し、次のとおり審議した。 

□第3回（2020年10月6日） 

・資産運用の現状について          （報告事項） 

・今後の資産運用の方向性について    （審議事項） 

□第4回（2020年12月11日） 

・ユニゾホールディングス債の経緯と現状  （報告事項） 

・ユニゾホールディングス債のさらなる格下げ時の対応について （審議事

項） 

□第 5回（2021年 2月 8日） 

      ・2020年度資産運用の現状について   （報告事項） 

      ・2021年度資産運用方針（案）       （審議事項） 

  

   2021年度資産運用方針は、第 5回委員会において審議し、第 130回理事会で

決議したのち、第 94回評議員会に報告した。 

なお、数次の格下げにより時価が低下しているユニゾホールディングス債につい

ては、第 4回委員会で承認された対応方針にもとづき理事長および資産運用責任

者が協議し対応するとともに、随時、委員に対して最新情報を共有した。 

 

2020年度末（2021年 3月 31日）における資産運用委員は次のとおりである。 

（敬称略） 

委員長   神埜 裕之  元あおぞら証券代表取締役社長 

副委員長  飯森 賢二  飯森会計事務所 公認会計士 

委員   山内 弘   元一般社団法人日本民間放送連盟事務局長 

〃    吉田 由子  東京丸の内法律事務所 弁護士 

〃    茂木 高次  行政書士茂木法務事務所 所長 

 計 5 名 

 

 

 

＜附属明細書の作成について＞ 

上記の事業報告に関して、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第34条第3項に規定されている附属明細書は、その内容を補足すべき重要な事項は

ないので作成していない。 

 

 


