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2021 年度事業概況報告書 
 

 

概況 

2021 年度のグリーンチャンネルは、事業計画に基づき、衛星基幹放送事業者と

して BS 放送を行うとともに、CS、ケーブルテレビ及び IPTV による放送、並び

にパソコン、スマートフォン等への配信により、各種番組を安定的に視聴者へお

届けしました。 

放送番組については、中央競馬全レースの中継をはじめ、海外・地方競馬の主

要な競走の中継を行うとともに、競馬関連番組や公益目的支出計画対象事業であ

る馬事番組（「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」の馬術競技番組含む）

及び畜産番組等を制作、放送しました。 

番組の制作に当たっては、制作現場等での新型コロナウイルス感染拡大防止に

努め、「中央競馬全レース中継」の確実な放送を最優先して取り組みました。 

一方、2020 年度に引き続き、中央競馬が無観客競馬等で開催されたことに伴い、

JRA からの要請を受けて、BS 放送で「中央競馬全レース中継」の無料放送を行

いました。しかし、その長期化等の課題を踏まえて、7 月から「中央競馬全レー

ス中継」の番組後半の有料放送の再開及び番組前半の無料放送の恒常化等を実施

しました。 

また、上記施策と呼応し、コロナ禍によってお客様の「在宅で映像を観ながら

競馬を楽しむ」生活スタイルが定着してきたことにも対応して、より多くの方が

グリーンチャンネルに加入しやすくなることを目的とした視聴料の引下げを 7 月

以降、放送・配信（スマホ会員を除く）で順次行いました。 

2021 年 12 月末現在のグリーンチャンネル加入件数は 386,403 件（＋42,205

件）となりました。内訳は、放送サービスが 237,404 件（＋11,716 件）、配信サ

ービスが 148,999 件（+30,489 件）となっております。 

 

１．放送・配信事業の実施 

（１）基本編成表は、競馬、馬事、畜産等に関する番組で構成しました。 

放送事業において、各番組は BS を通して放送するとともに、CS 放送、ケー

ブルテレビ各局及び IPTV への番組供給を行いました。 

   2021 年度は、BS 放送で 7 月から「中央競馬全レース中継」の番組後半の有

料放送の再開、番組前半の無料放送の恒常化及び視聴料引下げ（月額 880 円）、

さらに、9 月・10 月から CS 放送等で視聴料引下げ（月額 1,100 円）を行った

ことで、契約件数は好調に推移しました。 

（２）配信事業では、インターネットで視聴可能な「グリーンチャンネル Web」の

マルチ会員向けのサービスとして、9 月から視聴料引下げ（月額 1,100 円）及
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び開催場のパドック・レース映像等を追加配信する多チャンネル化サービス

（最大５ch 配信）を開始し、新規加入契約件数は大きく増加しました。 

（３）放送番組の向上と適正化を図るため、放送番組審議会を 6 月と 12 月に開催

し、その概要をホームページで公表しました。 

 

２．番組の制作・放送 

基本編成表（放送計画）に基づく月別編成表（番組表）にて番組編成を管理し、

以下のカテゴリーの番組をそれぞれ放送しました。 

 

（ア）競馬中継番組（中央・地方・海外） 

（イ）競馬関連番組（展望・回顧・解説・紀行・バラエティー・アニメ 他） 

※以下、公益目的支出計画対象事業として 

（ウ）馬事関連番組（東京 2020 オリンピック・パラリンピック馬術中継、セリ 

中継、馬学講座 他） 

（エ）畜産番組（JRA 特別振興事業の助成により(公社)中央畜産会が制作・配給

する番組） 

（オ）自然・環境関連番組（科学技術振興機構からの持込番組：2021 年 3 月で 

放映権失効のため放送終了） 

 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対応として、番組の制作現場においては、

各自による予防策の徹底はもとより、リモート収録化の推進、通常のスタジオ以外

の場所の利活用、必要最小限の人数での制作体制の構築、空気清浄機、除菌機、ア

クリルパーティション、CO2 モニターの設置等の換気対策の強化を行いました。 

 

（１）競馬中継番組 

   中央競馬や地方競馬の開催については、コロナ禍のもとでも、概ね順調に行わ

れました。 

海外競馬については、引き続き各国の新型コロナウイルス感染状況に伴う影響

が少なからず続いていましたが、2020 年は中止となったドバイワールドカップデ

ー（開催地ドバイ）が無事に開催されたことなどから、日本国内での勝馬投票券

の発売対象競走数は倍増しました（4 日間 6 レース→5 日間 14 レース）。 

 

① 中央競馬全レース中継 

「グリーンチャンネル 2」では 2 場開催時はサイマル放送、3 場開催時は『パ

ドック中継』を放送しました（BS 放送では『中央競馬全レース中継』のみ放送）。 
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② 地方競馬中継（主要なレースは以下のとおり） 

レース名 開催地 放送日 

川崎記念（JpnⅠ） 川崎 1 月 27 日(水) 

かしわ記念（JpnⅠ） 船橋 5 月 5 日(祝水) 

帝王賞（JpnⅠ） 大井 6 月 30 日(水) 

ジャパンダートダービー（JpnⅠ） 大井 7 月 14 日(水) 

マイルチャンピオンシップ南部杯（JpnⅠ） 盛岡 10 月 11 日(月) 

JBC3 競走（JpnI） 金沢 11 月 3 日(祝水) 

全日本 2 歳優駿（JpnⅠ） 川崎 12 月 15 日(水) 

東京大賞典（GⅠ） 大井 12 月 29 日(水) 

※中継回数 計 138 回； 2020 年度（2021 年 1～3 月）29 回、2021 年度（4～12 月）109 回 

 

③海外競馬中継  

レース名（★ JRA 発売レース） 開催地 放送日 

サウジカップデー中継 サウジアラビア 2 月 20 日(土) 

★ドバイワールドカップデー中継 ドバイ 3 月 27 日(土) 

★香港チャンピオンズデー中継 香港行政区 4 月 25 日(日) 

ケンタッキーダービー中継 アメリカ 5 月 2 日(日) 

イギリスダービー中継 イギリス 6 月 5 日(土) 

フランスダービー中継 フランス 6 月 6 日(日) 

愛ダービー中継 アイルランド 6 月 26 日(土) 

キングジョージⅥ＆QE ステークス中継 イギリス 7 月 24 日(土) 

インターナショナルステークス中継 イギリス 8 月 18 日(水) 

ヨークシャーオークス中継 イギリス 8 月 19 日(木) 

アイリッシュチャンピオンステークス中継 アイルランド 9 月 11 日(土) 

凱旋門賞前哨戦中継 フランス 9 月 12 日(日) 

★凱旋門賞中継 フランス 10 月 3 日(日) 

ブリティッシュチャンピオンズデー中継 イギリス 10 月 16 日(土) 

★ブリーダーズカップ中継 アメリカ 11 月 7 日(日) 

★香港国際競走中継 香港行政区 12 月 12 日(日) 

※JRA が勝馬投票券の発売を行った競走：5 日間、14 レース。 
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（２）競馬関連番組 

コロナ禍の影響による取材規制・移動抑制等がある中、企画内容・制作方法

を吟味し、徹底したリスクマネジメントを実施した上で制作・放映しました。 

  ① レギュラー番組 

番組名 番組内容 

競馬年鑑 
年度ごとの中央競馬重賞競走を、施行順にスタートからゴー

ルまでノーカットで放送するレース映像のアーカイブ番組。 

先週の結果分析 
土日の競馬を振り返り、基準タイムや馬場差、ペース区分な

どをもとにタイム面からレース結果を分析する解説番組。 

みどりのマキバオー 

「競馬」がテーマの正統派アニメ作品。第 42 回小学館漫画

賞児童部門を受賞。1996 年から 1997 年までフジテレビ系

で放送（制作スタジオぴえろ）。1 月 18 日放送開始。 

月曜馬劇場【1～12 月】 

『集まれダビスタもりあがり隊』 

2020 年 12 月に登場した『ダービースタリオン』の完全新作 

を多彩なゲストと共にトコトン遊ぶ企画。 

ザ・パトロールビデオ 
中央競馬全レースのパトロールビデオを放送するレース映

像のアーカイブ番組。 

ケイバどーも！ 
中央競馬の話題を中心に、楽しいトークと展望でお届けする

情報番組。 

 

 

 

 

水曜馬スペ！ 

 

※特番的性格を持たせた

レギュラー番組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1 月】 

・レトロな馬ポスターの世界 

・2020 年度 JRA 賞 輝きを放った主役たち 

【2 月】 

・G-FM 走れ！ミュージックリクエスト 2021～ダート～ 

【3 月】 

・うまのこ TIM 俺たちの競馬ドラフト会議２ 

・第 2 回競馬イントロドン！！ 

【4 月】 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～石坂正 

・鈴木淑子のホースマンに乾杯！Special～西浦勝一 

【5 月】 

・2 歳馬カタログ 2021 Part.1 

・2 歳馬カタログ 2021 Part.2 

【6 月】 

・アーモンドアイ~その瞳で見た景色~ 

・岡田繁幸の Run for the Classics~追憶~ 

【7 月】 

・キャプテン渡辺のオンライン競馬パーティ 3（前編） 
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番組名 番組内容 

 

 

  

・キャプテン渡辺のオンライン競馬パーティ 3（後編） 

【8 月】 

・佐藤哲三が選ぶ！2021 年上半期の名騎乗 

・井崎脩五郎の続・ニッポン競馬史 5 （エアグルーヴ） 

【9 月】 

・競馬自由研究～ハンデ戦を攻略しよう～ 

・Jumping Heroes 

【10 月】 

・キングカメハメハ～その血と能力～ 

・ヨカヨカ物語 

【11 月】 

・Go Go！ヨシトミ 

・競馬場の達人番外編～バーチャル旅打ち勝負！ 

【12 月】 

・井崎脩五郎の続・ニッポン競馬史 6（ヒシアマゾン） 

・青春サラブレッド～北の大地 馬にかけた彼女たちの挑戦～ 

                 （テレビ北海道制作）  

今日の調教/今週の調教 
土日に出走を予定している有力馬の調教 VTR を放送す

る、レース予想のための参考番組。 

M’sTV 

(岩手競馬 Presents) 

JRA ネット投票での発売レース等の展望を中心に岩手競

馬の魅力をお伝えする情報番組。 

草野仁の Gate J．プラス 
主に新橋 Gate J.を舞台に、草野仁さんが MC を務める競

馬や馬に関するゲストとのトーク番組。 

トレセンまるごと情報局 

先週の重賞勝馬関係者インタビューをはじめ、有力出走

予定馬の取材情報、記者コメントなど馬券購入の検討に

役立つトレセン発の情報番組。 

トラックマン TV 

東西トラックマン各 1名によるメインレースの展望や「自

信の勝負レース」のコーナーなど、主に土曜日のレースを

展望する予想番組。 

参考レース＆重賞調教

VTR 

重賞競走などの参考レースや調教VTRを放送するレース

予想のための参考番組。 

VAN で勝ち馬 

さがしてみませんか 

指数 VS データの予想に加えて、専門紙記者による渾身の

予想をお届けしながら、JRA-VAN 各種サービスの有用

性・便利性をアピールする予想番組。 

日曜レース展望 

KEIBA コンシェルジュ 

調教、データ、血統などそれぞれの解説陣が得意とする角

度から、日曜のレースを展望する予想番組。 
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番組名 番組内容 

アタック！地方競馬 

地方競馬の 1週間の注目レースの展望や回顧はもちろん、

要注目の馬や騎手、調教師などの横顔や、旬な話題をお伝

えする地方競馬情報満載の番組。 

今日のレースリプレイ 

/今週のレースリプレイ 

中央競馬全レースをノーカットで放送するレース映像の

アーカイブ番組。 

重賞メモリアル 
重賞競走の過去のレースを放送するレース映像のアーカ

イブ番組。 

栄光の名馬たち 
競馬史に名を残す名馬たちの新馬戦から引退レースまで

を放送するレース映像のアーカイブ番組。 

競馬場の達人 

芸能人やスポーツ選手など、著名人が自腹で馬券勝負す

るバラエティー番組。2021 年も新型コロナ感染拡大防止

策の一環で「PAT 勝負編」として制作。 

馬産地通信 
セリや種牡馬、活躍馬の生産牧場紹介など、旬な話題を提

供する馬産地発の情報番組。 

Go Racing！2021 

海外の馬券発売レースや海外ビッグレースの解説を行う

情報番組 

【2 月】2021 年海外競馬注目馬紹介 

【3 月】2021 ドバイワールドカップデー徹底解説！ 

【4 月】2021 香港チャンピオンズデー徹底解説！ 

【7 月】2021 海外競馬上半期振り返り 

＆POG ザ・ワールド中間発表！ 

【10 月】2021 凱旋門賞徹底解説！ 

【11 月】2021 ブリーダーズカップ徹底解説！ 

【12 月】2021 香港国際競走徹底解説！ 

ALL IN LINE! 

～世界の競馬～ 

注目の海外競馬について、JRA が馬券発売を実施しない

レースについても、回顧、中継、紀行番組として、その魅

力をお届けする情報番組。 

（以下、③海外競馬中継で記載済の「中継番組」を除いて記載。） 

【1 月】2020 サラブレッドランキング徹底解説！ 

【3 月】2021 ドバイ・スーパーサタデー回顧 

【6 月】2021 ロイヤルアスコット回顧 

【11 月】2021 ブリーダーズカップ回顧 

【12 月】2021WORLD FLAT REVIEW PART.1 

【12 月】2021WORLD FLAT REVIEW PART.2 
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 ② 特別番組 

番組名 番組内容 

2021 今年はどうなる 

中央競馬！ 

JRA後藤正幸理事長に 2020年の感想と 2021 年の施策や

抱負などをお伺いするインタビュー番組。 

M’sTV 特番 

草野仁が語る岩手競馬の

魅力 

草野仁さんが競馬ファンの目線で岩手競馬の魅力を紐解

く 30 分。 

キャプテン渡辺のオンラ

イン競馬パーティー2 

年始特番：コロナ禍のオンライン競馬パーティで出演者

がジャパンカップの 1 日を楽しみ尽くす番組。 

井崎脩五郎の 

続・ニッポン競馬史 4 

年始特番：井崎脩五郎さんと鈴木淑子さんの軽快なトー

クをお楽しみいただく番組。 

M’sTV 
春の水沢競馬開幕 SP 

Part.1 Part.2 Part.3 

岩手県競馬組合から、春の水沢競馬開幕をお知らせする

目的でお送りする M’sTV 特別編（全 3 回）。 

炎の十番勝負 2021 

春（予想編/結果編） 

秋（予想編/結果編） 

グリーンチャンネルの各番組出演者及び視聴者が、GⅠ競

走の勝馬を予想する、番組対抗型および視聴者参加型の

バラエティー番組。 

スターホースの競演に 

列島が沸いた！第 65 回大阪杯 

第 65 回大阪杯の当日夜、佐藤哲三さんと細江純子さんを

リモートで繋いで振り返り解説していただく番組（※現

在の番組名は『GⅠ NIGHT FOCUS』）。 

JRA-VAN Presents 

ザ・POG ドラフト会議 

2021‐2022 

各パネラーの指名馬を通して視聴者の参考にしていただ

く JRA-VAN 提供の番組。POG ドラフト会議の模様は各

パネラーのリモート出演で放送。 

GⅠ NIGHT FOCUS 

第 88 回日本ダービー 

第 88 回日本ダービーの夜、佐藤哲三さんと細江純子さん

に振り返り解説していただく番組。 

M’sTV マーキュリーカップ

2021 直前 SP 
マーキュリーカップの展望番組。 

M’sTV クラスターカップ 

2021 直前 SP 
クラスターカップの展望番組。 

G-FM 走れ！ミュージック

リクエスト 2021 夏 

Part1 

【夏季特番】思い出のレースとその思い出にまつわる音楽の

リクエストでお送りする番組。ゲストに横山ルリカさんを迎

えて「芦毛＆白毛」をテーマに放送した。 

G-FM 走れ！ミュージック

プレイリスト 2021 夏 

Part2 

【夏季特番】視聴者の皆さまからのお便りと、ゲストが選曲

した「競馬にまつわるプレイリスト」を紹介しながらお送り

する番組。ゲストに歌手の真田ナオキさんを迎えて、「蛯名

正義元騎手」をテーマに放送した。 
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番組名 番組内容 

九州の夢を乗せて 

～ヨカヨカの挑戦～ 

熊本県生まれの競走馬として初めて GⅠの舞台に挑戦した

ヨカヨカ号活躍の舞台裏（2021 年 TNC テレビ西日本制作）。 

M’sTV 南部杯 2021  

直前 SP 
マイルチャンピオンシップ南部杯の展望番組。 

JBC2021  

徹底予想 SP！ 

ダート競馬の祭典 JBC（4 競走）の紹介番組。今年は金沢

競馬場と門別競馬場でそれぞれ開催。 

純白の 

サラブレッドたち 

ソダシ号の活躍で競馬界に巻き起こった白毛旋風。世界

も注目するソダシの貴重な素顔に迫った番組（2021 年テ

レビ東京制作）。 

東京大賞典 2021  

直前予想 SP 
大井競馬場で行われる東京大賞典を展望する特別番組。 

G1 NIGHT FOCUS  

第 66 回有馬記念 

有馬記念当日の夜、佐藤哲三さんと元調教師の中村均さ

んをリモートで繋いで振り返り解説していただく番組。 

ミラクルさん 

2003 年に話題となったミラクルおじさんのような単勝ドリ

ームを掴んだ者をミラクルさんと称し、ミラクルさんとなる

ために単勝コロガシ勝負にお笑い芸人等が挑む番組。 

2021 GⅠ競走 

全リプレイ 

2021 年の GⅠ競走（障害含む）を施行順にノーカット放

送する番組。 

2021ＧⅠ競走 

パトロールビデオ 

2021 年に行われた全 GⅠ競走のパトロールビデオをノー

カットで放送する番組。 

新春複コロ！ 

福トーク！2022 

グリーンチャンネルの番組出演者により、複勝コロガシ

３連続で福男、福女は誰になるのかを楽しむバラエティ

ー番組。 

 

（３）馬事関連番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

新・馬学講座 

ホースアカデミー 

JRA 職員（獣医師・装蹄師）を講師として、専門性の高

い内容でお送りする馬学講座番組。 

東京 2020 オリンピック馬

術競技中継 

～世界の馬術がやってくる～ 

東京 2020 オリンピックの馬術競技（馬場馬術、総合馬術、

障害馬術の 3 種目）の模様を放送（計 33 時間）。 

東京 2020 パラリンピック

馬術競技中継 

～世界の馬術がやってくる～ 

東京 2020 パラリンピックの馬術競技（パラ馬術）の模様

を放送（計 20 時間）。 
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番組名 番組内容 

JRA ブリーズアップセール

2021 生中継（※2020 年中止） 

JRA 育成馬約 80 頭が上場された JRA ブリーズアップセ

ールの模様を中山競馬場から生中継。 

ノーザンファーム 

上場馬特集 

～セレクトセール 2021 

「JRHA セレクトセール 2021」に上場されるノーザンフ

ァームの生産馬を紹介する情報番組。 

JRHA セレクトセール 

2021 生中継 

（1 日目/2 日目） 

日本競走馬協会が主催する競走馬のセリ「JRHA セレク

トセール 2021」の中継番組。1 日目（1 歳）と 2 日目（当

歳）の 2 日連続で生中継。 

2021 北海道セレクション

セール生中継 

日高・胆振・十勝軽種馬農協が主催する競走馬のセリ

「2021 北海道セレクションセール」の生中継番組。 

ジェイエス繁殖馬セール

大解剖 SP！2021 

北海道市場で開催される「㈱ジェイエス主催・秋の繁殖馬

セール」に上場される注目馬の情報番組。 

 

（４）畜産番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

がんばる！畜産！4 

（1～3 月） 

がんばる！畜産！5 

（9 月～12 月） 

担い手不足や国際化の進展など、大きな変化の局面にあ

る畜産業における優れた畜産経営や後継者の活躍などを

紹介するドキュメンタリー番組。 

３つのカテゴリー（①畜産トレンド発見！、②ドキュメン

ト！畜産の新主役たち、③なるほど！畜産現場）に分けて

制作。 

 

（５）自然・環境関連番組（公益目的支出計画対象事業） 

番組名 番組内容 

グリーンサイエンスアワー 

（放映権失効のため、2021 年

3 月末で放送終了） 

科学技術と伝統の技により私たちの身の回りにある「モ

ノ」たちが作り上げられる過程を紹介する情報番組（科学

技術振興機構からの持込番組）。 
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３．視聴者の加入促進と視聴者サービスの充実 

（１）放送サービスにおいては、7 月から BS 放送の土日「中央競馬全レース中継」

の番組後半の有料放送再開及び視聴料の引下げ(880 円)、9 月から CS 放送・

IPTV、9 月・10 月から CATV で視聴料引下げ（1,100 円）を順次行い、2021

年 12 月末現在の加入件数は、237,404 件（対前年比 105.2%）となりました。 

（２）配信サービスにおいては、9月からWebマルチ会員向けの視聴料引下げ（1,100

円）及び多チャンネル化サービス（最大５ch 配信）を行ったことにより、新規

加入件数が増加し、2021 年 12 月末現在の加入件数は、148,999 件（前年比

125.7％）となりました。 

（３）プラットフォーム別の内訳（2021 年 12 月末現在） 

プラットフォーム 加入件数 増減数 前年比 

■放送サービス    

スカパー！(BS 放送) 76,135 件 ＋10,499 件 116.0% 

スカパー！プレミアム(CS 放送) 58,386 件 －3,057 件 95.0% 

CATV 87,261 件 ＋4,478 件 105.4% 

ひかり TV 11,022 件 －53 件 99.5% 

スカパー！光 2,528 件 －77 件 97.0% 

au ひかり 2,072 件 －74 件 96.6% 

小 計 237,404 件 ＋11,716 件 105.2% 

 

プラットフォーム 加入件数 増減数 前年比 

■配信サービス    

グリーンチャンネル Web(マルチ) 75,423 件 +17,665 件 130.6% 

グリーンチャンネル Web(スマホ) 73,576 件 +12,824 件 121.1% 

小 計 148,999 件 +30,489 件 125.7% 

【合 計】 386,403 件 +42,205 件 112.3% 

 

（４）グリーンチャンネルの加入促進と視聴者サービスの充実を図るため、本年 

実施した主な活動は以下のとおりです。 

①加入促進広告の掲載・掲出等 

・グリーンチャンネル HP での広告・告知（通年） 

・BS グリーンチャンネル及びグリーンチャンネル Web 告知 CM の制作・ 

放送・ポスター掲出（通年） 

・JRA 関連施設の ITV モニターでの映像提供を通じた広報（通年） 
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・スカパー！・CATV 各局での広告・告知（下半期） 

・ラジオスポット広告（ラジオ NIKKEI、ラジオ日本）（下半期） 

・動画配信向けバーチャル広告（プロ野球 PayPay ドーム）（下半期） 

・雑誌等での広告（JRA 機関誌「優駿」、競馬専門誌「週刊競馬ブック」、「週

刊 Gallop」、スポーツ総合雑誌「Number」(競馬特集号)）（通年） 

・JRA 電話・インターネット投票会員向け DM への広告出稿（12 月） 

 

②キャンペーン等 

実施内容 実施月 

・無料放送実施に伴うお客様還元施策 

BS グリーンチャンネル開局 10 周年企画・視聴者向け「ご

愛顧キャンペーン」の実施  

契約者(62,982 件)への DM 発送 

DM 内にプレゼント応募はがきを同封 

(当選者数 25,406 件） 

5 月 

・グリーンチャンネル Web 無料お試しキャンペーン 

 グリーンチャンネルWebに会員登録したことのない方を

対象に登録日から 12 月末までの最大 1 か月間、マルチ会

員向けサービスが利用可能となるキャンペーンの実施 

 キャンペーン期間中の新規登録件数 8,864 件 

12 月 

・無料放送による加入促進施策 

馬券発売のある主要な海外競馬のレースをはじめ、海外競

馬の情報番組（Go Racing！、ALL IN LINE!）の無料放送

を実施 

1 月～12 月 

・YouTube を活用したオンラインイベント 

グリーンチャンネルカップの施行（第 4 回東京競馬第 2

日）に合わせて、GCH 番組出演者等による YouTube を

活用したオンラインイベント 2021 を実施 

10 月 10 日(日) 

 

（５） 電話やメールによる視聴者からのご意見・ご要望については、迅速かつ丁寧

な対応に努めました。 

また、ホームページや Facebook、Twitter を活用した放送番組告知等の情報

発信を実施しました。 
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４．管理業務等 

（１）理事会 

名 称 日 付 議 案 

第 1 回 

 定例理事会 

 

3 月 11 日(木) 

 

・2020 年度事業概況報告書の件 

・2020 年度決算書の件 

・2020 年度公益目的支出計画実施報告書の件 

・放送事業等の見直しの件 

・職員就業規則の改正の件 

・2021 年度第 1 回定時評議員会の招集の件 

【報告事項】 

・理事長及び常務理事の職務の執行状況について 

第 1 回 

 臨時理事会 
3 月 26 日(金) 

・理事長（代表理事）及び常務理事（業務執行 

 理事）の選定の件 

第 2 回 

 臨時理事会 
6 月 4 日(金) 

・放送事業等の見直しの件 

・退職年金規程の改正の件 

第 2 回 

 定例理事会 
12 月 1 日(水) 

・2021 年度事業計画の変更の件 

・2021 年度収支予算補正の件 

・2022 年度事業計画の件 

・2022 年度収支予算の件 

・2022 年度放送番組審議会委員の選任の件 

・2021 年度第 1 回臨時評議員会の招集の件 

【報告事項】 

・理事長及び常務理事の職務の執行状況について 

（２）評議員会 

名 称 日 付 議 案 

第 1 回 

定時評議員会 

3 月 26 日(金) 

 

・2020 年度事業概況報告書の件 

・2020 年度決算書の件 

・2020 年度公益目的支出計画実施報告書の件 

・放送事業等の見直しの件 

・役員退任慰労金の支給の件 

・理事及び監事の選任の件 

・評議員の選任の件 

第 1 回 

臨時評議員会 

12 月 17 日(金) 

 

・2021 年度事業計画の変更の件 

・2021 年度収支予算補正の件 

・2022 年度事業計画の件 

・2022 年度収支予算の件 
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（３）放送番組審議会 

名 称 日 付 議 案 

第 1 回 

 放送番組審議会 

 

6 月 13 日(日) 

※感染拡大防止対策

を講じた会場（永代

ダイヤビル会議室）

で実施 

・2020 年度第 2 回放送番組審議会の議事概

要公表について（報告） 

・2020 年 12 月 6 日～2021 年 6 月 13 日の

放送番組について（審議） 

・指定番組等について（評価） 

第 2 回 

 放送番組審議会 

12 月 4 日(土) 

※感染拡大防止対策

を講じた会場（永代

ダイヤビル会議室）

で実施 

・2021 年度第 1 回放送番組審議会の議事概

要公表について（報告） 

・2021 年 6 月 14 日～2021 年 12 月 4 日の

放送番組について（審議） 

・指定番組等について（評価） 

 

（４）役員等の異動に関する事項 

理事の異動は下表のとおりです。 

退  任 就  任 

理事 

3 月 1 日付   伊藤  裕 

3 月 26 日付  山川 雅典  

       小川  諄 

        向井 輝彦 

 

理事 

3 月 26 日付     横山 清弘 

         山本   修 

                小畠  薫 

        溝口 明秀 

（敬称略） 

 なお、山川雅典理事長の退任に伴い、理事の横山清弘が後任の理事長に選定

されました。 

 

     評議員の異動は下表のとおりです。 

退  任 就  任 

評議員 

3 月 26 日付  臼田 雅弘 

評議員 

3 月 26 日付     清水 靖博 

           （敬称略） 

 

放送番組審議会委員の異動は下表のとおりです。 

退  任 就  任 

放送番組審議会委員 

3 月 9 日付  石井 國範 

 

 

           （敬称略） 
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（５）検査事項 

検査名 検査機関 日 程 

2021 年度 

JRA 監事監査 
JRA 監事 11 月 2 日（火） 

 

（６）その他 

この事業概況報告書には、「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 項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該

当する事項はないため、附属明細書は作成しておりません。 

 

－ 以 上 － 


