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はじめに 

協会は、2019年度に創立80周年を迎える。この節目の年を更なる飛躍のため

の起点とするため、「音楽をつなげる、音楽でつながる。」のコンセプトワードに

基づいて記念事業を行い、協会が果たすべき使命を広く内外に示す(17頁「創立

80周年記念事業」)。  

2019年度の使用料徴収目標額は、1,112億円(2018年度目標額比101.2%、同年

度推定額比97.7％)とした。  

音楽配信におけるサブスクリプションサービスが好調を維持するものとみら

れるが(9頁「インタラクティブ配信」)、オーディオディスク、ビデオグラム、ゲ

ーム目的複製等で厳しい状況が見込まれる(7頁「録音」、8頁「ゲーム目的複製」)。  

使用料分配目標額については、2018年度下半期の徴収の状況及び2019年度上

半期の徴収の見込みを考慮し、1,104億2千万円(2018年度目標額比101.6%、同年

度推定額比98.3％)とした。  

主な事業分野における計画の主眼は、次のとおりである。  

１ 徴収・違法利用対策関係(5頁～10頁) 

保護と利用のバランスの下で権利者に適正な対価が還元されるよう、技術の

進展等への対応を続けつつ、音楽著作権管理の原点である演奏権分野 (無形利

用分野)の管理を更に充実させる。  

２ 資料・分配関係(11頁～12頁) 

CISACが提供している国際標準ツール等の活用を進めて、作品管理業務の

効率を高める。  

分配明細データ詳細版を提供する種目の拡大等により分配の透明性を向上

させるとともに、インタラクティブ配信に係る使用料の分配の迅速化を図る。 

３ 法人組織・信託契約関係(13頁) 

定款改正委員会及び信託契約約款改正委員会の審議を踏まえ、事業活動・法

人運営の透明性の向上、管理委託範囲の選択区分の在り方等について検討する

ほか、著作権信託契約約款については、民法改正(2020年4月1日施行)に対応す

る変更案を社員総会に提出する。  
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４ 著作権法制関係(14頁) 

私的複製に係る適正な対価の還元、著作物の適法かつ円滑な利用の促進等を

実現するための取組を継続する。  

５ 国際関係(14頁) 

国際著作権組織等と連携し、国際間の諸問題の解決に取り組む。また、アジ

ア・太平洋地域における最大の管理団体として、地域全体の管理水準の向上、

創作者の権利・利益の保護の強化を図る。  

６ 広報関係(15頁) 

管理事業の円滑な遂行を支援するため、全てのステークホルダーに対し、そ

れぞれ適切な情報を迅速に発信するとともに、「人に人権  音楽に著作権」の理

念の浸透を図る。  

 

なお、この事業計画・収支予算における 2019 年度の目標額・予算額は、2019

年 10 月 1 日の消費税率引上げ(8％から 10％へ)に対応した金額を記載し、2018

年度の目標額・予算額・推定額は、8％の消費税率に対応した金額を記載して

いる。  
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第１  徴収関係 

１ 演奏 

（1） 演奏等 

徴収目標額は、234億円とした。これは、2018年度目標額に比べ2億円

(0.9%)の減、同年度推定額に比べ4億円(1.8%)の増である。  
                             (単位：千円) 

種目  2019年度  
目標額  

2018年度  
目標額  

2018年度  
推定額  

2018年度  
目標額比  

2018年度  
推定額比  

上演  32,391 43,463 33,045 74.5% 98.0% 

演奏会等  7,203,846 6,864,051 7,027,012 105.0% 102.5% 

社交場  2,246,313 2,116,933 2,165,837 106.1% 103.7% 

カラオケ  12,332,318 12,508,116 12,319,742 98.6% 100.1% 

BGM 695,424 1,028,158 589,384 67.6% 118.0% 

ビデオ上映  335,895 329,650 338,415 101.9% 99.3% 

遊技機  
(上映・演奏) 650,867 830,535 610,761 78.4% 106.6% 

合計  23,497,054 23,720,906 23,084,199 99.1% 101.8% 

      (注)  各種目の推定額の和が「合計額」と一致しないのは、それぞれ千円未満
を切り捨てているためである。  

BGMについては、その利用形態が有線放送等の伝達(伝達権)か録音物の
再生(演奏権)かによって働く権利が異なるが、音楽利用の効果は同一であ
るため、区分せずに扱っている。管理開始当初は、有線放送事業者との元
栓契約による有線放送の伝達(伝達権)の許諾が中心であり、その使用料が
大半を占めていたため、独立した種目を設けて計上してきたが、管理業務
の中心が  各店舗との個別の契約による録音物の再生 (演奏権 )の許諾に移
行したことを受け、2019年度から「演奏等」の1種目として計上する。  

演奏会等については、大規模公演を中心にコンサート市場の好調が予

想されることなどから、2018年度推定額を上回る見込みである。各地の

催物の開催情報を的確に把握して地域ごとのきめ細かな管理を強化する

とともに、利用者団体を通じた効率的な許諾請求業務を実施する。  

社交場については、正確な市場の把握と音楽利用実態の確認を行い、ラ

イブハウス、クラブ
1
、結婚式場等との契約業務を推進するとともに、よ

り正確かつ合理的な分配を実現するための取組を行う(「第4 分配関係」

参照)。  

                                                   
1  DJコントローラー・ターンテーブル等録音物再生機器を操作して録音物を再生し、客に

鑑賞・ダンス等をさせる店舗  
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カラオケについては、市場の縮小が続くことが予想されるが、協定締結

リース事業者
2
や利用者団体との連携を継続し、徴収の確保に努める。  

BGMについては、2012年度に策定した中長期計画が所期の成果を挙げ

るまでには至っていないことから、情報の入手から手続案内までの迅速

化、手続方法の簡便化など管理施策を抜本的に見直し、増収を図る。  

遊技機
3(上映・演奏)については、市場が縮小傾向にあることに加え、新

機種における協会の管理楽曲の利用が減少してきているものの、使用料

に関する経過措置
4
による増収を見込む。  

音楽教室については、音楽教育を守る会
5
の会員事業者との訴訟対応を

進めるとともに、同会非会員の事業者との契約業務を推進する。  

 

（2） 放送等 

徴収目標額は、315億7千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ

1億7千万円 (0.6%)の減、同年度推定額に比べ5億7千万円 (1.8%)の増であ

る。2019年度の使用料の算定基礎となる各放送事業者の2018年度の放送

事業収入は、民放地上波は減収となる見込みであるものの、NHKは過去

最高となる見込みである。また、CM放送使用料については、堅調に推移

すると予想される。このため、全体としては2018年度推定額を上回る見

込みである。  

適正な対価の還元に向け、放送事業者が行う放送番組のインターネッ

ト配信サービス
6
への対応、新たな使用料規定の枠組み等について、NHK、

一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会等との間で

協議を行う。  

 
                                                   
2  リース先店舗からの利用許諾契約の申込みを取りまとめることなどを内容とする業務

協定を締結している事業者  
3  使用料の対象としている遊技機はパチンコ、パチスロ  
4  2017年1月の管理開始から3年間は使用料の減額措置を実施しており、その減額幅を毎

年縮小することとしている。  
5  音楽教室事業を営む企業・団体が協会の管理開始の動きに対抗するために組織した任意

団体。2017年6月20日、同会の会員事業者が、音楽教室における演奏には著作権が及ばな

いとして、協会が請求権を有しないことを確認する訴えを提起し、現在係争中である。  
6  テレビ放送の直後に番組をインターネットを通じて配信する見逃し配信、放送番組を放

送と同時にインターネットでも配信する同時配信など  



 

- 7 - 

（3） 有線放送等 

徴収目標額は、47億9千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ3

千万円(0.8%)の増、同年度推定額に比べ3千万円(0.6%)の減である。  

受信契約者数の減少等により、使用料の算定基礎となる各有線放送事

業者の2018年度の有線放送事業収入の減少が見込まれる。  

 

（4） 映画上映 

徴収目標額は、2億4千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ3千

万円(18.5%)の増、同年度推定額に比べ1千万円(6.8%)の増である。  

全国興行生活衛生同業組合との合意
7
に伴い、外国映画について増収が

見込まれる。引き続き、興行規模や音楽の利用量に応じた使用料とするた

めの規定変更に向けて、関係する各利用者団体と協議を継続する。  

 

２ 録音 

オーディオディスクの徴収目標額は、93億5千万円とした。これは、2018

年度目標額に比べ9億8千万円 (9.6%)の減、同年度推定額に比べ8億9千万円

(8.7%)の減である。  

ビデオグラムの徴収目標額は、93億円とした。これは、2018年度目標額に

比べ6億2千万円(6.3%)の減、同年度推定額に比べ27億1千万円(22.6%)の減で

ある。  

パッケージ市場の縮小が続いていることから、オーディオディスク、ビデ

オグラムとも2018年度推定額を下回る見込みである。  

商品や利用形態の多様化に対応した使用料規定の整備に向けて、利用者団

体と協議を進める。  

ブライダル関連の録音録画物については、適法利用の推進によって順調に

推移している。安定的な管理実務の継続を図るため、より利用実態に即した

使用料規定の整備に向けて、利用者団体と協議を進める。  

 

３ 出版 

徴収目標額は、8億7千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ3千万

                                                   
7  2018年8月、外国映画の上映使用料を一律定額からスクリーン数に応じた算出方法にす

ること等、一定の合意に達した。  
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円(4.3%)の減、同年度推定額に比べ3千万円(4.3%)の減である。  

出版物の市場縮小が続いていることから、2018年度推定額を下回る見込み

である。重版等の申請漏れへの対応を含め、違法利用の解消に向けた取組を

強化するなどして徴収の確保に努める。  

 

４ 特定目的複製  

（1） 広告目的複製 

徴収目標額は、13億2千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ2

千万円(1.6%)の増、同年度推定額に比べ2千万円(1.6%)の増である。  

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて広告

出稿は堅調に推移することが予想されるため、2018年度推定額を上回る

見込みである。  

 

（2） ゲーム目的複製 

徴収目標額は、21億1千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ10

億5千万円 (33.3%)の減、同年度推定額に比べ2億1千万円 (9.3%)の減であ

る。  

遊技機(パチンコ・パチスロ)の製造が低調であること、新機種における

協会の管理楽曲の利用が減少傾向にあることなどから、2018年度推定額

を下回る見込みである。  

 

５ 貸与 

徴収目標額は、15億5千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ4億

2千万円(21.4%)の減、同年度推定額に比べ1億4千万円(8.7%)の減である。  

貸レコード、貸ビデオともに店舗数及び営業収入の減少が続いているこ

とから、2018年度推定額を下回る見込みである。  

 

６ 複合 

（1） 通信カラオケ 

徴収目標額は、70億8千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ2

千万円(0.3%)の増、同年度推定額に比べ7千万円(1.0%)の増である。  

カラオケ社交場及びカラオケ歌唱室の市場における設置台数の減少が
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続く見通しである。  

 

（2） インタラクティブ配信 

徴収目標額は、186億9千万円とした。これは、2018年度目標額に比べ

48億4千万円 (35.0%)の増、同年度推定額に比べ3億2千万円 (1.8%)の増で

ある。  

                           (単位：千円) 

 種目  2019年度  
目標額  

2018年度  
目標額  

2018年度  
推定額  

2018年度  
目標額比  

2018年度  
推定額比  

 音楽配信       

 ダウンロード  2,623,056 2,865,704  2,893,430 91.5% 90.7% 

 ストリーム  476,268 828,401  573,244 57.5% 83.1% 

 サブスクリプション  7,107,736 3,564,993  5,507,533 199.4% 129.1% 

 小計  10,207,060 7,259,098  8,974,208 140.6% 113.7% 

 動画等配信       

 ダウンロード  2,027,049 1,559,250  1,908,549 130.0% 106.2% 

 ストリーム  5,912,644 4,703,597  6,902,156 125.7% 85.7% 

 小計  7,939,693 6,262,847  8,810,705 126.8% 90.1% 

 その他  549,777 331,754  588,543 165.7% 93.4% 

 合計  18,696,530 13,853,699  18,373,457 135.0% 101.8% 

 (注)  動画等配信のサブスクリプションサービスについては、動画等配信ダウンロード又は
ストリームの区分に含めて計上している。各種目の推定額の和が「合計」欄の額と一
致しないのは、それぞれ千円未満を切り捨てているためである。  

動画等配信は2018年度推定額には過年度分の入金が含まれていること

などからこれを下回る見込みであるものの、音楽配信のサブスクリプシ

ョンサービスが好調を維持する見込みであることから、全体としては

2018年度推定額を上回る見込みである。  

適正な対価の還元に向け、技術の進展とそれに伴うサービスの多様化

に対応すべく、各規定の見直しに向けた協議・意見交換を利用者団体との

間で継続する。  
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７ 外国入金 

外国入金演奏の徴収目標額は4億5千万円、外国入金録音の徴収目標額は8

千万円とした。 

内国作品の外国地域における利用について、協会が独自に収集した情報及

び会員・信託者から寄せられた情報を外国の管理団体に提供する。さらに、

CISACが用いる国際標準ツール
8
を活用して、各団体の徴収・分配のスキー

ムに即した方法で、迅速かつ効果的な情報提供を行い、外国入金を増加させ

るための取組を進める。  

 

８ 法的措置等 

各分野の使用料の滞納について、滞納期間が短い事案でも民事調停等の

法的措置を積極的に実施して早期解消を図る。滞納額が大きい事業者に対

しては、利用許諾契約を解除した上で著作権侵害事案として法的措置を実

施する。 

また、無許諾利用者に対する粘り強い交渉を継続し、悪質性が高い場合に

は、積極的に法的措置を実施する。  

 

第２ 違法利用の監視・警告、啓発活動等  

１ インターネット上の監視・警告 

(1) 監視システム(Ｊ－ＭＵＳＥ)により収集した侵害情報の活用 

① 違法音楽ファイル等の送信者に対し、利用許諾契約の締結又はファイ

ル等の削除を求める。  

② インターネットサービスプロバイダ (ISP)に対し、プロバイダ責任制

限法著作権関係ガイドラインに基づき送信防止措置を講ずるよう要請

する。  

 

(2)  ファイル共有ソフトを悪用した侵害への対応 

① 協会が運営会員となっている「ファイル共有ソフトを悪用した著作権

侵害対策協議会」(CCIF)が作成したガイドラインに基づき、違法音楽フ

ァイル等の削除を求める通知を侵害者に送るようISPに要請する。  
                                                   
8  作品情報のデータベースであるCIS-Net、動画コンテンツの情報のデータベースである

CIS-Net AVI、作品情報を届け出るためのフォーマットであるCWRなど  
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② 構内ネットワーク上での違法配信が検知された大学に対して、侵害行

為の中止や再発防止策の策定・実施を求める。  

 

(3)  その他  

① インターネット上のオークション・フリーマーケットの監視業務に

より、海賊版等侵害品の情報把握に努め、運営者に対し出品情報の削除

を要請する。  

② リーチサイト
9
及びリーチアプリ

10
については、違法な音楽配信サイ

ト等への広告掲載の停止や違法な音楽配信アプリの削除に必要な対応

を継続するとともに、この問題に対応する著作権法改正案が2019年通

常国会に提出される見込みであることを踏まえ、違法利用の撲滅に向

けてより効果的な取組の検討を進める。  

  

２ 啓発活動等 

(1) 全国の児童・生徒に対する啓発活動の一環として、教育委員会等の協力

を得て、ネットワーク上の楽曲の適法利用を呼び掛ける啓発リーフレット

を配布する。  

(2) 日本関税協会知的財産情報センター(CIPIC) 、オークションサイト運営

事業者・権利者団体等で構成するインターネット知的財産権侵害品流通防

止協議会(CIPP)、不法録音物対策委員会、不正商品対策協議会(ACA)、楽

譜コピー問題協議会 (CARS)等と連携するなどして、違法複製物の撲滅に

向けた調査・啓発活動を継続する。  

 

第３ 資料関係  

CWR(国際的な標準作品届フォーマット )による作品届
11
の受付件数及

び作品届オンライン受付システムの利用件数を増加させるなどして、作品

情報の受理・登録の効率化を図る。  

外国地域での内国作品の適正な管理の促進を図るため、タイトルの現地

                                                   
9 他のウェブサイトに蔵置された著作権侵害コンテンツへのリンク情報を提供して、利用

者を侵害コンテンツへ誘導するためのウェブサイト  
10 侵害コンテンツへのリンク情報等の提供を行うスマートフォン用のアプリケーション  
11 音楽出版者が提出する外国作品の届出に限る。  
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語表記等の情報を整備するほか、「音楽出版者向け CWR 提供サービス
12
」

の利用を促進する。  

 

第４ 分配関係 

１ 分配の透明性等の向上  

（1） 分配明細 

放送で利用された作品に係る利用情報等(利用された番組名、利用時間、

分配額等)を内容とする、分配明細データ詳細版の提供を開始する。また、

分配明細の在り方等について検討を進める。  

 

（2） 社交場の分配  

ライブハウスなど社交場の利用者がより簡便に利用曲目報告を行うこ

とができる方法の検討を進めるほか、外部事業者から提供を受けたセッ

トリスト情報等を分配資料として活用するなどして、利用曲目報告の充

実及び正確性の向上に資する施策を実施する。  

 

２ インタラクティブ配信の分配の迅速化  

利用から分配までの期間を短縮するため、著作物使用料分配規程及び業務

体制を変更する。  

 

３ 管理手数料体系の見直し  

近年の徴収・分配構造の大幅な変化に伴う収支の状況等を踏まえ、今後3

年間で手数料体系の抜本的な見直しを図る。  

2019年度事業計画書・収支予算書の作成に当たっては、2018年度第11回

定例理事会 (2019年2月6日 )において決議した新たな管理手数料実施料率を

前提にして編成している。  

 

４ 著作物資料長期未提出に伴う分配保留の解消に関する取組 

著作物資料 (作品届等 )の提出がないため関係権利者とその分配率を確定

することができない作品に係る分配保留金のうち、十分な調査の実施、委託

                                                   
12 音楽出版者から受理した作品情報を、協会がCWRに変換して当該音楽出版者に提供す

るサービス  
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者・外国団体への働きかけ等の取組にもかかわらず分配することができな

いまま債権の消滅時効期間(10年間)が経過した部分については、信託目的で

ある権利保護・利用円滑等のために有効に活用する方法を検討する。  

 

第５ 会務関係 

１ 管理委託の促進 

協会と信託契約を締結していない作家を対象としたセミナー「JASRAC 

Creator’s Path」の開催などを通じて若手の作家と積極的に交流し、協会に

管理委託することのメリットや、より柔軟な管理委託が可能となる制度整備

13
を進めていることなどをアピールすることで、管理委託の促進に努める。 

   

  ２ 会員サービス 

   身近なトラブル・相続等に関する法律相談、確定申告・相続税等に関する

税務相談を継続的に実施する。  

 

第６ システム関係 

「デジタルトランスフォーメーション
14
の推進」をシステム開発計画の基

本方針として、効率性、経済性、透明性向上のため、ビッグデータの活用や

AI、RPA 15
等の先進技術の導入・活用を推進する。 

 

第７ 法人組織・信託契約関係 

定款改正委員会(2018年10月設置)の審議を踏まえ、役員制度の在り方、事

業活動・法人運営の透明性の向上について検討を進める。  

信託契約約款改正委員会(同月設置)の審議を踏まえ、民法改正(2020 年 4

月 1 日施行)に備えて変更しておくべき規定を精査し、変更案を社員総会に

提出するほか、管理委託範囲の選択区分の在り方、合理的な業務の在り方と

その根拠規定の整備について検討を進める。  

 

                                                   
13 自己使用の範囲の拡大 (2017年 )、広告タイアップに関する制限の撤廃(2018年 )など  
14 AIやIoTなどのICTを用いてビジネスや社会システムの基盤についてデジタルを前提と

した仕組みに作り替える取組  
15 ロボットによる業務自動化 (Robotics Process Automation) 
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第８ 著作権法制関係 

 １ 私的複製に係る適正な対価の還元に向けた取組 

私的複製に係る権利者への適正な対価還元の在り方を検討している文化

審議会著作権分科会「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」

における議論を踏まえ、私的複製の実態に応じた私的録音・録画補償金制度

の再構築に向けた取組を継続する。  

 

２ 著作物の利用円滑化に向けた取組 

権利者不明著作物の利用の円滑化のため、協会のほか文芸、写真などの権

利者団体で組織された「オーファンワークス実証事業実行委員会」において、

裁定制度
16
における利用者の負担を軽減する方策の検討及びその効果を検

証するための実証事業を進める。 

また、著作物の適法かつ円滑な利用を促進するため、音楽分野の権利者団

体等
17
で組織された「権利情報集約化等協議会」において、音楽分野の権利

情報を一括検索できるシステムの構築に向けた実証事業を進める。 

 

３ 権利者の利益保護に向けた取組 

   柔軟な権利制限規定の整備を含む著作権法改正 (2019年1月1日施行)を受

けて、その規定の運用に関するガイドライン策定に向けた動きがあるもの

と見込まれることから、適正な運用が確保される内容となるよう、必要に応

じ、権利者の利益保護に資する措置を講じる。  

 

第９ 国際関係 

１ 国際著作権組織及び外国著作権管理団体との連携 

CISAC 18
と連携し、国際間の著作権管理に関する諸問題の解決に向けて

取り組むとともに、戦時加算義務の実質的解消に向けた働きかけを継続す

るなどして、円滑な著作権管理を推進する。  
                                                   
16 著作権者が不明などの場合、権利者に代わって文化庁長官が著作物の利用を認めること

ができる制度。権利者団体による実証事業の結果などを踏まえ、近年、著作権法の改正な

どにより一部の要件が緩和されている。  
17 著作権管理団体、レコード製作者団体、実演家団体及びネットクリエイター団体  
18 著作権の保護を目的とする国際組織。世界中の音楽、映像、演劇、文芸及び視覚芸術の

著作権の集中管理を行う団体によって構成されている。協会は、1960年に加盟し、1980
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外国著作権管理団体への訪問や電話会議等を通じて、各国の法制度や著作

権管理の動向について情報収集・意見交換を行い、効果的な管理施策につい

て検討を進める。  

 

２ アジア・太平洋地域を中心とした著作権管理水準の向上を図る対応 

WIPO(世界知的所有権機関 )等の国際機関や文化庁等の政府機関と連携し、

講師の派遣や研修生の受入れ等を積極的に行う。  

CIAM(CISAC音楽創作者評議会)の地域組織であるAPMA(アジア・太平洋

音楽創作者連盟) 19
の活動を支援し、アジア・太平洋地域の音楽創作者の権利

及び利益の保護の強化を図る。  

 

第10 広報関係 

 １ 主要メディア等を活用した広報 

著作権制度や協会の役割・業務内容等に関する正しい理解を広めるとと

もに、違法利用を防止することを目的に、放送、インターネット、新聞、イ

ベント等を活用した広報活動を実施する。  

また、協会の事業や施策に関する情報を、委託者、利用者、社会一般等の

各ステークホルダーに応じて正確かつ迅速に発信するとともに、「人に人権  

音楽に著作権」の理念を広く浸透させる取組を進める。  

  こうした取組の一環として、5月に定例記者会見を行い、2018年度の事業

内容について説明するほか、協会の事業におけるトピックスをリアルタイ

ムに発信するため、適時記者会見を行う。また、協会の業務が正しく報道さ

れるよう、報道関係者との意見交換を促進する。 

 

２ 表彰等 

（1） ＪＡＳＲＡＣ賞  

2018年度の分配額上位作品の著作者及び音楽出版者を表彰する。  

 

 

                                                   
年以降は20の理事団体の一つに選出され、運営に参画している。現在、浅石理事長が理

事会の副議長を務めている。  
19 2016年11月に設立され、都倉俊一特別顧問が初代会長を務めている。  
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（2） 長期ご契約者・感謝状贈呈 

   30年以上にわたり利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払により

作詞者・作曲者の新たな創作を支えている利用者に感謝状を贈呈する。 

 

（3） ＪＡＳＲＡＣ音楽文化賞  

売上げや利用実績などの数字には表れない地道な活動により音楽文化

の普及発展に寄与している個人･団体･作品等を顕彰する｡ 

 

３ 著作権制度への理解の促進 

大学・大学院における奨学研究会、寄附講座及び寄附科目を継続するほか、

若年層に人気の高いウェブサイトへの広告出稿、イベントへの出展等を通

して、著作権に関する知識の少ない若年層を対象とした啓発を積極的に行

う。  

 

４ 音楽文化の振興に資する取組 

第一線で活躍する演奏家等が講師となり中高生に演奏指導等を行う催物

を開催する。また、80周年記念事業の一環として(第12「その他 3」参照)、

作家に焦点を当てて音楽作品や創作にまつわるエピソードを広く紹介する

催物「こころの歌人たち」拡大版を開催する。 

 

第11 内部統制システムの整備 

１ コンプライアンス推進に向けた取組 

法令その他の社会規範及び定款その他の内部規程を遵守し、適正な事業運

営を行うため、情報管理の在り方など、コンプライアンスに関する役員及び

従業員の意識・知識の向上を図る。  

 

２ リスク管理体制 

大規模災害など不測の事態が発生した場合においても協会の基幹業務が

停止することがないよう、役職員の安否を確認するための連絡システムを活

用するとともに、既に策定済みの放送使用料の分配業務以外の分野において
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も、重要度の高い分野から優先的に「事業継続計画」(BCP) 20
を策定し、そ

の実行体制の確立を推進する。  

 

第12 その他 

１ 人材の確保・育成 

全ての職員が最大限に能力を発揮できるようにすることで、組織力の基盤

となる人材の確保・育成に努める。具体的には、性別役割分担意識の払拭、

専門性の尊重、先進技術の活用などにより、効率的かつ柔軟な就業環境の整

備を進める。  

 

２ こころ音
ね

プロジェクト 

「こころ音
ね

プロジェクト」
21
によって集まった震災復興基金(こころ音

ね

基

金)から、被災地のニーズに応える支援を実施する。  

 

３ 創立８０周年記念事業 

CISAC総会
22
等を招致するほか、国際シンポジウム(5月)、記念式典(11月)

等を開催し、協会が果たすべき使命を内外に広く示す。  

  コンセプトワード・シンボルマーク 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 「突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、

または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計

画」(内閣府「事業継続ガイドライン」)。一般的に、BCP(Business Continuity Plan)と呼

ばれる。  
21  東日本大震災からの復興と被災地の音楽文化の振興を音楽作品により継続的に支援す

るために2011年3月に立ち上げたプロジェクト  
22 35年ぶりに東京で開催される。  
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