
「ＮＨＫ情報公開」の実施状況
（平成２４年度上半期）（平成２４年度上半期）

平成２４年１０月３０日

Ｎ Ｈ Ｋ



ＮＨＫ情報公開の平成２４年度上半期の実施状況は、次のとおりです。ＮＨＫ情報公開の平成２４年度上半期の実施状況は、次のとおりです。

○ 本部および全国の放送局において、来局と郵送を合わせて４５９件（前年同期比
＋３６６件）の情報公開の求めがありました。
このうち、「開示の求め」として６４人の視聴者から（前年同期比＋４１人）、
４４３件（前年同期比＋３８１件）を受け付けました。
また、窓口対応や郵送により情報提供したものは１６件（前年同期比－１５件）
でした。

〔４４３件の内訳〕 営業 １８３件 総務・経理 １０３件 経営一般 ５８件
放送 ５２件 広報・事業 ２９件 技術 ９件 その他 ９件

（参考）（参考）
・平成１３年７月の制度開始以来では、情報公開の求めは、２,３７６件。
・このうち、「開示の求め」として受け付けたものが１,４５６件、情報提供したものが９２０件。
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１．「開示の求め」

（１）「開示の求め」に対する検討結果
「開示の求め」４４３件のうち 上半期中に３６０件について検討を終えました「開示の求め」４４３件のうち、上半期中に３６０件について検討を終えました。

平成２４年度上半期検討結果

区 分 対象外 開 示 不開示 検討中

件 数 ３５件 ２３６件 ８９件 ８３件

備 考 うち情報提供８件 うち 部開示５４件備 考 うち情報提供８件 うち一部開示５４件

文書不存在 業務支障 個人情報 法人情報 守秘義務等 その他

７８件 １３件 ２件 ２件 ４件 ３件

（不開示理由）

７８件 １３件 ２件 ２件 ４件 ３件

注：事由が複数該当する場合があり、合計は一致しない。
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（２）開示率
平成１３年７月から平成２４年９月末までの開示率は次のとおりです。

年度 開示の求め
検討結果

開示率
件数 対象外 開示 不開示

平成 年度上半期 ％

平成 年 平成 年 末 開 率

平成２３年度上半期
（年間）

６２
（164）

６２
(164）

３
（11）

３８
（94）

２１
（59）

６４％
(61％)

平成２４年度上半期 ※４４３ ３６０ ３５ ２３６ ８９ ７３％

累 計 １４５６ １３７３ １８８ ８２３ ３６２ ６９％累 計 １４５６ １３７３ １８８ ８２３ ３６２ ６９％

開示率＝開示件数÷（開示件数＋不開示件数）※検討中８３件を含む

開示の求めの推移（件）

400

500 443
開示の求めの推移（件）

上半期

下半期
（グ 上 数字は年度通算）

200

300 212

141 132
109

164

（グラフ上の数字は年度通算）

0

100
87 76 75 55 62

49
18 24

109
67

28

69
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

（３）開示の求めの概要

1 2012/4/2 札幌
情報提供に関して各部局責任者が判断するためのマニュアル、もしくはそれに準ず

る取扱要領等
開示

2 2012/4/2 札幌 ＮＨＫが労働基準監督署に提出している直近の就業規則 一部開示

ＮＨＫ情報公開規程第10条（存否情報の扱い）に いて想定しているケ ス あ
3 2012/4/2 札幌

ＮＨＫ情報公開規程第10条（存否情報の扱い）について想定しているケース、あ

るいは、想定例
開示

4 2012/4/2 札幌
ＮＨＫホームページで公表している30、35歳のモデル年収の基本給、各種手当等

の内訳
開示

5 2012/4/2 札幌

ＮＨＫふれあいセンター22、23年度目標「メールの2日以内の返信率」等について

①22年度年間実績 ②23年4月から 直近月までの月別実績 ③23年度の各四半期

の分析・評価 ④23年9月から 直近月の間、月別に回答に3週間以上要した件数

及び主たる遅延理由 ⑤23年9月から 直近月の間で ふれあいセンター等の判断

一部開示

及び主たる遅延理由 ⑤23年9月から 直近月の間で、ふれあいセンタ 等の判断

で回答を不要とした件数及び主たる理由

6 2012/4/2 札幌
ＮＨＫサービスセンターから提出された、ふれあいセンター業務に係る 新の「業

務委託の進行状況等の報告」
開示

7 2012/4/2 札幌
23、24年度の職員給与の定昇、賞与支給月数に関する審議・承認時の理事会議事

録
不開示

8 2012/4/2 札幌
22、23年度社会保険料のＮＨＫ及びＮＨＫの子会社等の関連団体ごとの会社負担

率と個人負担率
一部開示

率と個人負担率

9 2012/4/2 札幌

①衛星放送有料対象世帯数（推計）及び受信契約数の過去10年間の実績と24年度

から3年間の計画数 ②地上波放送有料対象世帯数（推計）及び受信契約数の過去

10年間の実績と24年度から3年間の計画数 ③過去5か年の受信料減免世帯件数と
一部開示

4

減免金額の推移と24年度からの3か年の受信料減免世帯件数と減免計画金額



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

中期経営計画の①国際展開によるＮＨＫブランド力の向上の達成評価指標 ②多

10 2012/4/2 札幌

中期経営計画の①国際展開によるＮＨＫブランド力の向上の達成評価指標 ②多

様で質の高いコンテンツ制作の達成評価指標 ③3か年で280人の職員削減の内容

④各年度の22年度損益計画書と同等の各収入・支出科目の金額 ⑤各年度の22年

度連結損益計算書・連結キャッシュ・フロー計算書と同等の各収入・支出科目の

金額

一部開示

金額

11 2012/4/2 札幌 番組内の司会進行上の局アナの発言に関する注意の心得等を記載した内部文書 対象外

12 2012/4/2 札幌

あさイチの番組内で使用した膵臓がんの生存率のデータの作成先、生存率の件数

に膵臓がんＡ、Ｂとして説明したどちらの件数が含まれているのか具体的に分か 対象外含

る文書

13 2012/4/9 札幌 ワイドショーの定義に関して記載した文書 不開示

23年1～3月に「ためしてガッテン」「夜なのにあさイチ」の番組が、ＮＨＫガイ

14 2012/4/9 札幌 ドライン等の内規に違反するとした個々の投書に関してどのように対応し、決裁

をうけたのかが分かる内部連絡文書

対象外

15 2012/4/9 札幌
ためしてガッテンの実験参加者の全員のデータ（23年10月5日、11月16日、24年1

月11、25日、2月15日、3月7日放送分）
対象外

月11、25日、2月15日、3月7日放送分）

16 2012/4/9 札幌
接触率の前提条件として、1週間で5分間の視聴時間と決めた合理的な根拠の記載

がある内部連絡文書
不開示

20～23年度分の本部及び地方：各自主制作比率（総合、教育、BS1、2、BSｈｉ）、

17 2012/4/9 札幌
ニュース放送時間比（総合、衛星）、波数比率（総合、衛星）、総番組直接経費

（自主制作分のみ）の比率（総合、教育、ラジオ第1・2、FM、BS1・2、BSｈｉ）、

衛星放送チャンネル別経費（BS1・2、BSｈｉ）

不開示

18 2012/4/9 札幌
インターネット「ＮＨＫワールド・オンライン」の21～23年度のアクセス件数の

部開示

5

18 2012/4/9 札幌
ネッ 」 年度 件数

実績と24年度のアクセス計画件数
一部開示



受付日
受付

局
開示の求めの対象文書または内容 検討結果

19 2012/4/9 札幌

衛星放送の基本的な位置づけを記載した内部連絡文書（「公平負担のための受信料

体系の現状と課題に関する研究会」で指摘されている衛星放送の役割について23年

度以降のＮＨＫの見直し後の内容）

開示

20～23年度、24～26年度中期経営計画の実績又は計画の ①共通経費、基盤的経費

20 2012/4/9 札幌

年度、 年度中期経営計画 実績又 計画 ①共通経費、 盤的経費

の総合、教育、BS1・2、BSｈｉへの配分総額 ②共通経費のうち報道取材関係経費、

番組制作設備維持経費、受信料収納関係費、広報費、調査研究費、給与に使用した

配分基準、配分比率、総合、教育、BS1・2、BSｈｉへの配分額

不開示

24年度からの３か年の中期経営計画で次の事項がどのように反映されたのか分かる

21 2012/4/9 札幌

24年度からの３か年の中期経営計画で次の事項がどのように反映されたのか分かる

文書 ①各年度の職員人件費の定昇見込み額として計画に加味した額 ②各年度の

子会社からの受取配当金見込み額 ③土地等売却収入見込み額 ④ＮＨＫ、各子会

社の経営安定資金として保持すべき金額の基本的な考え方

一部開示

22 2012/4/9 札幌

18～23年度の実績又は計画職員削減数の次の内訳に関する内部連絡文書 ①削減数

の要因別の内訳。具体的には外部への業務委託、業務見直しによる廃止、業務見直

しによる事務効率化等の要因別内訳 ②各担当局別の削減数

開示

23 2012/4/9 札幌
ＮＨＫの過去５か年の年度ごとのコンテンツ売却総収入金額、中期３か年計画の年

不開示23 2012/4/9 札幌
過 年 年度 売却総収入 額、中期 年計画 年

度ごとのコンテンツ売却総収入計画金額
不開示

24 2012/4/9 札幌
①過去１０か年の経理科目の節単位の損益項目 ②24年度からの中期経営計画の節

単位の損益項目③ＮＨＫ職員に対する福利厚生制度に関する内規
一部開示

各 会社 有 賃貸 簿価
25 2012/4/9 札幌

各子会社で保有している賃貸ビルの取得年月日、取得金額、直近の簿価、取得当初

の目的及び過去３か年の各ビルの収支もしくは子会社ごとの収支
不開示

26 2012/4/9 札幌
ＮＨＫ受信実態調査による20年度以降の各年度の個別、集合住宅、都市型ＣＡＴＶ、

障害対策等の契約比
不開示

6

障害 策 約



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

27 2012/4/9 札幌 放送博物館事業に係る21、22年度の収入、支出の総額、14～23年度の入館者実績数 開示

28 2012/4/16 札幌 20～24年度の営業経費計画値の算定のために用いた節科目単位ベースの金額 開示

29 2012/4/16 札幌 19、20年度の訪問集金に要した費用総額 開示

①23、24年度旅館生活衛生同業組合との受信契約の取次・収納等に係る業務委託契約

30 2012/4/16 札幌

書 ②22、23年度の旅館生活衛生同業組合（国際観光旅館連盟、日本観光旅館連盟、

日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟分）の受信契約件数、受信料収納額、委託

料支払額 ③22、23年度旅館生活衛生同業組合22、23年度末における30％未満、30％

以上45％未満、45％以上60％未満、60％以上の各参加旅館件数

不開示

未満、 未満、 各 旅館件数

31 2012/4/16 札幌

①受信料の値下げによる受信料収入7％（1162億円）、3％（全額免除の拡大402億円、

公共放送の機能強化106億円）とする具体的算定の根拠とした件数、契約単価、算定

のための前提条件 ②公共放送の機能強化の主な施策

開示

（ ） 年度 総合 教育 算定 基礎デ
32 2012/4/16 札幌

VFM（Value for Money）の20～23年度の総合、教育、BS1、BSｈiの算定の基礎データ

とその算出過程の分かる内部文書
一部開示

33 2012/4/16 札幌
①ＮＨＫの「質の高い番組」の具体的な評価指標 ②経営計画の達成状況の評価・管

理については新たな仕組みを導入したとする１４の基本方針の評価指標
一部開示

34 2012/4/16 札幌
NHK外部の会社が主催する有料の講演会で３名の局部長が講演をしている。当該行為

に関連する内規
不開示

35 2012/4/16 札幌
ＮＨＫの「支払率の向上」のために直接担当している部署名、平成20～23年度末時点

当該担当部署職員数
不開示幌

の当該担当部署職員数
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

21～23年度中期経営計画の 終実績報告の内部連絡文書 ①事務部門の事務処理共

通業務の 元化等とした業務の 元化した部署名 削減人員数 ②各子会社等の

36 2012/4/16 札幌

通業務の一元化等とした業務の一元化した部署名、削減人員数 ②各子会社等の

明確な位置づけの内容 ③関連公益法人の必要 小限の体制再編の実施内容。子

会社と子会社以外との取引経理区分の透明性向上の実施内容 ④ジャーナリスト

適正を見極めるために用いた判定項目 ⑤新たに必要となる追加経費（約６６０

億 ） 節単位 実績額 ⑥長時 労働 改善 ⑦ 会社等 作

一部開示

億円）の節単位の実績額 ⑥長時間労働の改善状況 ⑦ＮＨＫ・子会社等が制作

する番組編成比率の20～23年度の実績 ⑧番組制作の企画提案段階での競争の20

～23年度の地上放送とBS1、BSｈｉの実施率及び委託番組導入率 ⑨接触率80％未

達の要因

37 2012/4/16 札幌 関連団体の22年度末決算時における当該目的別の留保資金の内訳（各社別） 開示

38 2012/4/16 札幌 各番組制作費の決定の業務過程が分かる内部書類 対象外

総合、教育、BS１、BSｈｉの①22～24年度の外部制作（ＮＨＫグループとＮＨＫ
一部開示

39 2012/4/16 札幌 グループ以外）と内部制作の放送時間数の実績値又は計画値 ②22、23年度番組

購入金額の実績、24年度番組購入金額の実績値又は計画金額

一部開示
対象外

「ためしてガッテン」（4月11日放送）の ①推定患者数６００万人としたデータ

②ＣＯＰＤ（肺気腫）の末期と言われた人物が山登りできるまで回復したとして

40 2012/4/16 札幌

②ＣＯＰＤ（肺気腫）の末期と言われた人物が山登りできるまで回復したとして

いるが、その証言が、正確であることをどのように検証したのかわかるデータ

③ＴＮＦαが肺から全身にばら撒かれることで糖尿病等を誘発するとした学術

データ ④平成23、24年度「ためしてガッテン」制作の外部委託契約書

対象外

①24年度配賦原価見直をした項目の改定前後の基準 ②大河ドラ 等の番組制作

41 2012/4/16 札幌

①24年度配賦原価見直をした項目の改定前後の基準 ②大河ドラマ等の番組制作

費の配賦基準 ③地上波放送と衛星放送の実施に係る要員数 ④配賦対象とした

人件費の額 ⑤23年度と同一の配賦基準又は２４年度同一の配賦基準を用いて算

定した場合の影響額 ⑥地上波放送分の衛星放送での再放送時の配賦原価の基準

開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

42 2012/4/12 札幌

①ＮＨＫの国民、視聴者をどのような立場にあると位置づけて情報提供、情報公

開を行 ているのかが分かる内部書類 ②情報提供している規程類等内部文書の
開示

42 2012/4/12 札幌 開を行っているのかが分かる内部書類 ②情報提供している規程類等内部文書の

公開範囲の考え方が記載されている内部文書

開示

43 2012/4/23 札幌
①人事評価のフローの記載のある内部文書 ②人事評価に不満がある場合の救済

措置の記載のある内部文書
不開示

44 2012/4/23 札幌

①24年度職員募集に関する実施計画 ②23、24年度書類応募者数 ③21～24年度

定期採用者のうち大学新卒者及びそれ以外の採用者数 ④21～23年度中途採用者数

⑤21～23年度障がい者採用者数 ⑥24年3月末現在の外国国籍の職員者数

一部開示

考査室 関連事業局 視聴者事業局 広報局 営業局 目標と実績 年度
45 2012/4/23 札幌

考査室、関連事業局、視聴者事業局、広報局、営業局の目標と実績の22、23年度

の目標と実績、24年度の目標
開示

46 2012/4/23 札幌

23年度よりBS１、BSｈｉの放送普及基本計画を変更しているが、当該変更に際

して、国民、視聴者に対する意見募集した実施時期、実施方法、調査結果につい 不開示札幌 して、国民、視聴者に対する意見募集した実施時期、実施方法、調査結果に

て記述のある内部文書

不開

47 2012/4/23 札幌 放送調査評価結果の2010年3月～2012年3月間の各年代別、男女別の集計結果 開示

/ / 札幌

21～23年度の間で考査室が放送ガイドライン等の内規に違反しているとして番組

対象外48 2012/4/23 札幌 担当者に報告した番組名、放送年月日、違反理由について記載のある内部連絡文

書

対象外

49 2012/4/23 札幌
22年度の各子会社等のＮＨＫ関連団体の配当政策方針について記載のある内部連

絡文書
不開示

絡 書

50 2012/4/23 札幌
ＮＨＫのホームページへのアクセスに対するサイトポリシー『クッキー（ｃｏｏ

ｋｉｅ）』に関して記載のある内部文書
対象外

51 2012/4/23 札幌
過去５か年、放送総局で放送内容に問題があったと認識、視聴者に個別に手紙等

を送付し経緯等説明した番組名 放送年月日及び当該送付書面 控
対象外

9

/ / 札幌
を送付し経緯等説明した番組名、放送年月日及び当該送付書面の控。

対象外



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

52 2012/4/23 札幌

①ＮＨＫの役職員が、21～23年度の間、有料のセミナーにおいてＮＨＫの経営情

報に関して講師を担当した際の主催者名 講師料等としてＮＨＫが収受した手数 不開示52 2012/4/23 札幌 報に関して講師を担当した際の主催者名、講師料等としてＮＨＫが収受した手数

料の金額 ②それを引き受ける際の承認に関する内部連絡文書

不開示

53 2012/4/23 札幌
番組担当プロデューサーの上席者が編集内容に関し直接・間接に指揮・命令の職

務権限に関して記載されている規程等の内部文書。
対象外

54 2012/4/23 札幌

①総合、BS間で同一番組を再放送しているが、再放送番組に関しての原価振替基

準に関して記載のある内部文書 ②再放送の定義に関して記載のある内部文書 ③

番組アーカイブ業務勘定へのコンテンツ制作原価の配賦基準に関して記載のある

内部文書

一部開示

内部文書

55 2012/5/15 福島 ＮＨＫ福島放送局全体（支局を含む）の年間支出額とその内訳(過去10年分） 一部開示

56 2012/5/15 仙台 ＮＨＫ岩手放送局全体（支局を含む）の年間支出額とその内訳（過去10年分） 一部開示

57 2012/5/16 盛岡 ＮＨＫ宮城放送局全体（支局を含む）の年間支出額とその内訳(過去10年分） 一部開示57 2012/5/16 盛岡 ＮＨＫ宮城放送局全体（支局を含む）の年間支出額とその内訳(過去10年分） 部開示

58 2012/5/16 札幌
23年度ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の「再検討の求め」の受け付け

２７件のうち、諮問せずに開示の判断をしたとする３件の開示文書
開示

59 2012/5/16 札幌
ＮＨＫ放送ガイドライン違反等をＢＰＯから通知を受けた際の業務処理要領が記

対象外59 2012/5/16 札幌
載してある内部文書

対象外

60 2012/5/16 札幌
内部監査の際にその指摘のリスク重要度に応じた分類方法を記載した手引書等の

内部文書
不開示

①21 24年度の受信料の入金方法の内訳（振込 カ ドなど） ②１のクレジ
61 2012/5/16 札幌

①21～24年度の受信料の入金方法の内訳（振込、カードなど） ②１のクレジッ

ト会社に対する手数料支払金額の実績（21～23年度）及び予算金額（24年度）
一部開示

62 2012/5/16 札幌

地域スタッフに関して次の記載のある内部文書 ①22、23年度の平均年収、新規

契約件数 ②平均年収１千万円超の受給者数 ③一度契約すると契約期間が約８年 開示

10
とする国会発言の算定資料



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

63 2012/5/16 札幌

会長発言の20～23年度の算定した内部文書。具体的には99％の受信料収入額と対

応する約5％の ストの額 約1％の受信料収入額とそれに対応する ストの額を 不開示63 2012/5/16 札幌 応する約5％のコストの額、約1％の受信料収入額とそれに対応するコストの額を

記載した内部文書

不開示

64 2012/5/16 札幌
中期経営計画（24～26年度）作成のために各担当部局への指示・注意事項、スケ

ジュール等を記載した内部連絡文書
不開示

65 2012/5/16 札幌
「関連会社に仕事を出すという形で約一割程度の人件費、経費は減っている。」

という会長発言の疎明資料となる内部書類
開示

ＮＨＫホームページで公表している30歳、35歳のモデル年収の基本給、各種手当

等の内訳の開示を受けたが 当該基本給（職能給 般給） 世帯給の手当の内
66 2012/5/16 札幌

等の内訳の開示を受けたが、当該基本給（職能給・一般給）、世帯給の手当の内

訳項目がまったく不明なため、正しいデータを基にした情報公開の求めに適合す

る文書の提出を求める。

開示

67 2012/5/16 札幌
社会保険料の負担率見直しによる24～26年度の法定福利費の削減効果額について

不開示67 2012/5/16 札幌
記載した内部連絡文書

不開示

68 2012/5/16 札幌 24年3月末現在の大卒、短大卒、高卒等の構成職員数を記載した内部書類 開示

69 2012/5/16 札幌
①20～23年度ＮＨＫが職員の福利厚生事業のために日本放送協会共済会に支出し

た金額 ②その23年度における事業内容
不開示

た金額 ②その23年度における事業内容

70 2012/5/16 札幌
①20～23年度の通勤手当の額を集計した内部文書 ②通勤費の計上処理科目を掲

載した内部文書
開示

①18～23年度の早期退職者制度を利用して退職した職員数、割増退職金の額 ②

71 2012/5/16 札幌

年 利 増

その制度により退職した職員のうちＮＨＫの子会社等関連団体に転籍した各年度

の職員数

開示

11



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

次の記載のある内部文書 ①放送文化研究所の24年3月末現在の役員数と職員数 ②

放送調査と研究（月刊）とＮＨＫ年鑑の21 23年度の発行部数（有償と無償） ③
72 2012/5/16 札幌

放送調査と研究（月刊）とＮＨＫ年鑑の21～23年度の発行部数（有償と無償） ③

21～23年度の発行による収入金額 ④21～23年度世論調査等のアンケート調査に要

した外部委託金額 ⑤放送文化研究所の23年度のホームページアクセス件数実績

一部開示

73 2012/5/16 札幌 24年度経理規程改訂前後の内容について記載のある内部書類 開示

74 2012/5/16 札幌

経営委員会議事録に「チャンネル別の配分のしかたが、衛星放送にかかる限界費

用で受信料を決めてくるという歴史的な定義の中で、いろいろ問題も抱えてい

る」との理事の説明がある。当該「衛星放送にかかる限界費用」を集計した21～

24年度の内部書類

開示

24年度の内部書類

75 2012/5/16 札幌
20～22年度の連結損益計算書作成のために作成した内部文書のうち、内部取引相

殺消去の金額を集計した内部文書
開示

「ＮＨＫ情報公開」の実施状況（平成２３年度） （３）「開示の求め」の概要に
76 2012/5/29 本部

「ＮＨＫ情報公開」の実施状況（平成２３年度） （３）「開示の求め」の概要に

ついて Ｎo．22のＮＨＫの見解と情報提供文書
一部開示

77 2012/5/29 本部
「ＮＨＫ情報公開」の実施状況（平成２３年度） （３）「開示の求め」の概要に

ついて Ｎo．35でＮＨＫが開示した文書
開示

78 2012/5/29 本部
「ＮＨＫ情報公開」の実施状況（平成２３年度） （３）「開示の求め」の概要に

ついて Ｎo．59でＮＨＫが開示した文書
開示

79 2012/5/29 本部
「ＮＨＫ情報公開」の実施状況（平成２３年度） （３）「開示の求め」の概要に

ついて Ｎo 73～102の検討結果
開示

ついて Ｎo．73～102の検討結果

80 2012/5/29 本部

ＮＨＫ所有特許について ①ＮＨＫが所有している特許総数 ②申請した特許数

（22・23年度） ③取得した特許数（22・23年度） ④ＮＨＫの特許料収入額

（22・23年度）

開示

12
81 2012/5/29 本部 未収受信料欠損引当金の計上基準 開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

82 2012/5/29 本部 ＮＨＫ職員の年齢別構成がわかる資料 開示

83 2012/5/29 本部 有料契約対象数について ①平成22年の国勢調査の公表による算出結果 ②算出日 開示

84 2012/6/4 本部
平成１８年度～２３年度にある職員が受領した、受託研究、共同研究、奨学寄附

金その他外部資金に関し、外部資金受入審議資料
不開示

研究者や 大学 関係者 ら 「開 求 平成 年
85 2012/6/4 本部

マスコミの研究者や、大学の関係者からの「開示の求め」について平成１３年～

２３年度の年度別件数の開示
不開示

86 2012/6/4 本部 ＮＨＫ職員の平均残業時間と残業時間の総計（平成２２・２３年度） 開示

ＮＨＫ各局の「ふれあいミーティング」のホームページについて①ＮＨＫの運営
87 2012/6/4 本部

ＮＨＫ各局の「ふれあいミ ティング」のホ ムペ ジについて①ＮＨＫの運営

体制・規律・基準等記載された文書の開示②開示文書の発行日
開示

88 2012/6/4 本部

平成２２年国勢調査速報による「契約対象数」の算出について①算出日②総世帯

数③公的扶助受給者など受信料の支払いが免除となる世帯数④同居型世帯率⑤テ

ビ普及率⑥テ ビ故障等 率

開示

レビ普及率⑥テレビ故障等の率

89 2012/6/11 本部
視聴者対応報告の視聴者の声総数について①「受付窓口別」と「受付方法別」の

月別件数の開示（対象期間は２３年１０月～２４年３月）
不開示

「視聴者会議」について ①目的・メンバー・体制等について記載された文書の
90 2012/6/11 本部

「視聴者会議」について ①目的 メンバ 体制等について記載された文書の

開示 ②開示文書の発行日
不開示

91 2012/6/11 本部
「視聴者ふれあい会議」について ①目的・メンバー・体制等について記載され

た文書の開示 ②開示文書の発行日
不開示

92 2012/6/11 本部 ＮＨＫの 終学歴別職員数がわかる資料 開示

93 2012/6/11 本部
ＮＨＫ「契約情報の公表」の記載モレについて ①「放送受信料収納業務等」の

委託法人との契約開示（平成２０～２３年度） ②記載しない理由
開示

13



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

94 2012/6/11 本部
日本放送協会放送受信料免除基準第７条の「総務大臣の承認を受けたもの」が

わかる文書（第６条を除く）
開示

わかる文書（第６条を除く）

95 2012/6/19 横浜

住民代表及び野村港南台昭和６１年１１月から６２年７月（推定） 期間に

おけるＮＨＫが保管する野村港南台住宅地ＴＶ視聴者会が関わる交信文書も含

むすべての文書

不開示

96 2012/6/19 本部 職位別（一般職除く）に男女別人数の開示（ 新の資料） 不開示

97 2012/6/19 本部
ＮＨＫホームページ「個人情報に関するお知らせ」の大阪放送局で起きた携帯

端末盗難被害で警察に届けた「盗難届」の開示
不開示

98 2012/6/19 本部
３月に番組「晴れ、ときどきファーム！」で、「ヘッドレストを外して運転さ

せた」件についての「謝罪文」と「報道方法」
不開示

99 2012/6/19 本部
今年５月に鹿児島で起きた「ＮＨＫ委託社員が受信契約書偽造」の件について

の「謝罪文」と「報道方法」
不開示

の「謝罪文」と「報道方法」

100 2012/6/19 本部

２０１２年４月７日「ケータイ大喜利」で、 優秀作品を発表できずに番組が

終了してしまい、ＮＨＫがホームページ上で謝罪した件 ①謝罪文 ②謝罪文

の掲示期間③掲示したホームページ上の掲示場所

不開示

101 2012/6/19 本部 平成２４年度収納率の算定方法変更の理由が書かれた文書 不開示

102 2012/6/19 本部
ＮＨＫホームページの「各局ふれあいミーティング」に本局（渋谷）を始めい

くつかの地方局が表示されていない。公表場所を開示。
不開示

ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４＜新＞ツイッターの表示について ①テレビ画面に表
103 2012/6/19 本部

ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４＜新＞ツイッターの表示について ①テレビ画面に表

示する１件当たり時間に関する基準 ②表示する物の選択基準
対象外

104 2012/6/25 本部
ＮＨＫＯＮＬＩＮＥ番組について ＢＳ１・ＢＳプレミアムに「再放送」の表

示が無い理由が分かる文書
不開示

14
105 2012/6/25 本部 チャンネル業務量調査結果（２４年度予算に使用したもの） 開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

106 2012/6/25 本部 新たに発生した放送受信料の未収者数。（平成２２・２３年度） 開示

107 2012/6/25 本部 放送受信料の未収者数を都道府県別に。（平成２２・２３年度末） 開示

108 2012/6/25 本部
放送受信料の未収者に対して強制執行の実施予告を行った件数を都道府県別に。

①平成２３年度実施分 ②平成２３年度末までの実施分
開示

放送受信料 未収者 支払督促申立 件数 都道府県 ①平成 年

109 2012/6/25 本部

放送受信料の未収者への支払督促申立て件数を都道府県別に。 ①平成２３年

度に実施した８３０件について ②平成２３年度末までに実施した２４２１件

について

開示

110 2012/6/25 本部
ＮＨＫホームページ・「ＮＨＫと関連団体取引一覧表」に収入に係る取引が掲

不開示110 2012/6/25 本部
示されていない理由が分かる文書

不開示

111 2012/6/25 本部
受託業務勘定・事業収入の内、「子会社等」からの収入額を各社・各法人別に

開示。（平成２２・２３年度）
不開示

平成 年度から「大河ドラ 等 番組制作費を 経費に配賦と ことだ

112 2012/6/25 本部

平成２４年度から「大河ドラマ」等の番組制作費をＢＳ経費に配賦とのことだ

が、「大河ドラマ」の配賦率と他番組加えての配賦総額。（平成２４年度予

算）

開示

ＮＨＫホームページ・リスクマネジメントとコンプライアンス推進・「これま

113 2012/6/25 本部 での取り組み」が１年以上更新されていない。 ①担当部局 ②次回更新予定

日

一部開示

114 2012/6/21 水戸 過去１０年間のエイセイ放送有料対象世帯数及び契約世帯数の開示を求める 開示

115 2012/6/21 水戸 過去１０年間の白黒テレビの契約数及びカラ 契約 の変更数の開示を求める 開示115 2012/6/21 水戸 過去１０年間の白黒テレビの契約数及びカラー契約への変更数の開示を求める 開示

116 2012/6/21 水戸
過去１０年間の久慈郡大子町の受信契約者数に対しての受信料徴収率の開示を

求める
不開示

/ / 水戸
過去１０年間の久慈郡大子町の地上及びエイセイ放送の契約数及び解約数の開

部開示

15

117 2012/6/21 水戸
過去１０年間 久慈郡大子町 地上及び イ イ放送 契約数及び解約数 開

示を求める
一部開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

118 2012/6/25 水戸 過去１０年間の衛星放送有料対象普及数（推計）及び契約数の開示を求める 開示

119 2012/7/2 本部 表彰費（コード８９２２）と対象者数の開示（平成２２・２３年） 開示

120 2012/7/2 本部
一般業務収入・施設利用料について（平成２２・２３年度） ①施設毎に収入

額の開示 ②「子会社等」からの収入額を各社・各法人別に開示
不開示

業務 算（ 般勘定） ①各業務 件費 賦率 額（平成
121 2012/7/2 本部

業務別予算（一般勘定）について ①各業務別に人件費の配賦率と額（平成２

３・２４年度） ②各業務別に償却費の額（平成２３・２４年度）
開示

122 2012/7/2 本部
衛星放送に係る事業運営費を業務別に開示 ①平成２２・２３年度決算 ②平

成２３・２４年度予算
開示

123 2012/7/2 本部
国内放送費を区分別に開示を求めます。区分とは勘定科目表にあるコードの事

です。 ①平成２３・２４年度の予算 ②平成２２・２３年度の決算
開示

124 2012/7/2 本部
特許実施許諾料の内、「子会社」からの収入額を各社・各法人別に開示。（平

成 年度）
開示/ / 本部

成２２・２３年度）
開示

125 2012/7/2 本部

契約総数・衛星契約の取次表について ①自主申出による件数（平成２３年

度） ②エリア型法人の取次件数（平成２１～２３年度） ③公開競争入札に

よる外部委託法人の取次件数（平成２１・２２年度）

開示

126 2012/7/2 本部
「（財）ＮＨＫサービスセンター」のＮＨＫコンテンツの放送以外の二次展開

による収入とＮＨＫに支払う二次使用料（平成２２・２３年度）
一部開示

127 2012/7/2 本部
関連団体との取引・分野別取引・「営業・広報関係業務」について取引先別に

件数と金額（平成２２ ２３年度）
開示

件数と金額（平成２２・２３年度）

128 2012/7/2 本部 週刊ステラの発行部数・収入高・二次使用料（平成２２・２３年度） 一部開示

129 2012/7/9 本部

「きょうの料理」等のメディアミックスのテキスト権料（副次収入）について

①算定方法 ②実績額（平成２１～２３年）と予算額（平成２４年） ③これ 一部開示
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/ / 本部 ①算定方法 ②実績額（平成２１ ２３年）と予算額（平成２４年） ③これ

らのテキストの売上高を子会社別に（平成２１～２３年）

部開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

130 2012/7/9 本部
「きょうの料理」等のテキストがメディアミックスから外れ、テキスト出版収

入に移行（副次収入）に いて 変更の経緯が分かる文書
不開示

入に移行（副次収入）について、変更の経緯が分かる文書

131 2012/7/9 本部
ＮＨＫ営業サービス（株）への出資金について、ＮＨＫの子会社等からの出資

額と出資目的を各社・各法人別に
一部開示

132 2012/7/9 本部 放送受信料の支払い再開数（平成２１～２３年度） 開示132 2012/7/9 本部 放送受信料の支払い再開数（平成２１ ２３年度） 開示

133 2012/7/9 本部
受信料の前年度分回収について（平成２１～２３年度） ①債権総額 ②決算

で計上した未収金に対する回収額
開示

134 2012/7/9 本部 受信料の前々年度以前分回収に対する債権総額（平成２１～２３年度） 不開示

135 2012/7/9 本部 インターネットによる各種届け出の受付件数（平成２２・２３年度） 開示

136 2012/7/9 本部
「インターネットによる各種届出の受付」による契約取次件数（平成２２・２

３年度）
開示

137 2012/7/9 本部 公的移転情報による、住所変更の取次件数。（平成２２・２３年度） 開示

138 2012/7/9 本部 公的移転情報を活用した電話・文書対策件数。（平成２２・２３年度） 開示

139 2012/7/17 本部
未収受信料欠損引当金・収納不能額の算定に使用している「実績率」の算定方

法と結果（平成２２・２３年度）＜算定に使う項目と数値を開示＞
開示

法と結果（平成２２・２３年度）＜算定に使う項目と数値を開示＞

140 2012/7/17 本部
「入札契約委員会」規程、もしくは、これに該当する文書と点検記録（平成２

３年度）で相手先：ＮＨＫ営業サービス（株）に対する物
開示

141 2012/7/17 本部
ＮＨＫ職員の基準外労働時間（年間総時間）と支給した支払総額（平成２２・

開示141 2012/7/17 本部
２３年度） ＜一人当たりではなくＮＨＫとしての総計です＞

開示

142 2012/7/17 本部
「ＮＨＫの子会社等」からの出向者数を、各会社・法人別に（平成２１～２３

年度末）
不開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

143 2012/7/17 本部
ＮＨＫ営業サービス（株）と「公開競争入札による外部委託法人」・「エリア

型法人 との取引高を取引先別に （平成２２ ２３年度）
不開示

型法人」との取引高を取引先別に。（平成２２・２３年度）

144 2012/7/17 本部
日本放送協会放送受信規約第７条第３項・５項それぞれの実施件数（平成２

２・２３年度）
開示

/ / 本部
日本放送協会放送受信規約第１０条第５項・６項それぞれの実施件数を免除の

部開示145 2012/7/17 本部
日本放送協会放送受信規約第１０条第５項 ６項それぞれの実施件数を免除の

種類別に（平成２３年度）
一部開示

146 2012/7/17 本部
東日本大震災・災害救助法適用による免除期間終了により、解約となった件

数・無料契約なった件数（ 新の物）
開示

147 2012/7/17 本部 アナログ放送終了による受信契約の解約の内、未収者からの解約数 開示

148 2012/7/17 本部

衛星デジタル放送のメーセッジー機能の活用強化について（平成２３年度） ①

設置者自らが契約申請した件数 ②設置者からの電話等に対するＮＨＫの営業件

数 ③ＮＨＫの営業による契約取次数

開示

数 ③ 営業による契約取次数

149 2012/7/23 本部

ＮＨＫホームページ「個人情報に関するお知らせ」の大阪放送局で起きた携帯

端末盗難被害で被害にあった法人事業者からの報告（顛末）書の開示。＜記載

の文面では、状況説明になっていない。＞

不開示

未 者 支 督促申立 請求（債権）総額 総額 ① 成 年

150 2012/7/23 本部

未収者への支払督促申立てによる請求（債権）総額と回収総額 ①平成２３年

度に実施した８３０件について ②平成２３年度末までに実施した２４２１件

について

開示

151 2012/7/23 本部
衛星契約、取次・減少数について ①地上契約から衛星契約への変更数（平成

開示151 2012/7/23 本部
２１～２３年度）②衛星契約から地上契約への変更数（平成２１～２３年度）

開示

152 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが作成している、放送受信契約書にある日付は、「届出日」なのか「受

信機の設置の日」なのかわかる文章 （１）
開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

153 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に、「受信機の設置の日」が記

入されていない利用はなぜなのかわかる文章 （２）
開示

入されていない利用はなぜなのかわかる文章 （２）

154 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に、「受信機の設置の日」が記

入れさていない理由はなぜなのかわかる文章 （３）
開示

/ / 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に受信機設置の日が記入されて

開示155 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に受信機設置の日が記入されて

いない理由は、なぜですか？について記載された文書 （４）
開示

156 2012/7/25 大阪
ＮＨＫの放送受信契約書には、受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ

か、について記載されている文書 （５）
開示

157 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に受信機の設置の日が記入され

ていない件について記載されている文書 （６）
開示

158 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約書に「受信機の設置の日」が記入

されていない理由について記載されている文書 （７）
開示

由 記載 書 （ ）

159 2012/7/25 大阪
ＮＨＫの放送受信契約書には、受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ

ですか （について記載されている文書） （８）
開示

160 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている、放送受信契約書に、「受信機の設置の日」が

さ な 由 なぜ （ 載さ 書） （ ）
開示160 2012/7/25 大阪

記入されていない理由はなぜ （について記載されている文書） （９）
開示

161 2012/7/25 大阪
ＮＨＫの放送受信契約書には、受信機の設置の日を入する欄がないのですか

（について記載されている文書） （１０）
開示

ＮＨＫの放送受信契約には 受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ
162 2012/7/25 大阪

ＮＨＫの放送受信契約には、受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ

か？（について記載されている文書） （１１）
開示

163 2012/7/25 大阪
受信機の設置日が記入されていない理由！（について記載されている文書）

（１２）
開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

164 2012/7/25 大阪
ＮＨＫが視聴者と交わしている放送受信契約に「受信機の設置の日」が記入さ

れていない理由はなぜか （に いて記載されている文書） （１３）
開示

れていない理由はなぜか （について記載されている文書） （１３）

165 2012/7/25 大阪
ＮＨＫの放送受信契約には受信機の設置の日を記入する欄がないのはどうして

ですか？（について記載されている文書） （１４）
開示

/ / 大阪
ＮＨＫの放送受信契約書には、受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ

開示166 2012/7/25 大阪
ＮＨＫの放送受信契約書には、受信機の設置の日を記入する欄がないのはなぜ

ですか（について記載されている文書） （１５）
開示

167 2012/7/27 大阪

・受信料にかかる「取扱い細則」にかかれている「認定解約」の件数そのもの、

またはその件数が分かる文書一切。（「件数」とはカコの累積件数のこと）

放送受信契約書のひな形に 「受信機の設置の日」を記入する欄がない理由

開示

・放送受信契約書のひな形に、「受信機の設置の日」を記入する欄がない理由

168 2012/7/27 本部
放送受信契約書に受信機の設置日を記入する欄がない理由（について記載され

ている文書） （１）
開示

169 2012/7/27 本部
放送受信契約書に受信機の設置の日を記載する欄がない理由（について記載さ

開示169 2012/7/27 本部
放送受信契約書 受信機 設置 日 記載す 欄 由（ 記載

れている文書） （２）
開示

170 2012/7/28 神戸 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由 開示

/ / 本部

「再検討の求め」に対し「審議委員会」に諮問しないで開示した４件について

（ 年 年 ） 「 検討 求 す 「 開示171 2012/7/31 本部 （Ｈ２３年７・８月・２４年６月） ・「再検討の求め」に対する「ＮＨＫの

見解」

不開示

172 2012/7/31 宇都宮
テレビの画面に表示される「設置確認メッセージ」ですが、衛星放送では表示

して、地上放送では表示しない理由がわかる文書
不開示

173 2012/7/31 宇都宮

ＮＨＫが作成している「放送受信契約書」の「日付欄」に記入すべき日付は、

「契約書の届出日」なのか「受信機の設置の日」なのかということがわかる文

書。

開示

174 2012/7/31 宇都宮 放送受信契約書に 収入印紙を貼らなくても良 理由がわかる文書 不開示
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174 2012/7/31 宇都宮 放送受信契約書に、収入印紙を貼らなくても良い理由がわかる文書。 不開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

175 2012/7/31 宇都宮
放送受信契約の「認定解約」についてわかる文章（もしくは説明している文

書）
開示

書）

176 2012/7/31 宇都宮 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由を記した文書 開示

177 2012/7/31 宇都宮 一部の視聴者に対してしか裁判してない理由を記した文書 開示

送 信契 書 信 書 開178 2012/7/31 山口 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由をしるした文書 開示

179 2012/8/1 札幌
２４年度の関連事業局、営業局、視聴者事業局、広報局、考査室の戦略目標、

具体的には数値化等をした業績管理可能な資料の開示
検討中

開示を受けたＶＦＭ算出仮定の資料の中の ＮＨＫの番組を視聴するために支

180 2012/8/1 札幌

開示を受けたＶＦＭ算出仮定の資料の中の、ＮＨＫの番組を視聴するために支

払える金額（ＷＴＰ）１，９２２円等がどのように算出されたのかを説明した

文書

開示

/ / 札幌

ＮＨＫ会長が国会で発言をした「関連会社に仕事を出すという形で約一割程度

人件費 経費は減 る と 発言内容を裏付ける 現時点 価格比較 不開示181 2012/8/1 札幌 の人件費、経費は減っている」との発言内容を裏付ける、現時点での価格比較

などを想定した資料

不開示

182 2012/8/1 札幌

１．２２年度、２３年度、２４年度の給与（定昇分）の実施に関する 終決済

文書 ２．２２年度、２３年度、２４年度の賞与（夏季・冬季別）実施に関す 不開示

る 終決済文書

183 2012/8/1 札幌
過去１０年間の年度ごとの人員計画と実績及び差異の要因別の内訳を記載した

文書（ＮＨＫ全体及び地方放送局を除いた各部局分）。
開示

ホ ムペ ジ掲載の給与モデルの年収の内訳を記載した文書 内訳とは 般
184 2012/8/1 札幌

ホームページ掲載の給与モデルの年収の内訳を記載した文書。内訳とは、一般

給、一般調整給、基礎職能給、職能号棒給の金額。
開示

185 2012/8/1 札幌 懲戒処分に関する公表の判断基準に関して記載した内部文書。 開示

186 2012/8/1 札幌 平成２１年度から平成２４年度分各年度の定昇額を算定した資料の開示。 開示
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186 2012/8/1 札幌 平成２１年度から平成２４年度分各年度の定昇額を算定した資料の開示。 開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

187 2012/8/1 札幌

１．通勤手当の支給に関する現在の内規 ２．現在の内規と比較して２０年度、

２１年度 ２２年度 ２３年度の内規が相異している場合 当該改訂箇所部分 開示187 2012/8/1 札幌 ２１年度、２２年度、２３年度の内規が相異している場合、当該改訂箇所部分

の内規

開示

188 2012/8/1 札幌

総務局及び人事担当部について２１年度～２３年度分の目標と実績の比較した

書面、２４年度の戦略目標、具体的には数値化等をした業績管理可能な資料の 検討中

開示。

189 2012/8/1 札幌
１．給与に関する業務フローを記載した文書。 ２．人事担当部が作成・保管

すべき文書の記載のある内規（業務処理要領等含
開示

１ ＮＨＫ全体の過去１０か年の年度ごとの経理科目の節単位の損益項目の金
190 2012/8/1 札幌

１．ＮＨＫ全体の過去１０か年の年度ごとの経理科目の節単位の損益項目の金

額を記載した内部資料等。 ２．２４年度計画分の節単位の損益項目金額
開示

191 2012/8/1 札幌 情報公開に関する再検討の求めに関して管理されている内部文書。 開示

192 2012/8/1 札幌
情報公開部について２１年度～２３年度分の目標と実績の比較した書面、２４

検討中192 2012/8/1 札幌
情報公開部 年度 年度分 目標 実績 比較 書面、

年度の戦略目標、具体的には数値化等をした業績管理可能な資料の開示。
検討中

193 2012/8/1 宇都宮 「法人・事業所契約率の推計根拠」の 新版 開示

194 2012/8/1 宇都宮 「契約対象テレビ設置台数の根拠」の 新版。 開示

195 2012/8/1 宇都宮 「受信契約者の状況」の 新版。 開示

196 2012/8/1 宇都宮 「放送受信契約書」の 新版。 開示

197 2012/8/1 宇都宮 「放送受信契約解約届」の 新版。 開示

198 2012/8/1 宇都宮 「放送受信規約取扱細則」の 新版。 開示

199 2012/8/1 宇都宮 放送受信契約の「便宜解約」に関する資料。 不開示

200 2012/8/1 宇都宮 放送受信契約の「認定解約」に関する資料。 開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

201 2012/8/1 宇都宮

ＮＨＫ鹿児島放送局の業務委託社員が、契約書を偽造して受信料を徴収した事

件（平成２４年５月１３日発覚）の対応として 同放送局が警察を介入させず 不開示201 2012/8/1 宇都宮 件（平成２４年５月１３日発覚）の対応として、同放送局が警察を介入させず

独自に行った調査の内容を記した文書。

不開示

202 2012/8/1 宇都宮

ＮＨＫ鹿児島放送局の業務委託社員が、契約書を偽造して受信料を徴収した事

件（平成２４年５月１３日発覚）の対応として、警察を介入させず、同放送局
不開示202 2012/8/1 宇都宮

が独自に行ったＮＨＫ内部の者のみによる調査しかしていない理由を示した文

書。

不開示

203 2012/8/1 宇都宮

平成２０年４月１日から平成２４年６月末までの期間に、ＮＨＫの業務委託社

員もしくはＮＨＫ正職員が 契約書を偽造して視聴者から受信料を徴収した事 開示203 2012/8/1 宇都宮 員もしくはＮＨＫ正職員が、契約書を偽造して視聴者から受信料を徴収した事

件の件数を記した文書。

開示

204 2012/8/1 宇都宮
ＮＨＫの受信料が発生するのは、「受信機の設置の日」からなのか、「放送受

信契約書を届け出た日」からなのかがわかる文書。
開示

205 2012/8/1 宇都宮
ＮＨＫ担当者が所持している「住所を入力すると契約の有無などがわかる機

器」の名称がわかる文書。
開示

206 2012/8/1 宇都宮
ＮＨＫが、衛星放送ではＢ－ＣＡＳカードの番号を管理しているにも関らず、

地上放送では管理していない理由がわかる文書。
不開示

地上放送では管理していない理由がわかる文書。

207 2012/8/1 宇都宮
受信料徴収活動を行う者が課されている規則を示した文書。もしくは同活動を

行う者に渡しているマニュアルそのものの 新版。
開示

208 2012/8/1 宇都宮 ＮＨＫが正午の時報を廃止した理由を記した文書。 開示

209 2012/8/1 宇都宮
ふれあいセンターが、ＮＨＫから委託されている業務に関し、ＮＨＫから与え

られているマニュアルの 新版。
不開示

210 2012/8/1 本部
放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由。（について記載

されている文書）
開示
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されている文書）



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

211 2012/8/2 本部
Ｈ２３年度・「転居先が判明せず解約とした件数」と「放送受信機廃止届によ

る解約件数 （契約種別）
開示

る解約件数」（契約種別）

212 2012/8/2 本部 Ｈ２３年度・都道府県別の営業経費率、受信料収入 一部開示

213 2012/8/2 本部
（放送受信料の精算）第１１条第２項において、「返れい」または「追徴」し

た 件数と額をそれぞれに （平成２２・２３年度）
一部開示

た、件数と額をそれぞれに。（平成２２ ２３年度）

214 2012/8/2 本部
ふれあい（コール）センター・電話対応・外部応答率と算定に使用した分母・

分子の数量を四半期ごとに開示（月別でも可）
開示

215 2012/8/2 本部
ふれあい（コール）センターの座席数と回線数を四半期ごとに開示（平成２２

不開示215 2012/8/2 本部
～２４年度第一四半期）

不開示

216 2012/8/2 本部
ＮＨＫ公開ホームページ「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」へのアクセス件数を月

別に（平成２３年４月～２４年６月）
開示

217 2012/8/2 本部 関連団体への出向者数を 各会社 法人別に（平成２２ ２３年度末） 不開示217 2012/8/2 本部 関連団体への出向者数を、各会社・法人別に（平成２２～２３年度末） 不開示

218 2012/8/2 本部
「（財）ＮＨＫサービスセンター」と「関連団体」との取引高を取引先別に。

（平成２２・２３年度）
開示

219 2012/8/2 本部
「ＮＨＫの情報公開のあり方に関する提言」を受けて、情報公開規程等の見直

不開示219 2012/8/2 本部
情報 開 関 言 、情報 開規程 直

しを検討した文書
不開示

220 2012/8/2 本部
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員へ提供している文書・資料名（諮問・

審議に係る文書・資料は除く）
不開示

年度 年度 年度 年度連結損益計算書も く 作成時

221 2012/8/6 札幌

２０年度、２１年度、２２年度、２３年度連結損益計算書もしくは作成時にＮ

ＨＫの個別損益計算書から相殺消去された科目名とその金額を記載した連結精

算表もしくは類似の内部資料。

開示

222 2012/8/6 札幌
平成２４年６月に実施したインターネット調査に関する実施要領及びアンケー

対象外
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222 2012/8/6 札幌
ト集計結果を記載した内部文書

対象外



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

既に提供をうけた４（参考１）各指標記載の用紙に世帯視聴率（％）の記載が

ありました 当該 総合 Ｅテレ ＢＳ１ ＢＳ２ ＢＳＰの過去１０年間の
223 2012/8/6 札幌

ありました。当該、総合、Ｅテレ、ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳＰの過去１０年間の

年度単位の同様の内容（全日、ゴールデン、プライム等）が記載してある内部

文書。

対象外

224 2012/8/6 札幌 直近の労使協定締結に関し審議、決裁した内部文書。 不開示

225 2012/8/6 札幌

１．タクシー、ハイヤー利用に関する過去４か年の使用実績金額データ。 ２．

２４年３月の総務局、経理局、営業局、広報局、視聴者事業局、考査室、経営

企画局、関連事業局の利用実績金額データ。 ３．タクシー及びハイヤー利用

に関する内規

開示

に関する内規。

226 2012/8/6 札幌

（１）放送受信契約の平均契約期間がわかる資料 （２）認定解約についてわ

かる資料 （３）平成２０年４月１日から、平成２４年３月３１日までの期間

で、放送受信契約者の届け出がないのに、放送受信契約を解約した件数がわか
一部開示

る資料

227 2012/8/6 本部

ＮＨＫホームページ「契約情報の公表」の記載モレについて ①「放送受信料

収納業務等」の委託法人との契約開示（Ｈ２２～２３年度） ②記載しない理

由が分かる文書

開示

分 書

228 2012/8/6 本部 受信契約対象数算定の為の調査結果（ｈ１８～ｈ２３年度） 開示

229 2012/8/6 本部 副次収入の算定基準、算出方法 ①施設利用料 ②「放送番組の多角的活用」 不開示

「文書開示判断期間延長のご連絡」ｎｏ．０００－０００１４９９について

230 2012/8/6 本部 理由として「内部で内容の解釈で疑義が出ている」との事。この時の議事録の

開示。開催日時、出席者の所属部局が記載されている事。（氏名不要）

不開示

231 2012/8/6 本部

３月２１日に公表された「大阪放送局で起きた携帯端末盗難被害」が突然ホー

ムページから消えた ①消去に至る経緯がわかる文書 ②掲示期間に関する 不開示

25

231 2012/8/6 本部 ムペ ジから消えた。 ①消去に至る経緯がわかる文書 ②掲示期間に関する

規準

不開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

232 2012/8/6 本部

「再検討の求め」に対し「審議委員会」に諮問しないで開示した４件について

（Ｈ２３年７ ８月 Ｈ２４年６月） １ 「開示の求め に対する「ＮＨＫ 部開示232 2012/8/6 本部 （Ｈ２３年７・８月・Ｈ２４年６月） １．「開示の求め」に対する「ＮＨＫ

の見解」 ２．審議委員会に諮問しないで開示に至る経緯が分かる文書。

一部開示

233 2012/8/6 本部 ホームページでの公表情報と開示場所の一覧表（担当部局別でも可） 開示

234 2012/8/6 宇都宮 ＮＨＫ衛星放送にスクランブルをかけている理由が分かる文書 不開示234 2012/8/6 宇都宮 ＮＨＫ衛星放送にスクランブルをかけている理由が分かる文書 不開示

235 2012/8/6 宇都宮
平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で放送受信契約者の

届け出がないのに、放送受信契約を解除した件数が分かる資料の文書
開示

236 2012/8/6 宇都宮 放送受信契約の平均契約期間が分かる資料の文書 不開示

237 2012/8/6 宇都宮
平成２３年度時点で、ＮＨＫが保有している放送受信料の債権の総額が分かる

資料の文書
開示

238 2012/8/6 宇都宮
放送受信契約書の日付は、「契約種の届け日」か「受信機の設置の日」か、分

かる文書
開示/ / 宇都宮

かる文書
開示

239 2012/8/6 宇都宮 認定解約について分かる資料の文書 開示

240 2012/8/6 宇都宮 平成２３年度末でＮＨＫが保有している有価証券の総数が分かる文書 開示

241 2012/8/6 宇都宮 テレビが映る仕組が分かる文書 開示241 2012/8/6 宇都宮 テレビが映る仕組が分かる文書 開示

242 2012/8/6 宇都宮
ＮＨＫは正午前の時報（ピ・ピ・ピ・パァーン）をやめたのか分かる資料の文

書
開示

243 2012/8/8 千葉 放送受信契約書の保存期間についての資料 開示書 存 料

244 2012/8/8 千葉 受信契約の未契約者および契約済みの不払い者の人数等についての資料 開示

245 2012/8/8 千葉
ＮＨＫ鹿児島の委託社員による契約書偽造事件についての処理（処分）がわか

る文書等
開示
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246 2012/8/8 千葉 認定解約についてわかる資料 開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

247 2012/8/8 千葉 放送受信契約の平均契約期間がわかる資料 不開示

248 2012/8/8 千葉 ＮＨＫの放送受信契約書に収入印紙をはらない理由がわかる文書。 不開示

249 2012/8/8 千葉
「ＮＨＫはなぜ契約を成立させてきた委託スタッフに報奨金を払うのか。」こ

の質問に回答する文書。
開示

平成 年 ら平成 年 関係者が普 契約 ら衛 契
250 2012/8/8 千葉

平成２０年４月から平成２４年６月までにＮＨＫ関係者が普通契約から衛星契

約に契約書を偽造して視聴者から金をだまし取った件数。それがわかる文書。
開示

251 2012/8/8 千葉 「どうして引越ししたら新規契約でいいのか？」 この質問に回答できる文書。 開示

252 2012/8/8 千葉 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由がわかる文書 開示252 2012/8/8 千葉 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由がわかる文書。 開示

253 2012/8/8 千葉 認定解約とは何かわかる資料。 開示

254 2012/8/8 千葉
「ＮＨＫは国に事前の許可なく、一色正春さんがユーチューブで公開された尖

閣ビデオを放送したのですか？」この質問に回答する文書。
対象外

255 2012/8/8 千葉 ＴＶが映る理由を書いた書類 開示

256 2012/8/8 千葉 「何故、時報がなくなったのか？」この理由がわかる文書。 開示

257 2012/8/9 神戸 認定解約についてわかる資料 開示

258 2012/8/9 神戸
平成２０年４月１日～平成２４年３月３１日、放送受信契約者の届け出がない

のに、放送受信契約を解約した件数がわかる資料。
開示

259 2012/8/9 神戸 放送受信料の平均契約期間がわかる資料 不開示

平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で放送受信契約書の
260 2012/8/9 山口

平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で放送受信契約書の

届け出がないのにＮＨＫが放送受信契約を解約した件数がわかる資料。
開示

261 2012/8/9 山口 放送受信契約の平均契約期間がわかる資料 不開示

262 2012/8/9 山口 認定解約についてわかる資料 開示
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/ / 山口 認定解約に いてわかる資料 開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

263 2012/8/10 本部 ＮＨＫが保有する事業債の内分けとそれぞれの時価（平成２３年度末） 開示

264 2012/8/10 札幌
営業局作成・保管文書 １．助成金の請求について ２．営業目標について

３．委託契約書・事務費・給付のあらまし・「実施要領」のあらまし
一部開示

265 2012/8/10 札幌

関連事業局作成保管文書 １．各年度副次収入増大に向けた番組活用推進策

２ 関連団体に対する助成金の交付について ３ 関連団体処遇基準 ４ 業 一部開示265 2012/8/10 札幌 ２．関連団体に対する助成金の交付について ３．関連団体処遇基準 ４．業

務委託に係る管理費率について ５．直接出資子会社の配当施策

部開示

266 2012/8/10 札幌 広報局作成保管文書 １．広報局制作部要覧 ２．業務実施委託計画書 対象外

１．番組宣伝用の広告印刷物の作成目的、効果の測定方法を記載した文書 ２．

267 2012/8/10 札幌
直近の番組宣伝用の広告印刷物を利用者が実際に番組視聴につながったのか

等アンケート調査の分析結果報告 ３．番組宣伝用の広告印刷物の番組終了後

の在庫処理方法を記載した文書 など

不開示

１ 直近のＮＨＫ本部の局以下の部課単位の組織図 ２ ２４年３月３１日
268 2012/8/10 札幌

１． 直近のＮＨＫ本部の局以下の部課単位の組織図 ２．２４年３月３１日

現在のＮＨＫ本部の部課単位の職員数 上記各記載の内部文書
一部開示

269 2012/8/10 札幌
営業企画局作成・保管文書 １．目標管理規程 ２．部局目標 ３．「部局目

標」設定と報告のお願い ４．理事会運営規程
一部開示

270 2012/8/10 札幌

総合リスク管理室保管下記文書 「リスクマネジメント委員会運営に関する規

程」 「リスクマネジメント規程」 「コンプライアンス通報制度規程」

「コンプライアンス規程」

開示

経理局作成保管文書（２４年度分） １ 予算要求指示文書 ２ 予算編成方

271 2012/8/10 札幌

経理局作成保管文書（２４年度分） １．予算要求指示文書 ２．予算編成方

針 ３．収支予算編成要綱 ４．予算事務処理指示文書 ５．非現用不動産処

分の実施要領

一部開示

272 2012/8/10 札幌
札幌放送局保管文書 人事・総務・経理関係文書 １．「業務運営方針」 ２．

「業務運営方針 各グ プ業務担当表 上記各記載 内部文書
一部開示
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/ / 札幌
「業務運営方針、各グループ業務担当表」 上記各記載の内部文書

部開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

273 2012/8/13 本部

放送受信料の未収者への支払督促申立てにより回収（承諾含む）した金額と件

数 ①平成２３年度末に実施した８３０件に いて ②平成２３年度末までに 開示273 2012/8/13 本部 数 ①平成２３年度末に実施した８３０件について ②平成２３年度末までに

実施した２４２１件について

開示

274 2012/8/13 本部
放送受信料未収者に対して強制執行の実施予告により回収（承諾含む）した金

額と件数 ①平成２３年度実施分 ②平成２３年度末までの実施分
一部開示

275 2012/8/13 本部 経営委員会に提出した地域の「年金支払率」、「単身世帯の比率」 開示

276 2012/8/13 本部 平成２３年度・宿舎管理費（８９３２）を宿舎別に 不開示

277 2012/8/13 本部 ＮＨＫ及び関連団体の保養所等の厚生施設 一部開示

278 2012/8/13 本部 受託業務等勘定・経常事業支出を科目別に（２２・２３年度） 開示

279 2012/8/13 大阪
１．認定解約の基準が分かる文書 ２．天王寺営業センターでの認定解約件数

（過去１０年分） ３．上記で発生した債権放棄の総額
一部開示

280 2012/8/13 大阪
ＮＨＫ作成の放送受信契約書に「受信機設置の日」を記入する欄が無いことが

違法でないことを証明する文書
開示

281 2012/8/13 大阪

ＮＨＫ鹿児島放送局で起きた契約書偽造事件について（２４年５月） １．鹿

児島放送局内と委託会社の処分内容 ２ 鹿児島放送局は被害届をだしたの 開示281 2012/8/13 大阪 児島放送局内と委託会社の処分内容 ２．鹿児島放送局は被害届をだしたの

か？（わかる文書）

開示

282 2012/8/13 大阪
放送受信契約の内容を変更する時の手続きを定めた文書（契約者本人が記入す

る書類や提出を求められる書類などについて）
開示

283 2012/8/13 大阪

１．放送受信契約が新規当初よりコンピュータ管理になった時期。 ２．１．

以前の受信契約書の保管方法と保管場所。 ３．２．の契約書を契約者本人が

閲覧する時の手続き方法。

一部開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

284 2012/8/13 本部

ＮＨＫ不払い者は法的手段を利用してでも料金徴収を図っているが、法的手段

に移行する『法的手段 移行する不払い視聴者選定の基準』に係る文書もしく 開示284 2012/8/13 本部 に移行する『法的手段へ移行する不払い視聴者選定の基準』に係る文書もしく

は明確な内容開示を求める。

開示

285 2012/8/14 前橋

平成２４年３月２９日参議院の総務委員会で松本会長は、地域スタッフが新規

掘り起こしで８０００万の収入を確保していると答弁しています。その根拠と 開示

なる資料を知りたいと思います。

286 2012/8/14 前橋
平成２４年３月２９日参議院でＮＨＫの松本会長は受信料契約の平均年数は８

年と答弁しました。その根拠となる資料を知りたいと思います。
開示

２０１２年５月２２日に開催された第１１６７回経営委員会に先立 て開かれ
287 2012/8/17 本部

２０１２年５月２２日に開催された第１１６７回経営委員会に先立って開かれ

た経営委員の会合（打ち合せ）の議事録。
不開示

ロンドンオリンピック開催期間中、およびその前後に、オリンピックに係る放

送、あるいは当該期間中の番組編成についてＥメール、電話、文書（ＦＡＸ、

288 2012/8/17 本部 郵送）等で視聴者から寄せられた意見の総数、そのうちの批判的意見・要望の

件数と、その主な内容、それら意見・要望に対してＮＨＫが講じた対応を記し

た文書。

開示

ＮＨＫが過去５年間において、①放送法第６条第３項の規定に従い、放送番組

289 2012/8/17 本部

ＮＨＫが過去５年間において、①放送法第６条第３項の規定に従い、放送番組

審議機関に対して行なった諮問を記した文書一式。 ②放送法第６条第４項前

段の規定にある答申・意見を受けた場合、その答申・意見の内容を記した文書

一式。 ③放送法第６条第４項後段の規定に従って講じた措置の内容を記した

文書一式 ④放送法第６条第５項第３号の規定に従い 放送番組審議機関に

対象外

文書 式。 ④放送法第６条第５項第３号の規定に従い、放送番組審議機関に

報告した苦情その他の意見の概要を記した文書一式。

290 2012/8/20 本部
特定の視聴者との面談および電話を拒否して、ＮＨＫの本部へ文章で問い合わ

せるようにしたのがわかる資料。
不開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

291 2012/8/21 本部
一般業務勘定「施設利用料」と受託業務等勘定の「一号業務収入」の違いがわ

からない それぞれの計上基準等違いが分かる「社内 文書
開示

からない。それぞれの計上基準等違いが分かる「社内」文書。

292 2012/8/21 本部 受託業務勘定・ＮＨＫ施設の使用料（収入）を施設毎に（ｈ２２・２３年度） 不開示

293 2012/8/21 本部

ｈ２４年度予算・ＢＳ放送配賦基準の見直し。「これまで全額を地上放送の経

費としていた｛大河ドラマ｝等の番組制作費を配賦」 この事により新たにＢ 対象外293 2012/8/21 本部 費としていた｛大河ドラマ｝等の番組制作費を配賦」、この事により新たにＢ

Ｓ放送に配賦した番組制作費の額。

対象外

294 2012/8/21 本部 日本放送協会放送受信規約第６条第１２項の適用件数（平成２２・２３年度） 開示

295 2012/8/21 本部 日本放送協会放送受信規約第６号第８項の適用件数（平成２２・２３年度） 開示本放 協会放 信規約第 第 件 平成 年

296 2012/8/21 本部 本部推進会議（ＣＳ向上委員会）議事録・開催状況（Ｈ２３年度） 一部開示

297 2012/8/21 本部 ＣＳ向上委員会議の議事録・開催状況（ｈ２３年度） 不開示

298 2012/8/20 宇都宮
放送受信契約書の日付は「契約書の届け日」か「受信機の設置の日」か分かる

開示298 2012/8/20 宇都宮
放送受信契約書 日付は 契約書 届け日」 受信機 設置 日」 分 る

文書。 （１）
開示

299 2012/8/20 宇都宮
放送受信契約書の日付は、「契約書の届け日」か「受信機の設置の日」か分か

る文書 （２）
開示

/ / 宇都宮 解 開示300 2012/8/20 宇都宮 認定解約について分かる文書 開示

301 2012/8/20 宇都宮
平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で放送受信契約者の

届け出がないのに放送受信契約を解約した件数が分かる文書。
開示

302 2012/8/20 宇都宮 放送受信契約の平均契約期間が分かる文書 不開示302 2012/8/20 宇都宮 放送受信契約の平均契約期間が分かる文書。 不開示

303 2012/8/20 宇都宮 ＮＨＫは何故契約を成立させた委託スタッフに報奨金を支払うのか分かる文書。 開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

２０１２年ＮＨＫ鹿児島放送局副局長は、受信料契約業務を委託している会社

304 2012/8/20 宇都宮
の男性契約社員が鹿児島県霧島市の男性（７０才）の衛星放送受信契約を偽造

し男性の口座から半年分の受信料５４４０円を引き落とされた件に関して、そ

の偽造を働いた男性契約社員に対して何故告訴しなかったか分かる文書。

開示

特定の視聴者に対して ＮＨＫが面談および電話を拒否してＮＨＫの本部へ文
305 2012/8/20 宇都宮

特定の視聴者に対して、ＮＨＫが面談および電話を拒否してＮＨＫの本部へ文

書で問い合わせをするようにしたのか分かる文書。 （１）
不開示

306 2012/8/20 宇都宮
特定の視聴者に対して、ＮＨＫが面談および電話を拒否してＮＨＫの本部へ文

書で問い合わせをするようにしたのか分かる文書。 （２）
不開示

307 2012/8/20 宇都宮
平成２３年度末時点で、ＮＨＫが保有している放送受信料の債権の総額が分か

る文書。
開示

308 2012/8/20 宇都宮
ＮＨＫが国に事前の許可なくユーチューブで公開された尖閣ビデオを放送した

のか分かる文書。
対象外

のか分かる文書。

309 2012/8/20 宇都宮
「ＮＨＫが民間放送連合と協力してジャパンコンソーシアムを作っているが、

ジャパンコンソーシアムが契約した相手がどこか分かる資料」の文書。 （１）
対象外

310 2012/8/20 宇都宮
「ＮＨＫが民間放送連合と協力してジャパンコンソーシアムを作っているが、

対象外310 2012/8/20 宇都宮
ジャパンコンソーシアムが契約した相手がどこか分かる資料」の文書。 （２）

対象外

311 2012/8/21 本部
特定の視聴者との面談及び電話を拒否して、ＮＨＫの本部へ書面で問い合わせ

るようにしたのかが分かる資料
不開示

受信料特別対策センター職員と視聴者が受信料支払いについて話し合いをする

312 2012/8/21 広島

受信料特別対策センター職員と視聴者が受信料支払いについて話し合いをする

とき代理人の同席を認めず、本人もしくは配偶者の方、という決まりが記載さ

れている文書

不開示

島

広島放送局受信料特別対策センターが視聴者に配達証明郵便を送付する時の基

在
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313 2012/8/21 広島 準が記載されている文書、文書不存在のときは配達証明郵便を送付した月別件

数と平均未納額を教えてください。

一部開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

314 2012/8/23 本部
施設「ＮＨＫ川口アーカイブス」の入館者数・維持運営費（償却費・人件費含

む）（Ｈ２２ ２３年度）と設置目的
開示

む）（Ｈ２２・２３年度）と設置目的

315 2012/8/23 本部
「ＮＨＫワールドプレミアム」・「テレビジャパン」の契約件数・運営会社の

収入額をそれぞれに（Ｈ２２・２３年度）
検討中

/ / 本部
関連団体運営基準第１０条〔連絡協議会〕 ①構成メンバー（個人名は不要）

開示316 2012/8/23 本部
関連団体運営基準第１０条〔連絡協議会〕 ①構成メン （個人名は不要）

②開催状況（Ｈ２２・２３年度）
開示

317 2012/8/23 本部

関連団体運営基準第３条〔基本契約の締結〕について ①ＮＨＫが直接締結し

ていない法人名 ②２項により、ＮＨＫが間接的に基本契約締結としてる法人

名

開示

名

318 2012/8/23 宇都宮
２０１０年と２０１２年のオリンピックでジャパンコンソーシアムが契約した

相手が分かる文書。
対象外

319 2012/8/23 宇都宮
２０１０年と２０１２年のオリンピック放送権料で、契約先に日本国内の消費

対象外319 2012/8/23 宇都宮
年 年 ッ 放送権料 、契約先 日本国内 消費

税を払った理由が分かる文書。
対象外

320 2012/8/23 本部
２０１２年ロンドンオリンピックにおいて、ＮＨＫが実際に支払った（今後支

払う予定も含む）放映権料総額がわかる資料。
対象外

グ プ会社 個社単位 ジ 等 揮

321 2012/8/27 札幌

ＮＨＫグループ会社の個社単位で、ＮＨＫとのシナジー効果等発揮により、Ｎ

ＨＫにどのような貢献を果たすことができているのか定量、定性的に分析した

直近の内部文書。

開示

322 2012/8/27 札幌
ＮＨＫグループ会社の個社単位で、ＮＨＫ転籍、出向者とプロパーの従業員と

不開示322 2012/8/27 札幌
の給与格差に関して分析した直近の内部文書。

不開示

323 2012/8/27 札幌

担当理事の国会（平成２４年４月１２日衆議院総務委員会）における『海外の

メディアからは高い評価をいただいている』との発言があります。『海外メ

ディアの高い評価』の根拠となる社会科学的調査結果データ

不開示

33

ディアの高い評価』の根拠となる社会科学的調査結果データ。



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

１．２０年度～２３年度の海外番組の購入金額の内訳を記載した文書 ２．番

組購入に際して留意事項を記載したガイドライン等の内部文書 ３ 番組購入
324 2012/8/27 札幌

組購入に際して留意事項を記載したガイドライン等の内部文書 ３．番組購入

形態別購入金額（一括購入、共同制作等） ４．各放送別（地上波：総合、Ｅ

テレ、衛星ＢＳ１～３）放送総時間数

開示

325 2012/8/27 札幌
総合テレビで放送された『特別番組』の放送日、放送時間、テーマ、テーマの

対象外325 2012/8/27 札幌
概要を記載した内部文書 対象期間：２００３年～現在

対象外

326 2012/8/27 札幌
２１年度、２２年度、２３年度、２４年度のテレビの音声の字幕に要した実績

総額及び予算金額
開示

ＮＨＫ各理事の担当職務に関する２３年度の目標と実績 ２４年度の目標を記
327 2012/8/27 札幌

ＮＨＫ各理事の担当職務に関する２３年度の目標と実績、２４年度の目標を記

載した内部文書
不開示

328 2012/8/27 札幌

１．２１年４月から２４年８月の期間中に支給した賞与の源泉徴収、社会保険

料の納付額を確定するために用いた給与データ ２．２１年４月から２４年８ 一部開示

月の期間中の賞与支給に関する内部決裁文書

329 2012/8/27 札幌

考査室、関連事業局、視聴者総局、視聴者サービス局、広報局、営業局、経理

局、人事総務局の時間外勤務の総時間数（実績と予算）及びその職員数を記載

した文書（又はデータ） 対象期間：平成２１年、２２年、２３年の各３月分、
一部開示

した文書（又はデ タ） 対象期間：平成２１年、２２年、２３年の各３月分、

平成２３年４月から２４年３月の各月分

１．給与・人件費の業務フロー図

２．給与に関する２１年、２２年、２３年、２４年３月分の下記データ

①給与支給明細総合計表 ②給与振込み依頼書（金融機関別を集計した表 具
330 2012/8/27 札幌

①給与支給明細総合計表 ②給与振込み依頼書（金融機関別を集計した表。具

体的には給与支払担当部署に階層されている資料） ③月次決算のために①以

外を利用しているのであれば当該給与データ ④社会保険料、所得税源泉徴収

納付のために用いたデータ

一部開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

331 2012/8/27 札幌

ＮＨＫと関連団体との取引について 「随意契約のうちやむを得ないもの以外

に いて順次可能なものから競争契約に移行 との記述があります 当該「や 開示331 2012/8/27 札幌 について順次可能なものから競争契約に移行」との記述があります。当該「や

むを得ないもの以外」について記載のある 新リスト

開示

332 2012/8/27 札幌

２３年度ＮＨＫと関連団体との取引について 外部監査法人による実地調査を

実施して関連団体が実際に支払った額を確認するなど、契約金額の妥当性を検
開示332 2012/8/27 札幌

証しています」との記述の『契約金額妥当性』の判断条件について記載のある

文書

開示

333 2012/8/27 札幌
１．平成１４年度～２３年度分の消費税確定申告書の控 ２．１の期間で修正

申告していれば当該申告書
一部開示

申告していれば当該申告書

334 2012/8/27 札幌

番組制作関係の業務委託以外の取引については、「平成２１～２３年度ＮＨＫ

経営計画」において、金額ベースで２５年度に４０％超の競争化を目指すとし

た当該指標の合理的な根拠を記載した内部文書

不開示

335 2012/8/27 札幌

考査室、関連事業局、視聴者総局、視聴者サービス局、広報局、営業局、経理

局、人事総務局、札幌放送局の月次試算表 対象期間：平成２１年、２２年、

２３年の各３月分、平成２３年４月から２４年３月の各月分

一部開示

/ / 札幌
２１年度、２２年度、２３年度中間期、期末の貸借対照表の流動負債の部に計

部開示336 2012/8/27 札幌
２１年度、２２年度、２３年度中間期、期末の貸借対照表の流動負債の部に計

上した未払賞与の金額と算定基礎が記載されている内部文書
一部開示

337 2012/8/27 札幌

２１年度、２２年度、２３年度、２４年度の次の部門の総原価データ １．

地上波 Ｅテレ、総合 ２．衛星 ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳ３ ３．ラジオ

ＮＨＫＦＭ 第 第二 ＮＨＫワ ルド

不開示

ＮＨＫＦＭ、第一、第二、ＮＨＫワールド

338 2012/8/27 本部

「会計検査院法第２７条の規定により、ＮＨＫが会計検査院に出した資料の全

て」を平成１６年４月１日から平成２４年３月３１日までの分。もし５年以後

前のがなければ平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの分

検討中
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

339 2012/8/27 本部
２０１０年と２０１２年のオリンピックでジャパンコンソーシアムが契約した

相手がわかる資料
対象外

相手がわかる資料

340 2012/8/27 本部
２０１０年と２０１２年オリンピック放送権料で契約先に日本国内の消費税を

払った理由がわかる資料
対象外

341 2012/8/29 大阪 尖閣ビデオを放送した理由（がわかる資料または情報の開示） 対象外341 2012/8/29 大阪 尖閣ビデオを放送した理由（がわかる資料または情報の開示） 対象外

342 2012/8/29 大阪

平成２２年１１月４日から平成２２年１１月３０日までの期間、日本放送協会

はインターネット動画ユーチューブで公開された、尖閣諸島中国漁船衝突映像

を、日本放送協会が行っている放送番組で使用しているが、この映像の著作権

者 対 放送 許 を受けた事がわ 資料また 情報 開示を要求す

対象外

者に対して、放送の許可を受けた事がわかる資料または情報の開示を要求する。

343 2012/8/29 大阪

日本放送協会と日本民間放送連盟が協力して組織したジャパンコンソーシアム

が、２０１０年と２０１２年のオリンピックの放送権を契約した相手がわかる

資料または情報の開示を要求する。

対象外

344 2012/8/29 大阪

日本放送協会が、２０１０年と２０１２年のオリンピックの放送権を獲得する

為に要した経費（契約先に支払ったお金）がわかる資料または情報の開示を要

求する。

対象外

日本放送協会が ２０１０年と２０１２年のオリンピ クの放送権を契約した
345 2012/8/29 大阪

日本放送協会が、２０１０年と２０１２年のオリンピックの放送権を契約した

相手がわかる資料または情報の開示を要求する。
対象外

346 2012/8/29 大阪

２００８年までは、オリンピックの放送権をアメリカドルで契約していたのに、

２０１０年以降の放送権を日本円で契約することに変更した理由がわかる資料 対象外

または情報の開示を要求する。

347 2012/8/29 大阪

日本放送協会と日本民間放送連盟が協力して組織したジャパンコンソーシアム

が、２０１０年と２０１２年のオリンピックの放送権を獲得する為に要した経

費（契約先に支払ったお金）がわかる資料または情報の開示を要求する

対象外

36

費（契約先に支払ったお金）がわかる資料または情報の開示を要求する。



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

348 2012/8/29 大阪

平成１６年４月１日から平成２３年３月３１日までの期間で、会計検査法第２

７条の報告義務により 日本放送協会が会計検査院に報告した報告件数がわか 部開示348 2012/8/29 大阪 ７条の報告義務により、日本放送協会が会計検査院に報告した報告件数がわか

る資料または情報の開示を要求する。

一部開示

349 2012/8/29 大阪

平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日までの期間で、会計検査法第２

７条の報告義務により、日本放送協会が会計検査院に報告した報告件数がわか 開示

る資料または情報の開示を要求する。

350 2012/8/29 大阪
会計検査法第２７条の報告義務により、日本放送協会が会計検査院に報告した

新の事案内容が理解できる資料または情報の開示を要求する。
検討中

日本放送協会が 特定の視聴者の電話や面談を拒否して 文章でしか質問の対
351 2012/8/29 大阪

日本放送協会が、特定の視聴者の電話や面談を拒否して、文章でしか質問の対

応をしない理由がわかる資料または情報の開示を要求する。
不開示

日本放送協会が、自ら偽造した放送受信契約書によって、視聴者に放送受信料

を支払えと裁判している【佐賀簡易裁判所、平成２４年（ハ）第３１７８号

352 2012/8/29 大阪
放送受信料請求事件】が、平成２４年８月６日この事件の証拠である放送受信

契約書が私文書偽造行為によって作成された放送受信契約書と知りながら、翌

日の８月７日に「訴えの変更申立書」を裁判所に提出した理由がわかる資料ま

たは情報の開示を要求する。

不開示

353 2012/8/10 福岡

１．放送受信契約の平均契約期間が分かる資料 ２．認定解約について分かる

資料 ３．平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で、放送

受信契約の届け出がないのに、放送受信契約を解約した件数が分かる資料

一部開示

開示文書の再提示依頼 ＮＯ ０００ ０００１５０６について私が要求した

354 2012/8/28 本部

開示文書の再提示依頼 ＮＯ．０００－０００１５０６について私が要求した

のは、未収者に対する債権を含めての債権額です。提示された回収額には、上

記の未収者からのものが含まれている。だからそれを区分して提示を請求した

ものだよ。

開示
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

355 2012/8/28 本部
業務別実績（一般勘定）について ①各業務別に人件費の配賦率と額（平成２

２ ２３年度） ②各業務別に償却費の額（平成２２ ２３年度）
開示

２・２３年度） ②各業務別に償却費の額（平成２２・２３年度）

356 2012/8/30 宇都宮
会計検査院法第２７条の規定により、ＮＨＫが会計検査院に提出した平成１６

年４月１日から平成２４年３月３１日までの資料のすべての文書。
検討中

/ / 宇都宮
会計検査院法第２７条の規定により、ＮＨＫが会計検査院に提出した平成２１

検討中357 2012/8/30 宇都宮
会計検査院法第２７条の規定により、ＮＨＫが会計検査院に提出した平成２１

年４月１日から平成２４年３月３１日までの分の資料のすべての文書。
検討中

358 2012/8/29 山口
特定の視聴者との面談及び電話を拒否してＮＨＫの本部へ文章で問い合わせる

ようにしたのかがわかる資料。
不開示

359 2012/8/29 山口 平成２３年度の受信料債権を放棄した事がわかる資料（総額がわかる資料） 不開示

360 2012/8/29 山口

放送受信料振込用紙在中、ＮＨＫからの大切なお知らせです。必ず開封して内

容をご確認下さいと書かれている封筒の中に入っている放送受信料振込用紙は、

平成２３年１０月中に何件ＮＨＫから送付したのか？また全体の請求金額がわ
不開示

平成 年 中 何件 送付 体 請求 額

かる資料。

361 2012/8/29 山口
受信料拒否している方（受信契約を結んでいる世帯、いない世帯）が裁判で訴

えられる、訴えられない判断基準がわかる文章、資料。
開示

/ / 山 受信料集金 動 規 部開示362 2012/8/29 山口 受信料集金人活動の規則、マニュアル 一部開示

363 2012/8/29 山口
１．現在ＴＶのある家庭、事業所の件数、 ２．このうちＮＨＫと受信契約し

ている件数、 ３．受信料を支払っている件数、 がわかる資料
開示

平成２４年７月末の受信料の債権額がわかる資料（平成２４年７月末の資料が
364 2012/8/29 山口

平成２４年７月末の受信料の債権額がわかる資料（平成２４年７月末の資料が

なければ過去の資料でもよい）
開示

365 2012/8/29 山口
平成２１～２４年７月までの年度ごとの懲戒免職、停職、出勤停止、減給、譴

責等を受けた役職と人数がわかる資料（処分説明）
一部開示
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366 2012/8/29 山口 ＮＨＫ職員の役職別の平均年収がわかる資料（２０年～２３年度） 不開示



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

367 2012/8/29 山口 地デジになったのに、スクランブルしない理由を記した資料 開示

368 2012/8/29 山口
ＮＨＫが２０００～２０１６年オリンピックで支払った、支払う予定がある放

映権料金額、内訳明細がわかる資料
対象外

369 2012/9/3 岐阜 放送受信契約書に受信機の設置の日を記入する欄がない理由 開示

宇都宮 信 債権 書 検討中370 2012/9/4 宇都宮 受信料の債権を放棄する基準について記された文書。 検討中

371 2012/9/4 宇都宮 平成２２年度末までに、受信料債権を放棄した総額を記した文書。 検討中

372 2012/9/4 宇都宮 平成２３年度の受信料債権を放棄した総額を示した文書。 検討中

373 2012/9/4 宇都宮 放送受信契約の平均契約期間がわかる文書 検討中373 2012/9/4 宇都宮 放送受信契約の平均契約期間がわかる文書。 検討中

374 2012/9/4 宇都宮

レオパレスの賃貸物件に居住している者が、その部屋に元から備え付けられて

いる受信機によって放送受信契約を結ぶ場合、その契約は「世帯契約」なのか

「事業所契約」なのかが記された文書。

検討中

375 2012/9/4 宇都宮
Ｂ－ＣＡＳカードが導入され、スクランブルをかけることが可能であるにも関

らず、ＮＨＫがスクランブルをかけない理由を記した文書。
検討中

376 2012/9/4 宇都宮 「地域スタッフガイドブック」の 新版。 検討中

377 2012/9/4 宇都宮
「放送受信契約書」には、「契約書の届け出の日付」を記入しなくても良い理

由を記した文書。
検討中

378 2012/9/4 宇都宮

消費者契約法に基づき、視聴者が「契約の申込み又はその承諾の意思表示」を

取り消した場合において、ＮＨＫが既に徴収してしまった受信料の返金方法・ 検討中378 2012/9/4 宇都宮 取り消した場合において、ＮＨＫが既に徴収してしまった受信料の返金方法

手順を記した文書。

検討中

379 2012/9/4 宇都宮

ＮＨＫが、視聴者が記入した「放送受信契約解約届」を受理していない状況下

で、視聴者との契約の解約を認めた件数を記した文書。（平成２０年４月１日

から平成２４年３月末までの期間）

検討中

39

から平成２４年３月末までの期間）



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

380 2012/9/4 宇都宮
情報公開請求の「開示の求め」を、各地の営業センターでは受け付けない理由

を記した文書
検討中

を記した文書。

381 2012/9/4 宇都宮

ＹｏｕＴｕｂｅのアカウント名「Ｓｅｎｇｏｋｕ３８」さんがＹｏｕＴｕｂｅ

に投稿した「尖閣諸島中国漁船衝突事件」の動画をＮＨＫが放送した際、事前

に許可を得た相手がわかる文書。

検討中

382 2012/9/7 本部
関連団体運営基準第３条〔基本契約の締結〕・ＮＨＫの契約者を各社・各法人

別に
検討中

383 2012/9/7 本部 関連団体運営基準第３章・９条～２０条、各項・各号のＮＨＫの担当部局 検討中

384 2012/9/7 本部 「（財）ＮＨＫサービスセンター」との基本契約書 検討中

385 2012/9/7 本部
関連団体運営基準第２６条〔人材の交流・育成〕（Ｈ２１～２３年度） ①１

項１・２・４号毎の人員数 ②１項３号の人員数
検討中

386 2012/9/7 本部 視聴者事業局の下部組織の開示（一般企業で言う課・係・班単位まで） 検討中386 2012/9/7 本部 視聴者事業局の下部組織の開示（ 般企業で言う課・係・班単位まで） 検討中

387 2012/9/7 本部 ふれあいセンターの組織（体制）図 検討中

388 2012/9/7 本部
「開示の求め」に対し、開示不開示の判断をした「文書作成部局・関係部局」

の部局名
検討中

389 2012/9/6 本部

（１）放送受信契約の平均契約期間がわかる資料。 （２）認定解約について

わかる資料。 （３）平成２０年４月１日から、平成２４年３月３１日までの

期間で、放送受信契約者の届け出がないのに、放送受信契約を解約した件数が

わかる資料

検討中

わかる資料。

390 2012/9/12 大阪
日本放送協会が放送受信契約の締結時に使用している所定の用紙４枚複写と思

われるので、４枚全ての資料の開示を求める
検討中
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

391 2012/9/12 札幌

中期経営計画25年度、26年度の受信料等算定の基礎データ １．受信料収入金

額の算定根拠デ タ 地上波 BSの契約件数 単価 受信料収入金額 ２ 国 検討中391 2012/9/12 札幌 額の算定根拠データ、地上波、BSの契約件数、単価、受信料収入金額 ２．国

際放送業務受託収入

検討中

392 2012/9/12 本部
ふれあいセンター・営業・電話対応・外部応答率の現状に対する「ＮＨＫの見

解（評価）」と「改善」を検討した文書。（Ｈ２２年度以降）
検討中

393 2012/9/13 宇都宮
以前ＮＨＫは衛星放送にスクランブルをかけていましたが、何故スクランブル

をかけるのをやめたのか分かる文書。
検討中

394 2012/9/10 神戸 受信料未払いによる訴訟基準（請求回数、未払い額、社会的地位等） 検討中

395 2012/9/10 神戸 認定解約についてわかる資料 検討中

396 2012/9/10 神戸 放送受信契約書に受信機の設置日を記入する欄がない理由 検討中

397 2012/9/13 大阪
受信契約書が無いのに受信料を請求している数が分かる資料

検討中397 2012/9/13 大阪
※兵庫県神戸市北区限定で結構です。

検討中

398 2012/9/14 千葉
放送受信契約書にある日付欄について契約日又は受信機の設置日のいずれかよ

くわかる資料
検討中

399 2012/9/14 横浜 認定解約に いてわかる資料 検討中399 2012/9/14 横浜 認定解約についてわかる資料 検討中

400 2012/9/14 横浜 放送受信料の平均契約期間がわかる資料又は情報の開示 検討中

401 2012/9/14 横浜
平成２０年以降、放送受信契約者の届出がないのに放送受信契約を解約した件

数がわかる資料
検討中

数がわかる資料

402 2012/9/14 横浜

ＮＥＷＳＷＥＢ２４等にて表示されるｔｗｉｔｔｅｒのコメントについて

・掲載基準 ・全コメントに対する掲載基準該非判定一覧 ・ＮＨＫ関係者に

よるコメント一覧

検討中
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

403 2012/9/14 横浜
視聴者対応報告 誤記・誤読などの指摘一覧（過去５年分）と再発防止の教育

記録 教材並びに有効性の評価
検討中

記録・教材並びに有効性の評価

404 2012/9/14 横浜
公共放送にて特定の企業名・サービス名 ｔｗｉｔｔｅｒ をあらゆる番組で

連呼している妥当性を示した資料又は情報の開示
検討中

日本放送協会が所有または設置の受信設備一覧（日本放送協会放送受信規約第

405 2012/9/14 横浜

日本放送協会が所有または設置の受信設備 覧（日本放送協会放送受信規約第

２条に規程する単位毎にまとめたもの）とそれらの受信契約ならびに受信料の

支払状況がわかる資料の開示

検討中

406 2012/9/14 横浜
日本放送協会におけるＩＳＯ９０００シリーズの取得計画を示した資料または

情報の開示
検討中

情報の開示

407 2012/9/14 横浜
公共放送の定義並びに日本放送協会が放送する番組（年１度以上放送するも

の）に対する公共放送の該非判定一覧
検討中

以下に示す教育の記録５年分（教材を含む）と有効性の評価一覧

408 2012/9/14 横浜

以下に示す教育 記録 年分（教材を含む） 有効性 評価 覧

・放送法 ・日本放送協会放送受信規約 ・ＮＨＫ情報公開制度（基準・規

程） ・児童ポルノ

検討中

409 2012/9/18 本部
ＮＨＫが一方的に放送受信契約を解約していいことがわかる資料または情報の

開示
検討中

開示

410 2012/9/18 本部

２０１２年３月、国会でＮＨＫの松本会長が放送受信契約の平均契約期間は８

年と言っているが、この平均年数を算出した根拠がわかる資料または情報の開

示

検討中

411 2012/9/18 本部
世帯契約は家ごとで一契約としているが、事業所契約は基本的に部屋ごとに一

契約としている根拠がわかる資料の開示
検討中

412 2012/9/18 本部 季節契約と学生契約を廃止した理由がわかる資料または情報の開示 検討中

/ / 宇都宮 季節契約と学生契約を廃止 た理由が分 文書 検討中
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413 2012/9/19 宇都宮 季節契約と学生契約を廃止した理由が分かる文書。 検討中



受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

414 2012/9/19 宇都宮 ＮＨＫが一方的に放送受信契約を解約していい事が書いてある資料の文書。 検討中

415 2012/9/19 宇都宮
世帯契約は家ごとで１契約なのに、事業所契約は部屋ごとに１台契約としてい

るのが分かる文書。
検討中

放送調査評価の結果の各年代別の男女別集計価結果に関して、次の調整表の開

示を求めます ２０１０年３月 ２０１１年３月 ２０１２年３月の①アン
416 2012/9/21 札幌

示を求めます。２０１０年３月、２０１１年３月、２０１２年３月の①アン

ケート集計データ（２０１２年６月７日開示受領分）とＮＨＫ放送文化研究所

ＨＰ上の②公表データの数値間の調整表。

検討中

放送調査評価結果の２０１０年３月～２１１２年３月間の各年代別、男女別の

集計結果 開示請求（ 月 付） 対 次 項 が漏れ ま た

417 2012/9/21 札幌

集計結果の開示請求（４月２２日付）に対し、次の項目が漏れていましたので

再請求します。

調査項目：ＮＨＫ視聴頻度

なお、前回の開示資料は、肯定と集約された調査資料の提供を受けましたが、

検討中

調査項目を集約しない素のデータの開示を求めます。

418 2012/9/21 札幌
ＮＨＫの世論調査の公表に関して基本となる指針を保持していると思いますの

で世論調査の公表に関する指針等について記載した内部文書の開示を求めます。
検討中

419 2012/9/21 札幌

ＮＨＫとして番組を質的に評価するための基準となる指標をもっていると思い

ます。正式に番組の質的評価項目として採用を決定した内部文書の開示を求め

ます。

検討中

420 2012/9/21 札幌

昇格（職員の職務の級を同一の職能号俸給の上位の職能給にあがる）すること

になっています。「職能号俸給」に規程する職務級の分類の基準となるべき標

準的な職務内容について記載した文書。

検討中
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

421 2012/9/21 札幌

昇格（職員の職務の級を同一の職能号俸給の上位の職能給にあがる）すること

にな ています 「職能号俸給 に規程する職能号俸の「号 の分類の基準と 検討中421 2012/9/21 札幌 になっています。「職能号俸給」に規程する職能号俸の「号」の分類の基準と

なるべき標準的な評価内容について記載した文書。

検討中

平成２１年から平成２４年度分各年度の定昇額算定した算出過程の資料の情報

開示を求めました。しかし、開示された文書には、概括的な定昇の定義に関す

422 2012/9/21 札幌

る文書しかありませんでした。開示依頼した文書を提供する義務が情報公開規

程上求められているはずですが、情報公開部の見解は、再度開示請求する必要

があるとのことなので、同一内容の開示の再請求をするものです。なお、算定

過程とは、平成２１年度５０９０円、平成２２年度５１１０円、平成２３年度

検討中

５１２０円及び情報提供を拒否した平成２４年度分の金額算出過程を求めたも

のです。

人事担当部が保管すべき文書の記載のある内規（業務処理要領等含む）で開示

いただいた文書一覧に 給与データ 所得税源泉徴収簿などの文書名がありま

423 2012/9/21 札幌

いただいた文書 覧に、給与データ、所得税源泉徴収簿などの文書名がありま

せん。開示された文書に漏れがあるのではないかとの照会に対して、再請求す

ることが必要との情報公開部の見解なので、当該文書について保管を記載した

内規（業務処理要領等含む）の再請求をするものです。

検討中

424 2012/9/21 札幌
毎月作成している「給与データ報告」の平成１７年～２４年の各３か月分及

び平成２３年４月～２４年２月の間の毎月分。
検討中

425 2012/9/21 札幌
ＮＨＫがＮＨＫの関連団体から、定期的に管理資料として提出を求める書類を

定めた内部文書。
検討中

部 書

426 2012/9/24 札幌

１．ＮＨＫ本部の部単位の職員数を集計したデータ ２．２４年３月３１日現

在の各地方局単位の職員数 ３．１，２のデータ集計のために用いた基データ

名、当該基データ作成担当部署名、当該基データへの入力すべき項目について

記載のある内部文書

検討中
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受付日 受付局 開示の求めの対象文書または内容 検討結果

427 2012/9/24 札幌

１．人事労務部の「要員管理」、「在籍管理」業務を遂行するための作成して

いるデ タ ２ １の業務実施のための業務実施要領もしくは類似の内部資料 検討中427 2012/9/24 札幌 いるデータ ２．１の業務実施のための業務実施要領もしくは類似の内部資料

の内部資料

検討中

428 2012/9/24 札幌
１．ＮＨＫに勤務する定年後、継続雇用している職員数

２．継続雇用職員に対する処遇に関して記載した文書
検討中

429 2012/9/24 札幌
理事会で審議した下記資料 １．職員の労働組合に対する基本方針 ２．職員

の給与、労働条件に関する基本事項 ３．理事会承認時の議事録
検討中

430 2012/9/24 札幌
１．ＮＨＫが現在求めている職員像について記載のある文書

２ ＮＨＫが職員育成するための基本的な育成方針について記載のある文書
検討中

２．ＮＨＫが職員育成するための基本的な育成方針について記載のある文書

431 2012/9/24 札幌 情報公開部の２４年度のリスクマネジメント方針を記載した文書 検討中

432 2012/9/24 札幌

１.「放送評価調査」の２０代～７０代の階層別の質問の結果に関して、全体

の平均値を算定する場合の算出過程を記載した文書 ２.「放送評価調査」の 検討中札幌 平均値を算定する場合 算出過程を記載 た文書 放送評価調査」

誤差範囲のデータ（±）

検討中

433 2012/9/24 札幌 経理規程実施細則 細節一覧表―解説と例示 検討中

/ / 札幌

１.平成１６年度～２４年度の以下の科目の予算、実績、予算残額

ジ 衛 道 教育 教養 芸能 各 組費 検討中434 2012/9/24 札幌 テレビ、ラジオ・ＦＭ、衛星の報道、教育、教養、芸能の各番組費

２.１６年度に経理規程（予算科目表）の１の科目変更理由を記載した内部文書

検討中

435 2012/9/24 札幌
ＮＨＫの予算管理を実行するために作成している月次試算表の作成単位が分か

る内部文書
検討中

436 2012/9/24 本部

「地域スタッフの契約取次における収納額について」で１７００円（平均単

価）の内訳を開示して下さい。新規契約の事務費は住所変更のみの場合の単価

とそれぞれの件数を知りたいと思います。

検討中
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受付日
受付

局
開示の求めの対象文書または内容 検討結果

平成２０年４月３０日発表の報道資料「２０１０年と２０１２年のオリンピッ

437 2012/9/24 本部

平成２０年４月３０日発表の報道資料「２０１０年と２０１２年のオリンピッ

ク放送権で合意」の契約権料について知りたいと思います。内訳と契約形態の

資料を求めます。

検討中

438 2012/9/24 千葉 ワンセグ契約の放送受信料について記載している文書 検討中

439 2012/9/24 千葉
平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの期間で、放送受信契約者

の届け出が無いのに放送受信契約を解約した件数がわかる資料
検討中

440 2012/9/21 札幌

２０年度、２１年度、２２年度、２３年度連結損益計算書もしくは作成時にＮ

ＨＫの個別損益計算書から相殺された科目名とその金額を記載した連結精算表 検討中440 2012/9/21 札幌 ＨＫの個別損益計算書から相殺された科目名とその金額を記載した連結精算表

もしくは類似の内部資料の開示。

検討中

441 2012/9/24 本部

１．世帯契約は家ごとで一契約としているが、事業所契約は基本的に部屋ごと

で一契としている根拠がわかる資料の開示 ２．季節契約と学生契約を廃止し

由がわ 資料 情報 開 が 方的 放送受信契約を解
検討中441 2012/9/24 本部

た理由がわかる資料又は情報の開示 ３．ＮＨＫが一方的に放送受信契約を解

約してよいことが書いてある資料又は情報の開示

検討中

442 2012/9/24 本部

今年の３月国会でＮＨＫの松本会長が放送受信契約の平均契約期間が８年と

いっていますが、この平均８年であるということを算出した根拠がわかる資料 検討中

又は情報の開示。

443 2012/9/24 本部
ＮＨＫが言う「受信料制度の意義を誠心誠意丁寧に説明しお支払いをお願いし

努力を重ねている未払い者の契約数（総数）の情報公開を求める。
検討中
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２ ＮＨＫ情報公開 個人情報保護審議委員会２．ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会

「ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会」は、視聴者から、ＮＨＫが行った一部開示または

不開示の判断に対して「再検討の求め」が出された場合に、中立的・客観的な立場からＮＨＫの
判断をチェックする第三者機関です。

委員は５人で、会長が経営委員会の同意を得て、部外の有識者の中から委嘱します。任期は２年で、
再任可能です。

（１）委員（１）委員
平成２４年９月末現在、次の方々に委員を委嘱しています。
委員長 大島 崇志 氏 （弁護士・平成23年7月1日委嘱）
委員長代行 佐藤 ギン子 氏 （（財）女性労働協会元名誉会長・平成23年7月1日委嘱）
委員 宮内 忍 氏 （公認会計士 平成23年7月1日委嘱）委員 宮内 忍 氏 （公認会計士・平成23年7月1日委嘱）
委員 米倉 久邦 氏 （元共同通信社論説委員長・平成24年3月1日委嘱）
委員 斉藤 誠 氏 （東京大学大学院法学政治学研究科教授

・平成24年5月1日委嘱）

（２）開催回数
平成２４年度上半期、審議委員会は９回開催されました
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３ 「再検討の求め」３．「再検討の求め」

（１）受付状況
平成２４年度上半期に、再検討の求めの受け付けは９８件ありました。

このうち４件については、諮問せず開示しました。

（２）審議状況
審議委員会は、平成２４年度上半期、２６件について審議し、２１件の答申がありました。

審議結果 件数 答申番号

平成２４年度上半期受付・審議案件（９４件）

一部開示の範囲を広げるか、すべて開示
が妥当

０件

不開示ではなく一部開示・開示が妥当 １件 130開 部開 開 件

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 ２０件 120～128,129(3),131～136,137(2）※

審議中 ５件

諮問準備中 ６８件

※ 答申129号は3件、137号は2件の諮問をひとつにまとめて答申を受けました。

＜答申内容はＮＨＫオンラインホームページに掲載中＞
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（３）「再検討の求め」の概要（平成２４年度上半期）

諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容

129 2012/4/5 2012/5/29 120 2012/6/12
テレビ共同受信施設の設置・運用に関する
覚書等

当初判断どおり
一部開示が妥当覚書等 部開示が妥当

130 2012/5/7 2012/5/29 121 2012/6/12
メール返信率の２３年度四半期ごとの分

析・評価等

当初判断どおり
一部開示が妥当

131 2012/5/7 2012/5/29 128 2012/8/28
24年度から3か年の受信料免除世帯件数・金 当初判断どおり

131 2012/5/7 2012/5/29 128 2012/8/28
年 年 信料 除世帯件

額等

当初判断 おり
一部開示が妥当

132 2012/5/7 2012/5/29 122 2012/6/12 職員給与の定昇等に関する理事会議事録
当初判断どおり
不開示が妥当

放送研修センタ との平成23年度の取引契 当初判断どおり
133 2012/5/7 2012/6/12

129 2012/8/28

放送研修センターとの平成23年度の取引契

約書

当初判断どおり
不開示が妥当

134 2012/5/7 2012/6/12
ＮＨＫ営業サービスとの平成22年度業務委

託契約書

当初判断どおり
不開示が妥当

135 2012/5/7 2012/6/12
ＮＨＫビジネスクリエイトとの平成23年度

の取引契約書

当初判断どおり
不開示が妥当

136 2012/5/7 2012/6/12 123 2012/6/29
衛星放送に係る中期経営計画年度の営業収

入等の計画数値等

当初判断どおり
部開示が妥当

/ / / / / /
入等の計画数値等 一部開示が妥当

137 2012/5/22 2012/6/12 124 2012/6/29
衛星放送の経費について中期経営計画にお

ける実績等

当初判断どおり
不開示が妥当
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/5/22 諮問せず開示（2012/6/15）
「ＮＨＫワールド・オンライン」の平成23

年度アクセス件数等

138 2012/5/7 2012/6/29 審議中 平成20～23年度末現在の職階別職員数

139 2012/5/9 2012/6/29 126 2012/7/23 日本放送労働組合との協定書
当初判断どおり
一部開示が妥当

140 2012/5/7 2012/6/29 125 2012/7/9 視聴者事業局と考査室の直近のＲＣＭ
当初判断どおり
不開示が妥当

141 2012/5/22 2012/7/9 130 2012/8/28 受信実態調査による受信形態比
不開示ではなく

141 2012/5/22 2012/7/9 130 2012/8/28 受信実態調査による受信形態比
開示が妥当

142 2012/5/22 2012/7/9 127 2012/7/23 中期経営計画の節単位の損益項目等
当初判断どおり
一部開示が妥当

2012/5/22 諮問せず開示（2012/7/25） 質の高い番組の具体的な評価指標等

143 2012/5/7 2012/8/28 135 2012/9/25
20～22年度の賞与支給人数と賞与支給総額

等

当初判断どおり
一部開示が妥当

144 2012/5/7 2012/8/28 136 2012/9/25
20～23年度の放送局等部局ごとの職員数、

年間総支給額の内訳

当初判断どおり
不開示が妥当

145 2012/5/7 2012/8/28 131 2012/9/11 20～23年度末の各子会社の職階別職員数
当初判断どおり
不開示が妥当
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

146 2012/5/22 2012/8/28 132 2012/9/11
各子会社で保有している賃貸ビルの取得年

月日等

当初判断どおり
不開示が妥当

中期経営計画作成にあたっての指示・注意 当初判断どおり
147 2012/6/29 2012/8/28 133 2012/9/11

中期経営計画作成にあたっての指示 注意

事項、スケジュール等

当初判断どおり
不開示が妥当

148 2012/7/31 2012/8/28 134 2012/9/11
ＨＰのリスクマネージメントとコンプライ

アンス推進の次回更新日

当初判断どおり
一部開示が妥当

149 2012/5/7 2012/9/11 137 2012/9/25
20～24年3月分の各子会社職員への給与支

給人数、総額、内訳

当初判断どおり
不開示が妥当

/ / / / / /
20～22年度の各子会社職員給与の年間支給 当初判断どおり

150 2012/5/7 2012/9/11 137 2012/9/25
20 22年度の各子会社職員給与の年間支給

総額の内訳

当初判断どおり
不開示が妥当

2012/9/13 諮問せず開示（2012/9/28）
放送受信契約の平均契約期間が分かる資料

の文書

2012/9/18 諮問せず開示（2012/9/28）
放送受信契約の平均契約期間が分かる資料

の文書

151 2012/8/13 2012/9/25 審議中
22、23年度の「週刊ステラ」の収入高、二

次使用料次使用料

152 2012/8/13 2012/9/25 審議中
ＮＨＫの子会社からＮＨＫ営業サービスへ
の出資額と出資目的
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

153 2012/8/13 2012/9/25 審議中
メディアミックスの「テキスト権料」の算

定方法等

マスコミ 大学関係者からの「開示の求
154 2012/7/17 2012/9/25 審議中

マスコミ、大学関係者からの「開示の求

め」の平成13～23年度の年度別件数

2012/5/7 諮問準備中
20～24年の３月分の給与支給人数、総額と

その内訳

2012/5/7 諮問準備中
22、23年度末でのクリエイティブ手当支給
数と支給総額

/ / 諮問準備中
20～22年度の各子会社の交際費 寄付金支

2012/5/7 諮問準備中
20 22年度の各子会社の交際費、寄付金支
出額

2012/5/7 諮問準備中
20～23年度の４月1日現在のＮＨＫ関連団
体等に出向した職員数等

2012/5/7 諮問準備中
22、23年度社会保険料の関連団体ごとの会社

負担率と個人負担率等

2012/5/7 諮問準備中
3か年で280人の職員削減の内容と22年度連結

損益計算書等損益計算書等

2012/5/22 諮問準備中
中期経営計画で職員人件費の定昇見込みとし

て計画した金額等
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/5/22 諮問準備中 過去５か年のコンテンツ売却総収入金額等

度 方 各自
2012/5/22 諮問準備中

20～23年度の本部と地方局の各自主制作比率

等

2012/5/22 諮問準備中
中期経営計画における事務処理共通業務の一

元化の実績等元化 実績等

2012/5/22 諮問準備中
支払率向上を直接担当している部署名、職員
数

2012/6/6 諮問準備中 20～22年度の各子会社の定年退職者数等

2012/6/6 諮問準備中
21～23年度にＮＨＫ役職員がセミナー講師を
した主催者名、講師料等

2012/6/6 諮問準備中 人事評価のフロー等

2012/6/6 諮問準備中 22年度のＮＨＫ関連団体の配当政策方針2012/6/6 諮問準備中 22年度のＮＨＫ関連団体の配当政策方針

2012/6/6 諮問準備中
24年度職員募集に関して23、24年度書類応募

者数等
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/6/29 諮問準備中
内部監査の際にリスク重要度に応じた分類方

法を記載した手引書等

会長発言「20～23年度の受信料収入額とコス
2012/6/29 諮問準備中

会長発言「20～23年度の受信料収入額とコス

ト額」の根拠

2012/6/29 諮問準備中
社会保険料の負担見直しに伴う24～26年度の

法定福利費の削減効果額

2012/6/29 諮問準備中
20～23年度のＮＨＫ共済会への福利厚生事業

支出額等

2012/6/29 諮問準備中
24年3月末の放送文化研究所の役員数、職員

2012/6/29 諮問準備中
数等

2012/6/29 諮問準備中
受信料の入金によるクレジット会社に対する
手数料支払い金額等

2012/7/17 諮問準備中
23年10月～24年3月の「視聴者の声」月別件

数

2012/7/17 諮問準備中
「視聴者ふれあい会議」の目的・メンバー・

体制等について等体制等について等

2012/7/17 諮問準備中
「視聴者会議」の目的・メンバー・体制等に

ついて等
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/7/24 諮問準備中
地方局等の「ふれあいミーティング」のＨＰ

上の掲示場所

2012/7/24 諮問準備中 職位別（一般職を除く）の男女別人数

2012/7/24 諮問準備中 24年度収納率の算定方法変更理由

2012/7/24 諮問準備中
「晴れ、ときどきファーム！ヘッドレスト外

し運転」の謝罪文と報道方法

2012/7/24 諮問準備中
「ケータイ大喜利」での謝罪文と掲示期間、

2012/7/24 諮問準備中
掲示場所

2012/7/24 諮問準備中
「鹿児島・委託社員による受信契約書偽造」

についての謝罪文と報道方法

2012/7/24 諮問準備中
「大阪・携帯端末盗難被害」で警察に届けた

盗難届

2012/7/26 諮問準備中 過去10年間の茨城県大子町の受信料徴収率準備中 年 城 料徴

2012/7/31 諮問準備中
ＮＨＫオンライン番組表のＢＳ1・ＢＳプレ

ミアに再放送の表示が無い理由
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/7/31 諮問準備中
受託業務勘定・事業収入のうち子会社等から

の収入（各社・各法人別に）

ＮＨＫＨＰのＮＨＫと関連団体取引一覧表に
2012/7/31 諮問準備中

ＮＨＫＨＰのＮＨＫと関連団体取引 覧表に

収入に係る取引が不掲載の理由

2012/8/6 諮問準備中
審議委員会に諮問しないで開示した４件につ

いてのＮＨＫの見解

2012/8/13 諮問準備中
22．23年度の施設ごとの収入額と子会社等か

らの収入額（各社別）

2012/8/13 諮問準備中
「きょうの料理」等のテキストがテキスト出

2012/8/13 諮問準備中
版収入に移行した経緯

2012/8/13 諮問準備中
21～23年度の受信料の前々年度以前回収に対

する債権総額

2012/8/23 諮問準備中
ＮＨＫ営業サービスと外部委託法人等との取

引先別取引高

2012/8/23 諮問準備中
21～23年度末でのＮＨＫの子会社等からの出

向者数（各社別）
準備中

向者数（各社別）

2012/8/23 諮問準備中
23年度の放送受信規約第10条5項、6項の免除

種類別実施件数

56



諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/8/27 諮問準備中
携帯端末盗難被害にあった大阪の法人事業者

からの報告・顛末書

2012/9/12 諮問準備中
会長発言「関連会社に業務発注して経費等を
削減」を裏付ける資料

2012/9/12 諮問準備中
22～24年度給与（定昇分）、賞与（冬季・夏

季別）の実施決済文書季別） 実施決済文書

2012/9/12 諮問準備中
直近の労使協定締結に関し審議、決裁した

内部文書

ＮＨＫサービスセンターのＮＨＫコンテンツ
2012/9/12 諮問準備中

ＮＨＫサ ビスセンタ のＮＨＫコンテンツ

２次展開による収入等

2012/9/12 諮問準備中
23年度の都道府県別の営業経費率、受信料収

入

2012/9/12 諮問準備中
22、23年度の放送受信規約11条2項の返れい、

追徴した件数と金額

2012/9/12 諮問準備中
四半期ごとのふれあいセンターの座席数と回

2012/9/12 諮問準備中
線数（22年以降）

2012/9/12 諮問準備中
22、23年度末の関連団体への出向者数（各会

社・法人別）
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/9/12 諮問準備中
情報公開・個人情報保護審議委員に提供して

いる文書・資料名

副次収 算定基準 算出方法①施設使用料②
2012/9/12 諮問準備中

副次収入算定基準、算出方法①施設使用料②

放送番組の多角的活用

2012/9/18 諮問準備中 「文書開示判断期間延長」会議の開催日等

2012/9/18 諮問準備中
審議委員会に諮問しないで開示した経緯がわ

かる文書

2012/9/21 諮問準備中 23年度末の本部の部課単位の職員数

2012/9/21 諮問準備中
業務委託に係る管理比率と直接出資子会社の

配当施策

2012/9/24 諮問準備中
番組宣伝用広告印刷物の作成目的、効果の測

定方法等

2012/9/24 諮問準備中
営業局作成・保管文書のうち委託契約書、事

2012/9/24 諮問準備中
務費等

2012/9/24 諮問準備中
「大阪・携帯端末盗難被害」がＨＰから消え

た経緯がわかる文書等
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諮問
番号

再検討の
求め受付日

諮問日
答申
番号

答申日 事案の概要
審議委員会の
意見の内容番号 求め受付日 番号 意見の内容

2012/9/24 諮問準備中 23年度の宿舎管理費を宿舎別に

2012/9/24 諮問準備中 関連団体の保養所等の厚生施設2012/9/24 諮問準備中 関連団体の保養所等の厚生施設

2012/9/24 諮問準備中
放送受信料未収者に対し強制執行実施予告に

より回収した金額

2012/9/24 諮問準備中
22、23年度受託業務勘定・ＮＨＫ施設の施設

ごとの使用料

2012/9/24 諮問準備中 23年度ＣＳ向上委員会議の議事録 開催状況2012/9/24 諮問準備中 23年度ＣＳ向上委員会議の議事録、開催状況

2012/9/24 諮問準備中
23年度本部ＣＳ向上委員会の議事録、開催状

況

2012/9/27 諮問準備中
経営委員会に先立って開かれた経営委員の会

合の議事録
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（参考）情報提供
＊備え置き公開文書 全国の放送局・支局、営業センター等の「備え置き公開文書」は、平成２４年９月末現在で５９文書となっています。

◆◆備え置き公開文書◆◆

1 経営委員会議事録

2 理事会議事録

3 中央放送番組審議会議事概要

4 地方放送番組審議会議事概要

21 国際放送番組編集の基本計画

22 国際放送番組編成計画

23 インターネットサービス基本計画

24 ＮＨＫの情報公開のあり方に関する提言

41 関連団体事業活動審査委員会規程

42 子会社・関連会社の役員一覧

43 随意契約の適正化

44 環境報告書4 地方放送番組審議会議事概要

5 国際放送番組審議会議事概要

6 国内番組基準

7 国際番組基準

8 業務報告書および監査委員会の意見書

24 ＮＨＫの情報公開のあり方に関する提言

25 ＮＨＫ情報公開基準

26 ＮＨＫ情報公開規程

27 ＮＨＫ個人情報保護方針

44 環境報告書

45 ＮＨＫことしの仕事

46
豊かで安心、たしかな未来へ
平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画

47
「いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ」

平成２１～２３年度 ＮＨＫ経営計画8 業務報告書および監査委員会の意見書

9
財務諸表（財産目録、貸借対照表、損益計算書、
資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
並びにこれらに関する説明書）

10 連結財務諸表

28 ＮＨＫ個人情報保護規程

29
報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保
護規程

30
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会規
程

平成２１ ２３年度 ＮＨＫ経営計画

48 デジタル時代のＮＨＫ懇談会 報告書

49 ＮＨＫ“約束”評価報告書

50 視聴者視点によるＮＨＫ評価

51
ＮＨＫ第２次コンプライアンス委員会
最終答申

11 日本放送協会定款

12 予算書（収支予算、事業計画及び資金計画）

13
収支予算、事業計画及び資金計画に関する説明
資料

31 ＮＨＫ情報公開・個人情報保護対応マニュアル

32 放送受信規約

33 放送受信料免除基準

34 業務委託基準

51
最終答申

52 ＮＨＫ視聴者ふれあい報告書

53 「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」

54 日本放送協会報

55 ＮＨＫ年鑑
14 経理規程

15 役職員の服務準則

16 役職員の報酬・給与等の支給基準

17 ＮＨＫ放送ガイドライン２０１１

35 業務委託契約要領

36 番組制作の委託取引に関する自主基準

37 関連団体運営基準

55 ＮＨＫ年鑑

56 放送受信契約数統計要覧

57 月刊「放送研究と調査」

58 技研「研究年報」

59 ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ

はホームページにも掲
載しているもの

17 ＮＨＫ放送ガイドライン２０１１

18 国内放送番組編集の基本計画

19 国内放送番組編成計画

20 各地方向け地域放送番組編集計画

38 関連団体の業務運営状況調査の結果

39 関連団体事業活動審査委員会の活動結果

40 ＮＨＫと関連団体との取引

41 関連団体事業活動審査委員会規程

59 ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ
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