


NHKの情報公開

NHKの情報公開の取り組みは2001（平成13）年7月にスタートしました。

NHKは、放送やホームページ、出版物、それに電話やメールによる視聴者

からの問い合わせへの対応など、さまざまな方法で積極的に情報提供を進め

てきました。NHKの情報公開は、こうした幅広い情報提供を前提に成り立って

います。

NHKは「政府の活動として放送を行っている法人ではない」という理由から

情報公開法の対象となっていません。一方で、NHKは受信料によって運営

されている公共放送であることから、事業活動や財務内容などについて自ら

視聴者に説明する責務があると考え、視聴者一人ひとりの求めに応じて

ＮＨＫが保有している文書を開示する情報公開の取り組み（情報開示）に

努めています。

NHKと視聴者をつなぐ第一の手立てはまぎれもなく放送そのものです。

その上でNHKの情報公開で最も大切なことは、放送による言論表現の自由を

確保しつつ、視聴者に対する説明責任を果たすことです。情報公開を進めて

業務の透明性を高めていくことで公共放送に対する信頼を深め、視聴者

一人ひとりとの結びつきをよりいっそう強固にしていかなければなりません。

情報公開は、NHKの役職員全員の業務に関わるものです。視聴者にとって

より身近な放送局として「豊かで質の高い放送」を提供し、また放送の自主・

自律を貫くために、情報公開に積極的に取り組んでいく必要があります。

情報公開の業務は手続きの正確性、一貫性が必要であるため、このマニュアル

が各部局の情報公開担当者の皆さんの業務の一助になれば幸いです。
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情報提供 NHK自ら、NHKの事業活動全般にわたる情報を積極的に公開することです。
視聴者にわかりやすく速やかに情報が提供されるよう、放送、新聞広告、パンフレット、
インターネット等のさまざまな方法により、情報提供に努めていきます。

情報開示 視聴者からの「開示の求め」にこたえて、NHK役職員が業務上共用するものとして保有して
いる文書を公開することです。視聴者に対する説明責務を果たすため、NHK情報公開基準に
則り、きめ細かくこたえていきます。

「開示の求め」の対象となる文書 NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書（電磁的に記録されたものを含む。）

「開示の求め」の
対象とならない文書

放送番組編集の自由を確保する観点等から「開示の求め」ができないものがあります。

・  放送番組の企画、取材、収録等について記録した文書その他放送番組の編集に関する情報
を記録したもの（ビデオテープ、録音テープ等を含む。）

・ 書籍、雑誌等不特定多数の人に販売することを目的として発行されるもの

・ 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

開示できない文書 ・ NHKの権利利益、地位、事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
・ NHK内の審議、検討、協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの
・ 特定の個人を識別できるものや個人の権利利益を害するおそれがあるもの
・ NHK以外の法人、団体、個人事業主の権利等を害するおそれがあるもの
・ NHKの保安に支障を及ぼすおそれがあるもの
・ 契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの 等

「開示の求め」のできる方 NHKの放送の視聴者

受付窓口 NHK放送センターおよび全国の放送局 ※営業センターでは受け付けません。

申込方法 日本語で記入した「開示の求め」および「開示の求め手数料」を持参または郵送で提出してもらいます。
※郵便の場合は、各放送局の情報公開担当宛にお送りください。
※ 名前、住所、開示を求める文書名（文書名がわからない場合は内容を具体的に）を視聴者

本人が記入します。
※申込者が法人その他の団体の場合は事務所等の名前と所在地を記入します。

開示・不開示等の判断期間 「開示の求め」を受け付けた翌日から30日以内に判断し、直ちに書面により連絡します。

開示の実施方法 視聴者が開示の連絡を受け取った翌日から2週間以内に、閲覧またはコピーを提供します。
※電磁的に記録されたものについては、プリントアウトし、閲覧またはコピーを提供します。

費用（税込） 納付は現金か定額小為替
・ 開示の求め手数料 ： 1件につき300円
・ 開示実施手数料 ： コピー代（一枚につき白黒10円、カラー50円）
・ 郵 送 料 ： 実 費（切手でも可）

※閲覧のために、コピーやプリントアウトが必要な場合も開示実施手数料を負担していただきます。

再検討の求め 不開示等の判断結果について視聴者は「再検討の求め」ができます。
その場合NHKは第三者機関である「NHK情報公開・個人情報保護審議委員会」に諮問し、
その意見を尊重して最終的に判断します。

NHK情報公開のしくみ
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2014年４月１日から、NHKの情報公開の仕組みの利用者に
は、実費の範囲内において制度運用経費の一部負担をお願いし
ています。2012年度に「開示の求め」の件数が著しく増加した
ことを踏まえ、国の制度等（行政機関の保有する情報の公開に
関する法律等）を参考として、公平負担を図る制度として運用し
ています。
ＮＨＫ情報公開基準「２情報開示（1）情報開示の仕組み ケ
手数料」と、NHK情報公開規程第15条で規定しているとおり、
手数料は、開示の求めにあたって発生する費用（「開示の求め
手数料」）、開示の実施にあたって発生する費用、いわゆる
コピー代（「開示実施手数料」）、郵送希望の場合の郵送料の3つ
に分かれます。

●開示の求めにあたって発生する費用（「開示の求め手数料」）
開示の求めに係る文書１件につき300円とし、開示の求め
を行うときに、お支払い頂きます。文書の数え方については、
ひとつの文書にまとめられた複数の文書や、相互に密接な関
連を有する複数の文書の場合は１件とみなすなど、文書保存
の外形的要素や、内容の一体性に鑑みて判断します。

（例１）2008～2017年度の○○に関する文書
→年度ごとに１件と数えるので10件となります。

（例２）△△に関して以下の内容がわかる文書
１．□□
２．◇◇
→□□と◇◇が相互に密接な関連を有すると判断で
きない場合は２件となります。

お求めの文書を特定する過程において、「開示の求め」
提出時の文書件数と異なっていると判断した場合は、速やか
に提出した視聴者にご連絡し、件数が変更となった理由につ
いてご説明するとともに、必要に応じて開示の求めの補正や、
「開示の求め手数料」追加のお支払いをお願いすることが
あります。

●開示の実施にあたって発生する費用（「開示実施手数料」）
文書のコピーに要する費用とし、ＮＨＫ情報公開規程別表２
にあるとおり、白黒コピーは１枚につき10円、カラーコピーは
１枚につき50円とします。
但し当該開示文書のコピー代が、「開示の求め手数料」以下
となる場合は「開示実施手数料」は頂かず、その額が「開示の
求め手数料」を超える場合は「開示の求め手数料」を控除した
額を「開示実施手数料」とします。

（例１）当該開示文書が白黒コピー５枚の場合
→「開示実施手数料」は無料となります。

（例２）当該開示文書が白黒コピー35枚の場合
→「開示実施手数料」は50円となります。

（例3）当該開示文書がカラーコピー８枚の場合
→「開示実施手数料」は100円となります。

●郵送希望の場合の郵送料
実費を頂きます。
切手での納入も可能です。

◆手数料は全て税込です。

手数料について
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「開示の求め」で使用する書類

様式第1号「開示の求め」
・視聴者本人が記入する申込書。

様式第2号「対象外のご連絡」
・視聴者の求めた文書が開示の求めの対象外であることを連絡。

様式第3号「文書開示のご連絡」
・視聴者に開示の日時と費用を連絡。

様式第4号「文書一部開示のご連絡」
・視聴者に一部開示の日時と費用を連絡。

様式第5号「文書不開示のご連絡」
・視聴者に不開示の旨を連絡。

様式第6号「文書開示判断期間延長のご連絡」
・視聴者に判断期間の延長を連絡。

様式第7号「文書開示判断期間の一部延長のご連絡」
・視聴者に一部の文書に関する判断期間延長を連絡。

様式第8号「意見書の提出についてのお願い」
・第三者へ意見書提出の要請を連絡。

様式第9号「文書開示についての意見書」
・第三者本人が記入する意見書。

様式第10号「文書開示判断についてのご連絡」
・文書を視聴者に開示する旨を、第三者に連絡。

様式第11号「文書一部開示判断についてのご連絡」
・文書を視聴者に一部開示する旨を、第三者に連絡。

様式第21号「開示実施手数料 減額（免除）申請書」
・視聴者本人が記入する申請書

「再検討の求め」で使用する書類

様式第12号「再検討の求め」（一般用）
・視聴者本人が記入する申込書。

様式第13号「再検討の求め」（第三者用）
・第三者本人が記入する申込書。

様式第14号
「NHK情報公開・個人情報保護審議委員会諮問のご連絡」
・視聴者に再検討の求めが審議委員会に諮問されたことを連絡。

様式第15号「文書開示のご連絡」（一般再検討用）
・視聴者に開示の日時と費用を連絡。

様式第16号「文書一部開示のご連絡」（一般再検討用）
・視聴者に一部開示の日時と費用を連絡。

様式第17号「文書不開示のご連絡」（一般再検討用）
・視聴者に不開示の旨を連絡。

様式第18号「文書開示のご連絡」（第三者再検討用）
・文書を視聴者に開示する旨を、第三者に連絡。

様式第19号「文書一部開示のご連絡」（第三者再検討用）
・文書を視聴者に一部開示する旨を、第三者に連絡。

様式第20号「文書不開示のご連絡」（第三者再検討用）
・文書を視聴者に開示しない旨を、第三者に連絡。

様式一覧
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「開示の求め」は1枚に1件の文書名を記入することと、1件につき300円の「開示の求め手数料」がかかることを視聴者に
説明した上で、視聴者本人に記入してもらいます。情報公開担当者は、記入漏れや誤りがないようサポートします。

21

「開示の求め」記入上の注意

「開示の求め」（様式第1号）は、視聴者が開示の求めを行うときに使用します。

開示を求める
文書名を記入
してもらいます。
（1枚に1件です）

文書名が
わからない場合は、
内容を具体的に
記入してもらいます。

改ざんを防ぐた
めに、手書きで
はなく印鑑を押
してください。

視聴者に記入して
もらいます。

必ず記入して
もらってください。
記入がない場合は
受け付けません。

いずれかに必ず
チェックを
入れてもらいます。

手書きでも
かまいません。

開示の求めにあたって発生する費用（「開示の求め手数料」）と開示の実施にあたって発生する
費用（「開示実施手数料」）はいずれも視聴者の負担となることを説明します。（p19参照）
なお、閲覧の場合でも「開示実施手数料」がかかる場合があることを説明します。
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日本放送協会（以下「ＮＨＫ」という。）は、全国民を
基盤とする公共放送の機関として、不偏不党の立場
を守り、豊かで良い放送番組をあまねく全国に放送す
ることに最大限の努力を払う。同時に、視聴者からの
受信料を財源とすることにかんがみ、視聴者に対する
情報の公開にいっそう取り組み、その支持と信頼をよ
り確かなものにしていく。こうした努力を通じて、豊か
な放送文化の創造に貢献する。
放送による言論と表現の自由を確保しつつ、視聴
者に対する説明責務を果たすため、次のとおり、情報
公開に関する基準を定める。

１ 情報提供

（1）情報提供の内容
ＮＨＫの事業活動全般にわたる情報（子会社
等に関する情報を含む。）を提供する。
情報開示の求めの対象とならない分野の情報
についても、可能な範囲で提供に努める。

（２）情報提供の手段
視聴者に分かりやすく、速やかに情報が提供され
るよう、次に掲げる方法により、情報を提供する。
ア 放送
イ 各放送局等における備え置き
ウ 日刊新聞紙への掲載、印刷物の発行等
エ インターネットホームページへの掲載
オ 電話等による問い合わせへの回答
カ ＮＨＫ施設の公開など

２ 情報開示

（1）情報開示の仕組み
ア 開示の求めの対象
ＮＨＫ役職員が業務上共用するものとし
て保有している文書（電磁的に記録され
たものを含む。）を対象とする。
ただし、放送番組編集の自由を確保する
観点等から、次のものについては、開示
の求めの対象外とする。

（ア）放送番組の企画、取材、収録等につ
いて記録した文書その他放送番組の
編集に関する情報を記録したもの（ビ
デオテープ、録音テープ等を含む。）

（イ）書籍、雑誌等、不特定多数の者に販売
することを目的として発行されるもの

（ウ）歴史的もしくは文化的な資料または
学術研究用の資料として特別の管理
がされているもの

（改正 平成26.1.14）
イ 不開示情報

開示することにより、ＮＨＫの活動に支障
を及ぼすおそれのあるものや、個人のプ
ライバシーを侵害するおそれのあるもの
などは、求めがあっても開示しないこと
とする。（類型別紙）

ウ 開示の求めのできる者
開示の求めのできる者は、ＮＨＫの放送
の視聴者とする。

エ 開示の求めの受付
開示の求めを行う者の名前、住所または
居所、開示する文書を特定するために必
要な事項などを記入した所定の用紙の提
出を求める。
開示の求めは、全国の放送局で受け付
ける。

オ 開示の求めに対する措置
開示の求めのあった日から原則として

30日以内に、開示・不開示等についての
判断を行い、その結果を、開示の求めを
行った者に対して、書面で連絡する。
ただし、事務処理上の困難その他正当な
理由があるときは、必要に応じて延長す
る場合がある。

カ 文書の部分開示、存否情報の扱い
開示の求めに係る文書の一部に不開示
情報が記録されている場合は、当該部分
を除いた部分につき開示する。また、求
めに係る文書が存在しているか否かをこ
たえるだけで不開示情報を開示すること
になるときは、当該文書の存否自体を明
らかにしない場合がある。

キ 第三者保護手続き
開示の求めに係る文書に第三者に関す
る情報が記録されている場合、または第
三者から取得した文書については、開示
の決定にあたって、当該第三者に対して
意見の提出を求め、その内容を考慮した
上で、開示の求めに係る情報の開示・不
開示等を判断する。

ク 開示の実施
開示は、原則として該当文書の閲覧また
はコピーの提供によって行う。
ただし、対象文書が不存在の場合などで
も、求めの趣旨をくみ取り、可能な範囲で
情報提供に努める。

ケ 手数料
開示の求めおよび開示の実施にあたって
発生する手数料として、実費の範囲内にお
いて、それぞれその負担を求める。ただし、
経済的困難その他特別の理由があるとＮＨ
Ｋが認めるときは、規程で定めるところに
より、開示の実施にあたって発生する手数
料を減額または免除する場合がある。

（改正 平成26.1.14）
（２）再検討の求めの仕組み

ア 第三者の意見を加味する仕組み
ＮＨＫの不開示等の判断に対する再検討
の求めに関して第三者の意見を加味する
ことにより客観性を担保する仕組みとし
て、ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委
員会を設置する。

イ 再検討の求めの受付
再検討を求める者に対して、所定の用紙
の提出を求める。
再検討の求めは、全国の放送局で受け
付ける。

ウ 再検討の求めに対する措置
再検討の求めを受け付けた場合には、再
検討の求めに係るＮＨＫの見解を付して、
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員
会に意見を求める。
ＮＨＫは、その意見を尊重して、再検討の求
めに対する最終判断を行い、ＮＨＫ情報公
開・個人情報保護審議委員会の意見とあわ
せて再検討の求めを行った者へ連絡する。

３ ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会

（1）組織
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会は、
委員５人以内をもって組織する。

（2）委員の選任
委員は、優れた識見を有し、公正な判断がで
きる者のうちから、経営委員会の同意を得て、

会長が委嘱する。
（3）任務

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会は、再
検討の求めについて審議し、意見を述べる。

（4）その他
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の審議
が十全に行われるよう、事務局の設置等を行う。

４ 情報公開を円滑に運用するための施策等

（1）実施手順等
情報公開の円滑な運用に資するため、開示の
求めの手続き、手数料などの具体的な実施規
程、不開示情報に関する規程、ＮＨＫ情報公
開・個人情報保護審議委員会の運営に関する
規程等を別途定め、公表する。

（2）文書管理
視聴者からの開示の求めにこたえ、円滑かつ
的確な運用に資するため、情報公開の視点に
立った適正な文書管理にいっそう努める。

（3）視聴者の利便に資する情報の提供
開示の求めを行う視聴者がＮＨＫの保有する
文書の特定を容易に行えるよう、視聴者の利
便に資する情報の提供に努める。

（4）施行状況の公表
この基準にもとづく情報公開の実施状況につ
いては、適宜、公表するとともに、業務報告書
に記載する。

５ その他

情報公開の実施状況や社会の動向を踏まえ、
適宜、この基準の見直しに努める。
この基準にもとづく情報公開は、平成13年7
月1日から実施する。

【不開示情報】

① ＮＨＫの事業や事務に関する情報であって、開
示することによって、ＮＨＫの権利利益、地位も
しくは事業活動に支障を及ぼすおそれがある
もの、または特定の者に利益・不利益を及ぼす
おそれがあるもの

② ＮＨＫ内の審議、検討、協議に関する情報で
あって、開示することによって、その審議、検
討、協議が円滑に行われることを阻害するおそ
れがあるもの

③ 個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる名前その他の記述等により特定の個人を
識別することができるもの（公知になっている
ものを除く。）、または開示することによって、
個人の権利利益を害するおそれがあるもの

④ ＮＨＫ以外の法人、団体、または個人事業主に
関する情報であって、開示することによって、
その第三者の権利、競争上の地位その他事業
の遂行を害するおそれがあるもの

⑤ 開示することによって、ＮＨＫの保安に支障を
及ぼすおそれがあるもの

⑥ 契約によりＮＨＫが守秘義務を課せられている
もの、または契約の相手方が開示を承諾しな
い契約書

付 則（平成２６年１月１４日）

（施行期日）
この基準は、平成２６年４月１日から施行する。

ＮＨＫ情報公開基準
 改正 会長指示（平成17.4.1）

会長指示（平成26.1.14）平成26年 4月1日施行

制定 会 長 指 示
平成12.12.19



視聴者対応窓口
情報公開担当者

情報公開・
個人情報保護センター 文書保有部局 資 料

24

第１章 総則

（目的）
第１条 この規程は、ＮＨＫ情報公開基準に基づき情
報公開を円滑に実施するために、必要な事項を定
めることを目的とする。

（定義）
第２条 この規程において「情報提供」とは、自ら情
報を積極的に公開することをいう。

２ この規程において「情報開示」とは、開示の求め
に応じて文書を開示することをいう。

（対象文書）
第３条 開示の求めの対象となる文書は、ＮＨＫ役職
員が業務上共用するものとして保有している文書
（電磁的に記録されたものを含む。）とする。ただ
し、次に掲げるものについては、開示の求めの対
象外とする。

一 放送番組および放送番組の編集に関する情報を
記録したもの（別表１）

二 書籍、雑誌等不特定多数の者に販売することを目
的として発行されるもの

三 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の
資料としてＮＨＫ放送博物館等において特別の管
理がされているもの

第２章 情報提供

（提供する情報）
第４条 情報提供にあたっては、ＮＨＫの事業活動全
般にわたる情報を提供するものとし、前条各号に
規定する開示の求めの対象外情報についても可
能な範囲で提供するよう努める。

２ 前項に規定するＮＨＫの事業活動全般にわたる
情報には、放送法第８４条の２第１項に基づく総務
省令で定めるところにより、その保有する次に掲
げる情報であって同項に基づく総務省令で定め
るものを記録した文書、図画又は電磁的記録（電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られた記録をい
う。）を含む。

一 ＮＨＫの組織、業務および財務に関する基礎的な
情報

二 ＮＨＫの組織、業務および財務についての評価お
よび監査に関する情報

三 ＮＨＫの出資または拠出に係る法人その他の同項
第３号に基づく総務省令で定める法人に関する基
礎的な情報

（情報提供の手段）
第５条 情報提供は、視聴者の利便性に配意しつつ、
情報の内容に応じて、次に掲げる手段により行う。

一 ＮＨＫの行う放送
二 次に掲げる場所への文書の備え置き
ア ＮＨＫ放送センター
イ 全国の拠点放送局および放送局

三 日刊新聞紙への掲載、印刷物の発行等
四 インターネットホームページへの掲載
五 電話等による問い合わせへの回答
六 ＮＨＫ施設の公開
七 その他適切な手段

第３章 情報開示

（開示の求めのできる者）
第６条 開示の求めのできる者は、ＮＨＫの放送の視
聴者とする。

（開示の求めの受付）
第７条 開示の求めの受け付けにあたっては、開示
の求めを行う者に対し、次に掲げる事項を日本語
で記載した書面（以下「開示の求めの書面」とい
う。）を持参しまたは郵送（日本国内郵便）で提出
するよう求める。

一 名前および住所（法人その他の団体にあっては、
名称、開示の求めを行う者の名前および事務所ま
たは事業所の所在地）

二 開示の求めに係る文書名または内容
三 第１３条第１項に規定する開示方法のうち、希望
する開示方法

２ 開示の求めの書面において、開示を求める文書
を特定するために必要な事項の記載が十分では
ないと判断したときまたは第１項に規定する記載
事項に不備があると認めたときは、開示の求めを
行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正
を求めるものとする。この場合においては、補正
の参考となる情報を提供するよう努める。

３ 開示の求めの目的が他人の権利を侵害する等不
正または不当なものであると明らかに認められる
場合には、開示の求めを受け付けないものとする。

４ 開示の求めは、次に掲げる場所で受け付ける。
一 ＮＨＫ放送センター
二 全国の拠点放送局および放送局

（文書の開示）
第８条 第３条に規定する開示の求めの対象となる
文書について開示の求めがあったときは、開示の
求めに係る文書に次の各号のいずれかに該当す
る情報（以下「不開示情報」という。）が記録され
ている場合を除き、当該文書を開示するものとす
る。

一 争訟、交渉、契約、調査、研究、人事、労務、経理
その他の事務または事業に関する情報であって、
開示することにより、ＮＨＫの権利利益、地位もし
くは事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの、
または特定の者に利益もしくは不利益を及ぼすお
それがあるもの

二 ＮＨＫ内の審議、検討または協議に関する情報で
あって、開示することにより、その審議、検討また
は協議が円滑に行われることを阻害するおそれが
あるもの

三 個人に関する一切の事項についての事実、判断、
評価等の情報であって、当該情報に含まれる名前
その他の記述等により特定の個人を識別すること
ができるもの、または、特定の個人を識別すること
はできないが、開示することにより、当該個人の権
利利益を害するおそれがあるもの

四 ＮＨＫ以外の法人および任意団体その他の法人
格のない団体（以下「法人等」と総称する。）また
は個人事業主に関する情報であって、開示するこ
とにより、当該法人等または当該個人事業主の権
利、競争上の地位その他事業の遂行を害するお
それがあるもの

五 施設・設備の配置に関する情報その他開示すること
によりＮＨＫの保安に支障を及ぼすおそれがあるもの

六 契約によりＮＨＫが守秘義務を課せられているもの、
または契約の相手方が開示を承諾しない契約書

２ 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる情報につ
いては、不開示情報に該当しないものとして扱う。

一 すでに公にされ何人も知り得る状態に置かれてい
るものまたはそれに準ずる状態に置かれていると
みなすことができるもの

二 ＮＨＫ役職員個人に関する情報であって、開示の
求めに係る文書を開示することにより特定の個人
を識別することができるものであっても、当該個
人の権利利益を害するおそれがないと明白に判
断できるもの

（文書の部分開示）
第９条 開示の求めに係る文書の一部に不開示情報
が記録されている場合において、不開示情報が記
録されている部分を容易に区分して除くことがで
きるときは、開示の求めを行った者に対し、当該部
分を除いた部分を開示する。ただし、当該部分を
除いた部分に有意の情報が記録されていないと
認められるときは、この限りでない。

（存否情報の扱い）
第１０条 開示の求めに対し、当該開示の求めに係る
文書が存在しているか否かをこたえるだけで、不
開示情報を開示することになるときは、当該文書
の存否を明らかにしないで当該開示の求めを拒む
ことができる。

（開示の求めに対する措置）
第１１条 開示の求めに係る文書が開示の求めの対
象外文書であることが判明したときは、開示の求
めを行った者に対し、その理由を付して書面によ
り連絡する。

２ 開示の求めに係る文書が開示の求めの対象とな
る文書の場合は、当該求めがあった日から３０日以
内に、開示・不開示等の判断を行うものとする。た
だし、第７条第２項の規定により補正を求めた場
合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期
間には含めない。

３ 前項の規定により開示・不開示等の判断を行った
ときは、開示の求めを行った者に対し、その判断
の結果を書面により連絡する。

４ 前項の場合において、当該文書の全部または一
部を不開示とする判断を行ったときは、その理由
をあわせて連絡する。

５ 開示の求めに係る文書が著しく大量である等の
事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
および次条第３項の規定に基づき第三者が再検
討の求めを行ったときは、第２項に規定する期間
を必要に応じて延長することができる。ただし、開
示の求めに係る文書が著しく大量である場合にお
いては、当該求めに係る文書のうちの主要なもの
について３０日以内に開示・不開示等の判断を行
い、残りの文書については相当の期間内に開示・
不開示等の判断を行うものとする。

６ 前項の場合においては、開示の求めを行った者に
対し、延長する期間および延長の理由を書面によ
り連絡する。

（第三者保護手続き）
第１２条 ＮＨＫ以外の者（以下「第三者」という。）に
関する情報が記録されている文書または第三者

改正 会長指示（平成16.12.21）平成17年 4月 1日施行
視聴者総局長指示（平成23. 6. 6） 平成23年 6月30日施行

会長指示（平成26. 1.14） 平成26年 4月 1日施行
会長指示（平成27. 7.28） 平成27年 8月 1日施行
会長指示（2019. 12.24） 2020年 1月 1日施行

目次
第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 情報提供（第４条－第５条）
第３章 情報開示（第６条－第１６条）
第４章 再検討の求め（第１７条－第２２条）
第５章 補則（第２３条－第２６条）
付 則

ＮＨＫ情報公開規程 制定 会 長 指 示
平成13.6.12



から取得した文書について、当該文書の全部もし
くは一部を開示しようとする場合は、当該第三者
に対し、その旨を連絡し、連絡を受けた日から２週
間以内に意見書を提出するよう求める。ただし、
開示しようとする文書もしくはその内容がすでに
公にされ何人も知り得る状態に置かれているとき
またはそれに準ずる状態に置かれているとみなす
ことができるときは、この限りでない。

２ 前項の文書について開示・不開示等の判断を行う
にあたっては、当該第三者から提出された意見書
の内容を考慮する。

３ 当該第三者が当該文書の開示に反対の意思を表
示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提
出した場合において、なおＮＨＫが当該文書を開
示するとの判断を行おうとするときは、反対意見
書を提出した第三者に対し、開示の判断を行う旨
およびその理由ならびに当該連絡を受けた日から
２週間以内に再検討の求めができる旨を直ちに書
面により連絡する。

４ 前項の開示の判断は、当該第三者からの再検討
の求めがなかった場合に行う。

（文書の開示の実施）
第１３条 文書の開示は、次に掲げる日から２週間以
内に、当該文書の閲覧またはコピーの提供により
行う。ただし、電磁的に記録されたものについて
は、当該電磁的記録を印刷物として出力したもの
の閲覧またはコピーの提供により行う。

一 開示の求めを行った者が第１１条第３項に基づく
開示の判断結果の連絡を受けた日

二 第１７条に規定する再検討の求めを行った者が第
２２条第１項に基づく開示の判断結果の連絡を受
けた日

２ 閲覧の方法による文書の開示の場合、当該文書
の保存に支障を生ずるおそれがあると認めると
き、第９条に規定する文書の部分開示を行うとき
その他正当な理由があるときは、そのコピーによ
り、これを行うことができる。

３ 文書の開示にあたっては、開示の求めを行った者に対
し、開示により得た情報を適正に用いるよう求める。

（情報の提供）
第１４条 開示の求めの対象文書が不存在その他の
場合でも、開示の求めの趣旨を汲み取り、可能な
範囲で情報の提供に努める。

（費用の負担）
第１５条 開示の求めにあたって発生する手数料（以
下「開示の求め手数料」という。）は開示の求めに
係る文書１件につき300円（税込）とし、開示の求
めを行う者が当該開示の求めを行うときに、支払
いを求める。

２ 次の各号のいずれかに該当する複数の文書の開
示の求めは、１件の文書とみなす。

一 ひとつの文書にまとめられた複数の文書
二 相互に密接な関連を有する複数の文書
３ 開示の実施にあたって発生する手数料（以下「開
示実施手数料」という。）は、コピーに要する費用
とし、料額は別表２のとおりとする。ただし、当該
費用が当該開示の求め手数料に達するまでは無
料とし、これを超えるときは、開示の求め手数料を
控除した額を開示実施手数料とする。

４ 開示の実施を受ける者は、開示実施手数料のほ
かに郵送に要する費用を納付して、文書のコピー
の郵送を求めることができる。

（開示実施手数料の減免）
第１６条 開示を受ける者に経済的困難その他特別
の理由があるとＮＨＫが認めるときは、開示実施
手数料を減額または免除する場合がある。

２ 前項において、開示実施手数料の減額または免
除を求める者は、開示の求めを行うにあたり、前
項の事由を記載した所定の申請書および減額ま
たは免除の理由に係る事実を証明する書面を提
出しなければならない。

３ 第１項において、経済的困難のため開示実施手
数料を減額または免除するときは、開示の求めに
係る文書１件につき2,000円を限度とする。

第４章 再検討の求め

（再検討の求め）
第１７条 開示の求めに対してＮＨＫが行った開示・
不開示等の判断について、当該求めを行った者
は、次に掲げる期間内に、ＮＨＫに対して再検討の
求めを行うことができる。

一 文書の開示を行わない判断結果の連絡を受けた
場合は、当該連絡を受けた日から２週間以内

二 文書の一部のみの開示を行う判断結果の連絡を
受けた場合は、当該文書の開示を受けた日から２
週間以内

（再検討の求めの受付）
第１８条 再検討の求めの受け付けにあたっては、再
検討の求めを行う者に対し、次に掲げる事項を記
載した書面を持参しまたは郵送で提出するよう求
める。

一 名前および住所（法人その他の団体にあっては、
名称、開示の求めを行う者の名前および事務所ま
たは事業所の所在地）

二 再検討の求めに係る文書名または内容
三 再検討を求める理由
２ 再検討の求めは、第７条第４項に掲げる場所で受
け付ける。

（ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会への意見
の求め）
第１９条 再検討の求めがあったときは、次の各号の
いずれかに該当する場合を除き、再検討の求め
に係るＮＨＫの見解を付して、ＮＨＫ情報公開・個
人情報保護審議委員会（以下「審議委員会」とい
う。）の意見を求める。

一 再検討の求めが手続き上不備のため受け付けな
いとき。

二 開示・不開示等の判断（開示の求めに係る文書の
全部を開示する判断を除く。）を取り消しまたは変
更し、当該再検討の求めに係る文書の全部を開示
するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 当該再検討の求めに係る文書に第三者に関

する情報が記録されている場合
イ 当該再検討の求めに係る文書が第三者から

取得した文書の場合
三 第１２条第３項に規定する再検討の求めの場合に
おいて、文書の全部または一部を開示しようとす
る判断を取り消しまたは変更し、当該再検討の求
めに係る文書の全部を不開示とするとき。

（意見を求めた旨の連絡）
第２０条 前条の規定により意見を求めたときは、再
検討の求めを行った者に対し、その旨を書面によ
り連絡する。

（審議委員会の意見の尊重）
第２１条 ＮＨＫは、審議委員会の意見を尊重して、
再検討の求めに対する開示・不開示等の判断を行
う。

（再検討の求めに対する措置）
第２２条 前条の規定により開示・不開示等の判断を
行ったときは、再検討の求めを行った者に対し、審
議委員会の意見を付して、その判断の結果を直ち
に書面により連絡する。

２ 前項の場合において、次に掲げる開示・不開示等
の判断については、その理由をあわせて連絡す
る。

一 第１７条に規定する再検討の求めに係る文書の全
部または一部を不開示とする判断

二 第１２条第３項に規定する再検討の求めに係る文
書の全部または一部を開示する判断

第５章 補則

（文書管理）
第２３条 情報開示を円滑かつ的確に実施できるよ
う、適正な文書管理にいっそう努める。

（開示の求めを行う者の利便に資する情報の提供）
第２４条 開示の求めを行う者の利便に資するよう、
開示の求めを受け付ける場所において、文書目録
等必要な情報の提供に努める。

（実施状況の公表）
第２５条 この規程に基づく情報公開の実施状況に
ついては、適宜、公表するとともに、業務報告書に
記載する。

（変更）
第２６条 情報公開の実施状況、社会の動向等を踏
まえ、適宜、この規程を見直すものとする。

２ この規程を変更した場合は、遅滞なく公表する。

付 則（平成１３年６月１２日）
（施行期日）
この規程は、平成１３年７月１日から施行する。

付 則（平成１６年１２月２１日）
（施行期日）
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

付 則（平成２３年６月６日）
（施行期日）
この規程は、平成２３年６月３０日から施行する。

付 則（平成２６年１月１４日）
（施行期日）
この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

付 則（平成２７年７月２８日）
（施行期日）
この規程は、平成２７年８月１日から施行する。

付 則（2019年12月２4日）
（施行期日）
この規程は、2020年1月１日から施行する。

放送番組を記録したテープ、ハードディスク、ＤＶＤその他の媒体

１枚につき１０円

ア

白黒コピー

放送番組の素材を記録したテープ、ハードディスク、ＤＶＤその他の媒体

１枚につき５０円

イ

カラーコピー
※なお、郵送料は別途実費の支払いを求める。

個々の放送番組の企画、取材、収録、中継その他の制作業務を行う目的で作成しまたは取得した文書ウ
放送番組の編成または開発（以下「編成等」という。）を行う目的で作成しまたは取得した文書エ
放送番組の全般または一分野について、内容、制作工程等を規律する目的で作成しまたは取得した文書オ
放送番組の制作または編成等を円滑に行う目的で、連絡、協議等のために作成しまたは取得した文書カ
放送番組の制作または編成等に従事する要員の配置または業務分担に関する事項を記載した文書キ
放送番組の制作または編成等に使用する設備、機材、システム等の運用に関する事項を記載した文書ク
放送番組の制作または編成等の経費に関する事項を記載した文書ケ
その他アからケまでに掲げる媒体または文書に記録された情報に準ずる情報を記録したものコ

別表１

別表 2

視聴者対応窓口
情報公開担当者

情報公開・
個人情報保護センター 文書保有部局 資 料
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視聴者対応窓口
情報公開担当者

情報公開・
個人情報保護センター 文書保有部局 資 料
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（任務）
第１条 ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会（以下「審議委員会」という。）
は、ＮＨＫ情報公開規程およびＮＨＫ個人情報保護規程に定める再検討の求
めについて審議し、ＮＨＫに対し、意見を述べる。

２ 審議委員会は、情報公開および個人情報保護に関する事項について、前項に
規定する審議を通じて必要があると認めるとき、またはＮＨＫから意見を求め
られたときは、ＮＨＫに対し、意見を述べる。

（審議委員会の委員）
第２条 審議委員会は、委員５人以内をもって構成する。
２ 委員は、優れた識見を有し、公正な判断ができる者のうちから、経営委員会の
同意を得て、会長が委嘱する。

3 委員の任期は１期２年とし、原則は２期を限度とする。
4 前項の規定にかかわらず、会長が特に必要と判断した場合は、さらに再任する
ことができる。

5 会長は、委員が心身の故障等のため公正な判断ができないと認めるとき、ま
たは委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行動があると認める
ときは、経営委員会の同意を得て、その委員を解嘱することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同
様とする。

7 委員に対して、委員手当、旅費その他業務の遂行に必要な実費を支払う。
（改正 平成28.1.19）

（委員長および委員長代行）
第３条 審議委員会に、委員長１人および委員長代行１人を置く。
２ 委員長は、委員の互選により定め、委員長代行は、委員長が指名する。
3 委員長は、審議委員会の会議（以下「会議」という。）を招集し、その議事をつ
かさどる。

4 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行す
る。

（会議）
第4条 会議は、委員長がその議長となる。
２ 会議は、委員長または委員長代行を含む過半数の委員が出席しなければ開く
ことができない。

（審議委員会の調査審議）
第5条 審議委員会は、必要があると認めるときは、ＮＨＫに対し、再検討の求め
に係る文書の提示または当該文書に含まれる情報を整理した資料の提出を求
める。

２ 審議委員会は、必要があると認めるときは、再検討の求めに係る事項に関し、
再検討の求めを行った者またはＮＨＫに意見書または関連資料の提出を求め
る。

3 審議委員会は、必要があると認めるときは、ＮＨＫ以外の者（以下「第三者」と
いう。）に意見書または関連資料の提出を求める。

4 審議委員会の審議内容に係る情報（審議委員会の意見を除く。）は、公開しな
い。

（審議委員会の意見）
第6条 審議委員会の意見は、構成委員数の過半数により決定し、可否同数のと
きは、委員長が決定する。

２ 審議委員会は、ＮＨＫに対し、前項で決定した意見を書面により述べる。

（審議委員会の意見の連絡）
第7条 第５条第３項の規定により審議委員会が第三者から意見書の提出を受け
た場合、ＮＨＫは必要に応じ、当該第三者に対し、審議委員会の意見を付して、
ＮＨＫ情報公開規程第２１条またはＮＨＫ個人情報保護規程第３8条の規定に
より行った判断の結果を連絡する。

（改正 平成26.3.17）

（審議委員会への報告）
第8条 ＮＨＫは、審議委員会の審議に資するため、ＮＨＫ情報公開規程に基づく
情報公開の運用状況およびＮＨＫ個人情報保護規程に基づく個人情報保護の
運用状況を、適宜、審議委員会に報告する。

（審議委員会の事務）
第9条 審議委員会の事務は、審議委員会事務局で行う。

付 則（平成１６年１２月２１日）

（施行期日）
第１条 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第１条第２項の規
定中情報公開に関する部分は、制定の日からＮＨＫ情報公開審議委員会につ
いて施行する。

（ＮＨＫ情報公開審議委員会のＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会への改
組に伴う経過措置）
第２条 この規程の施行の際にＮＨＫ情報公開審議委員会の委員である者は、そ
れぞれ、この規程の施行の日に、ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の
委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたもの
とみなされる者の任期は、第２条第３項の規定にかかわらず、ＮＨＫ情報公開
審議委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

２ この規程の施行の際現にＮＨＫ情報公開審議委員会の委員長である者また
は委員長代行である者は、それぞれ、この規程の施行の日に、第３条第２項の
規定によりＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会の委員長として定めら
れ、または委員長代行として指名された者とみなす。

3 この規程の施行の前にＮＨＫ情報公開審議委員会にされた諮問でこの規程
の施行の際当該諮問に対する意見が述べられていないものはＮＨＫ情報公
開・個人情報保護審議委員会にされた諮問とみなし、当該諮問についてＮＨＫ
情報公開審議委員会がした調査審議はＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委
員会がした調査審議とみなす。

付 則（平成２６年３月１７日）
（施行期日）
この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

付 則（平成２８年１月１９日）
（施行期日）
この規程は、平成２８年３月１日から施行する。

付 則（２０１９年９月３０日）
（施行期日）
この規程は、２０１９年３月１２日から適用する。

改正 視聴者総局長指示（平成26.3.17）平成26年 4月1日施行
会長指示（平成28.1.19）平成28年 3月1日施行
会長指示（2019.3.12）2019年 3月12日適用

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会規程 制定 会 長 指 示
平成16.12.21


