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ＮＨＫ情報公開の平成２０年度の実施状況は、次のとおりです。 

 

○本部・全国の放送局において、来局と郵送を合わせて、３２人（前年度比△１２人）の 

視聴者による６７件（前年度比△４２件）の「開示の求め」がありました。 

このほかに、窓口対応や郵送により情報提供したものは５６件（前年度比△２２件）で 

した。 

 

〔６７件の内訳〕  経営一般 ３４件   放送      １０件   営業    ９件   技術  ０件 

広報･事業  ３件  総務･経理  １０件   その他  １件 

 

 

○情報公開ホームページへのアクセス数は、平成２０年度の一年間で約４２．５万ページ 

ビューでした。（前年度比△０．１万） 

  

（参考） 

・平成１３年７月の開始以来では、「開示の求め」が７５２件（３０７人）、窓口対応や郵送 

により情報提供したものが７４６件。 
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１.（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２１年３月末現在で５９文書となっています。 
 

 

◆ ◆備え置き公開文書◆◆ 

 

 【経営一般に関するもの】    【放送・技術に関するもの】 

1 経営委員会議事録 22 業務委託基準 44 中央放送番組審議会議事概要   
2 理事会議事録 23 業務委託契約要領 45 地方放送番組審議会議事概要 
3 業務報告書および監事の意見書 24 番組制作委託取引に関する自主基準 46 国際放送番組審議会議事概要  

4 
決算書（財産目録、貸借対照表及び損益計算
書）および監事の意見書  

25 関連団体運営基準 47 国内番組基準 
26 関連団体の業務監査の結果について 48 国際番組基準 

5 連結決算報告書 
27

関連団体事業活動審査委員会の活動結果に
ついて 

49 国内放送番組編集の基本計画 
6 日本放送協会定款 50 国内放送番組編成計画 
7 予算書（収支予算、事業計画及び資金計画） 28 ＮＨＫと関連団体との取引について 51 各地方向け地域放送番組編集計画 

8 
収支予算、事業計画、資金計画に関する説明
資料 

29 関連団体事業活動審査委員会規程 52 国際放送番組編集の基本計画 
30 子会社・関連会社の役員一覧 53 国際放送番組編成計画 

9 経理規程 31 随意契約の適正化 54 月刊「放送研究と調査」 
10 役職員の服務準則 32 環境報告書 55 技研「研究年報」 
11 役職員の報酬・給与等の支給基準 33 ＮＨＫことしの仕事 56 ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ 

12 ＮＨＫ新放送ガイドライン 
34

「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 

 
【営業に関するもの】 13 インターネットサービス基本計画 

14 ＮＨＫの情報公開のあり方に関する提言 
35

ＮＨＫの新生とデジタル時代の公共性の追及 
平成１８年度～２０年度ＮＨＫ経営計画 

57 放送受信規約 

15 ＮＨＫ情報公開基準 58 放送受信料免除基準 
16 ＮＨＫ情報公開規程 36 デジタル時代のＮＨＫ懇談会報告書 59 放送受信契約数統計要覧 
17 ＮＨＫ個人情報保護方針 37 ＮＨＫ“約束”評価報告書  

※   はホームページにも掲載しているもの、番号

の  は２０年度から新たに備え置いたものです。な

お、今年度から  は視聴者の利便性を考慮し PDF

化しました。 

18 ＮＨＫ個人情報保護規程 38 ＮＨＫコンプライアンス委員会 最終答申  

19 
報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保
護規程 

39 ＮＨＫ視聴者サービス報告書 ２００８ 
 

40 「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」 

20 
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会規
程 

41
「芸能番組制作費不正支出問題」等に関する
調査と適正化の取り組みについて 

 

21 
ＮＨＫ情報公開・個人情報保護対応マニュア
ル 

42 日本放送協会報  

  43 ＮＨＫ年鑑   
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＊ＮＨＫオンライン よくある質問集 
 

視聴者からのさまざまなお問い合わせにお答えする｢よくある質問集｣（ＦＡＱ）をＮＨＫ 

オンラインに昨年度開設し、「ＮＨＫについて」、「放送番組について」、「受信料について」、 

「テレビの受信について」、「公開番組について」、「デジタル放送などについて」という６つ 

のジャンルに整理した２４１問の質問集を公開して積極的な情報提供に努めています。 
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２．「開示の求め」 
 

（１）「開示の求め」に対する検討結果 

「開示の求め」に対しては、前年度からの継続案件１件を加えた６８件のうち、６８件について 

検討を終えました。 

また、開示､不開示の判断は、すべて期間内（３０日以内）に処理されています。 

 

平成２０年度検討結果（前年度からの継続案件１件を含む） 

区  分 対象外 開   示 不開示 検討中 

件  数   １０件 ４１件 １７件 ０件 

備 考
うち、情報提供

８件 

うち、一部開示

１３件 

 

 

 

 

 

 

 

文書不存在 個人情報 業務支障 

１４件 ５件 ４件 

（不開示事由）

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２１年３月末までの開示率は次のとおりです。 
 

件数 対象外 開示 不開示
20年度 67 68 10 41 17 71
累計 752 752 124 444 184 71

開示の求め
検討結果

年度 開示率(%)

 

 
 
 

10件(15%)

41件(60%)

17件(25%)

20年度

対象外 開示 不開示

124件(17%)

444件(59%)

184件(24%)

累計

対象外 開示 不開示
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（３）開示の求めの概要   （注：例示は下半期に受け付けた「開示の求め」） 
 

   は再検討 

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 

2008/10/2 本部 放送受信料の契約収納業務に係る入札に関して 

  入札に参加した業者と地域、落札した業者と地域 

  落札予定価格 

一部開示 

2008/10/2 本部 経営委員会第１０７４回の議事録に関して 

  運転免許証の確認記録（過去２年分） 

  運転免許証所持確認要項（改訂前と改訂後） 

一部開示 

2008/10/2 本部 コールセンターへ再就職した職員の数、及び職員時代の役職 不開示 

2008/10/2 本部 「視聴者のブログ」のコールセンターの苦情とその処理内容、及び対策 対象外 

（情報提供） 

2008/10/3 函館 カラーテレビ１台につき１件の視聴料が必要といわれたが、官庁のよう

に各課に１台ずつテレビがある場合、台数に応じてキチンと徴収してい

るのかどうかを開示願いたい。官庁は２ヶ所。１．函館市役所（ ）台分徴

収。２．北海道警察函館方面本部（ ）台徴収。 

不開示 
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   は再検討 

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 

2008/10/8 本部 視聴者対応システムの「管理項目」と「要領」 一部開示 

2008/10/10 さいたま 平成１７年当時、シンガポール特派員で、不正経理を行い、停職処分さ

れた者の氏名、不正の具体的内容、金額、刑事告訴の有無、返金の有

無について。 

不開示 

2008/10/18 本部 先日決定した次期経営計画（２００９～１１年度） 

（組織風土改革についての具体的な行動計画表もしくは工程表の類が

含まれているもの。） 

一部開示 

2008/10/20 甲府 職員給与支給基準 開示 

2008/10/20 甲府 訪問収納基本単価事務費が規定された文書の全文。 

       この文書の１ページから最終ページ 

開示 

2008/10/20 甲府 「放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取

り扱い」  この文書の最新版 

開示 

2008/10/20 甲府 「放送受信規約取扱細則」  この文書の最新版 開示 
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   は再検討 

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 

2008/10/20 甲府 「放送受信料免除基準に関する料金事務の取り扱い」 開示 

2008/10/30 本部 第２次コンプライアンス委員会が１０月２８日に、経営委員会に提出した

答申書。 

開示 

2008/11/4 本部 １０月３１日報道資料「ＮＨＫ情報公開の実施状況」の開示済み案件のう

ち、①８／２７、年金積み立て等に関するもの・・・を開示願います。 

日本経済新聞からの抜粋によると、貴局会長は今後３年間は値下げが難しいと述べていま

す。その理由として、デジタル投資と共に年金積み立て不足も挙げています。ここで会長が

「年金積み立て不足」を理由に挙げていますが、貴局の年金積み立てに関する内規（どうい

う位置づけのものかを記載した内部文書や規則集など）を提示ください。また一昨年（２００６

年度）、昨年（２００７）年度の年金積み立ての金額（職員負担分、局負担分）の提示をお願

いします。またこの期間（２００６年、２００７年）の積立金不足額及び不足が生じた理由を記

載した報告書等文書がございましたら併せて提示をお願いします。また年金積み立ての予

算費目についても提示をお願いします。 

開示 
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   は再検討 

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 

2008/11/4 本部 １０月３１日報道資料「ＮＨＫ情報公開の実施状況」の開示済み案件のう

ち、②８／２８、懲罰経験者の再雇用についてのもの・・・を開示願いま

す。 

産経新聞によると、貴局は今後の懲罰経験者の再雇用について懲戒免職・諭旨免職の経

験者については再雇用しないとのことでした。 

そこで開示して頂きたい資料があるのですが、こうした懲罰（免職・停職・出勤停止）の基準

を示した資料があれば開示をお願いします。就業規則の懲罰部分でも結構ですし、懲罰規

定があればそれでも結構です。 

開示 

2008/11/4 本部 １０月３１日報道資料「ＮＨＫ情報公開の実施状況」の開示済み案件のう

ち、③８／２６、職員の懲戒処分についてのもの・・・を開示願います。 

ＮＨＫ職員の懲戒処分の内容がわかるもの（５Ｗ１Ｈの分かるもの）いつ なぜ だれが ど

こで どのように どんな処分をしたか 

（平成２０年８月２６日）今日から過去１０年分 

開示 

2008/11/4 本部 １０月３１日報道資料「ＮＨＫ情報公開の実施状況」の開示済み案件のう

ち、④９／３協会に寄せられた苦情と処理・・・を開示願います。 

協会に寄せられた苦情とその処理（寄せられた場所、方法、処理内容） 

（平成２０年４月１日～平成２０年５月３１日） 

開示 
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   は再検討 

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 

2008/11/4 本部 

 

１０月３１日報道資料「ＮＨＫ情報公開の実施状況」の開示済み案件のう

ち、⑤９／３、ＮＥＰヨーロッパとの取引についてのもの・・・を開示願いま

す。 

ＮＨＫがＮＥＰヨーロッパへ依頼又は委託した取引内容と支払った金額  （平成１７年～平

成２０年６月） 

開示 

2008/11/4 本部 インサイダー取引防止規程 開示 

2008/11/6 本部 放送内容に誤りがあった際の訂正等を行うルールをとり決めた文書また

はそれに相当するものの公開。 

対象外 

（情報提供） 

2008/11/6 本部 ＮＨＫラジオ日本の英語放送について： 

「アジア大陸向け」の英語放送をやめる判断をした根拠・データ・情報を

示した文書、媒体など 

対象外 

（情報提供） 

2008/11/6 本部 ＮＨＫ・ラジオ日本の放送について： 

「時代の要請に応えるため、（放送媒体を）ラジオからテレビに重点を移

す」「ラジオ（放送）の見直しを進める」判断を行った根拠（判断の基礎

的情報データ）を示す文書（もしくは他の記録媒体等）の公開 

対象外 

（情報提供） 
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   は再検討 

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 

2008/11/6 本部 ＮＨＫ・ラジオ日本・中国語放送番組「対華評論」について、ＮＨＫのＨ

／Ｐに、「対華評論」の放送文字原稿は・音声は「著作権の理由などか

らインターネットでの公開はできない」とある。 

１）著作権の理由以外の事情・理由を示すもの 

２）ＮＨＫと著作権者間の契約書、以上２件の公開（文書もしくはそれに

相当する情報）の公開を求めます。 

対象外 

（情報提供） 

2008/11/11 本部 ２００８年１月１７日におきたインサイダー事件の当事者の個別聴取の議

事録等に関する全資料を請求する。 

不開示 

2008/11/12 本部 （財）ＮＨＫサービスセンターアーカイブス事業部内のＮＨＫ放送素材の

利用申請に際して、ＮＨＫ側からの提供の可否に関する規程 

開示 

2008/12/10 福岡 ２０．７．１６に落札されたパーソナルコンピューター１式の購入同じくノー

ト型（Ｂ５）パーソナルコンピューター１式の購入に係る報告書。（予定価

格の存在、及び総合評価格付け基準並びに入札順位証明書。購入機

種を特定できる資料を含む）類する入札の過去５年間の同上資料 

一部開示 

2008/12/19 本部 海老沢元会長の退職金 

職員時代の退職金および経営者となってからの退職金 

不開示 
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   は再検討 

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 

2008/12/19 本部 特別職に関して（平成１９年度、平成２０年度） 

 その人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額 

不開示 

  

2009/1/3 本部  平成２０年１月末のＮＨＫデータによると放送受信契約が締結されて

いるが、受信料の支払いを拒否したり保留している契約が２７１万件あ

る。一方平成１９年度決算書では４１７億円の未収受信料欠損償却費を

計上している。このことからＮＨＫは受信料の債権を放棄していると考え

られる。受信料の債権を放棄する基準がわかる資料の開示を求めま

す。 

不開示 

2009/1/3 本部 決算書に記載されている「未収受信料欠損償却費」についてお尋ねし

ます。「未収受信料欠損償却費」は、「経常事業支出」の中の一つの項

目として記載されていますが、具体的にどういう支出のことでしょうか？ 

開示 

2009/1/3 本部 平成１９年度決算書にある４１７億円の未収受信料欠損償却費の内訳 

何件の受信契約の債権を放棄したのかがわかる資料 

一部開示 

2009/1/19 本部 人件費などに関して（平成１９年度） 

Ｄ１～Ｄ８各個別に、人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額、残業費

の総額 

不開示 
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   は再検討 

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 

2009/3/4 本部 第１０４７回経営委員会（平成１９年６月２６日開催）以降、第１０８８回経

営委員会（平成２１年２月１０日開催）までの間に、「経営委員のみの会

議」、「経営委員意見交換」等、各種の名称で開催された会合の議事録

（開催日時、開催場所、出席者、会議の時間、発言者名を記した議事

録。議事概要ではない）。 

不開示 

2009/3/4 本部 第１０７１回経営委員会（平成２０年６月２４日開催）議事録中の「２．審議

事項 次期経営計画について」（平成２１年２月１３日公表）の部分にお

ける小林英明委員の発言にある「日曜日に開催した経営委員の意見交

換会」（注：金田専務理事も出席）の議事録（開催日時、開催場所、出

席者、会議の時間、発言者名を記した議事録。議事概要ではない） 

不開示 

2009/3/4 本部 第１０８５回経営委員会（平成２０年１２月２２日開催）において経営委員

長、委員長職務代行者の選出に係る審議の部分ならびに監査委員の

任命に係る審議の部分の議事録 

（注：平成２１年１月１６日に公表された議事録では、この部分は発言者

名と各発言録を省いた＜議事経過＞しか公表されていない。） 

不開示 
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   は再検討 

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 

2009/3/4 本部 １．第１０６９回経営委員会（平成２０年５月２７日開催）における次期経

営計画に関する議事録の公表日が平成２０年１２月２６日まで遅れた理

由を証する文書 

２．第１０７０回経営委員会（平成２０年６月１０日開催）における次期経

営計画に関する議事録の公表日が平成２１年１月１６日まで遅れた理由

を証する文書 

３．第１０７１回経営委員会（平成２０年６月２４日開催）における次期経

営計画に関する議事録の公表日が平成２１年２月１３日まで遅れた理由

を証する文書 

不開示 
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３．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 
 

平成２１年３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１９年７月１日委嘱） 

委員長代行  佐藤 ギン子 氏  （（財）女性労働協会名誉会長・平成１９年７月１日委嘱） 

委員        宍戸 常寿 氏 （一橋大学大学院法学研究科准教授・平成２０年５月１日委嘱） 

委員        那部 吉正 氏 （前日本記者クラブ専務理事・平成２０年３月１日委嘱） 

委員        宮内  忍 氏  （公認会計士・平成１９年７月１日委嘱） 

 

 

（２）開催回数 
 

２０年度、審議委員会は１４回開催されました。 
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４．「再検討の求め」 
 

 

（１）受付状況 
 

       平成２０年度に、再検討の求めの受け付けは５件ありました。 

 

（２）審議状況 
 

審議委員会は、２０年度、前年度からの継続案件も含め、８件について審議し、６件について答申を 

行いました。ＮＨＫは、全ての案件について、審議委員会の答申どおりの最終判断を行いました。 

 

 

平成２０年度受付・審議案件（８件）（前年度からの継続案件を含む） 

 
審議結果 件数 答申番号 

不開示ではなく一部開示・開示が妥当 １件 ７９号 

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 ５件 ７７号・７８号・８０号・８１号・８２号 

審議中 ２件  

 

 
 
 
    ※ 答申はＮＨＫオンラインホームページにも掲載しています。 
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（３）「再検討の求め」の概要（２０年度） 

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 

74 

74-2 

74-3 

74-4 

2007/3/30 

2008/2/12 

2008/2/12 

2008/2/12 

2007/5/24 

2008/2/14 

2008/2/14 

2008/2/14 

79 2008/7/22 「秋葉原タワー直下における電子機器への妨害実験」の資料 不開示でなく一部開示が妥当 

87 2007/12/12 2008/2/28 78 2008/6/5 番組使用料の確認書 当初判断どおり一部開示が妥当 

88 2008/2/25 2008/3/13 77 2008/4/24 橋本会長の退職金等 当初判断どおり不開示が妥当 

89 2008/4/2 2008/4/24 80 2008/9/4 受信料の訴訟費用に関して 当初判断どおり不開示が妥当 

90 2008/9/25 2008/10/29     放送センター敷地内の外部使用について   

91 2008/11/10 2008/11/27 81 2009/1/22 コールセンターへ再就職した職員の数、及び職員時代の役職 当初判断どおり不開示が妥当 

92 2009/1/19 2009/2/19 82 2009/3/16 海老沢元会長の退職金 当初判断どおり不開示が妥当 

93 2009/1/19 2009/3/16     特別職に関して その人数、内訳、人件費の総額、賞与の総額   

 

 


