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拝啓 時下ますます ご清祥 のこととお喜び申し上げます。
4月 8日 に受け付けました再検討の求め (7件 )の 写 しをお送 りします。再検討の
求めは、この後第二者機関であるNHK情 報公開 。個 人情報保護審議委員会 に諮問 し
ます。諮問した時点で再度連絡 いたします。
敬具

別紙 1
(開 示 の 求 めに係 る文 書 の題名 または内容 )

「指名部会規則 」(平 成 25年 7月 23日 開催 の第 1回 指名部会議事録 に記載 があ ります。)
を開示 して くだ さい。
(再 検討 を求 める理 由)

上 記規則 は、NHK会 長 を指名す る部会 の運営上 の原貝Jを 定 めた現則 であ り、開示 したか
らとい つ て「NHKの 事業活動 に支障 を及 ぼすお それ J(NHK情 報公 開規程 8条 1号 1号 )
が ある とは合理的 に考 え られ ない。

NHK会 長 を指名す る部会 が、 どの よ うな規則 に則 つて運 営 され ているのか、視聴者 に開
示 され るべ き情報であ る。NHK会 長 を指名す る部会 の運営上 の原則 を明 らかにす る こ とを
拒む こ とは、む しろ 、不公 正 あるい は不適切な方法 で会長 を選任 しているのではないか と
の 不信感 が発生 す増 大 し、事業活動 に支 障 を及 ぼす お それが大 きい。

よって、速や力Wこ 開示するべ きである。
なお、国民・ 住民 の税金によつて運営 されてい る地方 自治体の場合、組織運営に関わる
内部規則や要綱等は、情報公開請求によつて開示 されてい る。NHKは 視聴者 の受信料や国
民の税金によつて運営 されてお り、組織運営に関す る規則等 の開示は当然である。

丹可 R

2

(開 示 の求めに係 る文書 の題名 または内容)

「NHK会 長任命 にかかる内規 (平 成 23年 6月 28日 制定)」 を開示 してください。
(再 検討 を求める理由)

上記 内規は、NHK会 長任命 に関する規則 であ り、開示 したか らといって 「llHKの 事業
活動 に支障を及ぼすおそれ」 (NHK情 報公開規程 8条 1号 1号 )が あるとは合理的に考 え
られない。

NHK会 長任命が、どの ような規則 に則 つて行われ、その規則が平成 25年 10月

8日 に

どのよ うに変更 されたのか、視聴者 に開示 されるべ き情報 である。む しろ、かかる内規 を
不開示 にす ることは、会長任命 に際 し、不公正あるいは不適切な方法が採 られたのではな
いか との不信感が発生 =増 大 し、事業活動 に支障を及ぼすおそれが大きい。
よって、速や かに開示するべ きである。
.
なお、国民・住民の税金によつて運営 されてい る地方 自治体 の場合、組織運営に関わる
内部規則や要綱等 は、情報公 開請求によつて開示 されてい る。NHKは 視聴者 の受信料や回
民 の税金 によつて運営 されてお り、組織運営に関する規則等 の開示は彗然である。

月1和 氏3
(開 ふ の求めに係 る文書 の題名または内容 )

「NHK会 長任命にかかる内規 の最終改正案
くだ さい。

(平 成

25年 10月 8日 改正)」 を開示 して

(再 検討 を求める理由)

上記内規 は、NHK会 長任命に関する規則 であり、開示 したか らといって 「NHKの 事業
活動に支障を及ぼすおそれ 」 (NHK情 報公開規程 8条 1号 1号 )が あるとは合理的に考え
られない。

NHK会 長任命 が、どの よ うな規則 に則 つて行われてお り、平成 25年 10月

8日 時点で

どのよ うに変更 されたのかは、視聴者に開示 されるべ き情報である。む しろ、かか る内規
を不開示 にすることによって、会長任命に際 し、不公正あるいは不道切な方法が採 られた
のではないかとの不信感が発生・増大 し、事業活動に支障を及 ぼすおそれが大きい。
よつて、速やかに開示す るべ きである。
なお 、国民・住民の税金によって運営 されている地方 自治体の場合、組織運営に関わる
内部規則や要綱等は、情報公 開請求によって開示 されている。NHKは 視聴者 の受信料や国
民の税金 によって運営されてお り、組織運営に関する規則等の開示は当然である。

丹喝低 4
(開 示 の求めに係 る文書 の題 名または内容 )

平成 25年 10月 8日 開催 の第 5回 指名部会議事録 に記載 されている 「備忘録」 を開示
して くだ さい。
(同 議事録 に、
『 原則 を踏まえつつ規定運用 の柔軟性 を確保

し、また、細則 に代わるもの と

す るために、別 に備忘録を作成 し、 この内容にういて指名部会 として合意 した』 との記載
があ ります。)
(再 検討 を求める理由)

上記備忘録 は、NHK会 長任命 にかかる内規 の原則を踏 まえつつ規定運用 の柔軟性 を確保
し、また、細貝1に 代 わるもの として指名部会 で合意 された取決めであ り、開示 したか らと
いって 「NHKの 事業活動に支障を及ぼすおそれ」 (NHK情 報公開規程 8条 1号 1号 )が
あるとは合理的に考 えられない。

31HK会 長 を指名す る部会 が、会長任命 に際 し、内規の原則を踏まえつつ どのよ うな細則
(取 決め)に 則 つて行われたのか は、視聴者 に 開示 されるべ き情報 である。 このよ うな会
長任命 内規 の運用に関する取決めの開示を拒む ことは、かえつて、不公正あるいは不適切
な方法 で会長 を選任 してい るのではないか との不信感が発生・増大し、事業活動 に支障を
及 ぼすおそれが大きい。
よって、速やかに開示するべ きである。
なお、国民・住民 の税金によつて運営 され ている地方 自治体 の場合、組織運営 に関わる
や要綱等は、情報公開請求によつて開示 されてい る。NHKは 視聴者 の受信料や国
内部規貝可
民 の税金 によつて運営 されてお り、組織運営に関する規則等 の開示は当然である。

丹け
れ15
(開 示 の求めに係 る文書 の題名または内容)

放送法、経営委員会規程 および『 経営委員の服務 に関する準則』の遵守につ き各経営
委員 が提出 した 「誓約書」を開示 して ください。
(再 検討 を求める理由)

上記誓約書は、放送法、経営委員会規程および 「経営委員 の服務に関する準則」の連守
について、全経営委員および経営委員会事務局長、事務局長補佐役 が署名 したものであり、
プライバ シーに関わるものではなく、開示 したか らといつて、誓約者 「個人の権利利益を
害す るおそれ」 (NHK情 報公開規程 8条 1項 3号 )や 「NHKの 事業活動に支障を及 ぼす
おそれ」 (同 1号 )ね ゞあるとは合理的に考えられない。
よって、速やかに開示するべ きである。

丹ll糸氏 6
(開 示 の求めに係 る文書 の題名または内容)

平成 25年 ■ 月 26日 開催 の第 8回 指名都会議事録 に『 現任会長の業績評価について、
』 と記載 されてい る当該 「資料」を開示 してください。
資料 をもとに議論 した。
偏 検討 を求 める理由)
上記資料 は、当時 の NHK会 長 としての業績評価に関わる資料 であり、開示 したか らとい
って 「NHKの 事業活動 に支障 を及ぼすおそれ」 (NHK情 報公開規程 8条 1号 1号 )が あ
るとは合理的 に考えられない。また、公共放送 たる NHKの 会長 としての業績評価 に関する
「
資料 は、プライバ シー に関す るもので もなく、開示するこ とにより、当該会長 個人 の権
利利益 を害す るおそれ」 (同 3号 )が あると評価す るべ き情報ではない。
前会長 が、 どのよ うな資料 に も とづいて業療 を評価 されていたのかは、視聴者 に開示 さ
れ るべ き情報 であ り、不公正あるいは不適切な業績評価 がなされていたのではないかとの
不信感 を生 じさせないためにも、速やかに開示するべ きである。

月町和17
(開 示の求めに係 る文書 の題名または内容)

平成 25年 12月 13日 開催 の第 10回 指名部会議事録 に、
『

3

審議後、各被推薦者 につい

て会長候補者 として推薦す るかについて、各人毎 に採決 した結果 、会長候補者 として、指
名部会委員の過半数 の賛成 を得た被推薦者 は 1名 のみであつた。』 との記載があります。 こ
の過半数の賛成を得た被推薦者 の議決数 (賛 成議決 の数)を お知 らせ ください。
(再 検討 を求める理由)

上記議決数は、現在 の NHK会 長が会長候補 として推薦 される際に、指名部会委員 の うち
何名 の賛成を得 たのかを示す情報 であり、開示 したか らといって 「NHKの 事業活動 に支障
を及 ぼすおそれ」 (NHK情 報公 開規程 8条 1号 1号 )が あると評価するべきではない。
かかる情報 の開示を拒むことは、現会長が、会長候補 として推薦 され る際、指名部会に
お ぃてどの程度 の賛成 を得たのか さえ明 らかにできない事情 があるとの不信感 を発生・増
大 させ、かえって、事業活動 に支障を及ぼすおそれがある。
よって速やかに解す るべ きである。
なお、国民・住民の税金 によつて運営 されてい る地方自治体 の場合、組織運営上の議決
数等 は、開示が原則である。NHKは 視聴者 の受信料や国民の税金によつて運営 されてお り、
組織運営上、会長候補者 の推薦権限を持つ指名委員 の議決数 の開示 は当然 である。

