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の公共放送の歴史そのものでもある。
　受信料制度がどのようにして成立したのかに
ついては，すでに多くの史料や研究があるが，
それがどのような人 に々よって，どのように支えら
れてきたのかについては，意外に知られていない。
「放送史への証言」の今回は，放送法成立前の
社団法人日本放送協会時代から，約 40 年にわ
たって受信料の現場ひと筋で仕事をし，NHKの
財政を支えてきた増尾豊さんのお話を紹介する。

社団法人「日本放送協会」に入局

―増尾さんは，放送法が公布（昭和 25 年）

される前年の昭和 24 年，社団法人「日本放

送協会」に入局されました。その時はまだラジ

オしかなく，「受信料」ではなく「聴取料」と言っ

ていた時代ですね。

増尾　僕は終戦時，おやじに連れられて九州の
佐賀にいました。終戦直後はどうやって生計を
立てるかということが文字通り死活問題でした。
　私の家族は医者一族だったので，佐賀の旧
制中学卒業後，周囲の勧めもあり，医学部を
受けましたが，見事落第してしまいました。　
　それで，また翌年受ければいいやということ
で浪人したんです。ところが当時，昭和 22 年
頃の話だから，浪人しても予備校があるわけで

　公共放送 NHKは，視聴者が支払う受信料
をほぼ唯一の財源としている。しかし世界を見
渡すと，公共放送の財源は多様である。国や
自治体からの補助金，広告収入，個人や企業
からの寄付金など，各国の公共放送の財源は
多岐にわたっている。むしろNHKのように受
信料をほぼ唯一の財源として運営されている公
共放送は例外的存在である。世界的にも珍し
いこの受信料（聴取料）制度の歴史は，日本

昭和 4 年 8月29日東京生まれ。
昭和 24 年 4月NHKに入局，事業局加入部
加入課に配属，以後営業ひと筋。
昭和 50 年東京営業局営業部長，昭和 58 年
横浜放送局長，昭和 60 年東京営業局長等を
経て昭和 62年に定年退職。
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もないし，何にもない。自分で勉強するすべも
ないし，ただ，ぶらぶらしていました。
　兄が当時，池袋で開業医をやっていました。
その病室に入院患者がいなくて，焼け出された
人がみなそこに部屋を借りていたんです。そこ
にNHK報道部の人がいて「NHKにアルバイ
トに来い」と言うんです。それで，生活費のこ
とがあるので，軽い気持ちでNHKにアルバイ
トに行きました。
当時，アルバイト先の報道資料室には館野
守男1）さんや前田義徳 2）さんがいました。今考
えるとそうそうたる人たちです。
　報道資料室でのアルバイトというのは，新聞
の切り抜きです。当時は今みたいにコンピュー
ターやディスクがあるわけではないから，政治，
経済，社会などのジャンルで新聞のパッパッと
線の引っ張られたところを切り抜いて，台紙に
のりを付けてそれを貼って，分類別に整理する
仕事でした。
　終戦直後の混乱期で，アルバイトをしていて，
とにかく食いぶちがあることは助かるし，また放
送関係のさまざまな人とも知り合い，それなりに
夢中で，この仕事は医者になるためのステップ
なんだという考えがいつの間にか，すっ飛んでい
ました。現実の世界に埋没していたんですね。
　そのアルバイトをしている時に，初めて，
NHKが旧制中学・高校卒を対象とした採用試
験を実施したんです。
　NHKが放送法に基づく特殊法人になるにあ
たって，増員し体制を整備する考えだったと思
います。当時の世相は今の人には想像がつかな
いぐらい就職難でした。そしてアルバイトでは
給料が安いので，もっと給料をもらいたいとい
う気持ちから，職員採用の試験を受けてみまし
た。そうしたら，受かったんです。

　面接の時に「君，どういう仕事をやりたいの
か」と聞かれて「机にかじりつく仕事だけは勘
弁してくれ」と言いました。アルバイトで報道の
手伝いをしていたから，放送記者になりたかっ
たんですね。
　しかし，昭和 24 年 4月に採用され，配属さ
れたのは，「事業局加入部」という受信料を取
り扱う部署。受信料収納を取り扱う業務は今よ
りもずっと裏方の仕事で，内幸町の本館には入
れず，本館の向かいの「飛行館」3）の 2 階で仕
事をすることになりました。
　当時の加入部には，管理課と収納課があり
ました。そして，収納課には総務係，契約係，
第一直収係，第二直収係，第三直収係があり，
それを統括する収納課長がいました。集金職の
人は 3日に一度出局します。出局すると，集金
したお金と未収の集金票を返す。そのお金を総
務係長の真ん前の机に置く。そこに銀行員が来
て入金する仕組みですが，その間，収納課長
がじっとにらみをきかしているんです。鬼みたい
に怖い顔で厳しい入金管理をしていましたね。

ラジオの設置を呼びかけるポスター
新しい電波法が施行されるまでは，設置した場合，
逓信省から受信機の設置許可を得る必要があった
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―昭和 25 年 6月に，電波三法（放送法，

電波法，電波監理委員会設置法）が施行され

ました。社団法人から特殊法人の「日本放送

協会」となり，「聴取料」も「受信料」に変わ

りました。現場の仕事もずいぶん変わったので

しょうか。

増尾　何にも変わらない。現場はそんなことは
関係ない。ただひたすらちゃんと集金する努力
をしていた。社団法人だろうと特殊法人だろう
と，そのことで仕事のやり方が変わった記憶は
ありません。

金づちとくぎを持って集金へ

―新人当時の思い出に残る出来事は何ですか。

増尾　当時は 3 か月集金。昭和 26 年頃は，
月額で 50 円，3か月で 150 円。まとめて集金
すると手間賃もかからないということで 3か月
集金でした。
昭和23年から始まったその3か月集金が昭
和36年3月まで続いたのですが，3か月となる
と大みそかが第3期（10 ～12月）の締切日にな

ります。年の暮れはわりあい払ってくれました。
むしろ正月早々には来ないでくれということで
す。世の中もそうですが，年の暮れは集金の書
き入れ時。勝負のシーズンです。大みそかは集
金職の人が上がってくるのが，早い人でも夜の7
時，8時，遅い人だと11時，12時。紅白歌合
戦をやっている時間も当然帰れない。明け方ま
で仕事です。さいわい大みそかは電車が終夜
運転しているので電車で帰宅できました。紅白
歌合戦を家でゆっくり見られるようになったのは
ずいぶん後になってからです。
社会の通念として，集金となると八百屋さん

などのご用聞きと一緒です。勝手口（裏口）に回
れということです。でも，こういうこともありまし
た。私が築地の有名料亭に契約を取りに行った
時のことです。その料亭の仲居さんが三つ指を
ついて，「どうぞお入りください」と座敷に通され，
お茶を出していただいて，女将さんが来ました。
「NHKですが，おたくの受信契約がないのでお
願いに来ました，こんなところに通される筋合い
ではないんです」と言いましたが，「いえ，いえ，
どういたしまして」と言われ契約をしてくれました。
さすが一流料亭の方は違うなと感じました。
当時，私らは金づちとくぎを持って歩きまし
た。断らないで玄関に打つといけないから，「こ
こ，いいですか」と聞いてくぎを打ち受信章を
取り付けました。
―当時の仕事の具体的内容はどのようなも

のですか。

増尾　その時代は，焼け跡の名残があり，未
契約が多かったんです。下町でも家が新しくボ
ンボンできたでしょう。だから，主戦力は契約
調査員でした。契約調査員が，届けのないとこ
ろへ行って，契約してくださいと言って契約書
をもらってきました。

1期 3か月・月額 50 円時代の領収証
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　その契約書が聴取者の届出になります。それ
で許可が下りて集金するわけです。その集金票
を監査が調べて，勘定して，金額を算出して監
査簿につける。それで金額が合っていれば集金
職の人が入金します。
　僕は内勤の格納係でした。机の後ろに防火
製の格納庫があって，そこに集金票を格納する
わけです。集金票の表には名前と住所が書い
てあって，裏は罫が引っ張ってありました。月
ごとの枠があり，カレンダーみたいになっていて
月の領収印を押す。お客さんには領収証を渡し
て，集金票を持って帰ってくる。
集金票の表は住所のほかに備考欄みたいな
ものがあって，そこに集金職の人がいろいろメ
モを書きます。「日曜日でなければだめだ」とか，
「夜遅く行け」とか，「隣の家に頼むと預かってく
れる」とか，手書きで書いてありました。
その集金票を完納と未収に分けて町名別に
保管するというのが私の主な仕事でした。集金
には本回りと未収回りがあります。それは，時
代が下っても同じ。本回りは，1回目の集金で，
全部の家を回る。不在とか，「今日は勘弁して
ちょうだい，お金がないからまた来てね」とい
うのは未収になる。その未収の分は「未収」，
ちゃんと集金できた分は「完納」ということで，
町名別に保管します。
　もう一つの仕事は，集金票の管理。集金票

は4 年ぐらい使えますが時間がたったり汚れた
りすると，ぐにゃぐにゃの状態になる。そうなる
と集金票を更新しなければいけない。前の集
金票に手書きで書いた目印やメモがないと，集
金しにくいんです。だから，新しい集金票にそ
れを書き写す必要があります。この更新するの
が大変な作業でした。昼間は他の仕事ででき
ないから，夜，残業して更新作業をやっていま
した。

テレビの登場

―昭和 28 年 2月には，テレビ放送の開始

によりテレビとラジオの2本立て料金に。そう

した大きな流れの中で，営業現場はどう変わっ

たのですか。

増尾　テレビの集金票を作らなければいけない
から繁雑になりました。一般のラジオの聴取料
の集金票は白で，テレビの集金票は黄色だった
と記憶しています。持ち運びの関係があるから
テレビの集金票も白い集金票と同じ大きさでし
た。テレビの受信料，ラジオの受信料と別々に
集金し記録する。2 枚重なるわけです。それを
一緒に持っていました。
でも，だんだん黄色（テレビ）が増えてきた。

昭和 23 年当時の“放送聴取章”（写真・左）昭和 28 年当
時の“放送受信章”（写真・右）いずれもくぎを通す穴がある。

新人時代の増尾さん
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ました。営業経費を減らすことは昔からの課題
でした。でも，口座振替の方に経費を一部使う
ということは視聴者サービスのための経費では
ないのか，その経費を削るというのはどうなの
か，口座振替をやったら，それっきりというの
はいかがなものか疑問です。視聴者との接点を
どこで持つか。そこは考えるべきだと思います。
―増尾さんのご提案もあり，現在は，口座

振替の方に番組やお客様番号のお知らせや，

料額を説明した文書を郵送するなどサービス向

上に努めています。

増尾　それは大きな進歩です。その時にしおり
の一つも入れるとか。「いつもありがとうござい
ます，おかげでNHKはこうやっています。我々
は皆さんの期待に応えて一生懸命やりますか
ら，いろいろご批判ください」という言葉が一
つ入っていないといけないね。そういう接点が
大事なんです。

加入から営業，そしてカラーテレビの普及

―昭和 39 年の東京オリンピックを契機に，

カラーテレビが普及し始め，昭和 40 年には，

「加入」と称していた料金業務を「営業」に変

更しました。この頃から，受信料を集めるのが

経営にとって非常に重要だということが認識さ

れてきたのではないでしょうか。

増尾　「加入」というのは，受信者の契約を取
り次ぐから「加入」なんです。私は「営業」と
いう名称には違和感がありました。「営業」とは
「営利を目的として事業を営むこと」です。私は
受信料の集金はやったことがあるけれども，一
般で言う「営業」はやったことがないと思って
いる。でも，「営業」という名称でいいこともあ
ります。営業部長というのは，社会一般的には，

1期 2 か月の集金になった昭和 36 年 4月の領収証
（右がラジオ領収証，左がテレビ領収証）

未収が多くなると私たちもよく集金に行きまし
た。当時は，集金に行くとなると，1日の仕事
を午後2時か3時ぐらいで終わらせて，それか
らサーッと集金に飛んで行きました。夜の7時，
8時までやっていましたね。
―昭和37年には，受信料体系が「契約甲」

（テレビを含むすべての放送）と「契約乙」（ラ

ジオのみ）に変更となりました。翌 38 年には，

業務の効率化を図る目的で，「口座振替」がス

タートしました。

増尾　「NHKと視聴者との架け橋」という言
葉があります。私が好きな言葉です。集金は，
視聴者にどなられたりするけれど，視聴者と
NHKの唯一の接点です。「放送」という字は
送りっ放しでしょう。ところが，送りっ放しでは
いけないんです。絶えず接点がないといけない。
その接点が，口座振替になると失われます。視
聴者に会って文句を言われることで接点が生ま
れてコミュニケーションが図られていたんです。
口座振替になって接点がなくなりました。僕は
「どうして口座振替の方とコミュニケーションを
図る努力をしないんですか」とさんざん主張し
ました。そうしたら「金がかかります」と言われ
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非常にステータスが高い。外部の人との交渉時
には，この職位名称がものを言いましたね。
現場でも「営業」という名前を欲しがるんで
す。だって，世間の扱いが違いますよ。なぜ相
手は評価するか。営業部長だとNHKの幹部が
出てきたということになります。一部局の一営
業部長なのに，外から見るとNHKの役員が出
てきたという受け止め方をします。世の中，営
業という名前がつくと大変なんですよ。営業部
副部長とかでも，外部と対応する時にはNHK
の経営幹部のような気概を持たなければいけま
せん。だから「営業」という名称が現在も継続
しているのでしょう。
―昭和43 年 4月には，カラー契約と普通

契約の体系に組み替えられ，ラジオ受信料（契

約乙）が廃止されました。そして，カラーテレビ

が急速に普及し，営業現場は大忙しになったと

思います。つらかったこと，苦しいこと，やめよ

うかと思ったとか，いろいろあろうかと思います。

増尾　「やめようか」とはずっと思っていました。
恐らく今のように転職ができ，職業が選択でき
るような時代だったら，とっくにやめているだろ

うね。だって，こんな集金ばかり，一生できる
かと思いましたよ。人間は，例えばそば屋でそ
ばをとって，「うまいっ」て食うでしょう。でも，「あ
りがとうございました，お勘定を」と言われる
と，「まずい」なんて言う人もいます。人間，金
を払う段になると全然違った雰囲気になること
が多いというのは，いやほど感じました。「NHK
は見てないよ」とか，「おもしろくないよ」とか，
必ず言います。そういう人が多い。人間は金を
払う段になると人が変わるんです。
NHKで放送と営業の違いは何かというと，

「こんにちは，NHKです」と言うと，「どうぞ」
と玄関に通される。「こんにちは，NHKです，
受信料をいただきに来ました」と言うと，裏口
です。先ほどの築地の料亭のようなことは例外
です。今はマンションだから裏口も何もないけ
ど，日本社会の通念として，集金となると裏口
に回れということです。そういう仕事と割り切っ
ていました。
　では，なぜやめなかったのか。イソップ物語
だったと思いますが，ヒツジの話で，「汝の草む
らを守れ」という童話があるんです。ヒツジと
いうのは，放牧すると，めちゃくちゃに食って
いるのではなくて，自分の食い場所をちゃんと
定めて，自分の縄張りは守っています。ところが，
あるヒツジが，あいつの食っているところの草
はうまそうだと別の場所へ乗り込む。そうする
と乗り込まれたヒツジはどこか別の場所へ行く。
そうして，回っているうちに自分の場所の草ま
で食い損なうという話です。「隣の芝生は青い」
という話もあるでしょう。いったん仕事に就い
たら，どんな職場でも自分の草むらを守れ，こ
れが私の信念です。加入部に入った同期で営
業に残ったのは私だけです。自分の草むらは受
信料集金だと思いこれを最後まで守りました。昭和 37年の契約体系変更後の受信章説明用ポスター
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若い時，「お勤めはどちらですか」と聞かれ
「NHKです」と言うと「どんな番組にお出になっ
ていますか」「どういう番組を作っているんです
か」と聞かれます。「テレビには出ませんし，番組
も作っていません。集金の仕事をしています」っ
て何回言ったことか。ただ，玄関から入って話
を聞くより，裏口でどなられながら話をする方が，
視聴者の本音がわかるし，人間ができる。お金
を集める仕事は人格形成にはすごく役立ちます。
そういうさまざまな思いをしながら，営業の人間
は，自分の仕事に誇りを持ち，NHK職員である
ことに誇りを持っていますよ。それはNHKのほ
かの職種の方にもわかってもらいたいですね。

全目標達成

―うれしかったことはどうでしょうか。

増尾　やはり目標達成ですね。昭和 61年度，
東京営業局長時代に受持ちの全局所，全目標
達成をやった。これは 2度とできない自分の誇
りです。
　私は 200 項目完成というポスターを作ったん
です。東営管内で営業所が 25局所ありました。
それに契約取次や口座取次，収納額確保など，
目標の種類が 8つあり，25×8で 200 項目の目
標になります。
　それで，200 項目完遂運動というのをやった
んです。野球に例えると完全試合。全局所，全
目標を達成しようと大号令をかけました。全局
所，全目標達成というのを1度やってみたいと
一念発起し，すさまじい勢いでやったんです。
　当時のある営業所長が「増尾さん，口座だけ
はどうしても難しい，目標に行かない」と言っ
てきました。「よし，わかった，おまえさんのと
ころへ口座振替の勧奨だけの応援を他の営業

所から放り込む。あんたのところでやらないと
完全試合にならない，エラー1つでもだめ。お
れは完全試合をやりたいから，総動員をかけ
てやるぞ。その準備をしろ」って言ったんです。
そうしたら泡を食ったらしくてね。2～3日たっ
て「局長，待ってくれ，こっちにもメンツがある。
そんなに来てもらったら俺のメンツがなくなる」
と言ってきました。何のことはない，その営業
所は目標を150％達成してしまいました。人間
や目標なんていうのは，そんなものです。本当
に死に物狂いでやればできるものだと思いまし
た。結果として，全局所，全目標達成ができま
した。記念のメダルを作って全員に配りました。
これは私の宝ものです。大事に取ってあります。
―長年現場で視聴者と接してきた思いは。

増尾　受信料は視聴者が納得して払ってもらう。
お金を払ってくれるということが NHKを支持し
てくれているということです。だから，集金職の
人が行ってお金をいただく意味があるんです。
　「私はNHKです」などというバッジはあまり
好きではない。「NHKは視聴者の皆さんのも
のです」というバッジを付けなさい。NHKは
視聴者のものです。もし，受信料不払いが広
がって，7 割，8 割が不払いになったら，どう
するか。強制的に法律に訴えてでもやりますか。
私はNHKはやめるべきだと思います。だって，
視聴者が必要だと思うから国会で放送法を成
立させNHKを作ったんでしょう。7～ 8 割が

東京営業局の記念メダル
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不払いだったら，NHKは必要ないということな
のだからNHKはやめるべきです。解散したら
いい。それが私の持論です。その覚悟がない
とNHKは務まらないと思います。現役の時，
そこを職員によく言ってきかせました。そのこと
がわからなかったらNHKの存在価値はない。
NHKの不払いがいやだと思ったら，一生懸命，
それこそ「死に物狂い」で，放送をして，視聴
者の支持を受けるようにしないといけない。そ
ういう気概ですべての役職員が仕事をしなけれ
ばならない。NHKがつぶれるかどうかは一人
ひとりの「死に物狂い」の気持ちの有無にかかっ
ている。これが受信料制度です。

投げ銭を拾い受信料制度を集める

―座右の銘は何でしょうか。

増尾　新しく集金職になった人には，私は必ず，
受信料制度を守ることにつながる次の二つのこ
とを言いました。
　一つには，あなたは朝いやなことがあると1
日引きずるか。スッと忘れられるか，気分を変え
られるか。気分を変えられない人はこの仕事に
向かないからやめなさい。人間だから，そりゃ
あいやなことがあると1日気分が悪いっていうこ
ともあるでしょう。でも，それはそれでパッと切
り替える。そうしないと集金の仕事はできない。
　もう一つは，投げ銭でも拾いなさいというこ
と。誰かが「投げ銭は拾わず」という本を書い
たんです。それを聞いて「投げ銭を拾わないで
仕事が務まるか」と思いました。お金を払う時，
「NHK，見てないよ」とかお客さんに嫌みを言
われてお金を投げつけられても，しっかりと拾
う。そのお金をいただいて「ありがとうございま
した」と言う。それができない人はだめ。投げ

銭を拾えなかったらこの仕事は務まらない。
　その二つのことを訓示で必ず言っていました。
NHKに入って受信料の仕事をやる以上，受信
料制度を守ることが何より大切です。それが私
の「不動心」です。
　そのことは，この仕事に入ってからずっと変
わらない。受信料制度を守ることが NHKを
守ることです。受信料制度を守るから，あえて
営業という名前をいただいたと考えています。
放送と受信料制度を守る。この両輪があって
NHKは存在します。　
　「お金を集める」と言うより，受信料制度につ
いて視聴者の理解を得るという意味で「受信料
制度を集める」という言葉を私はよく使いまし
た。本当の放送とのかかわり合いというのはそ
ういうことではないでしょうか。
―後輩へのアドバイスをお願いします。

増尾　自分の仕事をもっとありがたがらなけれ
ばいけない。とにかく，まずは「死に物狂い」
で泥臭く一生懸命やることです。カッコばかり
つけて取りつくろってもだめ。人間には運命が
あって何が起こるかわからない。うまくいって

元横綱・大鵬親方直筆の色紙の前で
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いてもひっくり返ることもあるし，不当なことで
誤解されて蹴落とされることもあるかもしれませ
んが，まず一生懸命やっていると必ずうまくいく
というのが私の信念です。
―今，NHKでは 3か年経営計画の 2目標

「NHKへの接触者率 80％」4）「受信料の支払

率 75％」5）の達成に向け全組織をあげて取り

組んでいます。今のNHKに望むこととは？

増尾　経営計画の理念はわかります。ただ，
あまり目先の視聴率にこだわらないでほしい。
放送の人に注文したいのは，この問題だけは
社会のためにやりたいと思ったら，視聴率に関
係なしにやってほしい。これだけは，民放では
できないことです。視聴者の意向を表面のみで
捉えて安易に合わせないでほしい。良い番組を
出せば必ず結果はついてくると信じています。
NHKがやっているから安心できるという心理も

あるんです。例えば教育テレビ（Ｅテレ），視聴率
的には，見ない人も多い。だけど，教育テレビが
存在するということで安心感を持つ人も多いんで
す。自分は見ないけれども，NHKがああいうジャ
ンルの放送をやってくれているので評価するとい
う投書がありました。NHKがちゃんとしたことを
やっていれば視聴者は受信料を支払うんです。
　今回の震災報道でもNHKのステータスがか
なり上がっています。視聴者は｢さすが NHK｣
と思っています。視聴者は口に出さずともしっか
り見ています。こんな時に死に物狂いでやるか
らNHKの存在価値があります。「いざという時
のNHK」はNHKにとって最大の売り物です。
「世界に冠たるNHK」というのは本当だと思い
ます。NHKは，放送もみずから作り受信料も
みずから集めている。外国には例をみない制度
です。そのことを忘れないでほしい。
―今年の7月から放送は完全デジタル時代。

同じ7月に外部専門家による「NHK受信料制

度等専門調査会」で検討された内容が NHK

会長に報告されました 6）。

増尾　もう私は 80 歳を超えた昔の人間です。
新しい技術もどんどん入ってきて，そりゃあ，
放送は大きく変わっているでしょう。パソコンと
かデジタルとかよくわかりません。かっこつけて
もしょうがない。
　ただ，営業の本質は大きくは変わっていない
気がする。私は，ラジオ時代からこの仕事を
しています。この長い期間を振り返ってみると，
受信料を集めるという仕事の本質はそんなに変
わっていないと思う。　
営業は，単に集金ではなく「受信料制度を
集める」つまり，「受信料制度について視聴者の
理解を得る」ための仕事ですから。それは，受
信料制度がなくならない以上，そんなに変わら
ないと思う。
　NHKの人には胸を張って仕事をしてほしい
ね。視聴者はそれを願っているし，期待してい
ると私は思います。
―貴重なお話ありがとうございました。

（2011.7.6）
（しばた たかし）

営業用携帯端末を手に持ち各家庭を訪問する現在の営業活動の様子。
受信料制度を説明し契約を取り次ぐ仕事は昔も今も変わらない。
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（資料）営業のあゆみ

年 放送・技術の変遷等 受信料関係

　　　　　受信契約数（年度末）　　　　　　　千件

ラジオ
契約

テレビ契約
合　計普通

（白黒） カラー 衛星
（注）

大正 14 年 東京放送局（芝浦）仮放送開始 聴取料集金開始（郵便集金制度） 258 258
大正 15 年 社団法人「日本放送協会」設立 361 361
昭和 3 年 相撲放送，ラジオ体操開始 直接集金の開始 565 565
昭和 5 年 技術研究所設置 委託集金の開始 779 779
昭和 9 年 総務局に加入部設置 1,979 1,979
昭和 20 年 終戦の詔勅録音放送 5,728 5,728

昭和 25 年 放送法に基づく
特殊法人「日本放送協会」設立 「聴取料」から「受信料」へ 9,193 9,193

昭和 28 年 テレビ本放送開始 テレビとラジオの 2 本立て料金に 11,709 17 11,726

昭和 37 年 契約甲（すべての放送）と契約乙
（ラジオ）の受信料体系に組み替え 5,104 13,379 18,483

昭和 38 年 口座振替制度スタート 3,702 15,663 19,365
昭和 40 年 「加入」から「営業」へ 2,361 18,224 20,585

昭和 43 年 カラー契約と普通契約の体系に
組み替え，ラジオ受信料廃止  19,532 1,689 21,221

平成元年
消費税導入 消費税導入による料額の改定

1,452 31,737 1,207 33,189
衛星放送本放送開始 衛星契約の新設

平成 2 年 1,370 32,173 2,358 33,543

平成 7 年
阪神・淡路大震災

908 34,469 7,375 35,377
インターネット人口急増

平成 12 年
携帯電話加入台数が固定を
上回る 580 36,693 10,621 37,273
BS デジタル放送本放送開始

平成 15 年 3 大都市圏で地上デジタル放送
開始 438 37,719 12,009 38,157

平成 18 年 ワンセグ放送開始，全国で地上
デジタル放送開始 354 37,193 12,922 37,547

平成 19 年 カラー契約と普通契約の統合 （地上契約）24,381 13,423 37,804
平成 20 年 訪問集金の廃止，受信章の廃止 （　〃　）24,204 13,998 38,202

平成 23 年

東日本大震災
〈7 月末〉

（　〃　）24,106

〈7 月末〉

15,977

〈7 月末〉

40,083
放送の完全デジタル化，アナロ
グ放送廃止（岩手・宮城・福島
以外）

（注）衛星契約は，平成 18 年度までは再掲，19 年度以降は別掲。
（出所）NHK営業総局「公共放送を支える営業のあゆみ」（平成 9年 3月，部内資料），『NHK年鑑』等に基づき作成。

注：
1）太平洋戦争の開戦の詔勅を朗読したアナウン
サー，解説委員

2）解説委員，報道局長などを経て，昭和 39 年か
ら 48 年までNHK会長に就任

3）内幸町のNHK本館の向かい側にあったビル。
その後立て替えられ，「航空会館」となった

4）ここでいう接触者率は，放送だけでなく，インター
ネット等を含めて，1週間に 5 分以上 NHKを「見
たり」「聞いたり」した人の率のこと

5）支払率：（受信契約数－未収数）／受信契約対
象数

6）「NHK受信料制度等専門調査会」：NHK会長
の諮問機関。平成 23 年 7 月 12 日に，受信契約
を巡る当面の諸課題や，衛星放送やインター
ネットに関する中期的な課題について多角的に
まとめた答申をNHK会長に提出した


