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諮問第１２号 

｢学生を対象とする免除の拡大について｣ 答申 

 

ＮＨＫ受信料制度等検討委員会では、学生を対象とする免除の拡大について、２０２２年

１１月、ＮＨＫ会長より諮問を受け、検討した。 

 

●諮問第１２号 学生を対象とする免除の拡大について※ 

 
  ＮＨＫでは、諮問第４号「受信料体系の変更に係る具体案について」の答申（２０１８年１月１２

日）を踏まえ、親元等から離れて暮らす学生のうち、親元等が市町村民税非課税の世帯の学生または受

給条件として経済要件を課している奨学金を受給している学生等を対象に受信料を全額免除としてい

る。 

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による社会経済への影響の長期化に加え、世界規模で

の物価高騰の影響など、学生本人だけでなく親元等を取り巻く経済状況は、ますます厳しくなってい

る。とりわけ親元等から離れて暮らす学生は、アルバイトによる収入や仕送りが減少していることなど

から、経済的に厳しい状況が続いていると考えられる。 

 こうした状況を踏まえ、親元等から離れて暮らす学生のうち、社会保険制度において被扶養者となっ

ている学生や、被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生についても、受信料の全額免除

の対象に加えることを検討しており、現行の受信料制度との整合性や受信料の負担の公平性、視聴者・

国民の理解等の観点から、妥当性について見解を求める。 

 

※拡大する対象は、現行の免除基準同様、学校教育法上の「学生または生徒（聴講生、科目等履修生は

含まない）」とする。  

 

〔参考〕 日本放送協会放送受信料免除基準 

１ 全額免除 

（奨学金受給対象等の別住居の学生） 

(6) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校、第１２４条に規定する専修学校ま

たは第１３４条に規定する各種学校（修業年限が１年以上あるものに限る。）（別表４において「学校

等」と総称する。）に在学する別表４に掲げる学生が生計をともにする者の住居とは別の住居に受信

機を設置して締結する放送受信契約。なお、当該学生について、生計をともにする者がいない場合

は、当該学生が住居に受信機を設置して締結する放送受信契約も含む。 
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   別表４ 

学 生 

（奨学金受給対象の学生） 

１ 独立行政法人日本学生支援機構、地方公共団体、基準第１項(6)に規

定する在学先の学校等および教育の機会均等に寄与するための奨学

金事業を実施することを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）に基づく公益法人が設

ける奨学金制度のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金制度の奨

学金を受給している学生 

２ 別に定めるところにより、経済的理由の選考基準があり、１の奨学金制

度と趣旨目的が一致するとＮＨＫが認める奨学金制度の奨学金を受給

している学生 

（授業料免除対象の学生） 

３ 基準第１項(6)に規定する在学先の学校等が設ける授業料免除制度の

うち、経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けてい

る学生 

（市町村民税非課税世帯の学生） 

４ 世帯の構成員の全員が市町村民税（特別区民税を含む。）非課税の措

置を受けている場合で、当該世帯の構成員と生計をともにする学生 

（公的扶助受給世帯の学生） 

５ 世帯が基準第１項(3)に規定する公的扶助を受けている場合で、当該

世帯の構成員と生計をともにする学生 

（注）本表における「学生」とは、学校教育法上の学生または生徒を意味するが、聴講生、  

科目等履修生は含まない。 
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＜見解＞ 

親元等から離れて暮らす学生のうち、社会保険制度において被扶養者となっている学生や、

被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生を対象に受信料免除の適用を拡大

することの妥当性はあると考えられる。 

 

＜考え方＞ 

 学生を対象とすることについては、諮問第４号の答申 1において、「同一世代の社会人との

公平性や、学生以外の世代との公平性について検討する必要がある。学生については、学業

に関する支出が必要であること、一般的に本人の所得が限られること、同一生計における２

以上の負担となっている場合が多いことといった特有の経済的な事由がある」、「さらに、学

生に対する負担軽減の措置は社会的にも広く受容されていること、経済的に厳しい状況に置

かれた学生に対して一定の措置を講じることは法律に規定されている例もあることを踏ま

えれば、同一世代内および世代間の公平性を損なうものではないと考えられる」としており、

本諮問についても同様と考えられる 2。 

 まず社会保険制度において被扶養者となっている学生を免除の対象にすることについて

検討する。社会保険制度における被扶養者は、健康保険法において「主として被保険者によ

り生計を維持されるもの」と定義されており、被扶養者の認定にあたっては、親族の範囲お

よび収入の基準が設けられている 3。被扶養者となっている学生は、自ら生計を維持しうる

収入水準になく、またすでに述べた通り学業に関する支出が必要であること等から、経済的

に厳しい状況にあると考えられる。 

 次に、被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生を免除の対象とすることに

ついて検討する。被扶養者の認定においては、学生本人の年間収入が被扶養者と同等の場合

でも被保険者からの仕送りが少ないこと等により被扶養者と認定されない場合がありうる。

また、親元等が国民健康保険に加入している学生は、一般に学生自身も国民健康保険の加入

者となり被扶養者には該当しないが、同様に親元等により生計を維持されることは当然考え

られる。これらの学生の経済的な状況は、被扶養者である学生と同様に厳しい状況にあると

考えられる。 

 メディア環境が変化する中で、インターネットの利用時間が増加し、若年層ではテレビの

視聴時間を上回っている状況だが、インターネットでの動画視聴やソーシャルメディアの利

用が進んでいる 4一方で、インターネット上の情報空間ではフェイクニュースやフィルター

バブルなどの課題も指摘されており、若い世代も含めて多くの人がこれらの課題を体験して

いる 5。また、若年層に社会にとって必要な情報が届けられなくなることについて、若年層

自身においても社会全体においても問題であると認識されている 6。ＮＨＫにおいては信頼

性の高い情報を提供する公共メディアとして学生を中心とした若年層に対して接触率を向

 
1 参考資料６ページ参照 
2 ＮＨＫから、物価の上昇やアルバイト収入の減少等により、学生を取り巻く経済状況は悪化している

との説明があった。参考資料４～５ページ参照 
3 参考資料８ページ参照 
4 参考資料９ページ参照 
5 参考資料１１ページ参照 
6 参考資料１２～１３ページ参照 



 

6 
 

上させるために様々な取り組みを行っている 7ところだが、今回検討されている学生を対象

とする免除の拡大は、テレビ設置の負担を軽減することで、多様で信頼できる情報を取得し

たいと考える学生の一助となると考えられる。 

 

＜留意事項＞ 

本諮問においては、新たな免除の対象について、社会保険制度において被扶養者となって

いる学生と、被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生の２つの対象が示され

ているところ、その趣旨は共通するものであることも踏まえ、具体的な免除要件を定めるに

あたっては、基準の公平性および的確かつ簡素な証明による公平な運用となるよう十分に留

意する必要がある。  

 
7 参考資料１４ページ参照 
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（委員名簿） 

 

ＮＨＫ受信料制度等検討委員会 委員名簿 
  

（五十音順） 
 
【委員】 

◎ 安藤
あんどう

 英
ひ で

義
よ し

  一橋大学名誉教授・専修大学名誉教授（会計学） 

鈴木
す ず き

 秀美
ひ で み

   慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所教授（憲法） 

○ 山内
やまうち

 弘
ひ ろ

隆
た か

  一橋大学名誉教授（経済学） 

山野目
や ま の め

 章夫
あ き お

  早稲田大学大学院法務研究科教授（民法） 

山本
やまもと

 隆司
りゅうじ

 東京大学大学院法学政治学研究科教授（行政法） 

 

【オブザーバー】 

平松
ひらまつ

 剛実
た け み

    弁護士 

 

 

◎座長、○座長職務代行 
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２０２２年１１月９日付け諮問第12号

「学生を対象とする免除の拡大について」 答申
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諮問第12号

諮問第12号 学生を対象とする免除の拡大について※

ＮＨＫでは、諮問第４号「受信料体系の変更に係る具体案について」の答申（２０１８年１月１２日）を踏まえ、親元等

から離れて暮らす学生のうち、親元等が市町村民税非課税の世帯の学生または受給条件として経済要件を課して

いる奨学金を受給している学生等を対象に受信料を全額免除としている。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による社会経済への影響の長期化に加え、世界規模での物価高騰

の影響など、学生本人だけでなく親元等を取り巻く経済状況は、ますます厳しくなっている。とりわけ親元等から

離れて暮らす学生は、アルバイトによる収入や仕送りが減少していることなどから、経済的に厳しい状況が続いて

いると考えられる。

こうした状況を踏まえ、親元等から離れて暮らす学生のうち、社会保険制度において被扶養者となっている学生

や、被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生についても、受信料の全額免除の対象に加えること

を検討しており、現行の受信料制度との整合性や受信料の負担の公平性、視聴者・国民の理解等の観点から、妥

当性について見解を求める。

〇答申を希望する時期 ２０２２年１２月中旬目処

※拡大する対象は、現行の免除基準同様、学校教育法上の「学生または生徒（聴講生、科目等履修生は含まない）」とする。
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学生の奨学金受給率は、2012年をピークに下降傾向にあり、２０２０年度は５０％を下回る水準となっている。

奨学金の受給率推移(2000年～20２０年)
「大学昼間部」「国立、公立、私立の平均」

（年度）

受
給
率

28.7%
31.2%

41.1% 40.9%
43.3%

50.7%
52.5% 51.3%

48.9%
47.5%

49.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

独立行政法人日本学生支援機構 「令和２年度学生生活調査」（隔年調査） から作成

奨学金受給率の推移
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総務省統計局データ 「品目別価格指数 全国・総合」から作成

（指数）

２０２０年を基準とした消費者物価指数は、2022年に入り急上昇している。

学生を取り巻く経済状況の悪化①

消費者物価指数（2020年基準）
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100 100
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 親元から離れて暮らす学生の生活費（収入）について、直近（２０２１年度） の水準は「仕送り」「奨学金」「アルバイト」いずれの

項目においても、コロナ禍前の２０１９年度を下回っている。

 特に「アルバイト」の収入が大きく減少し、親元からの仕送りの割合が高まっている。

71,500 72,810 70,410 71,880 

20,530 20,900 21,130 20,380 

31,670 33,600 
26,360 29,130 

3,580 2,550 
4,350 3,450 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

仕送り 奨学金 アルバイト その他

全国大学生活協同組合連合会「第5７回学生の消費生活に関する実態調査」から作成

（円）

2019年度と2021年度の
1か月の生活費（収入）の差

アルバイト △4,470円

奨学金 △520円

仕送り △930円

計 127，280円

※( )は年度における項目ごとの収入の割合

(25%)

(16%)

(56%)

(26%)

(16%)

(56%)

(22%)

(17%)

(58%)

(23%)

(16%)

(58%)

計 129，860円
計 122，250円 計 125，280円

下宿生の1か月の生活費（収入）

学生を取り巻く経済状況の悪化②
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【参考】諮問第４号「受信料体系の変更に係る具体案について」答申（抜粋）

＜見解＞
「奨学金受給対象などの学生への免除」の妥当性はあると考えられる。

＜考え方＞
親元等が市町村民税非課税世帯の場合、これと別住居となる学生についても、経済的に厳しい状況に置かれていると考えられる。また、市町

村民税非課税という基準については、既に他の類型における受信料の全額免除の基準に適用されている。
また、奨学金受給学生の場合には、国（独立行政法人日本学生支援機構）が実施している奨学金については、法律において経済的な理由に

よって修学が困難な者を対象とすることが規定されている。このように、親元等から離れて暮らし、経済要件を課している奨学金を受給してい
る学生は、経済的に厳しい状況に置かれていると考えられる。また、例えばドイツにおいても、経済要件を課している奨学金を受給している学
生を放送負担金の全額免除の対象としている。
学生を対象とすることについては、同一世代の社会人との公平性や、学生以外の世代との公平性について検討する必要がある。学生につい

ては、学業に関する支出が必要であること、一般的に本人の所得が限られること、同一生計における２以上の負担となっている場合が多いこと
といった特有の経済的な事由がある。また、本施策は、全ての学生を無条件に対象とするものではなく、経済的に厳しい状況に置かれた者に限
定して実施するものである。さらに、学生に対する負担軽減の措置は社会的にも広く受容されていること、経済的に厳しい状況に置かれた学
生に対して一定の措置を講じることは法律に規定されている例もあることを踏まえれば、同一世代内および世代間の公平性を損なうものでは
ないと考えられる。
本施策は、経済的に厳しい状況に置かれた学生に対象を限定するものであり、近年の学生数の推移等からみて、免除件数が大幅に増加する

ことはないと考えられる。このことから、「負担の公平性を重視するとともに、他の負担者による内部補助であることに留意して限定的に運用
する」という、これまでの基本的な方向性と整合するものと考えられる。
また、公的な証明書類等を活用して、的確かつ簡素な証明による公平な運用が可能と考えられる。

＜留意事項＞
経済要件が課されている奨学金を受給している学生を全額免除とする場合、対象となる奨学金制度を定めることが必要となるが、既存の奨

学金制度の基準（経済要件や対象となる学生の範囲等）を確認したうえで、経済的に厳しい状況に置かれた学生を対象にするという免除の考
え方、基準の公平性および的確かつ簡素な証明による公平な運用という点を十分に考慮し、具体的な対象を定めることが重要となる。

施策２「奨学金受給対象などの学生への免除」
親元等から離れて暮らす学生のうち、親元等が市町村民税非課税の世帯の学生または受給条件として経済要件を課している奨学金を受給し
ている学生を全額免除の対象とする施策。
＜対象規模：約２１万件・年間約２３億円＞
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学生の加入する社会保険について

 75歳未満の学生が加入する社会保険制度には被用者保険と国民健康保険がある。

 加入者に関して被保険者と被扶養者を分ける考え方は被用者保険にのみ存在し、健康保険法に「主としてその被保険者によ
り生計を維持するもの」と定義されており、社会保険制度における被扶養者である学生は、収入が限られており自ら生計を
維持できないことに加え、学業に関する支出が必要であることから、経済的に厳しい状況にあると考えられる。他方、国民健
康保険には被扶養者という考え方はなく全員が被保険者となるが、加入者のうち、被用者保険の被扶養者と同等の収入水
準である学生は、同様に経済的に自立しておらず、厳しい状況にあると考えられる。

被用者保険 国民健康保険

健康保険法等に基づき設立
された各企業の健康保険組合
等により運営される。加入者
は各適用事業所に使用される
者およびその被扶養者等。
被扶養者の収入水準は年間収
入が１３０万円未満。

（例） （企業の）健康保険組合
協会けんぽ・ 共済組合

学生

他の医療保険制度（被用者保
険、後期高齢者医療制度）に加
入していない全ての方を対象
とした医療保険制度。
被扶養者という考え方はなく
全員が被保険者となる。

加入する社会保険は親元等の
社会保険や、本人の収入等に
より決まる
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健康保険法
第３条第７項

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学
生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められ
るものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適
用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

一 被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。）の直系尊属、配偶者（届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、子、孫及び兄弟姉妹であって、主と
してその被保険者により生計を維持するもの （後略）

【参考】 社会保険制度における被扶養者の定義等

「収入がある者についての被扶養者
の認定について」

昭和52年4月6日
各道府県知事あて厚生省保険局長・

社会保険庁医療保険部長通知
（抜粋）

2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、１３０万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては１８０万円未満)
であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当す
るものとすること。

＜被扶養者の定義＞

＜被扶養者の収入水準＞

社会保険制度における被扶養者の定義・収入水準については次のとおり規定されている
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若年層におけるメディア利用状況①

総務省の公共放送ワーキンググループにおいて公共放送を取り巻く環境の変化について報告があり、インターネット利用時間が
多く、若年層ではテレビの視聴時間を上回っている

「総務省 公共放送WG第1回資料」
より抜粋（青枠は事務局で追加）
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若年層におけるメディア利用状況②
加えて、フェイクニュースに接する機会が多いと思われる情報源としてはSNSと回答した人が若年層においても多いことが報
告されている

「総務省 公共放送WG第1回資料」
より抜粋（青枠は事務局で追加）
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インターネット上の情報空間における課題

フェイクニュースやフィルターバブル等、インターネット上の情報空間における課題を多くの人が体験している

「NHK次世代NHKに関する専門小
委員会（第1次）補足資料」より抜粋
（青枠は事務局で追加）
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若年層におけるメディア環境に対する課題意識

動画配信サービスの普及により「若者に社会にとって必要な情報が届けられなくなること」に対して7割弱の方が問題視している

「総務省 公共放送WG第3回資料（NHK提出）」より抜粋 （青枠は事務局で追加）
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若年層におけるメディア環境に対する課題意識の年層別集計

近年、NetflixやAmazon Prime Video等のインターネット動画配信サービスが普及してきていますが、放送事業者がその環境変化に対応しきれておらず、若者層を中心にテレビを視聴する

人が減っていると言われています。

そのことにより、若者層を中心に、政治や選挙情報、社会全体で共有し考えるべき課題等の社会にとって必要とされる基本的な情報が共有されにくくなる可能性が指摘されています。

Q.あなたは、このことを問題だと思いますか。（ひとつだけ）【必須】

20.3%

28.5%

14.0%

18.1%

16.7%

19.0%

21.4%

27.8%

47.3%

46.5%

44.9%

40.5%

43.0%

49.4%

52.0%

52.9%

22.2%

17.4%

28.1%

27.4%

27.2%

22.4%

18.9%

13.4%

10.2%

7.6%

13.0%

14.0%

13.2%

9.2%

7.7%

6.0%

n=415

30代

n=2,463

10代

n=45640代

20代

問題だと
思う

どちらかというと
問題だと思う

どちらかというと
問題だと思わない

問題だと
思わない

n=285

60代

70代

n=144

n=343

n=402

n=418

全体

50代

58.9%

68.4%

58.6%

75.0%

73.4%

80.6%

67.6%

59.6%

出所:ＮＨＫ調査 （２０２２年１０月 全国１５－７９歳男女、インターネット調査、N＝２４６３)

動画配信サービスの普及により「若者に社会にとって必要な情報が届けられなくなること」に対して、7割弱が問題視。
その問題意識は10代や50代以上で相対的に高いが、20-40代でも６割弱は問題視している。
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若年層の接触率向上に向けた取り組み

NHKでは総合テレビにおいて若者向けコンテンツを強化や放送と連動したキャンペーンを実施するなど若者向けコンテンツの
制作・放送を積極的に行い、接触率の向上に取り組んでいる

総合テレビ 若者向けコンテンツの強化

若者の幸せを考えるキャンペーン“君の声が聴きたい”

 午後１０時４５分から「夜ドラ」新設（月～木）
旬の出演者、話題の原作を見やすい１５分サイズで放送NHKプラスでの
同時・見逃し視聴も意識

 午後１１時台を“若者向けゾーン”と位置づけ、３か月ごとにコンテンツを
入れ替え、多彩な番組を編成

 日本の若者の精神的幸福度が先進国３８か国中３７位（ユニセフ調査）と
いう結果を踏まえ、若い世代の悩み・戸惑いに寄り添い、多角的な視点
から解決策を考える

 ４０を超える番組が連携して５月に第1弾を放送。寄せられた約３０００件
の声をもとに１２月に第2弾を放送

 来年度も継続予定

コロナ禍の宅配ドライバーの奮闘を描いた
夜ドラ『あなたのブツが、ここに』（8月～9月）
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奨学金受給対象などの学生を対象とした免除実施（２０１９年２月）以降も、依然として学生の受信料負担軽減を求める声が多い

学生の負担軽減を求める声

NHKコールセンターへの意見例※

• 大学生であったため、親元へ確認の連絡をすると、「学生
から受信料をとるのはおかしい。二重取りだ。払わな
い。」と仰せ。

• 私は大学生で収入もないのに支払うのはおかしいので
はないか。

• 学生 県外に居住。ＴＶあり。無収入・未成年であっても
契約が必要なのは納得出来ないとご意見。

• 学生で一人暮らしをしています。奨学金は借りていませ
んが、決して裕福な家庭ではありません。必死にアルバ
イトをし、日々の生活費を稼いでいるのにもかかわらず、
レオパレスが設置したテレビのせいで、受信料を払って
います。年間2万近くの受信料は、私の生活を確実に苦
しめています。このままでは、生活に支障がでます。

国会での指摘（抜粋）

• 参議院総務委員会（令和３年３月３０日・若松議員・公明）

是非そういった免除拡大ですか、の財源にもつなげる
ためにも、さっきの入金率を高めて、そして、そういった
財源を先ほど言いましたような生活困窮者、学生等への
免除ですか、に広げていただきたいと思うんですけど、
いかがでしょうか。

• 参議院総務委員会（令和3年6月1日・芳賀議員・国民）

コロナ禍で親元を離れて都会で独り暮らしをしてい
る学生の世帯、アルバイトもできず収入がない中でも徴
収を求められると、こういったことがありますが、こう
いった面での、単なる受信料値下げだけではなく、こう
した減免の拡大というようなことは考えていらっしゃ
らないんでしょうか。

※２０19年４月～２０２2年3月に寄せられた意見から抜粋
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