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「日本放送協会放送受信規約」新旧対照表          （   

新 

部分は、変更部分） 

旧 

（放送受信料支払いの義務） 

第５条 放送受信契約者は、受信機の設置の月

から第９条第２項の規定により解約となった

月の前月（受信機を設置した月に解約となっ

た放送受信契約者については、当該月とす

る。）まで、１の放送受信契約につき、その種

別および支払区分に従い、次の表に掲げる額

の放送受信料（消費税および地方消費税を含

む。）を支払わなければならない。 

 

種別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

地上 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 1,260円 7,190円 13,990円 

継続振込等 1,310円 7,475円 14,545円 

衛星 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 2,230円 12,730円 24,770円 

継続振込等 2,280円 13,015円 25,320円 

特別 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 985円 5,620円 10,940円 

継続振込等 1,035円 5,905円 11,490円 

 

この表において「口座・クレジット」とは

第６条第３項に定める口座振替またはクレジ

ットカード等継続払をいい、「継続振込等」と

は同条同項に定める継続振込または同条第４

項に定めるその他の支払方法をいう。 

２～３（略） 

（放送受信料支払いの義務） 

第５条 放送受信契約者は、受信機の設置の月

から第９条第２項の規定により解約となった

月の前月（受信機を設置した月に解約となっ

た放送受信契約者については、当該月とす

る。）まで、１の放送受信契約につき、その種

別および支払区分に従い、次の表に掲げる額

の放送受信料（消費税および地方消費税を含

む。）を支払わなければならない。 

 

種別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

地上 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 1,225円 6,980円 13,600円 

継続振込等 1,275円 7,270円 14,160円 

衛星 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 2,170円 12,370円 24,090円 

継続振込等 2,220円 12,660円 24,650円 

特別 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 955円 5,430円 10,580円 

継続振込等 1,005円 5,730円 11,180円 

 

この表において「口座・クレジット」とは

第６条第３項に定める口座振替またはクレジ

ットカード等継続払をいい、「継続振込等」と

は同条同項に定める継続振込または同条第４

項に定めるその他の支払方法をいう。 

２～３（略） 

（多数契約一括支払に関する特例（多数一括割

引）） 

第５条の２ （略） 

２ 前項において、衛星契約の契約件数が９７件、

９８件または９９件（沖縄県の区域に居住する

放送受信契約者にあっては、９６件（１２か月

前払額である場合に限る。）、９７件、９８件ま

たは９９件とする。）である１の放送受信契約者

については、同項の規定にかかわらず、その契

約件数を１００件として算定した放送受信料額

を支払うものとする。 

３ 第１項において、衛星契約または特別契約

の契約件数の合計が１０件に満たない場合で、

衛星契約の契約件数が９件（１２か月前払額で

ある場合で、第６条第３項第３号に定める継続

振込により支払う場合

４ （略） 

に限る。）である沖縄県の

区域に居住する１の放送受信契約者について

は、同項の規定にかかわらず、衛星契約の契約

件数を１０件として算定した放送受信料額を支

払うものとする。 

（多数契約一括支払に関する特例（多数一括割

引）） 

第５条の２ （略） 

２ 前項において、衛星契約の契約件数が９７件、

９８件または９９件（沖縄県の区域に居住する

放送受信契約者にあっては、９６件（６か月前

払額または

３ 第１項において、衛星契約または特別契約

の契約件数の合計が１０件に満たない場合で、

衛星契約の契約件数が９件（

１２か月前払額である場合に限

る。）、９７件、９８件または９９件とする。）で

ある１の放送受信契約者については、同項の規

定にかかわらず、その契約件数を１００件とし

て算定した放送受信料額を支払うものとする。 

６か月前払額また

は

 

１２か月前払額である場合に限る。）である沖

縄県の区域に居住する１の放送受信契約者につ

いては、同項の規定にかかわらず、衛星契約の

契約件数を１０件として算定した放送受信料額

を支払うものとする。 

４ （略） 
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（団体一括支払に関する特例（団体一括割引）） 

第５条の３ 別に定める要件を備えた団体の構成

員で、衛星契約または特別契約を締結している

放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が

適用される者を除いて１５名以上まとまり、団

体としてその代表者を通じ、第６条第３項に定

める口座振替または継続振込により一括して放

送受信料を支払う場合は、第５条第１項および

第２項の規定にかかわらず、支払区分が継続振

込等の放送受信料額から、１件あたり月額２０

０円を減じて支払うものとする。 

 

 

 

 

２～３（略） 

（団体一括支払に関する特例（団体一括割引）） 

第５条の３ 別に定める要件を備えた団体の構成

員で、衛星契約または特別契約を締結している

放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が

適用される者を除いて１５名以上まとまり、団

体としてその代表者を通じ、第６条第３項に定

める口座振替または継続振込により一括して放

送受信料を支払う場合は、第５条第１項および

第２項の規定にかかわらず、支払区分が継続振

込等の放送受信料額から、１件あたり月額２０

０円を減じて支払うものとする。

２～３（略） 

ただし、特別

契約を締結している放送受信契約者が、１２か

月前払により放送受信料を支払う場合は、１件

あたり年額２，４２０円を減じて支払うものと

する。 

（放送受信料の支払方法） 

第６条 （略） 

２～５ （略） 

６ 口座振替による支払いは、前項または第１

１項

７～８ （略） 

に定める放送受信料口座振替利用届をＮ

ＨＫが受け付けた月の属する期の翌期以降の

期分（放送受信料が前払されている場合にお

いては、当該前払の期間が終了する月の翌月

以降分）の放送受信料について取り扱うもの

とする。 

９ 放送受信料を継続振込により支払う放送受

信契約者は、金融機関、郵便局またはコンビ

ニエンスストア等において払込む方法に代え

て、クレジットカード会社等に立て替えさせ

ることによって

１０ （略） 

支払うことができる。  

１１ 第５項の放送受信料口座振替利用届およ

び前項の放送受信料クレジットカード等継続

払利用申込書の提出は、書面に代えて電話、

インターネット等の通信手段を利用した所定

の方法により行なうことができる。 
１２ クレジットカード等継続払による支払い

は、第１０項または前項に定める放送受信料

クレジットカード等継続払利用申込書をＮＨ

Ｋが受理した月の属する期の翌期以降の期分

（放送受信料が前払されている場合において

は、当該前払の期間が終了する月の翌月以降

分）の放送受信料について取り扱うものとす

る。 

１３

（放送受信料の支払方法） 

 （略） 

第６条 （略） 

２～５ （略） 

６ 口座振替による支払いは、前項に定める放

送受信料口座振替利用届をＮＨＫが受け付け

た月の属する期の翌期以降の期分（放送受信

料が前払されている場合においては、当該前

払の期間が終了する月の翌月以降分）の放送

受信料について取り扱うものとする。 

 

７～８ （略） 

９ 放送受信料を継続振込により支払う放送受

信契約者は、金融機関、郵便局またはコンビ

ニエンスストア等において払込む方法に代え

て、クレジットカードにより

１０ （略） 

支払うことがで

きる。 

（新設） 

 

 

 

 

１１

 

 クレジットカード等継続払による支払い

は、前項に定める放送受信料クレジットカー

ド等継続払利用申込書をＮＨＫが受理した月

の属する期の翌期以降の期分（放送受信料が

前払されている場合においては、当該前払の

期間が終了する月の翌月以降分）の放送受信

料について取り扱うものとする。 

１２ （略） 

付 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２６年４月１日

付 則 

から施行

する。 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２５年６月１日から施行

する。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地デジ難視対策衛星放送に関する暫定措置） 

２～４ （略） 

５ 衛星契約を締結している者が、付則第３項

に基づき放送受信契約の種別を地上契約に変

更する場合は、地デジ難視対策衛星放送によ

り地上系によるテレビジョン放送を受信でき

るテレビジョン受信機を設置した日に第３条

第２項に定める放送受信契約書を放送局に提

出したものとみなす。 

６ 付則第３項の規定により地上契約を締結し

た者の受信機を設置した場所が、地デジ難視

対策地域または難視聴地域でなくなった場

合、当該放送受信契約者は、第１条第１項お

よび第２項の規定に従い所定の放送受信契約

を締結するものとする。 

（アナログ放送の終了に関する措置） 

７～８ （略） 

９ ＮＨＫは、付則第７項の届け出の内容に虚

偽があることが判明した場合、アナログ放送

終了日に遡り、放送受信契約が終了しないも

のとすることができる。 

１０ 付則第８項の規定により放送受信契約が

終了した放送受信契約者における第５条第１

項の適用については、同項中「第９条第２項

の規定により解約となった月」とあるのは「ア

ナログ放送終了日の属する月」と、「受信機を

設置した月に解約となった」とあるのは「受

信機を設置した月にアナログ放送終了により

放送受信契約が終了した」とし、付則第８項

の規定により放送受信契約が終了した場合に

おける放送受信料の精算については、第１１

条第１項を準用する。この場合において、「解

約」とあるのは「終了」と読み替えるものと

する。 

１１ （略） 

１２ 付則第８項および第９項の定めは、前項

の規定による放送受信契約種別変更の場合に

ついて準用する。この場合において、「前項各

号」とあるのは「付則第１１項各号」と、「終

２ 

（普通契約または衛星普通契約に関する経過措

置） 

（地デジ難視対策衛星放送に関する暫定措置） 

平成１９年６月１日施行の規約の付則に定

める経過措置適用者については、平成２５年

３月３１日までの間、平成１８年４月１日か

ら平成１９年９月３０日までの間に施行され

た規約の契約種別に関する規定を適用し、放

送受信料額についてはその規約に定める支払

区分が口座振替等の額を適用する。ただし、

放送受信料の支払方法についてはこの規約を

適用し、経過措置適用者が放送受信契約の種

別を変更するときも、この規約を適用する。 

３～５ （略） 

６ 衛星契約を締結している者が、付則第４項

に基づき放送受信契約の種別を地上契約に変

更する場合は、地デジ難視対策衛星放送によ

り地上系によるテレビジョン放送を受信でき

るテレビジョン受信機を設置した日に第３条

第２項に定める放送受信契約書を放送局に提

出したものとみなす。 

７ 付則第４項の規定により地上契約を締結し

た者の受信機を設置した場所が、地デジ難視

対策地域または難視聴地域でなくなった場

合、当該放送受信契約者は、第１条第１項お

よび第２項の規定に従い所定の放送受信契約

を締結するものとする。 

（アナログ放送の終了に関する措置） 

８～９ （略） 

１０ ＮＨＫは、付則第８項の届け出の内容に

虚偽があることが判明した場合、アナログ放

送終了日に遡り、放送受信契約が終了しない

ものとすることができる。 

１１ 付則第９項の規定により放送受信契約が

終了した放送受信契約者における第５条第１

項の適用については、同項中「第９条第２項

の規定により解約となった月」とあるのは「ア

ナログ放送終了日の属する月」と、「受信機を

設置した月に解約となった」とあるのは「受

信機を設置した月にアナログ放送終了により

放送受信契約が終了した」とし、付則第９項

の規定により放送受信契約が終了した場合に

おける放送受信料の精算については、第１１

条第１項を準用する。この場合において、「解

約」とあるのは「終了」と読み替えるものと

する。 

１２ （略） 

１３ 付則第９項および第１０項の定めは、前

項の規定による放送受信契約種別変更の場合

について準用する。この場合において、「前項

各号」とあるのは「付則第１２項各号」と、「終
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了し」とあるのは「衛星契約から地上契約に

種別変更され」と、「付則第７項の届け出」と

あるのは「付則第１１

了し」とあるのは「衛星契約から地上契約に

種別変更され」と、「付則第８項の届け出」と

あるのは「付則第項の提出」と読み替え

るものとする。 

１２項の提出」と読み替え

るものとする。 

別表１ 沖縄県の区域内に居住する者の支払う

べき放送受信料額（第５条第２項関係） 

 

種別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

地上 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 1,105円 6,300円 12,255円 

継続振込等 1,155円 6,585円 12,810円 

衛星 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 2,075円 11,840円 23,030円 

継続振込等 2,125円 12,125円 23,585円 
 

別表１ 沖縄県の区域内に居住する者の支払う

べき放送受信料額（第５条第２項関係） 

 

種別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

地上 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 1,070円 6,100円 11,880円 

継続振込等 1,120円 6,390円 12,440円 

衛星 

契約 

口座･ｸﾚｼﾞｯﾄ 2,015円 11,490円 22,370円 

継続振込等 2,065円 11,780円 22,930円 
 

 


