
受信料の負担軽減策について

⽇本放送協会

第１２９２回経営委員会議案
平成２９年１０月１０日

（審議事項 ）



負担軽減策の基本的な考え⽅
 次期３か年経営計画においては、収⼊の増加と経費の削減により、事業収⽀差⾦で
各年度７０億円規模の⿊字を確保し、この財源をもとに、１７０億円規模の視聴者
への負担軽減策を検討。

 視聴者の負担軽減策として、受信料の「⼀律値下げ」や「免除」「割引等」が考えられる。
 原資約７０億円（年間）をもとに、「⼀律値下げ」した場合、受信契約１件あたりの
値下げ額は⽉額約１５円（⽀払額の約１％）となる。

 今回、対象は限定されるものの、⼀件当たりの負担を⼤きく軽減させることが可能な「免
除」「割引等」について、ＮＨＫ受信料制度等検討委員会（以下、「検討委員会」）
の諮問第３号答申等を踏まえ、検討した。

⼀律値下げ 免除
割引等

検討委員会諮問第３号
答申を踏まえ実施

１

⼀部契約者対象全契約者対象

１件あたり⽉額 約15円
（⽀払額の１％）



負担軽減の具体策
免除・割引等による受信料の負担軽減策について、検討委員会の諮問第３号答申等を
踏まえつつ、より合理的な受信料体系に変更する観点から、次の４項⽬の案をまとめた。

社会福祉施設への免除拡⼤

親元⾮課税世帯の学⽣への免除適⽤

多数⽀払いにおける割引の併⽤

設置⽉の無料化

受信料
免除

割引等

２



社会福祉施設への免除拡⼤



社会福祉施設の免除について
 社会福祉施設における免除については、平成１３年以前に社会福祉法に規定されていた施設のみ限定して

実施。
 これは、法改正により対象範囲が拡⼤することがないように免除基準を変更したもの。

社会福祉事業（第１種・第２種）を⾏う施設

特別養護⽼⼈ホーム等
70事業

（免除契約件数約29万件）

⼩規模多機能型居宅介護事業等
25事業

（有料契約件数約2万件）

「平成13年以前」に
社会福祉法に規定された施設

社会福祉施設の免除範囲

「平成13年以降」に
社会福祉法に規定された施設

４

免除対象 免除対象外

社会福祉施設への
免除拡⼤

法定化された時期により
取り扱いに差がある



社会福祉施設への免除拡⼤（案）

社会福祉事業（第１種・第２種）を⾏う施設

「平成13年以前」
に規定された施設

「平成13年以降」
に規定された施設

社会福祉事業（第１種・第２種）を⾏う施設

社会福祉法に規定された施設
（規定時期に関わらず）

免除対象免除対象 免除対象外

現⾏の免除対象 変更後の免除対象

実施イメージ

５社会福祉施設への
免除拡⼤

約2万件対象
件数 約2億円影響額

（年間） 平成30年4⽉〜開始
年⽉

平成１３年以降に規定された社会福祉施設についても、全額免除の対象とする。
実施
概要

免除基準の変更
基準第１項（1）等規定



諮問第３号における「免除の対象」についての答申 ６

４．受信料免除のあり⽅等
＜受信料免除について＞
（免除の対象について）
免除を限定的に運⽤するという基本的な⽅向性が適切であったとしても、今後、社会経済状況
の変化や社会福祉にかかわる制度の変更等が⽣じた場合、その対象について、あらためて検討
することまで妨げるものではない。
免除対象を検討する際には、真に免除が必要な経済弱者（⽂化・情報弱者）に対象を限定
し、的確に対象を画定することが重要である。
具体的には、基本的な⽅向性を前提としたうえで、免除の必要性・妥当性が他の負担者の理
解を得られること、状況の変化等を踏まえて免除基準に⽣じた不公平性や不合理性の解消を
⽬的とすること、将来にわたるＮＨＫの財政状況への影響を⼗分に考慮すること等が検討の観
点となる。また、公平な運⽤等を担保するため、免除の条件について的確かつ簡素に確認・証明
できるものを対象とする必要がある。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

社会福祉施設への
免除拡⼤



親元⾮課税世帯の学⽣への免除適⽤



同⼀⽣計別住居の受信契約について
 受信契約の単位は「世帯単位」であり、「世帯」とは「住居および⽣計をともにする者の集まり」または「独⽴して住

居もしくは⽣計を維持する単⾝者」であることが、受信規約において規定されている。
 このため、同⼀⽣計であっても、別住居で⽣活する⼀⼈暮らしの学⽣は、⾃宅とは別に受信料の⽀払いが必要

となる。（ただし、家族割引の適⽤を受けることで受信料額は半額となる。）

⾃宅
１契約

101

201

受信契約の単位における「世帯」
（同⼀⽣計かつ同⼀住居）

１契約

TV

TV
家族割引
適⽤で半額

８

⼀⼈暮らしの学⽣

学校

親元⾮課税世帯の
学⽣への免除適⽤

別住居のため、
⾃宅とは別契約



諮問第３号 「答申（案）概要」に関する意⾒募集 ９

同⼀⽣計別住居の学⽣への免除の要望
世帯ごとの家族割引に対して割引率を50％まで引き上げ負担の軽減に努めているのについて、
同⼀世帯だが単⾝で暮らしている⼈、例えば単⾝赴任や学⽣の独り暮らしがあげられるがこういっ
た例にいくら軽減されているとはいえ受信料を徴収するのは賛成できません、むしろ⼤反対です世
帯(別住居も含めた)ごとの徴収で⼗分だと考えます。
世帯別にするべき。また扶養の外れていない学⽣からはとるべきでない。
「世帯の定義」 現状の「同⼀⽣計、同⼀住居での居住」という整理は、単⾝赴任世帯の増加、
⼦弟を下宿させて⼤学等に進学させている家庭の⽣計を考えると、「同⼀⽣計」のみにする⽅が
妥当ではないか。
実家が裕福ではなく、奨学⾦をもらっており半分でも厳しいです。⾦持ちの学⽣はともかくとして奨
学⾦をもらっているような貧しい学⽣は無料としてもらいたい。

平成２９年９⽉ 諮問第３号 「答申（案）概要」に関する意⾒募集に対するご意⾒（⼀部抜粋）平成２９年９⽉ 諮問第３号 「答申（案）概要」に関する意⾒募集に対するご意⾒（⼀部抜粋）

親元⾮課税世帯の
学⽣への免除適⽤



諮問第３号における「世帯における契約のあり⽅」についての答申
10

２．世帯における契約のあり⽅
＜考慮すべき事項および今後の検討課題＞
（「世帯」の考え⽅）
契約単位として「世帯」を維持した場合においても、（略）同⼀⽣計で別住居である場合の負
担のあり⽅についても検討の対象になりうると考えられる。この場合の選択肢としては、家族割引の
割引率のさらなる拡⼤や世帯の定義の変更（「同⼀⽣計」のみとする）が考えられる。（略）さ
らなる負担の軽減のみを⽬的として、割引率を拡⼤することは、社会福祉的⾒地から実施してい
る半額免除の制度との整合性の観点や、割引はあくまで他の負担者の⽀払いにより成り⽴ってお
り、いわゆる内部補助であること等からも、慎重に検討することが必要と考えられる。
世帯の定義について、現在の「同⼀⽣計かつ同⼀住居」を「同⼀⽣計」のみに変更した場合、
同⼀⽣計ならば別住居に受信機を設置しても新たな受信契約は不要となる。
ただし、こうした変更については、確実な対象の把握と証明ができなければ負担の公平性を確
保できないことや、受信料収⼊の⼤幅な減少が⾒込まれること等について、⼗分に考慮する必
要がある。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

「家族割引の割引率のさらなる拡⼤」や「世帯の定義の変更」については慎重に検討することが必要
であり、他の施策による負担軽減を検討することが適当

親元⾮課税世帯の
学⽣への免除適⽤



親元⾮課税世帯の学⽣への免除適⽤（案）

⾃宅
全額免除

101

201

⼀⼈暮らしの学⽣

TV

TV市町村⺠税
⾮課税等世帯 学⽣

11

実施イメージ

親元⾮課税世帯の
学⽣への免除適⽤

学校

約3万件対象
件数 約3億円影響額

（年間） 平成30年4⽉〜開始
年⽉

同⼀⽣計における負担軽減等のため、市町村⺠税⾮課税世帯と同⼀⽣計別住居の学⽣につい
て、全額免除の対象とする。実施

概要

免除基準に追加規定



諮問第３号における「免除の対象」についての答申 12

４．受信料免除のあり⽅等
＜受信料免除について＞
（免除の対象について）
免除を限定的に運⽤するという基本的な⽅向性が適切であったとしても、今後、社会経済状況
の変化や社会福祉にかかわる制度の変更等が⽣じた場合、その対象について、あらためて検討
することまで妨げるものではない。
免除対象を検討する際には、真に免除が必要な経済弱者（⽂化・情報弱者）に対象を限
定し、的確に対象を画定することが重要である。
具体的には、基本的な⽅向性を前提としたうえで、免除の必要性・妥当性が他の負担者の理
解を得られること、状況の変化等を踏まえて免除基準に⽣じた不公平性や不合理性の解消を
⽬的とすること、将来にわたるＮＨＫの財政状況への影響を⼗分に考慮すること等が検討の観
点となる。また、公平な運⽤等を担保するため、免除の条件について的確かつ簡素に確認・証明
できるものを対象とする必要がある。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

親元⾮課税世帯の
学⽣への免除適⽤



多数⽀払いにおける割引の併⽤



「事業所割引」と「多数⼀括割引」について 14

 多数⽀払いにおける割引として、同⼀敷地内の受信契約を複数⽀払うことに対する「事業所割引」と、衛星契約
を複数⽀払うことに対する「多数⼀括割引」がある。

Ａホテル

事業所割引（平成20年度〜） 多数⼀括割引（平成元年度〜）

2件⽬以降
半額割引 ○○株式会社

ＢＳ ＢＳ ＢＳ ＢＳ ＢＳ

ＢＳ ＢＳ ＢＳ ＢＳ ＢＳ

衛星契約件数（10件以上）×⽉額200〜300円割引

設定趣旨
・複数⽀払に対する負担の軽減
・公平負担の徹底
・受信契約増加の⼀層の促進

適⽤要件 設置した受信機すべての受信契約を締結
する場合で、契約件数が２件以上

設置場所 同⼀敷地内

割引額 料額から半額を減ずる

設定趣旨
・衛星放送の普及
・受信契約増加の⼀層の促進
・収納の安定化・効率化（収納コストの還元）

適⽤要件 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が
１０件以上

設置場所 要件なし（同⼀敷地内に限らず）

割引額
料額から１件あたり、契約種別に応じて⽉額を
減ずる（〜49件200円、50〜100件230円、100
件以上300円）

多数⽀払いにおける
割引の併⽤

同⼀敷地内



事業所割引適⽤者の取り扱いについて

 現⾏の受信規約においては、収⼊影響等を考慮し、「事業所割引」が適⽤されている事業所においては、衛星
契約１０件以上ある場合でも、「多数⼀括割引」は併⽤できない。

Ａホテル

事業所割引

15

現⾏の割引制度イメージ

５０％

多数⼀括割引 対象外（併⽤なし）

ＢＳ

衛星契約10件以上

多数⽀払いにおける
割引の併⽤



多数⽀払いにおける割引の併⽤（案） 16

実施イメージ
Ａホテル

事業所割引 ５０％

多数⼀括割引 約９％〜１３％

ＢＳ

衛星契約10件以上

割引率５９％〜６３％

多数⽀払いにおける
割引の併⽤

約86万件対象
件数 約31億円影響額

（年間） 平成31年4⽉〜開始
年⽉

同⼀事業者における負担軽減等のため、 ２契約⽬以降半額とする「事業所割引」に加え、衛星
契約数に応じて割引される「多数⼀括割引」の併⽤を可能とする。実施

概要
受信規約の変更
第５条の２等規定



諮問第３号「事業所における契約のあり⽅」についての答申
17

３．事業所における契約のあり⽅
＜事業所における契約の単位＞
（略）事業所における契約のあり⽅については、現時点では「設置場所単位」という
考え⽅を維持したうえで、メディア環境や社会経済状況の変化、常時同時配信の検
討状況等を注視しながら、事業者間の公平性やＮＨＫの財政状況および世帯にお
ける負担とのバランスを⼗分に考慮し、慎重に検討することが必要と考えられる。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

多数⽀払いにおける
割引の併⽤



設置⽉の無料化



受信機設置⽉の取り扱いについて

 受信機を設置した⽉については、 「⽉初に設置」も「⽉末に設置」した場合も同額（⽉額）となる。
 ⼀⽅、解約時については、契約者の負担軽減策として、平成２年度から「⽉初に廃⽌」も「⽉末に廃⽌」の場

合も⽀払不要としている。

Ｘ⽉（設置⽉）

28⽇に受信機設置

１⽇に受信機設置

⽀払額
2,280円*

⽀払額
2,280円*

＊衛星契約・継続振込等の場合

Ｙ⽉（廃⽌⽉）

30⽇に受信機廃⽌

５⽇に受信機廃⽌

不要

不要

⽀払継続

受信機の廃⽌等受信機の設置

設置・解約⽇と⽀払額のイメージ

19設置⽉の無料化



設置⽉の無料化（案）

Ｘ⽉（設置⽉）

28⽇に受信機設置

１⽇に受信機設置

Ｙ⽉（廃⽌⽉）

30⽇に受信機廃⽌

５⽇に受信機廃⽌

不要

不要

⽀払継続

受信機の廃⽌等受信機の設置

不要

不要

⽀払対象外＝無料化

20

実施イメージ

設置⽉の無料化

約２６４万件
（新規契約、衛星契約変更）

対象
件数 約38億円影響額

（年間） 平成30年10⽉〜開始
年⽉

新たな契約者の負担軽減のため、受信機（衛星受信機を含む）の設置⽉の⽀払いを不要とする。
（１か⽉無料化）実施

概要
受信規約の変更
第５条等規定



諮問第３号における「⽀払期間の算定」についての答申
21

４．受信料免除のあり⽅等
＜その他＞
受信料の負担のあり⽅を検討するにあたって、受信機を設置した場合の⽀払期間の算定につい
ても、検討の対象となりうる。
具体的には、受信機を設置した⽉の受信料の⽀払いの考え⽅として、受信機の設置⽉の受信
料は必要となっている⼀⽅で、受信機の廃⽌⽉の受信料は不要となっている。この取り扱いについ
ては、設置⽉と廃⽌⽉の⽀払いをあわせて考えた場合、全体としての公平性が担保されていると
考えられる。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

制度的な公平性は担保されているが、廃⽌⽉を⽀払不要としたのと同様、視聴者の声に応え、契約
者に有利な取り扱いとするため、受信機の設置⽉の⽀払いを不要とするもの

設置⽉の無料化



諮問第３号「受信料体系のあり⽅」の検討の観点
22

１．諮問第３号｢受信料体系のあり⽅について」検討にあたって
＜検討の観点について＞
検討にあたっては、視聴者・国⺠の理解、現⾏の受信料制度との整合性、負担の公
平性、ＮＨＫが公共放送の使命を果たすために必要な財源の確保、運⽤の実効性
等の観点を重視した。

平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申平成29年9⽉ 検討委員会 諮問第３号答申

設置⽉の無料化



負担軽減策の全体像

 次期経営計画期間における年度別の負担軽減策の額は次のとおり。

項⽬ 開始年⽉
負担軽減策の額

平成30年度 平成31年度 平成32年度

社会福祉施設への免除拡⼤ 平成30年4⽉〜 △２億円 △２億円 △２億円

親元⾮課税世帯の学⽣への免除適⽤ 平成30年4⽉〜 △３億円 △３億円 △３億円

多数⽀払いにおける割引の併⽤ 平成31年4⽉〜 － △３０億円 △３１億円

設置⽉の無料化 平成30年10⽉〜 △１８億円 △３７億円 △３８億円

負担軽減策の合計額 △２３億円 △７２億円 △７４億円
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３か年計 △ 約170億円


