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日本放送協会放送受信規約の一部変更について 

 

 

日本放送協会放送受信規約の一部について、２０２２年４月１日を施

行日として、別添「日本放送協会放送受信規約 変更案」のとおり変更

したいので定款第１５条第１項第１号サの規定に基づき議決を得たい。 

 なお、本議案決定のうえは、放送法第６４条第３項の規定に基づき、

総務大臣あて認可申請を行う。 

 

＜別添＞ 日本放送協会放送受信規約 変更案 

 

 第１３９０回経営委員会で示された「経営委員会から執行部へ検討を

求める事項等」についての検討結果は別冊のとおり。 
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と考えます。よって、個人情報の提供につきましては、当然「双方の同意」が

必要です。貴社が強制的に情報の収集を出来るような規定にする場合、放

送契約とは異なり法的根拠がないと考えます。 

 

【個人】 

 

我々契約者は、協会が所有する個人情報が違法行為に利用されるという

脅威に怯えながら生活するしかなく、その可能性が無くならない限り、協会に

対して契約者の個人情報の提供を強制する条項を放送受信規約に盛り込

むことは時期尚早であって、強く反対する。 電話番号などの個人情報の提

供については、協会に電話番号を届けることにより利便性の向上を望んでい

る契約者が自らの判断によって、任意に届け出ると言う形に留めるべきであ

る。   

 

【個人】 

 

第 8条 2項について 「変更したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出

るもの」とする。 と、ありますが、強制的かつ速やかに届出を「させる」なら、国

営化した方が良いと思われます。 国営化で徴収も税金方式にすれば、公平

になります。 支払いをしない方は脱税になるので、支払いを行わない場合のリ

スクも高くなり、きちんと支払いを行うようになるでしょう。 

 

【40代・男性】 

（類似する意見：21件） 

届け出いただいた電話番号や電子メールアド

レスについては、明示した利用目的の範囲内

で適切に利用するとともに、個人情報の適切

な管理を徹底してまいります。 

なお、今回の意見募集時の説明資料におい

て、「電話番号や電子メールアドレスをご利用

でない場合は、お届けいただく必要はありませ

ん。」としておりましたが、それらをお持ちでない

場合やお持ちであってもご利用されていない場

合は、届け出は不要であることを明確にするた

め、この点を説明資料に追記し公表します。 
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個人情報の利用目的に照らし、今回の変更規約は、一概に電話番号や

電子メールアドレスを取得することで、主に、受信契約者に対し、契約上支

障が生じた場合、電話や電子メールを利用し、２４時間、３６５日、いつ

いかなる場合であっても、一方的にコンタクトを取り、受信契約者に圧力を

かける意図以外に大きな利用目的はないと考える 確かに、個人情報の利

用目的の中に、家族割引の適用や免除基準の適用という記載もあるが、

これまで、日本放送協会からこうした規定があり、個別契約者に対し、契約

時や職員等による訪問時に、積極的に制度利用を働き掛けられたことは皆

無である これまでの、取り組みを顧みることなく、住所・氏名以外のさらなる

個人情報の収集には、個別契約者にとって利益となるものではなく、今回

の変更案に示電話番号または電子メールアドレスの収集を強制することと

なる受信規約の変更案については、断固反対する   

 

【50代・男性】 

 

届け出を強制し、自動的に利用するということでしたら反対です。セールスや

サービス案内の電話は毎日のようにうんざりするほどかかって来て、礼儀正し

くお断りするだけでもかなりの負担です。また、呼出ベルも迷惑で、電話を取

らなくても、ドラマ鑑賞、仮眠、病気療養等のさまたげになることが多々あり

ます。宣伝メールも無数に来るため、来ても一々読めず、全て削除している

のが実情です。削除も結構な手間になります。  また、多くの企業は加入者

の電話番号の利用に関する同意を取る際、色々な利用方法を必要不可

欠なサービスとセットにして一括で同意を求めるため、同意せざるを得ませ

ん。その結果、例えば NTTは利用者の電話番号を提携関係のある非常

に多くの通信事業者に提供しているので、そこから「うちと契約すると NTT

の利用料金が安くなります」というような電話が無数にかかって来ますが、

一々業者ごとに拒否しなければ、その電話を止めることは出来ません。この

ようなことがＮＨＫでは決してないようにお願いしたいです。 

 

【60代・女性】 

電話番号および電子メールアドレスを

届け出ることにより、受信契約者への

過度な番組の宣伝や受信料の督促

を懸念するご意見をいただいており、

執行部の考えを伺いたい。 

受信契約者のみなさまから電話番号や電子メー

ルアドレスを届け出いただくことで、契約等の手続

き時は、届出内容に不備等があった場合に確認

を行います。また、契約等の手続き後は、契約

手続き等完了のお知らせや家族割引や受信料

免除等のご案内、口座・クレジットに関するご案

内等を行い、受信契約者のみなさまの利便性の

向上につなげていきたいと考えています。 

届け出いただいた電話番号や電子メールアドレス

の利用にあたっては、電話や電子メールの頻度に

十分留意する等、適切な対応を行ってまいりま

す。 

また、個人情報の利用目的によっては希望者の

みに限定することがふさわしいものがあると考えて

おり、放送番組やイベントのご案内については事

前に許諾をとるオプトイン方式を導入すること等

を検討してまいります。 
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メールアドレスも電話番号も頻繁に変更されることもあるため、変更届の手

間を考えると規約に入れて義務化することは適切ではない。 またもし規約

変更を実施することを前提にするならば、最近は世論調査の電話が自動

音声でかかってくることが多いが、そういった適切ではない迷惑電話がかかっ

てくる恐れや、不要なメールが送られてくる恐れがあることを考えると、最低

限、一方的な電話やメールが受信者側で完全抑止できる仕組みを設ける

ことが適切ではないかと考えられる。 

 

【個人】 

（類似する意見：5件） 

実際に規約を変更することになったとしても、NHK からの連絡をオプトインし

た契約者のみに営業連絡するようにしていただきたい。（オプトアウト方式を

基本とするのは公共サービスの性質上許されるものではない）    

 

【個人】 

 

この情報は、主に、放送受信契約に関する個人情報の利用目的 に基づ

き、NHK からは、「放送やイベントのお知らせ」や「放送文化・普及・受信に

関する調査へのご協力のお願い」に、特に活用したいと考えていると推察し

ますが、このような付加的な利用に使用する場合は、別途オプトインで許諾

を求めるのが一般的と感じていることも理由の一つとなります。義務で契約し

ているので、このような情報は不要と考えているかたの権利も確保したほうが

良いと思われます。 

 

【50代・男性】 

 

受信契約者への連絡について、事前

に許諾をとるオプトイン方式にすべきと

いうご意見をいただいており、執行部

の考えを伺いたい。 

個人情報の利用目的によっては希望者のみに

限定することがふさわしいものがあると考えていま

す。 

いただいたご意見を踏まえ、放送番組やイベント

のご案内については、事前に許諾をとるオプトイン

方式を導入すること等を検討してまいります。 
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メールアドレスの利用目的とあるが、具体的に何に用いられるのか。過去に

ウェブサイトからの契約時にメールアドレスを記載したが、BS の案内が来て

以降は数年にわたって何の通知もない。請求金額を年に一回通知したり、

このような規約変更、意見募集の際に周知するのに使えないものか。使わ

れないのにメールアドレスや電話番号が保持されているのはとても気持ち悪

い。 

 

【30代・個人】 

（類似する意見：1件） 

電話番号および電子メールアドレス

の利用目的を具体的に確認したいと

いうご意見をいただいており、執行部

の考えを伺いたい。 

いただいたご意見を踏まえ、受信契約者のみなさ

まの利便性向上につながるよう、電話や電子メー

ルによる受信料等に関するお知らせやご案内を

充実させていきたいと考えています。 

（契約等の手続き時） 

 ・届出内容に不備等があった場合のご確認 

（契約等の手続き後） 

・契約手続き等完了のお知らせ 

・家族割引や受信料免除等のご案内 

・口座・クレジットに関するご案内 

ﾒｰﾙと電話番号の提示については、以下の理由で反対します。    ①視聴

者側のメリットがよくわからない。期待できない。      電気の場合、東電

等の場合は、ＷＥＢ会員になった場合の特典がいろいろあり、お得感があ

るがＮＨＫの場合、そのようなものが提示されていない。単に連絡のツール

では弱い。    

 

【60代・男性】 

 

受信契約時の届け出事項の変更第 3条５第 8条３附則２について 反

対 むやみやたらに個人情報を収集するな。 利便性の向上は NHK側だけ

にある。受信料負担者にはなんのメリットも見受けられない。 

 

【50代・個人】 

（類似する意見：8件） 

電話番号および電子メールアドレス

の届出について、視聴者にとってのメ

リットがない、また、利便性の向上に

つながらないというご意見をいただいて

おり、執行部の考えを伺いたい。 

ＮＨＫでは、情報通信技術の利用環境の発展

等を踏まえ、インターネット等を活用してお客様サ

ービスの向上につなげていく取り組みが大切であ

ると考えており、電話や電子メールによる受信料

等に関するお知らせやご案内を充実させていきた

いと考えています。 

また、例えば、これまでは訪問や書面で行ってき

た住所変更に関するご案内について、今後は電

子メールで行うことでインターネットで簡便にお手

続きいただけるようにする等、お客様の受信契約

のお手続きに関する利便性の向上も図っていき

たいと考えています。 

電子メール、電話を通しての割引案内等を行うとあるが、NHKは既に電波

を使って大衆に映像・音声情報を提供できる状態にある。 なおかつ、テレビ

においてはデータ放送という機能が既に存在している。常時情報閲覧が可

能な状態を作り出せるにも関わらず、それを有効活用せずに電話・メールを

使い余計な費用を発生させるのは問題外であると判断する。  「電話番号

や電子メールアドレスをご利用でない場合は、お届けいただく必要はありませ

電話番号および電子メールアドレス

の届出について、任意または義務の

どちらなのか、また、任意とすべきとい

うご意見をいただいており、執行部の

考えを伺いたい。 

電話番号や電子メールアドレスをご利用されてい

る場合は、それらを届け出いただくことを放送受

信規約上の届出事項として規定させていただくこ

ととしています。 

これまでも電話番号については任意の事項として

お届けをいただいてきましたが、今後は、電子メー
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ん」とあるが、利用している場合は届ける義務を生じさせると読める内容であ

り、必要以上に個人情報を強制提出させるかのような強権的行為を行うよ

うにしか思えない文言である。 また、電子メールアドレスの所持はネット接続

環境を持っていることの証左になる。ネット配信事業を行うことでの「受信

機」の定義範囲拡大、それを以て NHK との契約を行っていない者に対す

る契約の強制を行う、あまりにも強権的な行為としか見えない。 

 

【30代・男性】 

 

根本的な点として、今回の電話番号および電子メールの登録について、素

案説明文書より「電子メールや電話を利用して、受信料の口座振替のご

連絡や家族割引など割引制度のご案内を行うこと等により、受信契約者の

みなさまの利便性の向上」を図ることを目的としているが、これは貴局にとっ

ての利点である。個人によっては、貴局が望む案内等を不要と考える者もい

るだろうから、情報の届出を必須とすることには賛成できない。 留保事項と

して、電話や電子メールを使用しない場合は、届出を要しないとあるから、

全契約者に対象とはしていない（実際問題としてこの２つの連絡方法を有

さない人は多くはないだろうが）と考える。届出は任意事項で良いと考え

る。  それでもなお、これらの情報について必要とするのであれば、届出義務

と併せて、契約者からの削除要請についても受け付けるべきである。これは

個人情報の取り扱いに関する基本的な考え方であろう。第３条５項に付

け加えるか、６項を新設して削除要請に関する点も規定すべきと考える。ま

た、電話や電子メールを使用しない場合の届出不要も明記すべきと考え

る。   

 

【50代・男性】 

（類似する意見：8件） 

ルアドレスも含め受信契約時等に届け出をいた

だくことで、より一層のお客様サービスの向上につ

なげていきたいと考えています。 

なお、今回の意見募集時の説明資料において、

「電話番号や電子メールアドレスをご利用でない

場合は、お届けいただく必要はありません。」とし

ておりましたが、それらをお持ちでない場合やお持

ちであってもご利用されていない場合は、届け出

は不要であることを明確にするため、この点を説

明資料に追記し公表します。 
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第３条５項について、電子メールアドレスは、特に個人のものは簡単に取

得でき、また事業者の都合で失うこともあり、またその変更を届ける際に新し

く取得した電子メールアドレスからでは本人証明が難しいことが考えられるた

め、反対です。 

 

【50代・男性】 

電子メールアドレスでは本人証明が

困難というご意見をいただいており、

執行部の考えを伺いたい。 

あわせて、届け出された電話番号お

よび電子メールアドレスが正しいかどう

かの確認の仕方、および、受信契約

者が所属する団体の電子メールアド

レスでの届け出等の可否について、

執行部の考えを伺いたい。 

電子メールアドレスについて、届け出いただいた後

すみやかにその有効性を確認する仕組みを構築

します。確認した結果、有効でないものがあった

場合は当該情報をすみやかに消去するとともに、

あらためての登録をお願いしてまいります。 

また、電子メールアドレスの届け出にあたっては、

個人情報の利用目的を明示するとともに、受信

契約者ご本人のものを届け出いただくことをお願

いします。 

なお、受信契約者が利用されている電子メール

アドレスが所属される会社等のものである場合、

所属されている会社等がそのメールアドレスを私

用に利用する事を禁じている場合には届け出な

いようご留意ください。 

電子メールアドレス等の変更手続きにあたっては

受信契約者ご本人からの届け出であることの確

認を徹底いたします。 

また、受信契約者用のマイページ機能を新設す

る等、安全かつ簡便に各種変更手続き等を行っ

ていただける仕組みを構築してまいります。 

情報漏洩の防御さえ担保して頂ければ問題ないと考えます。またあと情報

提供する私達のメリット(例:受信料が少しでもやすくなる。年間契約でも月

払いになるなど)を考えて欲しいです。 余談ですが、私が NHK受信にメリッ

トを感じたのは、健康的な子供番組(子供の小さい頃朝・夕妻が本当に助

かりました)、ニュース、音楽、スポーツ、ドラマ、災害速報です。そして受信料

は平等に徴収されるべきとも思っておりますので NHK の関係者の皆様頑張

って下さい。 

 

【50代・男性】 

（類似する意見：１件） 

情報セキュリティの観点から、情報漏

えいを懸念するご意見をいただいてお

り、執行部の考えを伺いたい。 

「NHK個人情報保護規程」などに基づき、受信

契約者等の個人情報の適切な管理をさらに徹

底していきます。 

【現在実施している「受信契約者等の個人情報

の安全管理措置」の例】 

（組織的措置） 

 ・情報区分の設定による厳正な管理、責任体

制の明確化 など 

（人的措置） 
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 ・情報セキュリティに関する定期的な研修の実

施  など 

（物理的・技術的措置） 

 ・受信契約者の個人情報データベースへのアク

セスについては取扱者を限定 

 ・パスワードの設定等によるアクセスの制御 

 ・個人情報を保管する居室の常時施錠管理  

など 

個人情報を必要以上に収集することで高齢者の詐欺につながるであろうこ

とが懸念されます。 

 

【30代・男性】 

 

今回の受信者の電話番号および電子メールアドレスの提供義務化は、

NHK の名前を騙った詐欺行為やネット犯罪を一層助長する。 

 

【60代・男性】 

（類似する意見：1件） 

電話番号および電子メールアドレス

が、詐欺行為につながることを懸念

するご意見をいただいており、執行部

の考えを伺いたい。 

ＮＨＫを装った不審な問い合わせや勧誘等にご

注意いただくよう視聴者のみなさまに広く注意喚

起する等、情報セキュリティに関する最新の知見

を得ながら、お客様の安全な利用環境の確保に

努めてまいります。 

また、受信契約者用のマイページ機能を新設す

る等、安全かつ簡便にご案内やお手続きをいた

だける仕組みを構築してまいります。 

 

 

 

 

 

 







２０２１年１２月２１日 

 

 

「経営委員会から執行部へ検討を求める事項等」についての検討結果 

 

 

 執行部で検討した結果、「日本放送協会放送受信規約 変更素案」を

総務大臣に認可申請する「日本放送協会放送受信規約 変更案」としま

した。 

 

視聴者・国民のみなさまからいただいたご意見等を踏まえ、今回の放

送受信規約の一部変更の目的や個人情報の取り扱い等について丁寧にご

説明する観点から、説明資料を追加等して公表することとします。 
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放送受信規約の一部変更について 

～受信契約時等の届出事項の変更～ 

 

ＮＨＫは、電子メールや電話を利用して、受信料の口座振替のご連絡や家族割引な

ど割引制度のご案内を行うこと等により、受信契約者のみなさまの利便性の向上につ

なげていきたいと考えています。 

ついては、現在、受信契約時等にいただいている電話番号および電子メールアドレ

スについて、放送受信規約上の届出事項として規定することを検討しています。 

あわせて、一部の事項の届け出を不要とすることも検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 世帯（住居）の受信契約について、受信契約時と解約時の「受信機の数」の届け

出を不要とすることを検討しています。（事業所等住居以外の受信契約は変更

ありません。） 

電話番号・電子メールアドレスのお届けについて 

〇 新たに受信契約をする場合は、受信契約書の提出の際に、あわせてお届けい

ただくことを検討しています。 

〇 受信契約がすでにある場合は、今後住所変更のお手続き等の際に、あわせて

お届けいただくことを検討しています。（すでにお届けいただいている場合は

あらためてのお手続きの必要はありません。） 

〇電話番号や電子メールアドレスを変更された場合は、変更後の電話番号や電子

メールアドレスをお届けいただくことを検討しています。 

※ 電話番号や電子メールアドレスをご利用の場合はお届けが必要です。ただし、これら

をお持ちでない場合や、お持ちであってもご利用でない場合はお届けは不要です。 

※ 受信契約をされる方の電話番号や電子メールアドレスをお届けください。 

※ 利用されている電子メールアドレスが所属される会社等のものである場合、所属さ

れている会社等がそのメールアドレスを私用に利用する事を禁じている場合には届

け出ないようご留意ください。 

※ 個人情報の取得にあたっては利用目的を明示し、その範囲内で適切に利用するとと

もに、個人情報の適切な管理を徹底します。 

【放送受信契約に関する個人情報の利用目的】 

https://www.nhk.or.jp/privacy/houdou_igai/mokuteki.html 

意見募集時説明資料

（一部追記） 
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放送受信規約の変更素案の内容 

＜電話番号および電子メールアドレスを届出事項として新たに規定＞ 

○ 放送受信契約書の提出に際して、受信機の設置者が利用している電話番号およ

び電子メールアドレスを届け出ることを規定（変更案第３条第５項） 

○ 届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更した場合は、その旨を届け出

ることを規定（変更案第８条第３項） 

○ 既に放送受信契約を締結している者については、住所変更、契約種別の変更そ

の他の各種手続き時に電話番号および電子メールアドレスを届け出ることを規

定（変更案付則第２項） 

＜「受信機の数」を届出事項から削除（世帯の放送受信契約の場合）＞ 

○ 放送受信契約書提出時の届出事項から「受信機の数」を削除（現行第３条第１項

第４号を削除、事業所等住居以外の放送受信契約の届け出について変更案第３

条第 1項第５号に規定） 

○ 放送受信契約の解約時の届出事項から「受信機の数」を削除（現行第９条第１項

第２号を削除、事業所等住居以外の放送受信契約の届け出について変更案第９

条第 1項第３号に規定） 

 

 

 

                                      















【参 考】  

放送法 関係条文  

（経営委員会の権限等）  

第２９条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。  

一 次に掲げる事項の議決  

イ～ヌ （略）  

ル 第６４条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 

ヲ～オ （略） 

二 （略）  

２ （略）  

３ 経営委員会は、第１項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところ 

 により、広く一般の意見を求めるものとする。 

 

（受信契約及び受信料） 

第６４条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受

信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は

ラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当

しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。）若しくは多重放送に限り受信するこ

とのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 

２ 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定

により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 

３ 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これ

を協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放送法施行規則 関係条文  

（意見の求め）  

第１８条 （略）  

２ 経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連 

する資料（第１号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算

定根拠その他のこれに関連する資料、第３号に掲げる事項にあつては当該事項の案及びイン

ターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資

料）をあらかじめ公表し、意見（情報を含む。以下この条において同じ。）の提出先及び意見

の提出のための期間（以下 この条において「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の

意見を求めなければならない。  

一 （略） 

二 法第６４条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準（受信契約の条項を法第７０条第 

 ４項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及

び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰

下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。） 

三 （略） 

四 （略）  

３ 前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して３０日以上でなけれ 

 ばならない。  

４ 経営委員会は、意見提出期間内に提出された第２項各号に掲げる事項の案についての意見

（以下 この条において「提出意見」という。）を十分に考慮しなければならない。  

５ 経営委員会は、第２項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、 

 次に掲げる事項を公表しなければならない。  

一 議決した事項の題名  

二 議決した日  

三 提出意見（提出意見がなかつた場合にあつては、その旨）  

四 提出意見を考慮した結果（意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。）及び

その理由  

６ 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経

営委員会は、同項第３号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表

することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員

会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。  

７・８ （略）  

９ 第２項、第５項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとす

る。 

 

（契約条項に定める事項） 

第２３条 法第６４条第３項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 受信契約の締結方法 

二 受信契約の単位 

三 受信料の徴収方法 

四 受信契約者の表示に関すること。 

五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続 

六 受信料の免除に関すること。 



七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方 

 法 

八 協会の免責事項及び責任事項 

九 契約条項の周知方法 

 

（契約条項の認可申請） 

第２４条 法第６４条第３項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる

事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 

一 設定又は変更しようとする契約条項 

二 設定又は変更しようとする理由 

三 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明 

四 実施しようとする期日 


