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「ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）」に対するご意⾒募集 ご意⾒⼀覧 

※ご意⾒は、いただいた原⽂のとおりに全⽂を記載しています。 
ただし、ご意⾒のうち、個⼈の特定につながる情報などについては、掲載を控えさせていただいています。 

団体／個⼈ ご意⾒ 

株式会社テレビユー⼭形 

1.実施に要する費⽤ について ＮＨＫの常時同時配信を含むインターネット活⽤業務はあくまで「放送の補完」であ
り放送を⽬的として視聴者から徴収している受信料を放送以外の⽬的で使⽤する場合 節度をもって運営することが
不可⽋と考える。「各年度の受信料収⼊の 2.5 ％を上限とする」と⾃ら定めたにもかかわらず「放送法第７１条の
２第１項に基づき策定し公表する中期経営計画に記載する。」とし 1 年も経過していないにもかかわらず、実質
「2.5%上限」を撤廃したことについて断固反対する。インターネット活⽤業務を抑制的に⾏うためにも、あらためて⽬
標の⼊った上限を定めるべきと考える。  2.地⽅向け放送番組の配信強化について ローカル番組の配信強化は県
域免許の我々ローカル局にとっても影響を及ぼすことは否定できない。どのような番組を配信するのか、エリア制限につ
いてはどのように考えているのか将来的に同時配信もありうるのか、拠点放送局から配信をはじめるというが全地域の
放送局での開始時期についてどのように計画されているのかその考え⽅を明確に⽰すべきである。と同時に配信を始め
る NHK の地域放送局が、各地域の⺠放ローカル局の意⾒や要望を主体的に聞き取り、地域の事情を勘案した上
で実施すべきであり、また、各地域ごとに実施状況に関してローカル局との情報共有を⾏うべきと考える。 

⽇本テレビ放送網株式会社 

当社はこれまで、2019 年 9 ⽉の NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒提出の際、そして
同年 11 ⽉の総務省による認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え⽅に対する意⾒提出の際にも繰り返
し、NHK のインターネット活⽤業務のあり⽅は、「三位⼀体改⾰」の中で整理、検討され、判断されるべきと繰り返し
主張してきました。しかし、受信料制度改⾰に関する明確な⽅針が⽰されていないまま、また本年 8 ⽉に公表された
来年度からの中期経営計画案ではインターネット活⽤業務の拡⼤を表明する⼀⽅で、既存業務の⾒直しやグループ
会社のあり⽅など多くの課題について具体的な取り組みが明らかにされていない中で、インターネット活⽤業務をなし
崩し的に拡⼤することは国⺠・視聴者、⺠間放送事業者の理解を得られるものではないと考えます。  
特に本案では、インターネット活⽤業務に実施に要する費⽤について、⾃ら設定し総務省に認可された受信料収⼊
の 2.5%上限を撤廃し、「中期経営計画に記載する」として代案を具体的に⽰していないことが最⼤の問題と考えま
す。前⽥会⻑は 10 ⽉ 1 ⽇の記者会⾒で、「2.5%という数字にはどういう根拠があるのか、むしろ根拠がないので
は。2.5%という数字は便宜的に作ったのだと思うが」と述べています。NHK として、常時同時配信という⼤事業を始
めるに当たって総務省による認可の重要な要素となるべき費⽤について、「根拠がない」、「便宜的に作った」というので
あれば受信契約者や認可者、⺠間の事業者に対してあまりにも不誠実と⾔わざるを得ません。NHK が⾃ら定め、パ
ブリックコメントを募集し、総務省による認可を受けた 2.5%の上限を、NHK プラスが開始されてわずか半年余りのタ
イミングで、代案となる数値を⽰すことなく安易に撤廃することには到底同意できません。 ⺠放事業者は、技術⾰新
や視聴環境の変化を受けての視聴者のニーズに応えるため、配信事業にも鋭意取り組んでいますが、全て厳しいコス
ト管理や精緻な事業性の判断に基づき、苦労と⼯夫を重ねながら取り組まなくてはならない状況にあります。⼀⽅
で、NHK は、放送を⾏うことを⽬的として放送法に基づいて設⽴され、独占的な受信料収⼊で運営される特殊法
⼈であり、インターネット活⽤業務にかかる費⽤は、放送の受信設備の設置者から徴収する受信料の⼀部を使⽤す
る構造となっており、こうした NHK の性格や構造から、必然的に抑制的な管理が求められます。そのためには費⽤上
限の設定は必要不可⽋であり、2.5%上限の撤廃についての納得がいく説明と、それに代わる上限についての考え⽅
を速やかに⽰し、国⺠・視聴者や⺠放などの関係事業者に対して丁寧に説明を尽くして理解を得ることを強く要望し
ます。 そもそも、総務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は、「業
務の実施に過多な費⽤を要するものではないこと」を認可要件の⼀つに掲げ、「受信料財源業務の実施に要する費
⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」を具体的な審査基準として明記しています。本案では費⽤上限が
適正かつ明確に⽰されておらず、認可要件を満たしていない案であると⾔わざるを得ません。また、実施費⽤を記載す
るとした中期経営計画は、昨年成⽴した改正放送法で策定が法定化されましたが、その決定に際して総務⼤⾂の
認可を必要とされていません。つまり、認可の判断の基礎となる実施費⽤について、認可を必要としない中期経営計
画に記載するとした本案は、インターネット活⽤業務を総務⼤⾂の認可事項ではなく、認可を要しない業務に改変す
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ることを企図しているのではないかと受け⽌めざるを得ません。 NHK におかれては、国⺠・視聴者、特に受信契約
者、及び⺠放などの関係事業者に対して、納得感ある説明と合意形成に誠実に努めることを強く要望します。 また、
当社はこれまで、同時配信と⾒逃し配信、それぞれのニーズ傾向等を全⾯的に開⽰し、関係者が有益な知⾒を得ら
れることが重要と指摘すると共に、インターネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの負荷のデータや、システム構
築、権利処理等に関する知⾒について⺠放を含めた関係者に提供することを要望してきました。こうした点は本案で
は具体的に触れられていませんが、積極な取り組みを期待します。 

株式会社 宮城テレビ放送 

NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する㈱宮城テレビ放送の意⾒  当社は、NHK のインターネッ
ト活⽤業務の在り⽅は「三位⼀体改⾰」の実現された環境下において、整理、検討されるべきと主張してきました。し
かし、「三位⼀体改⾰」が実現されたとは⾔い難い状況で、来年度からの中期経営計画案において、インターネット活
⽤業務の拡⼤を表明しています。 特に本案では、インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、⾃ら設定し
総務省に認可された受信料収⼊の 2.5％の上限を撤廃し、「実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受
信料財源により賄うことが妥当かなどの観点から検討し抑制的な管理に努めるものとし、放送法第 71 条の 2 第 1
項に基づき策定し公表する中期経営計画に記載する。」とし、具体的な内容をいまだに⽰していないことが最⼤の問
題と考えます。⾃ら定めた 2.5％の上限を NHK プラスが開始されてわずか半年余りで代案となる数値を⽰すことなく
撤廃することには到底納得がいかなく同意できません。 我々ローカル局は、地上波放送局が置かれている厳しい環境
の中、技術⾰新や視聴者ニーズの変化に対応するため、インターネット配信事業に厳しいコスト管理のもと取組んで
います。NHK は独占的な受信料収⼊で運営される特殊法⼈であり、インターネット活⽤業務にかかる費⽤は受信料
の⼀部を使⽤する構造で必然的に抑制的な管理が求められます。そのためには抑制的に運⽤されるための上限設
定が不可⽋であり、2.5％の上限を撤廃するならば納得がいく説明を尽くして理解を得ることが必要と強く要望しま
す。   以上 

中京テレビ放送株式会社 

当社はこれまで、ＮＨＫのインターネット活⽤業務は、「三位⼀体改⾰」の中で整理・検討されるべきであると、繰り
返し意⾒してきました。しかし、今年８⽉にＮＨＫが公表した「経営計画（２０２１－２０２３年度）（案）」
では、インターネット活⽤を拡⼤する⽅向性を⽰す⼀⽅で、既存業務の⾒直しによる事業規模の適正化、受信料⽔
準・体系の⾒直しなどについて、ＮＨＫの具体的な考え⽅や取り組みが⽰されることはありませんでした。 本案でＮ
ＨＫが⽰した、インターネット活⽤業務実施費⽤の２．５％上限撤廃などの⽅向性は、上記改⾰が具体的に進ん
でいない中、インターネット活⽤業務をいたずらに拡⼤しようとする姿勢を⽰すものだと⾔わざるを得ず、ＮＨＫの業務
全体の肥⼤化につながることを強く懸念します。それは、三位⼀体改⾰に逆⾏するものであり、国⺠・視聴者・⺠放な
どの関係事業者の理解を得られるものではないと考えます。  当社では、本案に対して、２．５％上限撤廃をはじめ
としたインターネット活⽤業務の費⽤に対する考え⽅が最⼤の問題点であると考えます。以下、４点指摘致します。 
１点⽬は、前述の通り、インターネット活⽤業務の実施費⽤について、受信料収⼊の２．５％の上限を撤廃した点
です。２．５％の費⽤上限は、ＮＨＫの常時同時配信をめぐって実施されたパブリックコメントでの事業者の声や、
総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」での度重なる議論などを踏まえ、ＮＨＫが⾃ら定め、総務省による認
可を受けたものです。それをＮＨＫプラスが開始されてわずか半年で、納得のいく説明なく撤廃することは、これまでの
議論を蔑ろにするものであり、関係事業者・認可者・受信契約者に対して不誠実であり、到底容認できません。 ２
点⽬は、費⽤上限が⽰されていない点です。総務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に
関するガイドライン」では「受信料財源業務の実施に要する費⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」を具体
的な審査基準として定めています。本案では、２．５％上限撤廃に代わる費⽤上限が⽰されておらず、認可要件を
満たしていないと考えます。また、昨年の改正放送法で、ＮＨＫの同時配信は「⺠間地⽅放送局に⼗分配慮するこ
と」が附帯決議されましたが、当社は、上限の撤廃が⺠間の市場競争に影響を及ぼしかねないと懸念します。 ３点
⽬は、ＮＨＫ⾃⾝が実施基準で、「抑制的な費⽤管理に努める」としているにも関わらず、本案に添付された「現時
点の費⽤の⾒通し」が、それとはかけ離れた内容になっている点です。東京オリンピック・パラリンピック⼤会がなくなった
２０２２年度以降の予算が、⼤会がある２０２１年度とほぼ同⽔準となっており、抑制的に費⽤を管理する姿勢
とは程遠いと⾔わざるを得ません。費⽤の抑制を図る具体策が⽰されないまま、ＮＨＫが実施を希望する業務の費
⽤を単に積み上げているように受け⽌めます。 ４点⽬は、実施に要する費⽤を中期経営計画に記載するとした点で
す。中期経営計画は、その決定に際して総務⼤⾂の認可が必要とされていません。認可にあたって重要な判断材料
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となる実施費⽤について、認可を要しない中期経営計画に記載するとした本案は、インターネット活⽤業務を認可が
必要ない業務にすり替えようとしていると受け⽌めざるを得ません。 以上の４点を踏まえ、インターネット活⽤業務にお
ける費⽤上限の設定は必要不可⽋であり、２．５％上限の撤廃についての納得のいく説明を求めます。ＮＨＫに
おいては、国⺠の理解を得られる具体的な費⽤上限を定め、費⽤を抑制的に管理する⽅法を具体的に⽰し、実⾏
することが必要で、問題点を真摯に受け⽌め、国⺠・視聴者・⺠放などの関係事業者に対して丁寧に説明を尽くし
て、理解・納得を得ることを強く要望します。  費⽤の在り⽅以外の点においても、意⾒を申し上げます。 地⽅向けの
放送番組の提供に関して、今年８⽉に公表されたＮＨＫの「経営計画（２０２１－２０２３年度）（案）」
の中では、「計画期間中に、地⽅向け放送番組の提供に必要となる設備の整備を⾏う」とし、サービスの内容や実施
時期などについては明らかにならず、具体的な計画等については議決の際に⽰すとされました。同時配信・⾒逃し配
信を問わず、地⽅向け放送番組に関する具体的なロードマップを早期に⽰すことを要望します。  また、放送法上の
努⼒義務とされる「インターネット活⽤業務における他の放送事業者との協⼒」においては、地⽅まで含めた放送の⼆
元体制がネットの世界でも維持されるよう、ＮＨＫが同時配信で得たデータ（ユーザーの特性・利⽤時間・利⽤エリ
アなど）、合理的なシステム構築や権利処理における知⾒・ノウハウなどを、地⽅まで含めた⺠放事業者に積極的に
共有して頂くよう、要望します。 

株式会社テレビ朝⽇ホールディ
ングス 

■全体 ・NHK は現⾏の経営計画で公共メディアへの進化という⽅針を掲げましたが、「放送を太い幹としつつ、イン
ターネットも活⽤し」と、放送とインターネット活⽤業務の位置付けが明確でした。しかし次期計画案は、「コンテンツを
合理的なコストにより最適な媒体で提供する」としており、放送とインターネットを横並びの如く位置付けています。しか
しインターネット活⽤業務が、放送の補完という位置付けに今も変わりはなく、受信料制度の在り⽅についての議論を
しないまま、なし崩し的にインターネット業務の拡⼤を図ろうとするものと受け⽌めざるを得ません。 ・「インターネット活
⽤業務実施基準の認可申請に対する総務省の考え⽅」では、「インターネット活⽤業務の費⽤の抑制的管理のため
の具体的な仕組みについて検討し、令和 2 年度中に⼀定の結論を得て、早期に導⼊すること」とされています。抑制
的な管理のための具体的な仕組みの検討結果を踏まえ、さらに、令和 2 年度のインターネット活⽤業務を総括した
上で、費⽤に関する算定根拠を⽰すべきと考えます。  ■第１４条 ・拠点放送局からの⾒逃し番組配信について、
「放送直後に配信開始できず、配信期間が短くなることを避ける」との理由で、配信期間を 14 ⽇以内としています
が、通常の⾒逃し配信の期間７⽇以内との整合を図るため、配信期間を拡⼤するのではなく、「放送⽇の翌⽇から
起算して 14 ⽇以内の期間内で、配信開始⽇から起算して７⽇以内に終了する」とすべきです。  ■第１７条 ・
「受信料収⼊の 2.5％を上限とする」と、⾃ら設定した費⽤上限を１年で撤廃した上で、「抑制的な管理に努める」
と⾔われても、説得⼒を持たないと考えます。NHK は、放送を⾏うことを⽬的に、独占的な受信料収⼊で運営される
特殊法⼈であり、インターネット活⽤業務に関し、過⼤な費⽤投⼊を防ぐため、具体的な費⽤の上限値を⽰すことが
必須です。 ・上限を撤廃したことについて、「受信料収⼊が⼤きく変動したとしても、常時同時配信等業務や、地域
展開や国際展開など公益性の観点から実施が求められる業務を⼗全に実施する」ということも⼤きな理由の⼀つと推
察されますが、「安定的な財源を確保するため」というのは、上限撤廃の理由にならないと考えます。 ・インターネット活
⽤業務は、放送法第 20 条第 10 項第 4 号で「実施に過⼤な費⽤を要するものでないこと」と規定されています。さ
らに「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は、「受信料財源業務の実
施に要する費⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」を審査基準としており、費⽤の上限を明⽰しない本案
は、ガイドラインの認可要件を満たしていないと考えられます。ガイドラインは、「市場の競争を阻害しないこと」とも規定
しており、上限を明⽰せず、予算投⼊することによって、⺠間の市場競争が阻害されるおそれもあります。 ・放送のた
めの受信料でインターネット活⽤業務を拡⼤する⼀⽅、受信料制度に関する改⾰案は⽰さない、という姿勢は、業
務・受信料・ガバナンスを⼀体的に改⾰する三位⼀体改⾰の趣旨に反するものであり、地⽅向け番組や国際放送の
配信強化等の業務改⾰は、まず受信料制度に関する改⾰案を⽰す時期を明確にした上で、実施されるべきと考え
ます。  ■附則第３条 ・オリンピック･パラリンピック東京⼤会（以下、「東京⼤会」）に関する費⽤については、NHK
⾃ら「受信料収⼊の 2.5％」とは別枠で費⽤の上限を定め、1 年限りという前提で認可されたものと認識しています。
今回、NHK は別枠（上限）を設けない考えを⽰しましたが、東京⼤会、聖⽕リレー等の合理化、簡素化が検討さ
れる中、常識的には配信費⽤も低減するはずですが、それにもかかわらず別枠（上限）を撤廃する意図が不明で
す。 ・さらに東京⼤会終了後の 2022 年度以降も同⽔準の費⽤が計上されており、なぜ予算規模が維持されるの
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か明確な説明がありません。東京⼤会に関する費⽤は、現⾏と同様に 2021 年度限りの費⽤として別枠計上し、
2022 年度以降の予算規模を抑制すべきと考えます。 ・東京⼤会に関しては、⺠間事業者も国⺠･視聴者の関⼼
に応えるための配信事業を予定しており、NHK が⺠間事業者と競合するコンテンツを無秩序に配信することは、⺠間
の市場競争を著しく阻害することにつながりかねません。あくまで「放送の補完」として節度をもって配信することが前提
になると考えます。放送されない競技の配信や多⾔語対応に注⼒することで、NHK が本来果たすべき公共的価値
が発揮されると考えます。 ・⼤会の競技中継や関連番組の同時配信で、受信契約を促すメッセージを⾮表⽰とする
ことについて、他のスポーツ⼤会やイベント等になし崩し的に拡⼤することのないよう強く要望いたします。 

⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送
連盟 

ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒当連盟はこれまで、特殊法⼈であるＮＨＫは業
務・受信料・ガバナンスを⼀体的に改⾰していくべきだとする、いわゆる“三位⼀体改⾰”に賛意を⽰してきました。昨
年９⽉にＮＨＫが実施した「インターネット活⽤業務実施基準（素案）」に関する意⾒募集に対して、当連盟は、
ＮＨＫインターネット活⽤業務のあり⽅は“三位⼀体改⾰”の中で整理、検討されるべきであるとの意⾒を述べており
ます。しかし、ＮＨＫが本年８⽉に公表した経営計画（2021－2023 年度）（案）では、インターネットの活⽤
を拡⼤する姿勢を⽰す⼀⽅、既存業務の⼤胆な⾒直しによる事業規模の適正化や、受信料体系・⽔準の⾒直し
をはじめ、多くの課題について具体的な取り組みが⽰されることはありませんでした。こうした課題を置き去りにしたまま、
インターネット活⽤業務に多額の受信料をつぎ込むのでは、国⺠・視聴者の理解は得られないと考えます。ＮＨＫは
⾃ら“三位⼀体改⾰”の具体策を早急に⽰し、国⺠・視聴者の理解を得て抜本的な改⾰を断⾏すべきです。以下、
個別の事項について意⾒を申し述べます。本案の最⼤の問題点は、実施に要する費⽤に関して、受信料収⼊の
2.5％の上限を撤廃し、中期経営計画に記載するとした点です。ＮＨＫは、放送を⾏うことを⽬的として放送法に基
づき設置され、独占的な受信料収⼊で運営される特殊法⼈です。インターネット活⽤業務の実施費⽤は、「放送」の
受信設備の設置者から徴収する受信料の⼀部を使⽤する構造となっており、こうしたＮＨＫの法的な性格や構造か
ら、必然的に抑制的な管理が求められます。ＮＨＫのインターネット活⽤業務のあり⽅は、総務省「放送を巡る諸課
題に関する検討会」で議論が積み重ねられてきました。受信料収⼊の 2.5％の費⽤上限は、そのなかでＮＨＫが実
施費⽤の抑制的な管理のための基準として⾃ら設定したものです。その基準を何ら明確な説明なく撤廃することは、
これまでの議論を蔑ろにするものであり、到底容認できません。費⽤の上限を明確な数値として⽰すべきです。そもそ
も、総務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は、「業務の実施に過
⼤な費⽤を要するものでないこと」を認可要件の⼀つに掲げ、「受信料財源業務の実施に要する費⽤の上限が適正
かつ明確に定められていること」を具体的な審査基準として明記しています。費⽤上限が明確に⽰されていない本案
は、認可要件を満たしていないと考えます。上記ガイドラインは、「法第 15 条の⽬的達成に資すること」も認可要件
の⼀つとし、「市場の競争を阻害しないこと」を具体的審査基準に掲げています。⻭⽌めとなるべき費⽤上限が明⽰さ
れないまま、受信料財源を背景にＮＨＫがインターネットの活⽤を拡⼤することは、⺠間企業による市場競争に影響
を及ぼしかねず、その点からも適切ではありません。実施費⽤を記載するとした中期経営計画は、昨年成⽴した改正
放送法で策定が法定化されましたが、その決定に際して総務⼤⾂の認可が必要とされていません。認可判断の基礎
となる実施費⽤について、認可を要しない中期経営計画に記載するとした本案は、⽴法者の意図に反するものと考
えます。本案に添付された「現時点の費⽤の⾒通し」は、ＮＨＫが実施を希望する業務に要する費⽤を積み上げた
ものに過ぎません。受信料制度との整合性や市場競争への影響などを踏まえて設定されるべき「上限」とは本質的に
考え⽅を異にします。費⽤⽔準に関しても、来年度のオリンピック・パラリンピック東京⼤会が簡素化の⽅向で検討され
ていることを考慮していない点や、⼤会開催後の 2022 年度以降も 2021 年度とほぼ同⽔準の費⽤を⾒込んでい
ることは、抑制的な姿勢とは程遠いものです。総務省は昨年 11 ⽉、ＮＨＫが前⽉に⾏ったインターネット活⽤業務
実施基準案の認可申請の取扱いに関して「基本的考え⽅」を⽂書で提⽰しています。同⽂書は、ＮＨＫが実施し
た意⾒募集で⺠放事業者から市場競争への影響についての懸念が表明されたことに加えて、「常時同時配信の実
施に先⽴ち、既存業務や受信料の⾒直しをすべき旨が指摘されている」点をあえて強調したうえで、「以上から、令和
２年度については、インターネット活⽤業務の費⽤の上限は、⼀時的に発⽣する⼤会に関する業務の費⽤を除き、
『受信料収⼊の 2.5％』を維持することとし、既存のインターネット活⽤業務についても、真に必要なものかを検証して
⾒直し、効率化を図ることが望ましい」と記しています。この１年のあいだに既存業務や受信料の⾒直しはまったく進ん
でいません。にもかかわらず、上限を取り払い、オリンピック・パラリンピック東京⼤会開催後の実施費⽤を過⼤に積むこ
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とは、「基本的考え⽅」やこれに伴う真摯な議論を完全に反古にするものです。地⽅向けの放送番組の配信に関して
は、放送法上の努⼒義務とされていますが、改正放送法審議時の衆参両院の総務委員会で附帯決議が⾏われ、
常時同時配信を⾏う際に「⺠間地⽅放送局の事業運営に⼗分に配慮すること」をＮＨＫに求めています。ＮＨＫ
の経営計画（2021－2023 年度）（案）では、「計画期間中に、拠点放送局において地⽅向け放送番組の提
供に必要となる設備の整備を⾏う」とし、具体的な計画等については議決の際に⽰すとされました。同時配信・⾒逃
し配信を問わず、地⽅向け放送番組に関する具体的な計画を早期に⽰し、地域住⺠や⺠放ローカル局に丁寧に説
明を尽くすことが重要です。上記以外にも、昨年９⽉にＮＨＫが実施した意⾒募集に対して、当連盟は、同時配信
と⾒逃し配信それぞれのニーズ傾向等を全⾯的に開⽰し、関係者が有益な知⾒を得られることが重要と指摘するとと
もに、インターネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの負荷のデータや、システム構築、権利処理等に関する知
⾒について関係者に提供することを要望しました。こうした点は本案では具体的に触れられていませんが、積極的な取
り組みを期待します。以上 

ＲＫＢ毎⽇放送株式会社 

ＮＨＫのインターネット活⽤業務は、あくまでも「放送の補完」として認められているものであり、その業務の範囲や係る
⽀出については抑制的であるべきです。「真に必要で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当か」を絶えず検
証することが必要なものであると考えます。  実施にかかる費⽤を明確にし、恣意的な運⽤を防ぐ観点からも、受信料
収⼊の 2.5％以内に収めるという上限を維持すべきと考えます。 また、東京オリパラ関連にかかる費⽤については、抑
制的な運⽤検討を⼗分に⾏ったうえで、予定⾦額と実施内容の明⽰を求めます。 更に、令和４年度以降について
も、東京オリパラ関連費⽤が加味されている令和３年度と⼤差ない費⽤⾒込みとなっており、「抑制的」な算定とは
⾔えず、⾒直した上で具体的な算定根拠の提⽰を求めます。  インターネット活⽤業務を含む様々な取り組みによっ
て得られた知⾒や研究開発成果については速やかに⺠放にも公開し、業界全体での活⽤に資することを強く要望し
ます。 

株式会社 福島中央テレビ 

「NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）」に対する株式会社福島中央テレビの意⾒   今回の提⽰され
たインターネット実施基準素案において、インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、⾃ら設定し総務省に
認可された受信料収⼊の 2.5% の上限を撤廃しています。基準を策定して 1 年、NHK プラスが開始されてわずか
半年で代案もなく単に「抑制的な管理に努める」と曖昧にしていることには到底容認できるものではありません。  上
限の撤廃について、納得がいく説明と、それに代わる上限についての考え⽅と数値を具体的に⽰し、明確に抑制的な
管理が担保されることを⽰すべきと考えます。   そして、費⽤について上限の撤廃とともに、「中期経営計画に記載す
る」と変更した点も同意できません。現在のやり⽅を 1 年⾜らずで変える案ですが、実施基準を国⺠に⽰し、総務省
の認可を得て公明正⼤に理解を受けたうえで実施する現在のやり⽅を少なくとも受信料制度改⾰などの NHK の改
⾰を成し遂げるまでは続けるべきと考えます。   また、費⽤の算定根拠（別添）の中で⽰された「現時点の費⽤の
⾒通し」ですが、NHK が実施しようとしている業務の費⽤を積み上げたものであると認識します。これは受信料制度と
の整合性をふまえて設定されるべき「上限」の概念を含んでいないと考えます。そしてオリンピックなどの現在上限を定め
て個別に管理している業務を国内インターネット活⽤業務の中に⼀括りにしていますが、オリンピック後も費⽤総額とし
ては同⽔準で⾒込んでいることは抑制的と⾔えないと考えます。   以上です。この NHK のインターネット活⽤業務に
おいて、国⺠・視聴者、および⺠放関係者などに対して、納得感ある説明と合意形成に誠実に努めることを強く要望
します。 

⻘森放送株式会社 

【実施に要する費⽤について】 本案ではインターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、NHK ⾃らが設定して
総務省に認可された受信料収⼊の 2.5％という上限を撤廃し、中期経営計画に記載するとして具体的な代案を⽰
していません。前⽥晃伸会⻑は１０⽉１⽇の会⾒で 2.5％という数字は根拠がないという趣旨の発⾔をしていま
す。総務省の認可を受ける際の重要な要素となった費⽤について、「根拠がない」のであれば受信料契約者や認可
者である国、⺠間事業者に対してあまりにも不誠実と⾔わざるを得ません。NHK が⾃ら設定し、意⾒募集をして、総
務省の認可を受けた「２．５％上限」を、NHK プラスを開始してからわずか半年余りのタイミングで具体的な代案を
⽰すことなく安易に撤廃することは到底同意できません。  ⺠放事業者、とくに地⽅局は地域住⺠の期待に応えるた
め、インターネットの活⽤にも鋭意取り組んでいますが、限られた⼈員や厳しいコスト管理のもとで、苦労と⼯夫を重ね
ながら取り組まなくてはならない状況下にあります。⼀⽅、NHK は独占的な受信料収⼊で運営される特殊法⼈で、
インターネット活⽤業務にかかる費⽤は、放送を⽀えるための受信料財源の⼀部を使う構造となっています。こうした
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NHK の性格や構造からインターネット活⽤にかかる費⽤は必然的に抑制的な管理が求められるべきであり、費⽤上
限は必要不可⽋と考えます。「2.5％上限」撤廃についての納得のいく説明と、それにかわる上限についての考え⽅を
速やかに⽰した上で、国⺠や⺠放など関係事業者から理解を得ることを強く求めます。  【地⽅向け放送番組の配信
強化について】 ＮＨＫのインターネット活⽤業務は⺠間と⽐べて多くの費⽤が投じられ、市場原理を阻害する懸念が
あります。各地域には⺠放事業者が地域住⺠とともに育ててきたスポーツ⼤会や⾏事などがあります。特にスポーツの
⽣中継番組等については、⺠放事業者による放送やインターネット配信と重複・競合しないよう、⺠放事業者の商業
性に配慮することを要望します。  【その他】 当社はＮＨＫがインターネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの
負荷のデータ、システム構築、権利処理等に関する情報の提供を要望してきました。また、国の規制改⾰実施計画
では「⺠放地⽅局のネット進出を円滑化するため、⺠放地⽅局のインターネット配信基盤を含む要望を把握し、ＮＨ
Ｋに対し、必要な協⼒を促す。」としています。こうした⺠放事業者への協⼒に関して本案では具体的に触れられてい
ませんが、積極的な取り組みに期待します。 

株式会社フジテレビジョン 

●インターネット活⽤業務の費⽤について、実施基準素案から上限の記載を無くし、総務⼤⾂の認可を必要としない
中期経営計画に明⽰することが適切とした考え⽅には違和感があり、この判断に⾄った経緯の説明を求めます。 上
限については、総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」での議論の積み重ねを経て、2019 年 9 ⽉「インター
ネット活⽤業務実施基準の改定にあたって」でも、「受信料収⼊の 2.５％以内に抑え、これを守り、抑制的な管理
に努めます」とＮＨＫ⾃らが設定したものであり、総務⼤⾂の認可要件の１つにもなっています。「抑制的な管理に努
める」のであれば、費⽤の適正性を外部からも評価できるよう何らかの上限を⽰す必要があると考えます。 加えて、受
信料制度の在り⽅を⾒直す議論が進みつつある中、インターネット活⽤業務がその議論と切り離されたまま拡⼤の傾
向にある状況は、早急に解消されるべきです。ＮＨＫは受信料を負担している国⺠・視聴者の納得を得るためにも、
⾃らがより積極的かつ⼗分に説明していく必要があります。  ●「⺠間放送事業者との連携・協調に資する取り組み」
の費⽤を増額することを歓迎します。改正放送法で努⼒義務となっている「他の放送事業者との協⼒」を踏まえ、Ｎ
ＨＫが放送全体の発展に資することは、ＮＨＫと⺠放の⼆元体制の観点からも意義あることです。 ただし、今回の
素案ではどのような事業を想定して費⽤を算定したのかの根拠が判然としないため、詳細な内訳の開⽰を要望しま
す。  ●別添において⽰された⽀出の内訳は⼤枠のみで費⽤算定根拠の妥当性の判断が困難です。素案とはいえ
意⾒募集を実施する以上は、かねてから弊社が求めているように、国⺠・視聴者等からも妥当性を測るに⾜る⼀層の
情報開⽰が必要です。  ●意⾒募集のとりまとめと公表にあたっては、提出された意⾒それぞれに対するＮＨＫの考
え⽅を具体的かつ丁寧に説明するよう求めます。                                      以
上 

㈱テレビ⾼知 

NHK は本年 8 ⽉に公表した経営計画（2021-2023 年度）（案）では、インターネット活⽤業務の実施に要す
る費⽤について 2.5%の上限を撤廃しようとしている事は到底理解する事は出来ません。⾃ら定めた上限を⾃ら反故
にするのであれば、多額の受信料を払っている国⺠・視聴者に具体的な説明をし、⼗分に理解されてからだと考えま
す。 今後想定される事業を、その都度拡⼤していく計画性には⼤いに疑問を抱きます。インターネット活⽤業務はあく
まで「放送の補完」という前提で認められており、その費⽤については「真に必要で有効なものか、受信料財源により賄
うことが妥当か」を⼗分に検討し、抑制的に管理される事が求められます。また、本案に添付の「現時点での費⽤の⾒
通し」については、オリンピック開催予定後の２２年度以降は通常であれば⼤幅な費⽤の削減があってしかるべきです
が、ほぼ同⽔準で推移している事は「抑制的」とはとても⾔えませんし、総務省のガイドラインにもあります「過⼤な費⽤
を要するものではない」に鑑みて真摯に検討し適正な数値を⽰すべきだと考えます。また、地⽅向け放送番組の配信
強化は、配信の強化をしたいというだけでなく、どのように各エリア毎の状況を捉え、地域密着の役⽬を果たしていくの
かを、今後、具体的にお⽰しいただきたい。 

讀賣テレビ放送株式会社 

特殊法⼈であるＮＨＫに対しては、業務・受信料・ガバナンスを⼀体的に改⾰していくべきだとする、いわゆる¨三位
⼀体改⾰¨の必要性が、総務省の有識者会議などで繰り返し指摘されています。これまで当社では、ＮＨＫ⾃⾝が
¨三位⼀体改⾰¨の具体案を早急に⽰し、抜本的な改⾰を推進することを要望してきました。にもかかわらず、ＮＨ
Ｋは¨三位⼀体改⾰¨の具体的な実⾏がないまま、さらに業務の拡⼤をしようとしていると⾔わざるを得ません。それは
インターネット活⽤分野の「肥⼤化」です。  ＮＨＫ経営計画案（2021 年度から 2023 年度）では、「コンテンツ
を、合理的なコストにより最適な媒体（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」としており、放送とインターネッ
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ト活⽤を横並びに位置付けています。こうした記述は、なし崩し的にインターネットにその重⼼を移⾏していく姿勢を⽰
すものだと懸念を抱かざるを得ません。「インターネット分野でのＮＨＫの在り⽅」についてどのように考えているのか、Ｎ
ＨＫは国⺠・視聴者に対し説明する必要があるのではないでしょうか。  今回⽰されました「ＮＨＫインターネット活
⽤業務実施基準（素案）」には、⼤きな問題があります。  総務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実
施基準の認可に関するガイドライン」では、「業務の実施に過⼤な費⽤を要するものでないこと」を認可要件の⼀つに
掲げ、「受信料財源業務の実施に要する費⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」を具体的な審査基準と
して明記しています。費⽤上限が明確に⽰されていない本案は、認可要件を満たしていないと考えます。  さらに本
案では去年、ＮＨＫ⾃らが⽰したはずのインターネット活⽤業務の費⽤について、「受信料収⼊の 2.5％上限」が撤
廃されています。その理由は説明されておらず、到底、容認できるものではありません。  ⺠放連会⻑が記者会⾒で
「ＮＨＫは費⽤を抑制する指標として、⾃ら 2.5％という上限を定めた。それをわずか 1 年で撤廃すると⾔うのであれ
ば、昨年の放送法改正をめぐる議論は⼀体、何だったのか。放送法を改正して、同時配信の道を開く、そのための⽅
便だったのか」と指摘しました。弊社もそう思わざるを得ません。  この⼀⽅的な上限撤廃は、ＮＨＫのインターネット
活⽤業務が放送を補完する「あくまで任意業務である」位置づけであることを踏まえていないのではないでしょうか。使
われているのは放送波に対しての受信料です。なし崩し的にインターネットに費⽤を使って⾏くのなら、テレビ受信機に
紐づく、現在の受信料体系を根本から⾒直す必要があるのは⾔うまでもありません。  さらに本案に添付された「現時
点の費⽤の⾒通し」は、ＮＨＫが実施を希望する業務に必要な費⽤を積み上げたものに過ぎません。東京オリンピッ
ク・パラリンピック⼤会や北京・冬季五輪がある 2021 年度と、⼤きなスポーツイベントがない 2023 年度が、ほぼ同
⽔準の費⽤計上されていることからも明らかなように、費⽤が「抑制的」に管理されているようには⾒えません。  また、
⽰された費⽤について、受信料収⼊に占める割合を計算すると 2021 年度 2.94％、2022 年度 2.90％、2023
年度 2.88％となっており、いずれも 2.5％を突破しています。  ⾃ら定めた上限を撤廃するのであれば、それに代わ
る新たな、国⺠の理解を得られる数値⽬標の⼊った具体的な上限を定めて、費⽤を抑制的に管理する⽅法につい
て具体的に記載し、実⾏することを求めます。それがないままでの「2.5％上限撤廃」に対して同意はできません。  こ
のような状態を⾒ると、なし崩し的なインターネット業務の肥⼤化が、「市場の競争を阻害する」ことになるのではないか
と、懸念を抱かざるを得ません。  さらにコロナ禍によって⽇本経済が混とんとする中、⼆元体制のさらなる発展のため
にも、特にインターネット常時同時配信「ＮＨＫプラス」で培われた知⾒やデータなどの速やかな共有を希望します。 

株式会社テレビ岩⼿ 

NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する弊社意⾒ 弊社はこれまで総務省などのパブリックコメント
などで意⾒を述べている通り、NHK のインターネット活⽤業務の在り⽅については、業務・受信料・ガバナンスを⼀体
的に改⾰していくべきだとする、いわゆる「三位⼀体改⾰」の中で整理・検討すべきであると意⾒を述べております。さら
に総務省の「放送を巡る諸課題検討会」で積み重ねてきた議論の中で、NHK が実施費⽤の抑制的な管理のため
の基準として⾃ら設定した受信料収⼊の 2.5％の費⽤上限についても、これを遵守するよう求めてきました。 しかしな
がら、本年８⽉ NHK が公表した経営計画（2021-2023 年度）（案）では、インターネット活⽤業務の拡⼤を
意図する内容となっており、国⺠・視聴者・⺠間放送事業者の理解を得られるものではないと考えます。特に本案で
は、インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、NHK が⾃ら設定し総務省に認可された受信料収⼊の
2.5％の上限を撤廃し、「中期経営計画に記載する」として代案を具体的に⽰していないことが最⼤の問題と考えま
す。インターネット活⽤業務の実施費⽤は「放送」受信設備の設置者から独占的に徴収する受信料収⼊の⼀部を
使う構造になっており、抑制的な管理が求められています。 既存業務の⾒直しによる事業規模の適正化や受信料
体系・⽔準の⾒直しなど多くの課題について具体的な取り組みが⽰されないまま、インターネット活⽤業務のみ拡⼤し
ていく姿勢は到底容認されないものと考えます。また、NHK が⾃ら定め、パブリックコメントが募集されて、総務省によ
る認可を受けた受信料 2.5％上限を、NHK プラスが開始してからわずか半年余りというタイミングで、代案となる数値
を⽰すことなく安易に撤廃するような考えを持っていることについては、国⺠・認可した総務省・⺠間放送事業者に対
し、誠に不誠実と⾔わざるを得ず、到底容認できません。再考を求めるとともに、今後のより積極的な三位⼀体改⾰
を期待します。 

株式会社⿅児島讀賣テレビ 
年々厳しさを増す国内外の安全保障環境、⾃然災害等に追い打ちをかけるように、今年、新型コロナという未曽有
の災禍が襲いました。放送の公共的役割、国⺠・視聴者の利益と安⼼に資する責任は⼀層⾼まり、多様性の確
保、多⾓的報道の基盤ともなる現在のＮＨＫと⺠放の⼆元体制の維持・発展は不可⽋です。  当社はこれまでも
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2019 年 9 ⽉の NHK インターネット活⽤業務実施基準(素案)に対する意⾒提出の際などに、公共放送の在り⽅
として基本となる“三位⼀体改⾰”の姿を速やかに⽰し、国⺠・視聴者が納得できる改⾰を実現するよう強く求めてき
ました。しかし改⾰は道半ばで具体的な姿が⽰されていません。具体的取り組みが明らかにされない中で、インターネッ
ト活⽤業務をなし崩し的に拡⼤する事は国⺠・視聴者、⺠間放送事業者の理解を得られるものではないと考えま
す。  特に本案では、インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、⾃ら設定し総務省に認可された受信料
収⼊の 2.5%の上限を撤廃し、「中期経営計画」に記載するとして代案を具体的に⽰していないことが最⼤の問題と
考えます。前⽥晃伸会⻑は 10 ⽉ 1 ⽇の記者会⾒で「2.5％という数字はどういう根拠があるのか、むしろ根拠がな
いのでは」などと述べました。NHK として常時同時配信と⾔う⼤事業を始めるにあたって総務省による認可の重要な
要素となるべき費⽤について「根拠がない」などと⾔う発⾔の内容は、受信契約者や認可者、⺠間事業者に対し極
めて不誠実な姿勢と⾔わざるを得ません。 NHK が⾃ら定め、パブリックコメントを募集し、総務省による認可を受けた
2.5%の上限を、NHK プラスが開始されてわずか半年余りのタイミングで、代案となる数値を⽰すことなく安易に撤廃
することには到底同意できません。  私たち⺠放事業者は技術⾰新や視聴環境の変化を受けての視聴者のニーズに
応えるため、配信事業にも鋭意取り組んでいます。特にローカル局はマンパワー、コスト⾯等で厳しい環境の中、新型
コロナに関連する⾃治体の記者会⾒や地⽅選挙の速報などを常にネット配信するなど地道な努⼒を重ねております。 
⼀⽅で、NHK は、放送を⾏うことを⽬的として放送法に基づいて設⽴され、独占的な受信料収⼊で運営される特
殊法⼈であり、インターネット活⽤業務にかかる費⽤は、必然的に抑制的な管理が求められます。費⽤上限の設定
は必要不可⽋であり、2.5%上限の撤廃についての納得がいく説明と、それに代わる上限についての考え⽅を具体的
に速やかに⽰し、国⺠・視聴者や⺠放などの関係事業者に対して丁寧に説明を尽くして理解を得ることを強く要望し
ます。   そもそも、総務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は「業
務の実施に過多な費⽤を要するものではないこと」を認可要件の⼀つに掲げ、「受信料財源業務の実施に要する費
⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」を具体的な審査基準として明記しています。本案では費⽤上限が
適正かつ明確に⽰されておらず、認可要件を満たしていない案であると⾔わざるを得ません。また実施費⽤を記載す
るとした中期経営計画は、昨年成⽴した改正放送法で策定が法定化されましたが、その決定に際して総務⼤⾂の
認可が必要とされていません。つまり、認可の判断の基礎となる実施費⽤について、認可を必要としない中期経営計
画に記載するとした本案は、インターネット活⽤業務を総務⼤⾂の認可事項ではなく、認可を要しない業務に改変す
ることを企図しているのではないかと受け⽌めざるをえません。  さらに、地⽅向けの放送番組の配信に関しては、放送
法上の努⼒義務とされていますが、改正放送法審議時の衆参両院の総務委員会で附帯決議が⾏われ、常時同時
配信を⾏う際に「⺠間地⽅放送局の事業運営に⼗分に配慮すること」を NHK に求めています。NHK の経営計画
（2021－2023 年度）（案）では、「計画期間中に、拠点放送局において地⽅向け放送番組の提供に必要と
なる設備の整備を⾏う」とし、具体的な計画等については議決の際に⽰すとされました。同時配信・⾒逃し配信を問
わず、地⽅向け放送番組に関する具体的な計画を早期に⽰し、地域住⺠や⺠放ローカル局に丁寧に説明を尽くす
べきと考えます。  NHK におかれては、国⺠視聴者特に受信契約者及び⺠放等の関係事業者に対して、納得感が
ある説明と合意形成に誠実に努めることを強く要望します。 

⻄⽇本放送株式会社 

本年８⽉に公表された来年度からの NHK 経営計画案において、「コンテンツを、合理的なコストにより最適な媒体
（地上波・衛星波・インターネット）で提供する」との⽅針が表明されました。この表明により、私共は、ＮＨＫがイン
ターネット活⽤業務を放送と横並びに位置づけようとしていると強く懸念しています。 そもそもＮＨＫのインターネット利
活⽤による事業は、『インターネット活⽤業務実施基準』においてはあくまで放送の補完、任意業務と位置付けられて
おり、それをなし崩し的に拡⼤することは決して認められるものではありません。 また、総務省『⽇本放送協会のインタ
ーネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン』に「過多な費⽤を要するものではないこと」が認可要件とし
て掲げられている以上、そこには⼀定の制約が課されてしかるべきものです。 その意味において、従来、受信料収⼊の
２．５％を上限としていた実施に要する費⽤が、今回の『ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）』にお
いて撤廃されたことは明らかにその趣旨に則らないことと考えます。  実施費⽤の上限撤廃により想定されるインターネ
ット分野でのＮＨＫの事業巨⼤化は、定められている“放送の補完”に留まらない恐れがあるばかりか、その肥⼤化は
ひいては⺠間事業者の経営に多⼤な影響を与える可能性があり、⺠業圧迫という観点からも到底受け⼊れられるこ
とではありません。 また、費⽤の前提となる財源の受信料収⼊⾃体、⼈⼝・世帯数の減少、テレビ保有率の低下に
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伴って減収傾向にあるとしながらも、実際には、衛星波の受動受信に係る受信料徴収を包含して増⼤しており、今
後も衛星契約の割合は拡⼤が予想されます。  これらの事を踏まえ、受信料収⼊の２．５％以内とする上限につい
ては、引き続き堅持すべきであると考えます。  また特にインターネット活⽤業務を実施する費⽤の配分については、地
上テレビ常時同時配信事業における地域制御のための設備整備に優先的に使⽤すべきであると考えます。地域制
御のない常時同時配信はローカル⺠放局の視聴習慣を希薄にし、その経営を不安定とすることは必然であり、ローカ
ル⺠放局の果たすべき社会的役割が果たせなくなる事で結果として⼤規模災害などに際して地域が甚⼤な不利益
を被る事にもなりかねません。  最後になりますが、コンテンツを最適な媒体で提供するということを踏まえて、現在、
NHK の常時同時配信、⾒逃し番組配信はテレビデバイスでは視聴できないようになっております。配信をテレビデバイ
スで実施する事は間違いなく放送の価値低下を招き、且つインターネット活⽤業務が放送の補完業務としての位置
づけとはいえなくなります。またローカル⺠放局の視聴習慣にも⼤きな悪影響を及ぼします。これにつきましては将来的
にも配信がテレビデバイスで視聴できることのないよう強く要望します。 

株式会社テレビ信州 

「NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）」に対する意⾒  株式会社テレビ信州  ◆全体 インターネット活
⽤業務はあくまで「放送の補完」であり任意業務と位置付けられています。また NHK として既存業務の⾒直しや事
業規模の適正化、受信料体系・⽔準の⾒直しなど“三位⼀体改⾰”が求められている中、そもそもインターネット活⽤
業務に過⼤な費⽤を要するべきではありません。また業務の内容については国⺠・視聴者に真に必要なものなのか、
具体的に⽰して理解を得ることは⽋かせません。これら多くの課題について具体的な取り組みが提⽰されない中で、
⾃ら定めた「実施費⽤の 2.5%上限」を撤廃することは到底認められるものではありません。  ◆第 8 条（実施状況
の公表、評価及び改善） サービスの利⽤状況や収⽀などインターネット活⽤業務の実施状況を公表し評価していく
ことは、業務の効果・効⽤を判断するために重要です。費⽤や業務の⾒直しを継続的に⾏うために“少なくとも 3 年ご
と”を“1 年ごと”に改めるべきと考えます。 インターネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの負荷のデータやシス
テム構築、権利処理等に関する知⾒についても開⽰するよう要望します。  ◆第 17 条（業務実施に要する費⽤） 
インターネット活⽤業務に関する具体的な内容が⽰されていない現時点において、上限 2.5％の適否を判断すること
は難しい状況です。しかしながら「任意業務」であるインターネット活⽤業務には「過⼤な費⽤を要するものではない」と
いうことも求められており、抑制的に管理する上では費⽤上限は必要です。また放送に紐づく受信料の流⽤に制限が
あるのは当然であり、受信料財源を安易にインターネット業務に注ぎ込むことは国⺠や視聴者の受信料負担に対す
る不公平感の増⼤にもつながりかねません。 インターネット業務の拡⼤にあたってはそれが国⺠・視聴者に真に必要な
ものなのか、公共放送の⽬的・使命に照らして業務の適正性を常に精査していくことが求められています。さらに費⽤
の抑制的な管理が担保されるものなのか、まずは具体的な計画案を⽰す必要があると考えます。こうしたことが明⽰さ
れない中で、NHK が⾃ら設定した「実施費⽤の 2.5%上限」を撤廃することは認められるものではありません。受信
料⽔準・体系の⾒直しなども含めた NHK 全体のあるべき姿を具体的に⽰した上で、国⺠的な合意形成を進めてい
ただきたいと考えます。 インターネット業務には既に様々な⺠間サービスがある中、受信料を流⽤することには抑制的
な対応が求められています。⺠間の市場競争を阻害することがないよう節度をもって抑制的に事業を運営することを
強く要望します。 

朝⽇放送テレビ株式会社 

ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒   当社はこれまで、特殊法⼈であるＮＨＫのイン
ターネット活⽤業務が⺠間の既存業務に与える影響に対して懸念を⽰してきました。昨年９⽉にＮＨＫが実施した
「インターネット活⽤業務実施基準（素案）」に関する意⾒募集に対して、当社は、ＮＨＫがインターネット活⽤業
務を実施するにあたっては、⺠間の市場競争を阻害しないという観点が重要で、費⽤は抑制的であるべきとの意⾒を
述べています。  しかし、ＮＨＫが本年８⽉に公表した経営計画（2021－2023 年度）（案）では、インターネ
ットの活⽤を拡⼤する姿勢を⽰す⼀⽅、事業規模の適正化や、受信料体系・⽔準の⾒直しをはじめ、多くの課題に
ついて具体的な取り組みが⽰されることはありませんでした。こうした課題を置き去りにしたまま、インターネット活⽤業
務に多額の受信料をつぎ込むのでは、国⺠・視聴者の理解は得られないと考えます。  以下、個別の事項について
意⾒を申し述べます。   本案の最⼤の問題点は、実施に要する費⽤に関して、受信料収⼊の 2.5％の上限を撤
廃し、中期経営計画に記載するとした点です。  ＮＨＫは、放送を⾏うことを⽬的として放送法に基づき設置され、
独占的な受信料収⼊で運営される特殊法⼈です。インターネット活⽤業務の実施費⽤は、「放送」の受信設備の
設置者から徴収する受信料の⼀部を使⽤する構造となっており、こうしたＮＨＫの法的な性格や構造から、必然的
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に抑制的な管理が求められます。  ＮＨＫのインターネット活⽤業務のあり⽅は、総務省「放送を巡る諸課題に関
する検討会」で議論が積み重ねられてきました。受信料収⼊の 2.5％の費⽤上限は、そのなかでＮＨＫが実施費
⽤の抑制的な管理のための基準として⾃ら設定したものです。その基準を何ら明確な説明なく撤廃することは、これま
での議論を蔑ろにするものであり、到底容認できません。費⽤の上限を明確な数値として⽰すべきです。  総務省
「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は、「法第 15 条の⽬的達成に
資すること」を認可要件の⼀つとし、「市場の競争を阻害しないこと」を具体的審査基準に掲げています。⻭⽌めとなる
べき費⽤上限が明⽰されないまま、受信料財源を背景にＮＨＫがインターネットの活⽤を拡⼤することは、⺠間企業
による市場競争に影響を及ぼしかねず、適切ではありません。  ＮＨＫはインターネット活⽤業務を⾏うにあたり、⺠
業圧迫を起こさないよう、⺠間による既存のインターネット配信事業には参⼊しないといった最⼤限の配慮が必要で
す。同様に、コンテンツ単位で市場競争を阻害しないという⼤原則の遵守も求められます。特にスポーツの⽣中継番
組等、すでに⺠間で実施されているインターネット配信業務については、商業性を配慮の上、決して⺠業圧迫を起こ
すことがあってはならないと考えます。  本案に添付された「現時点の費⽤の⾒通し」は、ＮＨＫが実施を希望する業
務に要する費⽤を積み上げたものに過ぎません。受信料制度との整合性や市場競争への影響などを踏まえて設定さ
れるべき「上限」とは本質的に考え⽅を異にします。費⽤⽔準に関しても、来年度のオリンピック・パラリンピック東京⼤
会が簡素化の⽅向で検討されていることを考慮していない点や、⼤会開催後の 2022 年度以降も 2021 年度とほ
ぼ同⽔準の費⽤を⾒込んでいることは、抑制的な姿勢とは程遠いものです。  地⽅向けの放送番組の配信に関して
は、放送法上の努⼒義務とされていますが、改正放送法審議時の衆参両院の総務委員会で附帯決議が⾏われ、
常時同時配信を⾏う際に「⺠間地⽅放送局の事業運営に⼗分に配慮すること」をＮＨＫに求めています。ＮＨＫ
の経営計画（2021－2023 年度）（案）では、「計画期間中に、拠点放送局において地⽅向け放送番組の提
供に必要となる設備の整備を⾏う」とし、具体的な計画等については議決の際に⽰すとされました。同時配信・⾒逃
し配信を問わず、地⽅向け放送番組に関する具体的な計画を早期に⽰し、地域住⺠や⺠放ローカル局に丁寧に説
明を尽くすことが重要です。  上記以外にも、昨年９⽉にＮＨＫが実施した意⾒募集に対して、当社は、同時配信
と⾒逃し配信それぞれのニーズ傾向等を全⾯的に開⽰し、関係者が有益な知⾒を得られることが重要と指摘するとと
もに、インターネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの負荷のデータや、システム構築、権利処理等に関する知
⾒について関係者に提供することを要望しました。こうした点は本案では具体的に触れられていませんが、積極的な取
り組みを期待します。                                     以 上 

株式会社福岡放送 

貴協会のインターネット活⽤業務実施基準に対する意⾒を提出いたします。 第⼀に費⽤について。貴協会から経営
計画発表の際、インターネット活⽤業務 2.5%枠が撤廃されることが前⽥晃伸会⻑から唐突に発表されました。加え
て、前⽥会⻑は、インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、中期経営計画に記載することとして、未だに
具体的な費⽤を明らかにされていません。また 10 ⽉ 1 ⽇の記者会⾒では「2.5%という数字にどういう根拠があるの
か、むしろ根拠がないのでは。2.5%という数字は便宜的に作ったのだと思う」とも発⾔されました。受信契約者や⺠放
連加盟社には到底受け⼊れられない発⾔です。常時同時配信をスタートさせることは、貴協会だけでなく⺠放連加
盟社にとっても歴史的な出来事だと考えます。しかし、「NHK プラス」がスタートしてわずか半年余りで 2.5％枠を撤廃
され、代替案も⽰されないことには不信感を抱かざるを得ません。またインターネット活⽤業務に関する費⽤がどこまで
膨らむのか警戒感も感じざるを得ません。加えて、インターネット活⽤業務を本来業務に位置付けたい旨の発⾔もあり
ました。インターネットは放送法で放送の補完で任意業務と位置付けられています。過⼤な費⽤を要するものではない
ということも求められています。テレビ受信機に紐づいている受信料を放送以外の業務に使うことには⼀定の制約があ
り、インターネット活⽤業務が抑制的に⾏われるべきことは当然のことと考えます。これまでの貴協会と⺠放連加盟社
等との議論を無駄にしないためにも 2.5%枠に代わるインターネット活⽤業務に関する費⽤の基準を明確にすることを
希望します。新たな基準も抑制的であることを求めます。 第⼆に地⽅放送局でのインターネット活⽤業務について詳
細が触れられていません。「NHK プラス」で配信される内容は、地上デジタル放送と同⼀内容であるべきだと考えま
す。番組を差替え、「NHK プラス」オリジナル番組を配信することや、番組と番組の間に「NHK プラス」オリジナルコンテ
ンツを配信することがあってはならないと考えます。地上デジタル放送と「NHK プラス」は同⼀タイムテーブルであることが
原則だと考えます。現在は NHK 放送センターから送出される番組が「NHK プラス」でも配信されています。地⽅放送
局エリアの受信契約者へ向けては、それぞれの⽣活エリアで地上波放送と「NHK プラス」では別のタイムテーブルで放



11 

 

送され続けるのでしょうか。災害など有事の際、地上波放送では、貴協会も⺠放連加盟社も災害報道を⾏います。
各エリアでのインターネット活⽤業務も⽣活者にとって重要な情報の⼀つとなります。貴協会が各エリアでのインターネッ
ト活⽤業務のプランを明確にされることを望みます。インターネットでの地⽅向け放送番組配信、エリア制御の検討に
際しては、設備計画、サービス内容、実施時期等を可能な範囲で各エリアの⺠放連加盟社と共有し、各エリアでの
共⽣に努められることを強く希望します。 

関⻄テレビ放送株式会社 

2020 年 10 ⽉                            関⻄テレビ放送株式会社       ＮＨＫインター
ネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒  ■（総 論）   NHK からは先の中期経営計画案をはじめ、
未だに三位⼀体での改⾰、特に受信料制度⾒直しへの取り組みが具体的に⽰されないままであり、加えて今回のイ
ンターネット活⽤業務実施基準改定の本案では、これまで「抑制的な管理」の指標として⽰されていた項⽬が、わず
か１年で次々と撤廃をされている事は残念です。    インターネット活⽤業務は、「任意業務」であり、「本来業務」と
は制度上全く位置付けが異なります。現在の受信料制度はテレビ受信機に紐づくものであり、「放送」以外に使われ
るのであれば「抑制的に管理」されることは当然のことです。ましてや 6700 億円にも上る受信料収⼊を背景にした本
業務の肥⼤化は、結果としてネットにおける⾃由な⺠間競争を⼤きく阻害することになりかねません。    サービス開
始からまだ１年にも満たない同時配信をはじめ、インターネット活⽤業務の実施基準は、受信料収⼊に基づく「任意
業務」であるからこそ、世の中のニーズや実情を⼗分に精査し、視聴者・国⺠ そして競合事業者をはじめとする各⽅
⾯への具体的かつ丁寧な説明が必要であると考えます。   ■（業務実施に要する費⽤）   今回、インターネット
活⽤業務費⽤の上限である「各年度の受信料収⼊の２.５％」枠を取り払うに当たっては、今後、どのように「抑制
的管理」がされるのかが具体的に⽰されていません。今回、令和３年度の東京オリ・パラ費⽤は現⾏実施基準のよう
な別枠ではなくなり、⽰された額は、令和４年・５年においても総額でほぼ同規模となっています。    第１７条で
「実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受信料財源により 賄うことが妥当か、などの観点から検討して抑
制的な管理に努める」とありますが、 何よりも視聴者・国⺠、そして競合事業者に⾒える形で抑制的管理の⽅策が
具体的に⽰されるべきだと考えます。   ■（地上テレビ常時同時配信の段階的実施）  インターネット活⽤業務に
係る費⽤同様、提供時間限定解除による⾮常時を除く深夜早朝帯までの拡⼤は、これまでの同時配信における視
聴者のニーズ、利⽤頻度、利⽤層等をしっかり分析したうえで実施されるべきであり、その際には視聴者や国⺠への説
明が必要であると考えます。   ■（地⽅向け放送番組の配信強化）  地⽅向け放送番組の⾒逃し配信期間を
放送直後から 14 ⽇以内とすることについては、簡易な設備での実施によるものという事だけでは、全国放送（7 ⽇
間）の倍となる期間設定が必要である理由としては不⼗分ではないでしょうか。  また、暫定的な設備から正式設
備に移⾏した際に、これまでの７⽇間と 14 ⽇間の配信番組混在をどうするか、など、視聴者の混乱を招く事にもなり
かねません。  地⽅向け放送番組の配信計画については、地域の視聴者や⺠間放送事業者への説明 が丁寧にな
される必要があると考えます。  ■（その他）  昨年の意⾒募集でも述べたように、ユニバーサル・サービスへの取り組
みをはじめとする実⽤化された技術やノウハウ、その他 配信に係るデータ・システムや権利処理などの知⾒について
は、⺠間事業者にも積極的に提供・開放されることを期待します。                                
以 上 

札幌テレビ放送 株式会社 

当社はこれまで、2019 年 9 ⽉の NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒提出の際、そして
同年 11 ⽉の総務省による認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え⽅に対する意⾒提出の際にも繰り返
し、NHK のインターネット活⽤業務のあり⽅は、「三位⼀体改⾰」の中で整理、検討され、判断されるべきと繰り返し
主張してきました。しかし、受信料制度改⾰に関する明確な⽅針が⽰されていないまま、また本年 8 ⽉に公表された
来年度からの中期経営計画案ではインターネット活⽤業務の拡⼤を表明する⼀⽅で、既存業務⾒直しやグループ
会社のあり⽅など多くの課題について具体的な取り組みが明らかにされていない中で、インターネット活⽤業務をなし
崩し的に拡⼤することは国⺠・視聴者、⺠間放送事業者の理解を得られるものではないと考えます。特に本案では、
インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、⾃ら設定し総務省に認可された受信料収⼊の 2.5%の上限
を撤廃し、「中期経営計画に記載する」として代案を具体的に⽰していないことが最⼤の問題と考えます。前⽥晃伸
会⻑は 10 ⽉ 1 ⽇の記者会⾒で「2.5%という数字はどういう根拠があるのか、むしろ根拠がないのでは。2.5%とい
う数字は便宜的に作ったのだと思うが」と述べています。NHK として常時同時配信という⼤事業開始に当たって総務
省による認可の重要な要素となるべき費⽤について「根拠がない」、「便宜的に作った」というのであれば受信契約者
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や認可者、⺠間事業者に対してあまりにも不誠実と⾔わざるを得ません。NHK が⾃ら定め、パブリックコメントを募集
し、総務省による認可を受けた 2.5%の上限を、NHK プラスが開始されてわずか半年余りのタイミングで、代案となる
数値を⽰すことなく安易に撤廃することには到底同意できません。⺠放事業者は、技術⾰新や視聴環境の変化を受
けての視聴者のニーズに応えるため、配信事業にも鋭意取り組んでいますが、全て厳しいコスト管理や精緻な事業性
の判断に基づき、苦労と⼯夫を重ねながら取り組まなくてはならない状況にあります。⼀⽅で、NHK は、放送を⾏うこ
とを⽬的として放送法に基づいて設⽴され、独占的な受信料収⼊で運営される特殊法⼈であり、インターネット活⽤
業務にかかる費⽤は、放送の受信設備の設置者から徴収する受信料の⼀部を使⽤する構造となっており、こうした
NHK の性格や構造から、必然的に抑制的な管理が求められます。そのためには費⽤上限の設定は必要不可⽋で
あり、2.5%上限の撤廃についての納得がいく説明と、それに代わる上限についての考え⽅を具体的に速やかに⽰し、
国⺠・視聴者や⺠放などの関係事業者に対して丁寧に説明を尽くして理解を得ることを強く要望します。そもそも、総
務省「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」は、「業務の実施に過多な
費⽤を要するものではないこと」を認可要件の⼀つに掲げ、「受信料財源業務の実施に要する費⽤の上限が適正か
つ明確に定められていること」を具体的な審査基準として明記しています。本案では費⽤上限が適正かつ明確に⽰さ
れておらず、認可要件を満たしていない案であると⾔わざるを得ません。また、実施費⽤を記載するとした中期経営計
画は、昨年成⽴した改正放送法で策定が法定化されましたが、その決定に際して総務⼤⾂の認可が必要とされてい
ません。つまり、認可の判断の基礎となる実施費⽤について、認可を必要としない中期経営計画に記載するとした本
案は、インターネット活⽤業務を総務⼤⾂の認可事項ではなく、認可を要しない業務に改変することを企図しているの
ではないかと受け⽌めざるを得ません。NHK の経営計画(2021-2023 年度)（案）では、「計画期間中に、拠点
放送局において地⽅向け番組の提供に必要となる設備の整備を⾏う」とし、具体的な計画等については議決の際に
⽰すとされました。同時配信・⾒逃し配信を問わず、地域制御を全地域において適切に実施し、地⽅向け放送番組
の配信について地域格差が⽣じないようにする等の具体的な計画を早期に⽰し、地域住⺠や⺠放ローカル局に丁寧
に説明を尽くすことが重要です。NHK におかれては、国⺠・視聴者、特に受信契約者及び⺠放などの関係事業者に
対し、納得感ある説明と合意形成に誠実に努める事を強く要望します。また、当社はこれまで、同時配信と⾒逃し配
信それぞれのニーズ傾向等を全⾯的に開⽰し、関係者が有益な知⾒を得られる事が重要と指摘するとともに、インタ
ーネット活⽤業務で得られる通信ネットワークへの負荷のデータや、システム構築、権利処理等に関する知⾒について
⺠放を含めた関係者に提供することを要望してきました。こうした点は本案では具体的に触れられていませんが、積極
的な取り組みを期待します。 

株式会社テレビ愛媛 

協会は、⾃らの経営が国⺠・視聴者の受信料によって⽀えられていることを⼗分に⾃覚し、業務の合理化・効率化に
向けたたゆまぬ改善の努⼒を⾏う⽴場にある。インターネット活⽤業務基準では、実施しようとしている業務が真に必
要で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当かなどの観点から検討して抑制的な管理に努めるとしているにも
関わらず、その具体的基準となる 2.5％の上限をまず削除するのは、基準そのものを形骸化させようとしているともとら
れかねない。インターネット活⽤業務は放送法第 20 条第２項に基づいて「任意業務」とされており、受信料を充てる
ことに制約がない本来業務とは制度的な位置づけが異なっている。インターネット事業の上限を削除する前に、既存
業務や受信料の抜本的⾒直しをすべきと考える。  同時配信にかかる費⽤の⾒通しにおいて、令和 2 年度 54 億
円から年々増加している。主なポイントとして内容や⾒込みが記載されてはいるが、その具体的な計画中⾝や算出根
拠がはっきりしない。もう少し詳細内容を明⽰して根拠ある数字として記載したうえで意⾒を求めるべきではなかろう
か。  地域番組の配信を構築することは評価するが、設備の問題から⾒逃し配信から始めてその期間を２週間に延
⻑することは視聴者側の⽬線から⾒て少々疑問を感じる。 地域の⼈々にとってＮＨＫの地域番組で情報として最も
有意義なものは、地域ニュースや地域関連放送枠であろう。これらのジャンルこそ同時性をより求められるものと考えら
れ、その点から地域番組の同時配信をＮＨＫとして優先的に対処すべきではないか。 

⽇本海テレビジョン放送株式
会社 

NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する⽇本海テレビ意⾒  【はじめに】 当社は 本年 8 ⽉に発
表された NHK 経営計画（2021-2023 年度）について、総務省が求める「三位⼀体の改⾰」や、⺠放からの肥
⼤化による⺠業圧迫との批判をかわすための計画案と⾔わざるを得ないとの意⾒書を提出していました。⺠放各社な
どからの意⾒に対し具体的な議論が進まない中、今回「インターネット活⽤業務実施基準」の改定素案が出され、し
かも⾃ら定めたインターネット事業費を「受信料収⼊の 2.5％を上限とする」を撤廃し、総務⼤⾂の認可の必要がな
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い「中期経営計画に記載する」とだけにされたことは極めて遺憾です。NHK にはインターネット実施業務の⾒直しと同
時に、受信料⽔準・体系、公共放送が担うべき業務範囲、それに相応しい事業規模、公平で効率的な受信料徴
収、⼦会社の在り⽅を含めたグループ経営改⾰などの諸課題を同時に議論し、改⾰を進めることを強く要望します。  
【NHK インターネット活⽤実施基準（素案）の改定について】 そもそもインターネット活⽤業務は放送法で「任意業
務」とされており、総務省の「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」では
「業務の実施に過⼤な費⽤を要するものでない」と認可要件に掲げています。また NHK は独占的な受信料収⼊で
運営される「特殊法⼈」であり、インターネット活⽤業務にかかる費⽤は、放送の受信設備の設置者から徴収する受
信料の⼀部を使⽤することになります。今回「インターネット事業費を受信料収⼊の 2.5％を上限とする」を撤廃され
たことにより、なし崩し的に業務の拡⼤が進み、⺠業の圧迫や健全な⼆元体制の妨げになることを改めて⼤いに危惧
しています。NHK はインターネット分野での⾃らの役割を明確にして、⼦会社・関連会社を含め、⺠間の市場競争を
阻害することのなよう節度をもって事業運営されることを強く要望します。そのためには改めて今回の事業費の上限を
撤廃することに関する明確な説明と、それに代わる「新たな数値の上限」を国⺠・視聴者や⺠間放送などの関係事業
者にすみやかに提⽰すべきと考えます。  また、当社ではこれまで、同時配信と⾒逃し配信それぞれのニーズ傾向等を
全⾯的に開⽰し、関係者が有益な知⾒を得られることが重要と指摘するとともに、インターネット活⽤業務で得られる
通信ネットワークへの負担のデータやシステム構築、権利処理、ローカル地域への対応等に関する知⾒について⺠放
を含めた関係者に提供することを要望してきました。こうした点は本案では触れられていませんが、積極的な取り組み
を期待します。 

テレビ⼤阪株式会社 

テレビ⼤阪は２０１８年１０⽉に⽇本⺠間放送連盟が「NHK 常時同時配信の実施に関する考え⽅」で⽰した
実施条件である「インターネット活⽤業務の受信料収⼊２．５％上限の維持」に同意⾒であり、NHK 経営計画
（２０２１－２０２３年度）に対する意⾒募集においても、インターネット活⽤業務の抑制的運⽤には費⽤の効
率的運⽤のみならず費⽤総額の圧縮が不可⽋であるとの意⾒を⽰しておりました。  今般の NHK インターネット活
⽤業務実施基準（素案）第１７条の変更素案において、２．５％という費⽤上限の⽂⾔が撤廃されていること
は極めて問題であると認識しております。景気変動の影響を受けづらく、しかも独占的な収⼊である受信料は、「放
送」という本来業務と対になるものであり、その補完業務と位置付けられるインターネット活⽤業務への受信料の使⽤
は抑制的な運⽤が求められます。また、NHK がインターネット業務を⾏うにあたり総務省から、⺠放との協調・連携を
⾏うよう求められた経緯もあり、総務省の放送を巡る諸課題に関する検討会での議論において設定された基準であ
る２．５％上限を⺠放との協議もなく撤廃することは積み重ねた議論を台無しにするものと考えます。  本年８⽉の
ＮＨＫ3 カ年経営計画発表において前⽥晃伸会⻑が、「ネット事業の予算は収⼊の２．５％以内となっているが、
これは 20 年度限りの制約だと認識している」と述べたように、「NHK プラス」などインターネット活⽤業務をスタートさえ
すれば、恣意的な運⽤が可能との認識を持たれているかのように映ります。議論の原点に⽴ち返り、NHK におかれて
は、⺠放事業者との協議の場を設け、費⽤の上限を明確な数値として⽰していただくよう求めます。以上 

株式会社中国放送 

今年 4 ⽉、NHK は本格的に常時同時配信をスタートしました。NHK のインターネット活⽤業務は受信料収⼊を財
源とされています。その受信料の体系及び⽔準について⾒直しを進める⽅針が⽰されていない中で、上限を曖昧にし
て、潤沢な財源をベースに巨費を投じてインターネット活⽤業務を拡⼤すれば、⺠間事業にも様々な影響を及ぼすこ
とは不可避です。昨今のメディア環境の急激な変化に加え、今コロナ禍において経営環境が厳しさを増す⺠放地⽅
局は、脅威を感じています。  8 ⽉に公表された経営計画（２０２１〜２０２３年度 案）では、AM ラジオ放
送と衛星放送のチャンネル数を削減する⼀⽅で、インターネットの活⽤を拡⼤する⽅針を⽰しています。しかし、既存
業務⾒直し、事業規模適正化、受信料⾒直しなどの課題への取り組みは⽰されていません。  常時同時配信が始
まって半年が経過しますが、既存業務の⾒直しは具体的に実施されたのでしょうか。「三位⼀体改⾰」の具体案を⽰
さずに、放送の補完として認められ実施費⽤を受信料で賄うインターネット活⽤業務を拡⼤することは、国⺠、視聴
者の理解が得られないと考えます。常時同時配信実施により係った⼈件費、著作権料、各種放映権料など費⽤の
実績を開⽰し、分析、精査し、次年度以降の予算を抑制的に進めるべきではないでしょうか。また、延期された東京
五輪関連コンテンツの配信にかかる費⽤が加わる 2021 年度と、22・23 年度の予算がほぼ同じ⽔準で⾒込まれて
いることは、全く整合性がなく、詳細な積算根拠を説明すべきと考えます。  ⺠間放送事業者も同時配信に取り組む
べく、準備、検討を重ねています。先⾏者として得られた常時同時配信の運⽤課題、利⽤実績データ、費⽤実績は
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⺠間放送事業者にとっても⼤変有益な知⾒です。放送事業の発展となり、公共の利益となるよう、⺠間放送事業
者にも共有していただくことを期待いたします。  ⺠間放送局の経営環境が厳しさを増す中、NHK のネット事業など
事業拡⼤によって、特に地⽅局に対して⼤きな影響を及ぼすことが懸念されます。我々は地⽅の⺠間放送局として、
いかにして地域ジャーナリズムを守っていくのかを⽇々考えています。地⽅局は、ローカル情報発信の担い⼿として、い
ずれの地域においても不可⽋な存在です。ローカル放送が衰退すれば、地域の⽂化は廃れ、情報の⼤都市⼀局集
中がさらに進む恐れがあります。何より、地域の安全・安⼼についての情報や⽣活情報が減り、地域の視聴者にとって
不利益となります。⽇本の放送界は、公共放送と⺠間放送の⼆元体制が維持されることで、発展してきました。報道
の⾃由は、多様なメディアが共存することで保たれます。今後も、⺠間放送局とのバランスを⼗分に配慮していただき
たいと考えます。  公共放送が本来果たすべき役割を⼤きく超えて巨⼤化する NHK グループのあり⽅を真摯に捉え、
⺠業を圧迫することなく公共性を前提とした展開を軸にインターネット活⽤業務を進めることを強く要望します。       
以 上 

株式会社テレビ東京ホールディ
ングス 

「ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）」に対する意⾒株式会社テレビ東京ホールディングス＜業務実
施に要する費⽤について＞総務省「インターネット活⽤業務の実施基準の認可に関するガイドライン」では、認可要
件として「業務の実施に過⼤な費⽤を要するものでないこと」を規定し、その具体的な審査基準として、(1)受信料財
源業務の実施に要する費⽤の上限が適正かつ明確に定められていること、(2)インターネット活⽤業務全体の実施に
要する費⽤が、任意業務の趣旨に照らして適切な規模であること－を設けています。その上で、総務省は同年 11
⽉、インターネット活⽤業務実施基準案の認可申請に当たり、「令和 2 年度については、インターネット活⽤業務の
費⽤の上限は、⼀時的に発⽣する⼤会に関する業務の費⽤を除き、『受信料収⼊の 2.5%』を維持すること」、常
時同時配信等については「以上の費⽤の上限の範囲内で段階的に実施して、その費⽤及び効果を検証し、改めて
意⾒募集を実施した上で、必要に応じ、実施基準を⾒直していくこと」が望ましいとの基本的考え⽅を⽰しました。ま
た、⽇本⺠間放送連盟においては 18 年 10 ⽉、「ＮＨＫ常時同時配信の実施に関する考え⽅」を公表し、実施
の前提・諸条件の 1 つとして「インターネット活⽤業務の受信料収⼊ 2.5%上限の維持」を重視する旨を表明してい
ます。当社としてはこれまで、総務省および⺠放連の考え⽅に賛同の意を表してきました。ＮＨＫが今般提⽰した実
施基準の改定案では、実施に要する費⽤について、「受信料収⼊の 2.5%を上限とする」との規定が削除されました
（第 17 条）。「抑制的な管理に努める」との条⽂は残っているものの、昨年の実施基準の認可から僅か 1 年で費
⽤上限の枠を外すことは、インターネット活⽤業務の拡⼤に邁進したい強い意向に拠るものと受け⽌めています。しか
し、「ＮＨＫプラス」が今年度に開始され、現在運⽤されているのは、⺠間との市場競争を阻害しない観点から費⽤
の 2.5%上限を設定したからこそと理解しています。費⽤上限の撤廃は事実上、受信料財源を無制限に充てること
も可能と解釈でき、容認できるものではありません。そもそも、総務省の実施基準認可のガイドラインでは、認可要件
の具体的審査基準として「費⽤上限が適正かつ明確に定められていること」を定めています。この基準に照らせば、費
⽤上限が明⽰されないままの改定案では、総務⼤⾂の認可が得られるかどうかは疑わしいと⾔わざるを得ません。前
⽥晃伸会⻑は 10 ⽉ 1 ⽇の会⾒で、ネット業務の費⽤について「絶対額で、これくらいで何に使うのかというのをむし
ろ検証していただいたほうが、本当に限定的なのかどうか分かりやすい」との⾒解を⽰しました。さらに、「2.5%という数
字、たぶんそのとき、便宜的に作ったんだと思いますけど、私が会⻑になりまして、⼤きな⽅針転換をいたしました」と発
⾔されました。しかし、ＮＨＫが唐突に宣⾔した⽅針転換に沿って、総務省の実施基準認可のガイドラインが変更さ
れるものではありません。ＮＨＫは従来、受信料制度の趣旨に照らして不適切なものとならないよう、当該業務の費
⽤については、受信料収⼊の 2.5%上限を⾃ら設定し、堅持してきました。ＮＨＫのインターネット活⽤業務は放送
を補完する任意業務であり、本来業務ではありません。広く受信料に⽀えられる公共放送として、国⺠・視聴者の理
解を得るためにも、費⽤上限の数値⽬標を明らかにし、その適正性を⼗分説明する必要があります。莫⼤な受信料
収⼊に⽀えられるＮＨＫと、景況に左右されやすい広告収⼊による⺠放事業者では財政基盤に⼤きな差がありま
す。コロナウイルス禍によって⺠放事業者の広告収⼊が落ち込む中で、ＮＨＫがインターネット活⽤業務を急拡⼤す
れば、⺠放とのメディアバランスを崩し、⼆元体制の維持・発展を損なうことにつながりかねないと強く危惧します。21
年度以降についても、適正な費⽤上限を設定すると同時に、費⽤上限を毎年度使い切るのではなく、抑制的な運
⽤に努めるよう要望します。前⽥会⻑は会⾒で、ネット業務について「世界の先進国の状況に⽐べて、⽇本は遅れて
いる」「世界では本来業務とか補完業務とか、そういう区分けはございません」との認識を述べました。しかし、ＮＨＫの
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ネット業務は、⽇本の現⾏制度上では任意業務であり、本来業務に変更するには放送法改正が必要です。今回の
改定案の 2.5%上限の撤廃は、なし崩し的にネット業務を拡⼤して本来業務への移⾏を推し進めようとする意図的
なものと受け⽌めざるを得ません。ＮＨＫにおいては総務省や⺠放事業者に対して⼗分に説明し尽すべきと考えま
す。＜理解増進情報について＞ＮＨＫインターネット活⽤業務「理解増進情報」に関する意⾒募集が⾏われ、提出
意⾒及びそれらに対するＮＨＫの考え⽅が 8 ⽉、「インターネット活⽤業務審査・評価委員会」にて報告されまし
た。その際、ＮＨＫは、競合事業者から理解増進情報の範囲が拡⼤解釈されることへの懸念が多数寄せられたこと
を認めつつも、「現在実施している理解増進情報の提供について、不適切と判断すべき点は認められなかった」と結論
付け、「提供する情報をその形式によって限定することは表現活動の規律として適当とは⾔えず、むしろ、さまざまな表
現の可能性を積極的に追及することを通じてより効果的な情報提供に努めたい」としました。当社はかねてより理解
増進情報の範囲や放送番組との対応関係の明確化を求めてきましたが、今回の改定案においても考慮されることな
く不明瞭なままとなっており、遺憾です。それどころか、様々な表現⼿法によって積極的に情報提供すると宣⾔してお
り、ＮＨＫが「理解増進」の対象範囲を恣意的に拡⼤解釈して、インターネット独⾃コンテンツを量産することを危惧
しています。「ＮＨＫニュース・防災アプリ」についても当初、災害情報や気象情報を提供する「防災・減災」を全⾯に
押し出していましたが、現在ではビジネスやスポーツを含めあらゆるジャンルのニュース、コンテンツを提供する総合アプリ
に成⻑しており、すでに、⺠放や新聞・通信事業者のほか競合事業者のビジネスに少なからず影響を与えています。
理解増進情報の在り⽅については、競合事業者からの意⾒聴取が形骸化しないためにも、意⾒には真摯に⽿を傾
け、丁寧に説明して理解を得ていくことが肝要と考えます。 

株式会社テレビ新潟放送網 

ＮＨＫが「インターネット活⽤業務実施基準」で、ネット事業費に関して「各年度の受信料収⼊の２．５％」を上限
としていた現⾏規定を撤廃する⽅針を⽰したことは⼤変遺憾です。変更素案の第１７条は、インターネット活⽤業務
の費⽤について、「実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当かなどの観点
から検討して抑制的な管理に努める」としていますが、数値的な⻭⽌めがなく、あいまいな表現で検証の⼿段も⽰され
ていません。改定に強く反対します。  かねてより当社は、⺠業を圧迫しさらなる肥⼤化を招きかねないネット常時同
時配信にＮＨＫは取り組むべきでないと主張し、それを可能にする放送法の改正には⼀貫して反対してきました。そ
の後、放送法改正を受けた現⾏の実施基準の素案に対する去年１０⽉にＮＨＫが募集したパブリックコメントで
は、常時同時配信を含むインターネット活⽤業務を節度ある抑制的なものに留めるよう求めました。そうした中、「受
信料収⼊の２．５％」という⻭⽌めを設けたことについては、費⽤を野放図に拡⼤させない⾃律的な運⽤を⽬指す
姿勢を⽰したものとして、⼀定の評価をしていたところです。しかし、それからわずか１年で、⻭⽌めとなるべき上限が撤
廃されたことになります。  実際に、ＮＨＫが今回⽰した「現時点での費⽤の⾒通し」によりますと、令和３年度のイ
ンターネット活⽤業務の費⽤総額は１９７億円に上り、受信料収⼊を約６７００億円とすると、その２．９％に
相当します。さらに令和４年度、５年度もオリンピックが開催される令和３年度に近い費⽤総額を⾒込んでおり、い
ずれも２．５％という枠には収まっていません。実現性の低い数値⽬標をあえていったん提⽰し、わずか１年でそれを
撤廃するという⼀連の動きを⾒ますと、⺠放連会⻑が指摘するように、「放送法を改正して常時同時配信へ道を開く
ための⽅便だったのでは」という疑念を抱かざるを得ません。  ＮＨＫのネット活⽤業務が放送法上の「任意業務」で
ある以上、「放送の補完」に留まりかつ受信料制度との整合性が求められることは当然であります。しかし、先般、⽰さ
れた「2021-2023 年度ＮＨＫ経営計画案」では、放送メディアを整理・削減してインターネットの活⽤を拡⼤する
姿勢を打ち出す⼀⽅、⺠放連などが求めてきた「業務・受信料・ガバナンス」のいわゆる三位⼀体改⾰に踏み込んだ
内容にはなっていません。放送を⽀える受信料財源をインターネット活⽤業務に⻭⽌めなくつぎ込む姿勢は、視聴者
の受信料負担に対する不公平感を招くことになり、許されるものではありません。  ⼀⽅、「地⽅向け放送番組配信
強化」については、「今年度から段階的に実施する」という⽅針が⽰されました。同じく放送法上の努⼒義務となってい
る「他の放送事業者との協⼒」と合わせて、具体的な取り組みの提⽰を求めます。  新型コロナウイルスは終息の⾒
通しが⽴たず、⺠放各社の経営環境は厳しさを増しています。各局の放送収⼊は過去に経験したことがない落ち込
みが続き、ローカル局にとっても、放送以外の収⼊確保、とりわけインターネットを活⽤した配信事業への取り組みは喫
緊の課題と⾔えます。そうした中、ＮＨＫはインターネット活⽤業務について、「放送の補完」という位置づけを改めて
確認し、⺠業圧迫にならない内容に留めるべきと考えます。 
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株式会社⼤分放送 

改定ポイント １、実施に要する費⽤ について  NHK のインターネット活⽤業務実施基準（素案）において、イン
ターネット活⽤業務の受信料収⼊の 2.５％以内とする記述が削除された事は、あきらかに業務の拡⼤につながり、
本来業務としようとする考え⽅を⽰したものと受け⽌められます。  本来、受信料財源を放送以外の事業に使⽤する
場合、⼀定の制限があるべきで、NHK の肥⼤化、⺠間ビジネスの圧迫を懸念するなどの議論の末に NHK が⾃ら設
定した上限数値であり、安易に変更されるべきではなく、上限を撤廃する際は新たな⽬標数値を明確に⽰すべきと考
えます。とともに撤廃に⾄った経緯の説明が⼗分でなく、具体的な説明を要望します。  改定ポイント ２．地⽅向け
放送番組の配信強化 について  NHK の地⽅向け放送番組の配信は、放送法上の努⼒義務であり、⺠放ローカ
ル局の事業運営に⼗分に配慮する事が求められています。今後、地⽅向け番組の⾒逃し配信の強化を⾏った場
合、その影響の検証を⾏い、地⽅向け番組の配信に関する視聴者ニーズの傾向、かかった費⽤などを公表していただ
きたい。  配信強化についての具体的な計画を早期に提⽰し、どのような形で地域住⺠、⺠放ローカル局に説明を⾏
うのか、どのような知⾒の提供を⾏えるのか、その具体的な時期や⽅法について明らかにしていただきたい。 

㈱静岡第⼀テレビ 

NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒（静岡第⼀テレビ）  <全体を通して> 前回の基
準変更からわずか１年での今回の改定案は、⾃ら設定し、総務省から認可を得た費⽤上限の記述を削除するな
ど、これまでの議論を踏まえたものとして受け⼊れ難い内容となっている。中期経営計画案における「充実したコンテン
ツをより最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供する」との表現が、本来業務でなく任意業務であるインターネット
活⽤業務の位置づけを⼤きく変更するものであれば、より⼗分な説明とともに、費⽤の抑制化に向けた明確な指標を
明⽰すべきである。また、費⽤に関する事項の算定根拠の中で、常時同時配信業務の時間増をうたっているが、開
始間もない同時配信において、時間増は時期尚早と考える。  <実施に要する費⽤について> 第 17 条において、
従来各年度の受信料収⼊の２．５％としていた上限とした記述が削除されていることに対し、⼗分納得できる説明
がなされていない。インターネット利活⽤については、「放送の補完」として実施するものであり、受信料収⼊を放送以
外に使うには⼀定の制約が求められる。それを踏まえて、同時配信も始まったばかりという現段階において、⾃ら設定
した上限を、代案を⽰すこともなく撤廃することには同意できない。  <地⽅向け放送番組の配信強化について> 地
⽅向け放送番組の同時配信については、⼀部番組の⾒逃し配信を今年度から段階的に実施し、来年度以降、配
信を強化していくとのことだが、地域ごとに放送環境にも違いがある中、⺠間地⽅放送局とのバランスや、連携、協⼒
体制をどのように考えているのか、早期に⽰すべきである。また、⺠間地⽅放送局への影響が未知数であるにもかかわ
らず、簡易な設備を⽤いることを理由に、通常７⽇以内とする⾒逃し番組配信期間を 14 ⽇以内に延⻑することに
は賛成できない。                                                                                                       以上 

東海テレビ放送株式会社 

本素案第 17 条について、2 号受信料財源業務の費⽤における「受信料収⼊の 2.5％を上限とする」が撤廃される
ことは⼤きな問題と考えます。 ＮＨＫが本年 8 ⽉に公表した経営計画（案）での受信料収⼊の⾒込みは、2020
年の 6，974 億円から 2021 年度以降で 6，700 億円に減少するとされています。これを 2 号受信料財源業務
の費⽤の上限 2.5％に当てはめると、2020 年度の 174.35 億円から 2021 年度以降は 167.5 億円となります。
当然、費⽤の圧縮を図るべきと考えますが、本素案の⾒込みでは、2021 年度 197 億円、2022 年度 194 億
円、2023 年度は 193 億円となっており、費⽤圧縮に向けた具体的な取り組みがどのようになされているのかも不明
瞭です。これらのことから、上限の撤廃は費⽤増につながる恐れがあり、詳細の説明もなく上限を撤廃することについて
は、世間⼀般の理解は得られにくいと考えます。そもそも、放送のための受信料をインターネット活⽤業務に転⽤する
ことは抑制的に管理すべきで、そのために上限というキャップをはめたのはＮＨＫです。今後も 2 号受信料財源業務
の費⽤の上限について、具体的な数値を記載すべきです。  附則第 3 条に記載されている「地⽅向け放送番組の
提供に係る計画」は本素案で削除されていますが、8 ⽉公表の経営計画（案）にて「拠点放送局において地⽅向
け放送番組の提供に必要となる整備を⾏う。具体的な計画等については 2021 年の本計画の議決の際に⽰す。」
となっており、これが早期に⽰されるものと認識しています。その際、地域住⺠や地域に⽴脚する⺠間放送事業者に
対して、丁寧に説明がされることを要望します。  以上 

株式会社テレビ宮崎 

第 17 条 1 項について、ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）の業務実施に要する費⽤では、「各年
度の受信料収⼊の 2.5％を上限とする」の⽂⾔を削除されることについて、本来の財源であるテレビ受信機に紐づく
受信料を放送以外の事業に流⽤するのであれば、⼀定の上限内で使⽤することが前提であって国⺠・視聴者に対し
て説明がつかないのではと疑問を持たざるを得ません。 8 ⽉に公表した来年度の中期経営計画（案）では、「インタ
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ーネット活⽤業務の費⽤について、ＮＨＫの業務全体の在り⽅や、計画期間中の収⽀⾒通しとともに、中期経営計
画において明⽰することが適切と考える」とありますが、ＮＨＫ三位⼀体改⾰の業務の在り⽅、受信料、経営ガバナ
ンスの多くの課題について、具体的な取り組みが明らかでない中で、インターネット活⽤業務をなし崩しに拡⼤すること
は⺠間放送事業者や国⺠・視聴者の理解を得られるものではありません。また附則第 3 条について、地⽅向け放送
番組の配信強化の同時配信では、我々⺠放ローカル局としては、地元には地元の番組に差し変わることが望ましく、
なるべく早い対応をされることを強く要望します。 我々⺠放事業者は、環境や視聴者のニーズに応えるため、厳しいコ
スト管理で配信事業にも取り組んでおります。⼀⽅ＮＨＫは独占的な受信料収⼊で運営されており、さらにインター
ネット活⽤業務にかかる費⽤は、受信料の⼀部を使⽤する構造になっており、必然的に抑制的な管理が求められま
す。繰り返しになりますが費⽤上限の設定は必要不可⽋であり、なおさら 2.5％上限撤廃は納得いくものではなく、
国⺠・視聴者や⺠放事業者などに丁寧に説明し理解を得ることを強く要望します。 

TBS テレビ 

NHK は経営計画(2021〜23 年度 案)の中で、インターネットの活⽤を拡⼤する姿勢を⽰す⼀⽅で、インターネッ
ト活⽤業務を実施する財源となっている受信料の体系及び⽔準については、⾒直しを進める⽅針が⽰されていませ
ん。常時同時配信の開始からこれまでの間に、既存業務の⾒直しがどこまで進んだのか、インターネット活⽤業務につ
いて本案 17 条にある「真に必要で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当か」、⾃ら検証したうえで明らかに
すべきだと考えます。既存業務や受信料の⾒直しが進まないままインターネット活⽤業務を拡⼤することは、⺠間企業
による市場競争に影響を及ぼしかねない、という懸念が⼀層増すことにもつながります。 NHK が経営計画(案)及び
本案の中でインターネット活⽤業務について「抑制的な管理」としているにもかかわらず、受信料収⼊の 2.5％という
費⽤の上限を撤廃しようとしていることは、到底理解できません。「抑制的な管理」を実⾏する具体的な⽅法を⽰さな
いまま、多額の受信料を使ってインターネット活⽤業務を拡⼤していくことは、国⺠・視聴者の理解を得られないと考え
ます。特殊法⼈である NHK が受信料を財源として実施することや、インターネット活⽤業務はあくまで「放送を補完」
という前提で認められていることについてどう考えるのか、説明すべきです。総務省の「インターネット活⽤業務の実施基
準の認可に関するガイドライン」で「費⽤の上限が適正かつ明確に定められていること」と明記されている以上、明確な
数値として費⽤の上限を⽰すべきだと考えます。本案にある「【参考】現時点での費⽤の⾒通し」という上限とは異なる
ものを⽰すことは、実施基準を形骸化させようとする姿勢と受け取られかねません。  費⽤の⽔準について、オリンピッ
ク・パラリンピック東京⼤会開催後の 2022 年度以降も 2021 年度から減額することなくほぼ同じ⽔準の費⽤を積み
上げていることは、「抑制的」とはとても⾔えません。21 年度から 23 年度まで費⽤総額の⾒通しにほとんど差が無い
ことについて、積算根拠をより具体的に説明すべきです。総務省の「実施基準の認可に関するガイドライン」にある「過
⼤な費⽤を要するものでない」との要件に鑑みて、適正な⽔準を⽰すべきです。  同時配信の開始から半年余りの
期間にかかった費⽤の実績を開⽰したうえで、2021 年度以降の予算については、初年度の実績を基にして抑制的
に設定すべきではないかと考えます。また、同時配信開始後の利⽤実績のデータ及びかかった費⽤の実績について
は、⺠間放送事業者にとっても有益なデータ・知⾒であり、速やかに提供していただけるよう要望します。 経営計画
(案)において「重点投資」について「よりパーソナルな形で提供する報道・サービスを強化」としている点は、「パーソナル
なサービスの提供」が公共性という範囲を逸脱することがないよう、抑制的に実施すべきです。本案には「パーソナルな
形で提供するサービス」について内容などが説明されていませんが、インターネット活⽤業務においてどのような⾯を強化
しようとしているのか、早急に明⽰すべきだと考えます。 

株式会社毎⽇放送 

【全体】 ・当社はこれまで、放送法上、公共放送たるＮＨＫの「本来業務」はあくまで放送であり、インターネット活⽤
業務は付随する「任意業務」であることを基本認識とし、ＮＨＫ⾃らが定めた 2.5%上限の範囲内で抑制的に進め
ることを前提にその実施を注視してきた。  ・今回ＮＨＫが⼀⽅的に 2.5％上限を撤廃する本素案を表明したことは
⼤変遺憾であり、到底納得が出来るものではない。  ・ＮＨＫは「割合としての上限枠ではなく、必要な⾦額を⽰す
ことが⼤切」としているが、本素案で⽰された費⽤の算定根拠はいずれも緻密さと丁寧さを⽋いており、不明瞭な根拠
のまま巨額の受信料収⼊を注ぎ込むことは厳に慎むべきである。  ・本素案で⽰された⾦額を割合にすれば 2.9％に
なり、⾃ずと「本来業務」たる放送に割く費⽤を減じることになる。放送局の⼀丁⽬⼀番地である放送に係る費⽤を
削り、「任意業務」たるインターネット活⽤業務に充当することは、決して安くはない受信料を負担する国⺠・視聴者が
望むことなのかコンセンサスを得る必要がある。  ・また、本素案の中でインターネット活⽤業務実施に際する費⽤につ
いて「抑制的管理に努め、中期経営計画に記載」としているが、総務省の審査及び認可が必要な「インターネット実
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施基準」に詳細を明記せず、法定事項ながら総務⼤⾂の認可が不要な「中期経営計画への記載」としている点も看
過できない。  ・受信料を財源に運営する特殊法⼈である以上、⾝内で策定する「中期経営計画」への記載ではな
く、総務省の審査を要する毎年度の「インターネット実施基準」の中で緻密に明記することが公共放送としての最低限
の責務である。  ・以上の⾒解により、抑制的管理のためには割合による費⽤上限の設定は必須事項であり、算定
根拠を「インターネット実施基準」に緻密に明記したうえで、国⺠・視聴者に対して丁寧な説明をすることを改めて要
望する。   【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について】 ・本素案では、改正放
送法で課された⺠間放送事業者との連携・協調に資する取り組みについて「内容の充実を図ることができるよう費⽤
を増額」と表明しているものの、具体的な内容や⽅向性についての記載が⼀切⾒受けられない。  ・2019 年 12 ⽉
総務省の意⾒募集にかかるＮＨＫの回答は「⺠間放送事業者との連携・協調に資する取り組みの具体的内容は、
毎年度の実施計画に記載する。また、⺠間放送事業者の求めに応じ、意⾒交換の場を検討するなど、放送で培っ
てきた⺠間放送事業者との⼆元体制を維持しながら、相互にメリットをもたらす連携・協調の実施をめざす。」旨明記
しているが、具体内容について未だ何ら⽰されていないことは⼤変遺憾である。これまでの意⾒募集で挙がった具体的
要望についての精査、検討状況の速やかな開⽰を要望する。  【地⽅向け放送番組の配信強化について】 ・NHK
は来年度より全国 7 か所の拠点放送局からの配信を強化し、まずは⾦曜 19 時 30 分の地⽅向け放送番組をエリ
ア制限はかけずに 14 ⽇間の⾒逃し配信をスタートさせると表明しているが、その具体的な計画や実施内容について
当該エリアの⺠間放送事業者に対し詳細な情報提供を早々に⾏うべきである。  ・また、本年 7 ⽉のＮＨＫによる
「理解増進情報」の意⾒募集に対し、当社は「アマチュアスポーツ等の配信において、試合情報の詳細なダイジェスト
映像や選⼿・出場校のエピソードを収録したオリジナルコンテンツを始め放送未公開シーンを加えた特別版を「理解増
進情報」として配信することは、明らかに「放送の補完」の範囲を逸脱する」旨、表明したが、その後ＮＨＫの「理解
増進情報」についてのスタンスは⽰されていない。意⾒募集の軽視に繋がらぬよう、本素案にＮＨＫの理解増進情
報についての姿勢を明⽰すべきである。  ･インターネット活⽤業務にかかる費⽤のうち、配信によって増加する出演
料、楽曲・映像使⽤等権利処理に関する費⽤について、⺠間事業者が⾏う配信業務に⼤きく影響するため、NHK
は当該⽔準を適切に情報公開すべきである。  以上 

四国放送株式会社 

ＮＨＫには、国⺠、視聴者や⺠間放送などの関係団体の意⾒も踏まえて、三位⼀体改⾰、とりわけ受信料⽔準の
⾒直しにおいて改⾰を貫徹する事を期待しているところであります。しかしながら、今回の実施基準（素案）を拝⾒し
ていると、具体的な受信料制度改⾰が明⽰されないままに、インターネット活⽤業務が恣意的に拡⼤されるのではな
いかという懸念がますます増⼤しております。 ＮＨＫのインターネット活⽤業務は、「任意業務」とされており、総務省
「⽇本放送協会のインターネット活⽤業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン」では、「ＮＨＫのインターネット
活⽤業務全体の実施に要する費⽤について、受信料財源を毀損し、本来⽬的とする放送等の必須業務の円滑な
実施に⽀障を来さないよう、その規模が任意業務として適切な範囲内に収まっている事が必要である。」事が認可基
準として規定されております。 このような中、今回の実施基準（素案）では、ＮＨＫのインターネット活⽤業務の実
施に要する費⽤について、ＮＨＫ⾃らが設定した受信料収⼊の２．５％を上限とするという項⽬を削除し、「中期
経営計画に記載する」としており具体的な代案もなく、国⺠、視聴者や関連団体などからの期待に沿えているとは到
底思えません。 また、ＮＨＫがインターネット活⽤業務を実施するにあたり定められた実施基準は、放送法第 20 条
第 9 項で総務⼤⾂の認可を受けなければならないと定められておりますが、総務⼤⾂の認可事項ではない「中期経
営計画で記載」することに関して全く納得が出来ません。 ＮＨＫには、国⺠、視聴者や外部事業者などの意⾒も⼗
分に踏まえていただき、国⺠、視聴者の⽅々の受信料で成り⽴つ公共放送として、⺠業を圧迫する事なく、節度をも
った業務運営に努めていただく事を改めて期待いたします。 

株式会社熊本県⺠テレビ 

＜実施に要する費⽤案について＞ ●放送受信料を財源にしている以上、今後も費⽤の抑制的な管理に努めるの
は当然であり、少なくとも⾃ら定めた「受信料収⼊２．５％上限の維持」は明⾔するべきであると考えます。 ＜地⽅
向け放送番組の配信強化案について＞ ●当社は従来から、”放送の補完”の位置づけである限り、「常時同時配
信においては、提供対象地域での地上波との整合性を保つべき」との意⾒を申し上げてきました。今回「⾒逃し番組
配信」の段階的導⼊が⽰されていますが、ローカルニュース番組を将来どうやって「常時同時配信」に取り込むのか否
かについて⽰されていません。  特に、昨今増えている激甚災害に対して、番組中でも挿⼊されたＬ字画⾯に流れ
る情報も、速報性・地域性を重視した⼤切な報道といえます。今⼀度、放送上の”放送の補完”の位置づけに⽴ち



19 

 

返り、東京発信の報道だけでなく、当該地域の地上波と同じ画⾯に流すことを前提にした、具体的な「地域制御」に
関する計画とそれにかかる費⽤を合わせて⽰すべきであると考えます。また、地域の視聴者や⺠放局に対しても丁寧
な説明と情報開⽰を求めます。 

株式会社⻑崎国際テレビ 

当社はこれまで、NHK のインターネット活⽤業務のあり⽅は、「三位⼀体改⾰」の中で整理、検討され、判断される
べきと意⾒してきました。しかし、受信料制度改⾰に関する明確な⽅針が⽰されていないまま、また本年 8 ⽉に公表
された来年度からの中期経営計画案ではインターネット活⽤業務の拡⼤を表明する⼀⽅で、既存業務の⾒直しやグ
ループ会社のあり⽅など多くの課題について具体的な取り組みが明らかにされていない中で、インターネット活⽤業務を
なし崩し的に拡⼤することは国⺠・視聴者、⺠間放送事業者の理解を得られるものではないと考えます。 本案では、
インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤について、⾃ら設定し総務省に認可された受信料収⼊の 2.5%の上限
を撤廃し、「中期経営計画に記載する」として代案を具体的に⽰してないことが最⼤の問題と考えます。NHK が⾃ら
定め、パブリックコメントを募集し、総務省による認可を受けた 2.5%の上限を、NHK プラスが開始されてわずか半年
余りのタイミングで、代案となる数値を⽰すことなく安易に撤廃することには到底同意できません。 ⺠放事業者は、技
術⾰新や視聴環境の変化を受けての視聴者のニーズに応えるため、配信事業にも鋭意取り組んでいますが、広告収
⼊を主とした収益の中で、全て厳しいコスト管理や精緻な事業性の判断に基づき、苦労と⼯夫を重ねながら取り組ま
なくてはならない状況にあります。⼀⽅で、NHK は、放送を⾏うことを⽬的として放送法に基づいて設⽴され、独占的
な受信料収⼊で運営される特殊法⼈であり、インターネット活⽤業務にかかる費⽤は、放送の受信設備の設置者か
ら徴収する受信料の⼀部を使⽤する構造となっており、こうした NHK の性格や構造から、必然的に抑制的な管理が
求められます。そのためには費⽤上限の設定は必要不可⽋であり、2.5%上限の撤廃についての納得がいく説明と、
それに代わる上限についての考え⽅を具体的に速やかに⽰し、国⺠・視聴者や⺠放などの関係事業者に対して丁寧
に説明を尽くして理解を得ることを強く要望します。 

テレビ⼤分 

【ＴＯＳ】ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒書                        
2020.10.15 ㈱テレビ⼤分   2020 年 9 ⽉に提出したＮＨＫ経営計画に対する意⾒書でも述べましたが、そも
そも ＮＨＫはインターネット活⽤業務を将来的にどうしたいのか具体的なビジョンが全く ⾒えません。やはりそこまで配
信業務にこだわるのであればその⽬的や具体的な施策を ⽰すべきだと思います。それがなければ議論の仕様がありま
せん。 まず今回の件だけで意⾒を述べるとしたら、ＮＨＫの公共性に鑑みあまねく放送を テレビやそれを補完する環
境で視聴できるようにするという姿勢は理解できますが、 それはあくまでも放送の補完であって⺠業を圧迫しない業務
の範囲内であるべきだと 考えています。そのため⾃ら定め、総務省から認可された「上限は受信料収⼊の 2.5％」 を
公の約束とした訳ですからまずはそこにこだわって放送の補完を徹底してはいかが でしょうか。何か不都合が⽣じたり補
完するにあたっての障害が発⽣した際にこの件は 議論の対象となるべきであって、それが現状の事業展開半ばでいと
も簡単に撤回される というのは到底納得できません。それに値する理由が全く⾒つかりません。インターネッ ト業務に
進出したいためにとりあえず「上限 2.5％」を出してきたと⾔わざるを得ません。まだスタートしたばかりで検証もされてな
ければ特段の不具合も⽣じていない状況での上限撤廃はどういう理由によるものか︕誰しも疑問に思うとこです。やは
り皆が納得できるような具体的な説明がなされるべきです。  地⽅局は地域に密着し、県⺠の⽣命と財産を守るとい
う使命感で⽇々業務に邁進して います。またその放送を届けるエリアをカバーするためにサテ局の保守にも多くの労⼒
と 経費を割きながら厳しい経営努⼒を強いられています。コスト精査しながら放送の維持や 新規の設備投資にも対
応しています。ＮＨＫのように潤沢な資産はありません。受信料で成り⽴っているＮＨＫであればこそ、そういった地⽅
局が置かれている環境には特に配慮をすべきです。配信のみならず放送でも⺠間放送が事業として取り組んでいる分
野には軽々に進出すべきではありません。公共放送として⺠間の放送局が採算ベースで成⽴しない 分野や公共性
の強い分野での業務に特化すべきです。ＮＨＫ会⻑⾃⾝もＮＨＫの肥⼤化に対する批判への認識はお持ちでそれ
を放置するつもりはないと明⾔しているわけですから是⾮具体的な施策での提案を求めます。それが度を過ぎれば明ら
かに地⽅局にとって経営基盤の脅威です。  ＮＨＫ会⻑が、テレビと通信の融合の時代が到来し、世界的には本
来業務や補完業務といった区別がない旨の発⾔をしていますが、⽇本と世界では放送を取り巻く環境があまりにも違
いすぎるのでその議論を今の⽇本に当てはめるのは無理があると思います。放送と通信の融合の成熟度が違いすぎま
す。やはりＮＨＫは放送を本来業務とし通信はあくまでも 補完業務と位置づける姿勢は崩すべきではありません。放
送の対価としての受信料であって新規事業や投資に対して⽀払われてるわけではないので節度を持った受信料の使
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い⽅は当然あるべき姿です。そのためにも上限 2.5％を堅持しながら⺠放との共存を探っていくべきだと強く感じていま
す。今このタイミングでそれを撤廃する必然性が全く感じられません。受信料を本来の放送業務以外で潤沢に使⽤で
きるのであれば受信料が適正価格ではないのではないでしょうか。受信料をもっと下げるべきです。2.5％でも⺠放にし
てみれば夢のような⾦額でそれをもってして上限をオーバーするのであればもっと厳しく精査すべきです。常識ある⾦銭
感覚と公共性を持った節度あるＮＨＫらしさを⽰していただきたい。 

中部⽇本放送株式会社 

（全体） ●本案は「コンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続けることによって、『受信料の
価値の最⼤化』を図る」という来年度からの経営計画（案）の考え⽅に基づき作成されており、全体的に、公共放
送たるＮＨＫが、「放送」の位置付けを下げ、「放送の補完」であるインターネットにその重⼼を移⾏していく内容と読
み取れます。国⺠の放送受信料で⽀えられているＮＨＫとして、まずは「放送」の位置付けを明確化すべきと考えま
す。 ●インターネット活⽤業務の拡⼤や経営計画（案）で⽰された放送波削減等を進める前に、まずは「公共放
送の経営」「受信料を財源とした適切な業務」「受信料制度の適切な運⽤」の三位⼀体改⾰に関して、具体的な計
画を明⽰し、抜本的な改⾰を着実に進めることを要望します。 （第８条について） ●当該業務の実施状況につい
て「技術の発達および需要の動向その他の事情を勘案して評価を⾏う」とした点は妥当であると考えます。ＮＨＫは
放送事業が主たる⽬的であり、当該業務は、⺠業圧迫の懸念もある中で、「放送の補完」として抑制的であるべきで
す。特に「ＮＨＫプラス」における「同時配信」の利⽤状況に関しては、登録者数のみならず、利⽤⼈数及び利⽤分
数等に関して詳細に⽰し、費⽤との整合性を常に明らかにしていくことを要望します。事業年度ごとの審査において
は、当該業務関連費⽤と受信料財源との整合において、同時配信を性急に拡⼤する必要性が⾒られないという評
価もあって然るべきで、放送と配信の在り⽅を含め、審査・評価委員会による適正な評価及び情報公開がなされて
いくことを要望します。 （第１０条及び第１４条について） ●地⽅向け放送番組に関して「⼀部番組の⾒逃し配
信を今年度から段階的に実施する」との説明がありますが、「同時配信」に関しては、「放送の補完」として、放送と内
容が同⼀で提供されるべきものであるため、地⽅向け放送番組のみを個別に提供すればいいというものではなく、地
域単位で実施されている放送と同様、同配信全体が「放送対象地域単位」で完全実施される必要があります。完
全実施までの期間や費⽤等の全体計画を速やかに明⽰することを要望します。 （第１７条について） ●ＮＨＫ
が経営計画（案）及び本案の中で、当該業務について「抑制的な管理」としているにも関わらず、現⾏基準におい
て「実施に要する費⽤については、各年度の受信料収⼊の２．５％を上限とする」としていた上限枠が撤廃されてい
ることは、理解しかねます。国⺠の放送受信料で⽀えられているＮＨＫは放送事業が主たる⽬的であり、当該業務
は、⺠業圧迫の懸念もある中で、「放送の補完」として抑制的であるべきです。放送を⽀えるための受信料財源はま
ず、⺠間放送では提供し難いものも含めた⾼品質な放送⽤コンテンツの制作に重点的に投⼊され、放送の価値向
上につながるものであるべきと考えます。⾃ら定めた上限を撤廃するのであれば、まずは当該業務に関する現在の利
⽤状況や今後の需要に関する詳細なデータ及び「抑制的な管理」の具体的な実⾏策を⽰し、放送と配信に関する
考え⽅を含め、国⺠の理解を得ることが必要です。 ●特に費⽤が増加となっているのは「常時同時配信等業務」
で、オリンピック・パラリンピック東京⼤会が開催予定の令和３年度以降も増額の⾒通しが⽰されています。「同時配
信」に関する費⽤を増額するのであれば、まずは「ＮＨＫプラス」における「同時配信」の現在における利⽤状況に関
して、登録者数以外のデータも含め詳細に明⽰し、今後の⾒通しに関する根拠を明確にすべきと考えます。 ●上記
を踏まえ、今後の業務実施に要する費⽤の⾒通しに関しては、総務省の「実施基準の認可に関するガイドライン」に
ある「業務の実施に過⼤な費⽤を要するものではない」という要件を満たした「抑制的な」費⽤⽔準を、⽐率もしくは
額として、明確な根拠とともに、まずは明⽰すべきと考えます。 （附則第３条について） ●オリンピック・パラリンピック
東京⼤会は「視聴者・国⺠の期待に応えるため、他の放送事業者との連携・協調関係に配慮しつつ、契約により確
保した権利を活⽤してインターネット活⽤業務を実施する」という記載が維持されていますが、「競技中継及び関連番
組のメッセージを表⽰しない地上テレビ常時同時配信」や、令和２年度の実施計画で⽰された「放送だけでは伝えき
れない競技の映像・⾳声のリアルタイム提供やハイライト動画等の提供」「インターネットに接続されたテレビ受像機向
けに、何度でも楽しめるハイライト動画などの提供」「放送番組や、聖⽕リレーなど⼤会に関わる番組の理解増進情
報の提供」などを実施する予定であれば、放送波の価値及び共同でメディア権を保有している⺠放事業者の事業価
値を毀損しない範囲で⾏うことを改めて要望します。 
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⼭⼝放送株式会社 
第 14 条７（業務の実施⽅法）に対しての意⾒です。 「意 ⾒」  配信設備の問題を理由に⾒逃し視聴期間を
延⻑する事に対して反対いたします。 また地⽅向け放送番組の配信スケジュールにつきましてもより具体的な⽅針に
されることを要望します。 

北海道⽂化放送 

第 14 条７について NHK に対しては、地⽅向け放送番組の配信については「⺠間地⽅放送局の事業運営に⼗分
な配慮をすること」を求められていたはずである。その前提があるにもかかわらず、「拠点放送局からの配信は簡易な設
備を⽤いて実施すること等から、放送直後に配信できない場合」がありうるため、「通常 7 ⽇間以内としている⾒逃し
配信期間を 14 ⽇以内とする」などと配信期間等のみを先⾏して改定するのは、「⼗分な配慮」をしているとはまったく
受け⽌められない。「簡易な設備」などの基準も明確ではなく、ひいては配信期間の恣意的な運⽤を可能とする恐れ
があり、特例を認める必要があるのかの説明も全く不⼗分である。まずは NHK として、「地⽅向け放送番組の提供」
に関する具体的計画を早急に明らかにし、地域住⺠や⺠間地⽅放送局に⼗分な説明をおこない、その理解を得る
ことが優先すべきことで、今回の改定素案は受け⼊れることができない。 第 17 条について 「実施に関する費⽤につ
いては、各年度の受信料収⼊の 2.5％を上限とする」と明記していた規定は、いままで議論されてきた「あくまで放送
の補完としての位置づけ」であることや、「抑制的な管理を図る」ことから導かれた枠づけである。にもかかわらず、その規
定を変更することは、いままでの議論を根底からないがしろにするものであって、到底受け⼊れることはできない。「中期
経営計画に記載する」などの⽅便によって、恣意的な運⽤を可能とすることは、抑制的な運⽤を図る考えに反する可
能性が⾼く、まったくもって認めることは認められない。 

広島テレビ放送株式会社 

ＮＨＫにおかれましては、２０２０年１⽉１５⽇付《インターネット活⽤業務実施計画》の“基本⽅針”で、「インタ
ーネット活⽤業務は放送の補完であること」、「受信料制度の趣旨に照らして不適切とならないこと」、「業務の実施に
過⼤な費⽤を要するものにならないこと」と⽰されています。また同１４⽇付《ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基
準》の“業務実施に要する費⽤”で、「受信料収⼊の２．５％を上限とする」と具体的な数字も⽰され、計画でも
「実施基準に⽰した上限の中で、抑制的に管理します」とありました。   この実施基準並びに実施計画を基本とし
て、この度提案された変更素案で最も懸念されるのが、“業務実施に要する費⽤”について、現⾏案で「受信料収⼊
の２．５％を上限とする」とされていた⽂⾔が、素案では「放送法第７１条の２第１項に基づき策定し公表する中
期経営計画に記載する」と変更されていることです。このことは具体的な数字を明⽰することを避け、なし崩し的に費
⽤上限を撤廃しようとしているのではないかと疑念を持たれても仕⽅がありません。総務⼤⾂に認可された実施基準
で上限が設定されていた趣旨を、改めて考え直す必要があります。   “オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係る取り
組み”についても、現⾏案では具体的な実施予定額が⽰されていたにも関わらず、素案では「具体的な内容について
は、令和３年度の実施計画において明らかにする」と⾦額が記載されていません。⼤会が来年度に延期されたとは⾔
え、早急に常時同時配信する対象番組を明らかにし、⾦額を明記して、⼤会同様に業務を簡素化、費⽤も低廉化
されることを希望します。  真に抑制的な管理を⾏うのであれば、まずは⾒込みであっても数字を明記し、都度、必要
性や有効性を点検し、その数字に正当性が無くなった場合は、検討、議論し直して、改めて数字を明らかにするべき
と考えます。   また「理解増進情報」についても、実施基準では「特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報
の範囲のもの」と規定されていますが、放送番組との関連性や補助的な情報の範囲について、明確に定められていま
せん。「理解増進情報」が拡⼤解釈され、際限なく情報が提供されてしまうと、⺠間放送事業者の事業価値は著しく
低下し、適切な市場競争が阻害される可能性がありますので、定義を明確にして抑制的に運⽤されるべきです。   
多くの⺠間放送事業者はコロナ禍で⼤変厳しい経営状況の中、視聴環境の変化と視聴者ニーズに応えるため、相
当の費⽤をかけてインターネット配信事業に取り組んでいます。当社においても厳しいコスト管理を⾏いつつ、新たな設
備投資やアプリ開発などを⾏い、番組オンデマンド配信や緊急ニュース等のライブ配信を⾏っています。更には常時配
信に事業性が認められるか、細⼼の注意を払って検討を進めなければなりません。   実施基準では「他の放送事業
者が⾏う当該業務に相当する業務の円滑な実施に協⼒するよう努める」とあり、総務省認可の条件には「得られた
知⾒等の成果について共有に努める」と「放送事業者の要望に応じ必要な協議の場を設ける」とあります。素案にも
「⺠間放送事業者との連携・協⼒に資する取り組みのための費⽤の増額を⾒込んだ」と記載されていますので、是
⾮、積極的な提案と取り組みを期待します。   ＮＨＫインターネット活⽤業務のあり⽅は、“業務”“受信料”“経営
のあり⽅”の「三位⼀体改⾰」の中で整理、検討、判断されるべきであることが、繰り返し指摘されてきました。既存業
務の⾒直し、受信料、グループ会社のあり⽅等については、再考を求められてきましたが、まだ具体的な取り組みも明
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らかにされていません。   そんな中、６⽉会⾒で前⽥会⻑は「ＮＨＫはややコスト意識が弱い」と述べ、１０⽉会⾒
では「２．５％という数字はどういう根拠があるのか、むしろ根拠がないのでは。２．５％という数字は便宜的に作っ
たのだと思うが」と発⾔されています。「コスト意識が弱い」とは具体的にどの部分を指しているのか、その対策は講じら
れているのか、「根拠がない」「便宜的に作った」とはどういう意味なのか、これが事実でＮＨＫの実態だとすれば、あま
りにも不誠実な対応と⾔わざるを得ません。   ＮＨＫは「放送を⽬的」とする特殊法⼈であり、常時同時配信を含
むインターネット活⽤業務はあくまで「放送の補完」です。改めて、公共放送としてのあり⽅、⼦会社との関係（随意
契約など）、業務全体の肥⼤化と既存業務の⾒直し、受信料のあり⽅、⺠間放送事業者との関係などを再考し、
インターネット活⽤業務については、２．５％上限の撤廃についての説明、それに代わる上限設定を明らかにし、国
⺠・視聴者・⺠間放送事業者などに対して、納得のいく丁寧な説明を強く要望します。 

⼀般社団法⼈⽇本新聞協会
メディア開発委員会 

２０２０年 10 ⽉ 14 ⽇ NHK インターネット活⽤業務実施基準（素案）に対する意⾒⼀般社団法⼈⽇本新
聞協会メディア開発委員会⽇本新聞協会メディア開発委員会は、今般⽰された「NHK インターネット活⽤業務実
施基準（素案）」（以下、素案）に対して下記の意⾒を述べる。当委員会はこれまで、メディアの多様性や多元
性が担保され、国⺠の情報選択に資する限りにおいては NHK のインターネット利⽤を容認してきた。NHK のインター
ネット活⽤業務が任意業務（放送法 20 条 2 項）である以上、放送の補完にとどまること、受信料制度との整合
性をはかること、市場での競争が⺠間事業者を圧迫することのない公正なものとなることは当然である。しかしながら、
NHK が公表した素案を⾒る限り、常時同時配信を解禁した改正放送法を⾜がかりに、ネット業務を拡⼤する⽅向
にかじを切ったのではないかとの強い懸念を抱かざるを得ない。NHK は今回、業務の実施費⽤について⾃ら定めた
「各年度の受信料収⼊の 2.5%を上限とする」との数値⽬標を撤廃し、必要な⾦額のみを中期経営計画に記載す
る考えを明らかにした。費⽤上限に関しては、総務省が現⾏の実施基準を認可した際、「適正かつ明確に定められて
いること」という条件を付している。この条件は、衆参総務委員会が NHK に対し「放送の補完業務であるネット業務
は抑制的に⾏うべき」などとする決議を付したことを受けて課されたものである。NHK が上限を撤廃するのみならず、上
限を明⽰する記載そのものを実施基準から削除することは、⽴法府・⾏政府双⽅からの要請に反する⾏為であり、到
底認められるものではない。前⽥晃伸会⻑は記者会⾒で、ネット業務の本来業務（同 20 条 1 項）化に⾔及し
た。NHK のネット業務は任意業務であり、「放送の補完」と位置付けられているからこそ、抑制的な運⽤が求められて
いる。会⻑発⾔は「放送を⽀えるための特殊な負担⾦」として視聴者・国⺠が負担している受信料を、ネット業務に
際限なく投⼊するなど、本旨を外れた受信料⽀出に道を開きかねない。素案がこのまま認可されれば、ネット業務の
野放図な拡⼤を招きかねないと危惧する。こうした懸念を払しょくするためにも、費⽤上限は NHK の経営⽅針にとど
まる経営計画ではなく、具体的な業務の内容や費⽤を明⽰する実施基準に明記し、引き続き抑制的な運⽤に努め
ることが求められる。また、NHK のネット業務の在り⽅を考えるにあたっては、放送業界のみならず新聞・通信社のネッ
ト配信やネット企業を含めた⺠間メディアの事業に与える影響に⼗分留意すべきである。豊富なコンテンツと、受信料
に⽀えられた安定した経営基盤を持つ NHK がネット業務を肥⼤化させれば、⾃らの努⼒でデジタル展開を模索する
⺠間メディア、特に地⽅メディアに⼤きな影響を及ぼすことは避けられない。NHK が順守すべき放送法の趣旨である
⾔論の多元性・多様性・地域性の確保は、NHK のみで達成できるものではなく、多数の地域情報の担い⼿との共
存の上に成り⽴つものである。市場での公正競争の確保はもちろんのこと、多様な⾔論を通じた⺠主主義の維持・発
展の観点からも、抑制的な運⽤に努めることが求められる。以下、個別の問題点を指摘する。【第 5 条（理解増進
情報の提供に係る基本原則）、第 9 条（インターネット活⽤業務審査・評価委員会）関連】インターネット活⽤業
務を抑制的かつ受信料制度の趣旨に沿って運⽤する観点から、「理解増進情報」の在り⽅を再定義すべきだ。常時
同時配信・⾒逃し番組配信サービス「NHK プラス」が始まり、放送番組をそのまま配信することが可能になった以上、
これを補⾜する情報は基本的に必要ないと考えることが妥当だ。当委員会はこれまでも再三、「ネット専⽤コンテンツ
を作ることや、それらを使って放送番組の宣伝を配信することは『理解増進』とは⾔えず、受信料の使途として不適切
だ」と指摘してきた。この機会に「放送の補完」として真に必要な業務とは何かをゼロベースで検証し、受信料の使途と
して適正か、市場の公正な競争が担保されているか等の観点から、その必要性を検証すべきだ。これは NHK の肥⼤
化を抑制し、ひいては視聴者・国⺠への還元にもつながる。以上の意⾒は先般、NHK からの求めを受け、競合事業
者等の意⾒として提出した。募集結果によると、他の事業者からも理解増進情報の範囲を明確化するとともに拡⼤
解釈されないよう求める意⾒が多数寄せられていたにもかかわらず、NHK が審査・評価委員会に報告した検証結果
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からは、それらの意⾒を真摯に検討した様⼦は伺えなかった。今回のような対応では、総務省が実施基準の認可条
件として挙げたため、意⾒聴取の機会を設けたにすぎないとの疑念を抱かざるを得ない。第三者性を⾼めた組織によ
る事後検証フローの構築など、競合事業者等の意⾒を真摯に受け⽌め、寄せられた意⾒をもとに適正な運⽤を検討
するための体制整備が求められる。【第 14 条(2 号受信料財源業務の実施⽅法）関連】地⽅向け放送番組の⾒
逃し配信に関し、放送開始直後に配信開始できない場合があり得ることを理由に、配信期間を通常の 7 ⽇以内で
はなく、14 ⽇以内とするとしている。地⽅向け番組の配信強化の必要性は理解する⼀⽅、前述のとおり、多様な⾔
論を確保する視点から抑制的に運⽤することも求められる。放送開始直後の配信が難しい場合があり得ることにも鑑
み、配信開始から 7 ⽇以内とすべきである。【第 17 条（同業務実施に要する費⽤）関連］前述のとおり、ネット
業務の費⽤上限を何らかの形で明記することを求める。【その他】別添算定根拠によると、NHK は常時同時配信等
業務にかかる費⽤を、2021 年度 58 億円、22 年度 66 億円、23 年度 66 億円と試算している。サービス開始に
向けてイニシャルコストが発⽣することに鑑みれば、利⽤者増に伴うランニングコスト増を踏まえても、関連費⽤は圧縮
されてしかるべきではないか。より詳細な試算を公表し、視聴者・国⺠の理解を得ることが⽋かせないと考える。以  
上 

個⼈ 

NHK のインターネットの活⽤業務実施基準について概ね賛成ですが、もっとサービスを拡充してほしい点があるので、
下記の通り記します。  ・地⽅向け放送番組の配信強化について 地⽅向け番組の配信についてですが、⾒逃しだけ
でなく同時配信も実施すべきと考えます。また、らじるらじるのような地⽅ブロックでの配信ではなく県域での配信も充
実してほしいです。  ・邦⼈向け協会国際衛星放送の配信について NHK ワールド・プレミアムの放送を HP 内でも同
時配信するとのことですが、全ての番組を配信すべきと考えます。  ・番組のネット配信全般について NHK が直接運
営するサイトから番組を配信するだけでなく、YouTube やニコニコ動画、ヤフーなどの外部の動画配信プラットフォーム
に同時配信及び⾒逃し配信を⾏うべきと考えます。そうすることで、若者への NHK コンテンツの接触率を上げるべきで
す。  以上です。 

個⼈ 
17 条に「真に必要で有効なものか受信料財源でで賄うことが妥当か」とあるが、湯⽔のごとく経費を使⽤できる NHK 
が真に必要かどうかを適切に判断できるのか疑問です。 

個⼈ 
NHK が公共放送ではなく、この先公共メディアとしていくなら、 ネット業務に傾倒していくのはデジタル化の流れでいい
と思います。  ただ、それならそれで、サブスクとしては Netflix などと⽐べて、 ⽉額料⾦⾼すぎなので受信料値下げし
てほしい。 市場相場と照らし、ニュートラルに⾒ても半額の⽉額 1000 円くらいが妥当ではないか。 

個⼈ 

第９条 4 項について、インターネット活⽤業務審査・評価委員会の権限を著しく下げる修正案であり⼤きな過ちであ
ると考える。 同時に、第 17 条については、NHK の巨額な事業費と⾼すぎる受信料への批判がたかまるなか、費⽤
の上限を定めないように修正するのには反対である。⻭⽌めが利かなくなるほか、将来的に２号有料業務の実施に
際し、インターネット接続による受信料徴収を⽬的としかねない悪改正で、強く反対したい。 

個⼈ 

第 13 条第 1 項について、全体的に妥当であると考えています。その邦⼈向け協会国際衛星放送で放送される番
組のネット常時同時配信について、ニュース番組を含め番組中のニュース速報・地震情報・気象警報などといった速
報テロップの表⽰が原則として⼀切ないこと、関東地⽅で政⾒放送が組まれていても裏送りで朝の定時ニュース番組
が⾒られることなどが挙げられます。この利点を⽣かして⽇本国内でも NHK プラスに登録していることを条件に提供す
べきと考えていますが、まずは原案通り邦⼈向け国際放送の放送番組に係るものを⽇本国外に限るのは妥当である
と思います。また、地⽅向け放送番組の配信強化についても妥当であると考えています。 最終的にはテレビ放送の常
時同時配信は拠点 8 放送局＋（速報テロップや時刻表⽰が⼀切⼊らない）邦⼈向け協会国際衛星放送（ノン
スクランブル時間帯のみ）の中から選択する形式が望ましいですが、最初はお住まいの地域の利⽤者に応じて拠点
8 放送局からの選択形式で実現することを願っています。 

個⼈ 
（業務実施に要する費⽤）について、現⾏の第１７条のままで良い。 第１７条 実施に要する費⽤については、
各年度の受信料収⼊の２.５％を上限とする。 

個⼈ 

受信料⾃体払う理由がわからない。 NHK のバラエティに強制的にお⾦を払うはら意味はなんですか︖ インターネット
は⾃由な存在。 公共放送と⾔いながら、払わなかったら訴える組織って︖ 公務員と同じ待遇になり、規模を縮⼩す
るか、⺠営化して受信料廃⽌するかどちらかにするべき。給与待遇、取材や番組制作にかける費⽤が過⼤だ。ザルの
ように経費を使って、プライベートでも会社のタクシーチケットで出かけるような職員がいるとも聞く。  またインターネット
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利⽤も受信料とか意味がわかりません。 誰も求めてない。これ以上、インターネットにかける費⽤を拡⼤するなら、⺠
業圧迫し、イギリスの BBC のように多くのメディアを崩壊させることは間違い無い。 こんなことするのは北朝鮮くらいだと
思う。 

個⼈ 
有料または受信料をとってまでする必要はない。 地上波、BS の放送もニュースとスポーツと少しの教養番組だけでい
い。受信料をとってまで、ニュース以外の質を⾼める必要がない。 

個⼈ 知る権利を⼝実に、国⺠から暴利を貪る⾦の亡者どもには、必ず残忍な天罰が下る 

個⼈ 
「第 13 条」－放送番組イ（ア）総合テレビジョン放送 ⼤阪拠点放送局 では NHK のど⾃慢出場申し込みと当
落の決定を WEB を採⽤してくれました。 

個⼈ 
インターネットについては視聴者が適切に必要に応じて使えるのでいいと思います。ネットを活⽤するにしても常につなが
る環境に整備して頂きたいと思います。現在のネットの環境では⾜りないと思います。 

個⼈ 

NHK の受信料制度について、⼀⽇も早くスクランブル化にして下さい。  技術的にはスクランブル化は可能なので、
NHK を観たい⼈だけが受信できるようにして下さい。⼤村リコールに関する話題も NHK 公式ホームページ（ニュー
ス）には⼀切報道されていませんが何故でしょうか。  ●●●●●●●の●●●●●は、⾃⾝の乗る⾞のタイヤのネ
ジを緩められたり、事務所に盗聴器が仕掛けられています。既に、愛知県警察に被害届を提出し、警察は殺⼈未遂
罪等で捜査をしています。（●●●●●公式ツイッターより）  しかし、公平であるはずの NHK はこれらの件について
公式ホームページで⼀切報道しません。（テレビは無いので分かりません）  天皇陛下のご真影を燃やした件につい
ても公平な報道をせず、慰安婦などに話をすり替えている事に対して、⾮常に怒りを覚えます。  話に戻りますが、
NHK がネット放送をするのは勝⼿ですが、その条件としてスクランブル放送の実施をして下さい。反⽇、偏向報道の
NHK には興味はありません。  アベマ TV で⼗分です。必ず、スクランブル放送の実施をして下さい。本当に NHK は
迷惑です。真実も報道しない放送局に信⽤・信頼などはありません。 

個⼈ NHK の受信料を⾒る⼈のみの負担にしろ。 

個⼈ 

パラリンピックでは、競技役員(⾺術)として参加する予定となっています。実際問題どのような開催形態(無観客等)に
なるか予測できない状況ではあります。しかしそうであればあるほど、テレビ中継されにくいマイナー競技すべてを中⼼
に、インターネットでカバーしていただきたいと切に願います。それらをリアルタイム中継だけでなく、いつでもプレイバックし
て観られるようにしていただきたい。よろしくお願い致します。 

個⼈ 

１．実施に要する費⽤ 予算を抑制的に管理する。のは当然であるが、 1 万の社員の⾼い報酬を精査し⼈件費を
抑制し、予算に充当、受信料の軽減を実施してください。 また、ニュース番組、緊急の報道、朝のドラマ、⼤河ドラ
マ、伝統芸能、教育番組を除き、お笑い芸⼈等が司会や登場する番組は⺠放と⼤差なく予算の浪費であり、縮⼩
しインターネット活⽤という次世代に有意なメディアに充当及び受信料軽減の実施。 インターネットも通じない状況を
想定し、補完するメディアとしてラジオ放送の設備も投資すべきと考える。 以上 

個⼈ 

既存メディアにおいてもデジタル化の進展により、情報技術（IT）社会の流れに乗らざるをえない時代になりました。
NHK においてもパソコンやスマートフォンから情報を⼊⼿できるツールが数多くあり、助かります。テレビですと家庭の
（居間など）１箇所に集まって番組を⾒ることが多いかと思いますが、情報ツールが広がることにより、好きな時間に
好きな場所で放送を⾒ることができるという利便性があります。政権が推し進める情報技術政策に沿った予算の振り
分けがなされることを、⼀視聴者として望みます。 

個⼈ 

私は 2011 年 3 ⽉ 11 ⽇家族 4 ⼈、成⽥からヒースロー空港に向かう⾶⾏機の中で東⽇本⼤震災その時を迎え
ました。ヨーロッパからの帰国便は全て仁川に振り替えられ、帰国予定は余儀なく⼤幅な変更を強いられました。このよ
うな中、NHK 総合放送が特別措置として世界に向けて即座に 24 時間インターネット配信され、⽇本国内に住む
⽅々と同じ情報を同時にホテルの⼀室のパソコンで視聴することができました。 国内で最も信頼できる情報の⼀つで
ある⽇本の放送をこのような⾮常時に海外でリアルタイムで得られたことは、どれほど⼼強いものであるか⾝に浸みて感
じた体験でした。 平常時に国内放送をグローバルに配信することは⽬指す⽅向では無いと思いますが、少なくとも国
内に於いては、信頼出来る⽇本の放送番組が、どこにいても何時でもインターネットで視聴できることは、視聴者の安
⼼、安全にとても⼤きな意義があると思います。 

個⼈ 
いつもお世話になっています。ラジオ番組を中⼼に聞いています。テレビ番組は、あまり⾒ていません。 何故なら、時間
が判り易いからです。（平⽇朝は、時間に追われているので 時間をはっきり⾔ってくれるからです。ラジオ深夜便は、放
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送内容で瞬間的に寝ている時間が判るからです）。 ＊＊＊ ＊＊＊ 変更素案について 前⽂が貴委員会 ⽮印
の後半は●●●●が書きました。  第 8 条第 2 項  ・・・技術の発達および需要の動向その他の事情を勘案して 
⇒ ・・・技術の発達および需要の動向等を個別具体的に勘案して  第 17 条第 1 項  ・・・・有効なものか、受信
料財源により賄うことが妥当かなどの観点から検討して抑制的な管理に努めるもの・・・ ⇒・・・・有効なものか 及び受
信料財源により賄うことが妥当かなどの観点において検討しつつ抑制的な管理に努めるもの  これからも、親様（80
代）にとっても 新聞を読む根気がなくなってきているので 判り易い飽きさせない放送をお願いします。 

個⼈ 

東京オリンピックパラリンピックにおけるその他情報保障費⽤は 1 億を超えない額という表記は、やはり「上限 1 億円」
としたほうが良いと思う。 また、保障のなかに、気象情報の⼿話 CG とあり、有意義な使い途と思う。 要望として、パ
ラリンピック中継時に、リアルタイム字幕表⽰と聴覚障害者むけの副⾳声解説、データ放送による⽂字情報などのユニ
バーサル放送を、対応できる全ての中継放送で励⾏していただけるよう、予算の有効活⽤を望みます。 

個⼈ 
NHK のこれ以上の事業拡⼤に反対します。事業縮⼩し不公平感のない受信料制度、スクランブル化を⽀持しま
す。現在 NHK の存在意義を感じません。拡⼤するなら解散、規模縮⼩で再構築を⽀持します。 

個⼈ 

インターネット事業そのものを⽌める。無駄を⽌めて受信料下げろ。ネット接続者からも受信料巻き上げようとすること
が⽬的だから。nhk なんて誰⼀⼈として信⽤してない。nhk を肥え太らすことが⽬的のネット事業なんて⽌めろ。どうせ
お前達 nhk は国⺠の声になんて⽿を貸さずに進めるだけだろうけどな。国⺠の敵 nhk を廃⽌しろ。nhk が無くなって
も誰⼀⼈として困らない。困るのは nhk 社員と家族、それに⽢い汁数ためにぶら下がってるグループ企業の連中だけ。 

個⼈ 

業務実施に要する費⽤第３２条に対してですが、上限という表現を越えないという表現にしても意味がない気がしま
す。 具体的に例として９９００万までとか越えない数字を提⽰しないと費⽤を１億ギリギリ使って良いのだという考え
になりそうです。 もっと今までかかっていた費⽤を調査して本当に必要だった費⽤を平均して、その費⽤の 25%位を
具体的な数字に明⽰したらどうでしょうか︖ 

個⼈ 
インターネット事業の上限変更に反対です。 NHK を⾒ていないのに受信料を取られ、また利⽤しないために無駄な
ネット環境整備に受信料を使うことに反対です。事業削減、無駄な関係会社の縮⼩、お笑いや NHK 職員の趣味
の番組を減らし、受信料を減らしてから新しい事を始めるべき。 無駄多すぎ。 

個⼈ 

NHK ワールドプレミアムをインターネットでの配信をしてほしいです。それに伴って NHK ワールドラジオ⽇本を廃⽌して
ほしいです。なぜかと⾔うと NHK ワールドプレミアムをインターネットで配信してくれる事により気軽に視聴することができ
て海外で暮らしている⽅は⾝近に感じられてイイと思います。ですがその分ラジオを聴く機会が⼤幅に減るのではないで
しょうか︖だからこそ NHK ワールドラジオ⽇本を廃⽌してほしいです。 

個⼈ NHK ビルに⼊居している中国マスメディアを退去処分する事 

個⼈ 

内部情報を公開していない状況で、共産主義の⼯作員が過去にも多数存在していた団体で情報発信の多⾓化は
百害あって⼀理なし、国⺠が選んだ政府が徴収料⾦を下げるように指摘しているにも関わらず、無視している。  関連
会社を含めた外国⼈の⼈数 利権団体を払拭すべく関連会社を含めた詳細の財務諸表の公開  これを無くして新
規媒体への進出は NG 

個⼈ 

いつも NHK さんを楽しく拝⾒しております、 いつの⽇からか、テレビ番組内で「詳しくはホームページから」という⾔葉が
出てきていますが インターネット環境のない⽅々もいらっしゃると思いますので、もう少しメディア全体で考えていただけた
ら嬉しいですね、僕はお陰様でインターネット環境がありますが未だにない⽅々も多くいるかと思いますので、どうかご配
慮をお願いします 

個⼈ 
アナウンサーの起⽤について かぜなどをひいて声が聞きづらい⽅の 起⽤はやめて欲しい アナウンサー アドリブができな
いなら 無理にさせないで 助詞の使い⽅が 間違ってるときが多い 台⾵報道の画とコメントがあわなあときが 多分、原
稿を書いたときと オンエアーのときと状況が変わったのでしょうたいおうてきないなら できる⽅を使って欲しい 

個⼈ 

BBC と並んだ公的放送機関であり、⽇本で商業的な影響を受けない唯⼀の放送局なので国⺠育成や教育のため
に貢献する義務があり、それに対して受信料が発⽣しているというのをはっきりと国⺠に⽰した⽅が良いと思います。ま
た、受信料の⽀払いをしていない⼈たちは BS は⾒られない、国会中継を⾒られないなど区別をしても良いと思いま
す。 『NHK から国⺠を守る党』という奇異な政党名はそもそも許されるものなのでしょうか︖︖政党名から貧困層を
取り込みたいという打算を感じます。個⼈的に NHK は⽇本のテレビ局の中で最も信頼しておりますし、⾯⽩いと思っ
ていますので、どうかこれからも⽬的を⾒失わず頑張ってください。（fakenews も多い中、私は他の放送局のような
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左に偏った報道を間に受けないよう必ずアメリカの英字新聞や BBC world news と情報を⽐較するようにしていま
す。）  ⽇本の学校教育で⽋如しているけれど世界に通⽤する⼈材育成のために必要な教育（例えばディベート、
論理的に意⾒を交わして妥協地点を⾒つける練習や性教育など）を諸外国に遅れをとらないように率先してテーマと
して取り上げるようにしていただきたいです。 

個⼈ 

今、このフォームで直ぐ確認より、NHK 放送内容 につき、普段から思う事をのべます。放送のあり⽅につき、常に考え
る⽴場から NHK は模索し続け ておられますが、唯、⼀視聴者としては、誰から も⼲渉されない、ただ⼀メディアとして
有り続け て欲しい、願うばかりです。以前 TBS の⽅が第四 番⽬の権⼒と仰いました。メディアが上記の事を 追求し
たら、NHK が完全に国営放送に移⾏しなければ、でも政府の⼀機関ではなく独⽴した組織である、国⺠のものであ
るべき。憲法改正をも、その主旨に取り込むと。 

個⼈ 仮に 2021 年度もオリンピック等が中⽌となった場合、予算はどうするのか 

個⼈ 

インターネットを使うことはいいと思うが、この⽅式は完全に⾼齢者をおいていってしまっていると思う。 70 代以上とする
と、80 代の⽅が怒られていることをご存知なのだろうか︖  4K8K の開発に受信料が使われていることには、納得がい
かない。 そんなにくっきりみせていいのだろうか︖ 医療、美術だけにするとか決めておいてもらわないと世の中⼤変なこと
になると思う。 

個⼈ 
東京パラ五輪についても対象のようでしたので送ります。  まるっきりコロナ対策も疎かにし、利権だけで強⾏開催、そし
て政府に操られるままに報道を実施する NHK さん、すべてがカルトです。狂気の沙汰だ。⽇本という⺠度の崩壊っぷ
りが悲しくなります。必ずこの国を崩壊に導くでしょう。 

個⼈ 

オリンピック開催について  ２０２１年の開催はやめて欲しい。コロナで⼤変な時にこれ以上都⺠の税⾦を使って無
駄遣いをしないで欲しい。 世界的にもまだ終息しておらず、そこに世界各国から選⼿が集まることは⼤変な不安です。 
⼩学校ではいまだ１⼈１台の端末が整備されていませんし、毎⽇マスクをして登校しています。 私も妊婦でこれから
出産を控え⾊々不安な中、多くの都⺠、国⺠にとってすでにオリンピックの機運もなく、これ以上コロナの⼼配をしたくあ
りません。 政府には何よりもコロナ対策を優先させて欲しいです。 

個⼈ よくわからずすみません もっと勉強して意⾒したいと思います 

個⼈ 

「全体について」     「NHK インターネット活⽤業務実施基準(素案)」は、インターネットを活⽤した業務を実施する
ことにあたり、とても素晴らしい素案だと考えております。 特に、「NHK+(プラス)」の充実に関することが明確に記載さ
れており、⾮常に期待が持てる内容だったと認識しております。 地域・拠点放送局の番組を配信することも⼤変良
好な計画だと思っておりますし、東京オリンピック・パラリンピックの配信につきましても、⼤変良い⽅法として、今後、⼤
いに期待ができるといえると考えます。      従いまして、この基準の素案を的確に実⾏するには、極めて重要な素案
だと考えざるをえないという意⾒を提出することにします。 

個⼈ 
テレビのネット化は必須で、国⺠は「何から⽇々⽣きていくために必要な情報を得るか」を核に据えて考えてほしい。公
共放送として存続するためには、テレビ放送から情報取得媒体へシフトし、そこに今⼤きな投資をすることは、公共放
送存続には、やむを得ない。よって第 32 条の制限は不要と考える。 

個⼈ NHK の官房⻑官会⾒を地上波サブチャンネルで放送ねがいます。 

個⼈ 
附則第１条について 従来のとおり、「総務⼤⾂の認可を得た⽇から」とすべきである。 公営放送の⽴場を外れ、⺠
法と同様となるなら話は別だが、あくまで公営放送を名乗るのであれば、所管する⼤⾂の認可を受けるべきである。 

個⼈ オリンピック中継頑張ってください。8k 中継より 4k 中継を頑張って欲しいです。 

個⼈ 
インターネットに関する意⾒については、了承いたします。 但し、放送内容についてお願いしたいと思います。 韓国の
王朝ドラマが、早朝、深夜に、普通放送・BS 放送にわたり、放映されており ますが、王朝ドラマについては、お控えく
ださるようにお願いいたします。 

個⼈ 

・17 条は 2.5%の上限を堅持しつつ中期経営計画に記載すべき。素案は 1 項の費⽤が曖昧な表現になっており、
改悪されているため  また、インターネット活⽤業務の実施に当たっては、⼈件費などの経費削減の徹底を前提とすべ
き ・附則 1 条 放送法に基づく特殊法⼈である以上、総務⼤⾂の認可を得るのは当然の義務である。よって現⾏
条⽂を堅持すべき。 ・3 条 3-5 項 オリンピック・パラリンピック東京⼤会に関する業務の費⽤については、⼤会の簡
素化予定に伴い、抑制する趣旨の⽂⾔を明記すべき。 ・素案全般について (1) ２号受信料財源業務 ウ 算定
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根拠  「『ＮＨＫらしい』充実したコンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続ける」(中略)協会
の業務全体の中でインターネット活⽤業務のあり⽅や費⽤を検討していくことが適切であると考える。とあるが、費⽤の
検討に当たっては、「役員報酬の恒久的な削減」「⼦会社の統廃合・事業縮⼩」も当然含まれることをお忘れなく。  
受信料の値下げについても、役員報酬をはじめとする⼈件費やその他固定費を削減して、原資を確保すれば⼗分実
現可能であると考えられる。  経費削減のロードマップを明⽰すべき ・経営姿勢について 放送法に基づく特殊法⼈
の性格からか、昨今 NHK は極めて保守的で傲慢な態度を取り続けている。NHK に対する国⺠の不満が絶えない
のは、国⺠が NHK の態度を直感的に理解している証拠である。 NHK は今年聴取した競合事業者等からの意⾒・
苦情等を全て不受理としており、意⾒を聞くだけのポーズで、事業者としての真摯さ・誠実さが著しく⽋如している。猛
省せよ。 

個⼈ 

現在 NHK プラスが利⽤出来ますが、⾒れない番組が多い。⼀つ例を挙げるなら、９⽉２５⽇のラララクラシックが⾒
れない。⼀体何のためのインターネット放送なのか。こんな中途半端な制度など⽌めてしまえ。受信料の無駄使い。ま
た、受信料を払っていなくても NHK プラスは⼀応⾒れる。こんなバカな事はない。即刻受信料未払い者は僅かでも
利⽤出来無くするべき。インターネットとは関係無いがＢＳも受信料払っていなくてもみれる。（左下の表⽰さえ気に
ならなければ）私の知り合いもそうして⾒ている。NＨＫは受信料をキチンと徴収もせず、不公平極まりない。インター
ネット云々の前に元々の放送制度の基本に返り⾦を払わない者に対し⾒れないようにスクランブルをかけるようにして
からインターネット等の議論するべきである。公共放送とうそぶいているが、（ＢＳの何処が公共なのか︖）公益放送
と⾔うのならまだしも、公共なら税⾦のようにキチンと徴収することが前提で⼀つ⼀つ解決して物事を進めるべき。 

個⼈ 

今回の公募の⽬的が、正式な⼿順を踏んでいることを内外に⽰すことではなく、個⼈の意⾒も反映されるような意⾒
募集であってほしい。なぜなら昨年の 9 ⽉に実施された素案に多くの意⾒を述べたが、その⼀部が意⾒として掲載さ
れただけで、どの個⼈の意⾒も採⽤されることはなかったから尚更その思いが強い。このような状態が続けば次回から応
募する意欲が失せる。（個⼈が応募しても反映されることのない公募だと判断）その上で、今回の改定案のうち最
⼤の問題点は、第 17 条の業務費⽤ 2.5%の上限枠を、何の脈絡もなく外したことにある。毎年 0.2%程度上げる
のが慣例であったのに、突然上限枠を外すやり⽅には唐突感を抱かざるを得ない。というのは、① 抑制的な管理に努
めるというなら、具体的な数字（%）を⽰してこそ、その数字が抑制されたものかどうかの判断できる。放送法第 71
条の 2 第 1 項は、中期経営計画は公表しなければならないと規定しているだけで、抑制された数字でなければなら
ないという義務まで課していない。事前にその数字に対する第 3 者によるチェック機能が働いてはじめて、抑制されてい
ると⾔える。事後の中期経営計画の公表では意味がなく、不⼗分なプロセスと⾔える。② 前回の公募でも問うたが、
上限の 2.5%は何を根拠にした数字なのか明確でない。視聴者・国⺠にまず説明すべきなのに説明しようとしない。
説明すると何か不都合な事があるのかもしれない。現状の 2.5%以上の枠が必要なら、NHK ⾃⾝が具体的に何％
必要なのか⽰した上で、その理由と根拠を視聴者に説明する必要がある。合理的な理由があり誰もが成る程と納得
できれば、たとえ超えても常識ある⼤⽅の視聴者は受け⼊れるでしょう。東京五輪費⽤は別枠にする⽅が合理的で
わかりやすい。③ ただ、限られた予算下で公共メディアに舵を切った中、その経費を他の放送予算を削減し、そこから
捻出しているのなら看過できない。というのは、NHK が⼒を⼊れている⼤河ドラマやあさドラなどの主要な番組ではその
影響はなくとも、⽬⽴たない番組での品質、編成⼒の劣化を視聴者は肌で感じているからその疑念は捨てられない。
特にここ数年の FM 放送の編成上の⼿抜きが顕著である。新作の制作費を浮かすためか、波ごとからジャンル別管
理へ移管した結果なのかはわからないが、波をクロスしたマルチユースによる再放送や、〇〇選なる名の下でのアンコー
ル放送の多さに視聴者はうんざりしている。NHK 離れのリスクをどの程度考えているのだろかと。この現象は新作番組
が制作できなくなったコロナ禍による特別編成（再放送による⽳埋め）とは関係なく、それ以前から始まっている。④ 
ネット予算でも既に影響を受けている。⻑年親しまれてきた語学サイトが密かに廃⽌され、⾳声だけの聞き逃しサービ
スへ移管されたため、重宝していた⽂字テキストが利⽤できず不便を強いられている。定着していたこのような教育的
価値の⾼い語学番組のサイトまでなぜ経費削減の対象として廃⽌しなければならないのか理解できない。⽬の届かな
いマイナーな番組や各番組の HP の現状にも⽬配りしてほしい。⑤ 「らじる★らじる」サイトの予算・スタッフが削られた
ためか、その運営にも影響が出ている。兎に⾓どの案内も後⼿後⼿の対応に、利⽤者のストレスは溜まるばかり。特に
〇〇三昧などの特集番組の案内がアップされない事態も発⽣している。通常の 1 週間分の番組表で確認しろという
ことのようだ。⑥ 活⽤業務実施基準第 2 条⼀、放送番組を放送する事項の種類、内容、分量および配列の、分
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量（時間数・語数）において、1 週間限定の⾒逃し・聞き逃し番組を含む同時配信によるトータルでの放送時間
が、放送番組のそれを⼤きく上回っている（2 倍近くになるはず）。この状態を補完放送と⾔えるのでしょうか。同時
配信はあくまで放送の「補完放送」として定義され、スタートしたはず。それからわずか 1-2 年間に巧妙に変質させてい
る運⽤の仕⽅に世論の理解が得られるとは思えない。同時配信を急ぐ NHK の危機感は伝わってきても、その⼿順に
焦りがある。⑦ ⾒逃し・聞き逃し配信は、利便性のあるツールだが、⺠放にはない無料で便利な機能もついているの
で視聴者には歓迎されても、⺠放からは⺠業圧迫と捉えられても仕⽅ない。その⼀⽅、放送後 1 週間分の配信は、
予約を含む録画・録⾳する機会を奪っている。機器業界にも何らかの影響を与えていることが考えられる。その調査・
分析もしてほしい。(1823 字) 

個⼈ 

公共放送として料⾦徴収する範囲は最低限度とし、その他は組織単位を分離するなどして独⽴採算で予算確保す
ることが望ましい。 例えば、アナログＴＶ時代に⺠放でプロ野球放送を流していた時代には放送延⻑があり視聴者か
ら不満が出たためデジタル時代以降はＢＳに移⾏したが、それを⾒たいがためにＢＳ受信機を導⼊すると⾃動的に
ＮＨＫへの料⾦⽀払いが発⽣するので、ＮＨＫへ料⾦を⽀払って⺠放を⾒るという構図は適切ではない。 ルーマニ
ア⾰命の際のＴＶの役割を⾒ても真の公共放送は１波あれば⼗分だし、英国ＢＢＣも無料化するらしい。 インタ
ーネットで放送（ＴＣＰ／ＩＰは放送ではない︕）するのは構わないが、財源は受信料とは切り離すべき。 そうし
ないと、将来コスト⾼になったら受信料まで値上げされてしまう。 これは、ネットをやらない⼈にとっては公平ではない。 
また、ＮＨＫが制作したソフトの著作権はＮＨＫにあるものの、資産としては受信料納付者のものでもあり、⾒逃し
配信７⽇云々は、⼀定の⼿続きを踏めば半永久的にしてもよいのではないか︕ その他、東京五輪が始まればＮＨ
Ｋ総合のニュース番組も五輪⼀⾊になり本来のニュースが⾒られなくなるのは過去の実績から明らかであるが、全ての
国⺠（視聴者、料⾦⽀払者）が五輪第⼀ではないことへの配慮も必要だし、デジタル２ｃｈを活⽤するなどしてニ
ュースとスポーツを分離するなどの⼯夫も必要。 そもそも、ＮＨＫ放送技術研究所を分離独⽴するなど、ＪＲ総研
のようにしてコストを抑えて欲しい。 

個⼈ 

当⽅の少ない収⼊の中、毎⽉ NHK 殿の受信料分を精⼀杯確保し、遅れなく受信料をお⽀払いしている受信者で
す。 昨今、NHK 殿は、国益に反する、あるいは中国共産党寄りの報道が極めて多いように痛切に感じます。 また、
昨今の⽶国⼤統領選挙においても、左派寄りの報道と拝聴し、我が国の国営放送は、いつから国に反対するように
なったのかと、不信感ばかりが増⼤します。 もし、国の⾏動を監視抑制するのがメディアの⽴場と仰るのであれば、国
⺠から受信料を取られる組織としては、独善であり、とんでもない勘違いでしょう。 NHK の施設内に CCTV の関係
者が常駐しているとか、⾃⺠党の某⽒ほかの影響とか、いろいろな噂がありますが、国⺠から受信料を徴収なさるので
あれば、いろいろな意⾒があるという前提に⽴ち、公平な報道を頂くべきものと思います。 今後も受信料を⽀払うこと
には吝かではありませんが、いつの間にか左派寄りの報道に席巻されたと感じられる貴協会が、受信料を払いたいと思
える公平公正な⽇本の放送局に戻って頂くことを切に願い、また⽀払者としては、受信料を払いたいと思える公平公
正な⽇本の放送局に戻って頂くことは⽀払者に対する最低限のマナーと考え、国益に沿った報道を頂きたいと願いま
す。 ご予算の使われ⽅や、従業者の⽅のお給料など、細かなことはどちらでもよく、むしろ責任あるお仕事の⽅には、し
かるべきお給料をお⽀払いするべきと考えます。従って、受信料が⾼いとは思いません。しかし、左派、あるいは中国共
産党に配慮した報道にお⾦を払うことは、断じて許せません。⽶中をはじめとするデカップリングが進⾏する現代にあっ
て、貴協会の、いち早い国益への回帰を求めます。 

個⼈ 

策定したばかり実施基準で合意されたインターネット活⽤業務に係る受信料利⽤の上限撤廃に反対です。年間
7200 億円の受信料で運営される NHK にも関わらず、本来の公共放送に求められる番組とは思えない無駄な放
送番組(お笑い、意味不明のドラマ、プリキュアやガンダムは受信料や公共放送で放映すべき番組でしょうか︖NHK
職員の趣味で番組作りしてるのでしょうか︖)や演出、出演者が多いです。〈NHK の受信料や業務内容、業務規模
を⾒直してほしい〉との国⺠の声を真摯に受け⽌めて、無駄なインターネット放送に受信料を使うのをやめていただきた
い。 そんなお⾦を使うなら、国⺠に NHK の存在意義を問う番組やアンケートを NHK ⾃ら実施してほしい。 

個⼈ 
防災パーク、渋⾕ de どーもなど⼦どもたちや⼤⼈も楽しめるイベントを通じて、NHK の取り組みや命と暮らしを守る
NHK として、防災知識を深めるような取り組みを進めて欲しいです。 

個⼈ 
時々、BS で宝塚歌劇団の公演を放送していることが嬉しく、毎⽇ HP で確認するくらい家族全員楽しみにしていま
す。NHK で収録された作品は画質、アングル、⾳質などが素晴らしく、とても⾒ごたえがあります。既に再放送をしてい
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る宝塚歌劇団の作品も、また放送していただきたいです。BS8K を⾒られる環境にないため、BS でもお願いします
(*^-^*) 

個⼈ 

◆過去の番組コンテンツの配信に関しての疑問 NHK の番組は受信料でまかなわれていると電波でも放送されてい
る。 契約者は基本的に無料にするべきだと考える。番組づくりには視聴者の聴取料⾦がつかわれているからだ。これら
のコンテンツの⼆次使⽤に関するもろもろの収益はいったいどうなっているのか。コンテンツ⾃体は「nhk の⾔うところのみ
なさま」のものだと思う。加⼊者を無料にすれば新規加⼊者獲得に寄与するだろうしインターネットならば設備投資、
維持管理は総収⼊からすれば安い物だ。 

個⼈ 
インターネット事業に受信料を使うのは⽤途が間違っていると思います。 インターネット事業をするなら受信料以外の
財源を使うべきです。 

個⼈ 
インターネットを活⽤されるのは構いませんが、繋いでいるだけで勝⼿に料⾦が発⽣するのなら要りません。 テレビの料
⾦も⼀緒です。 ちゃんと選択する権利を与えてください。 なぜ NHK だけ強制的なのか未だに納得いきません。 

個⼈ 
⽇本放送協会の⽬的を考えると放送法第⼆⼗条第⼆項第⼆号⼜は第三号でインターネット活⽤業務を実施する
のではなく、国内基幹放送の枠組みの中に電気通信回線放送を設けるべき。付帯業務としてでは無理がある。 

個⼈ 

ＮＨＫの場合膨⼤な⿊字経営であり、それに⾒合った公共放送として、放送分野での視聴者サービスが全くありませ
ん。最⼤のサービスポイントは「視聴料⾦を⽀払っていない者に対する停波措置」です。⾚字経営ならすぐに停波する
はずです。公平性を守られたい。故に、インターネット配信については「料⾦聴取禁⽌」規則を設けるならネット配信に
賛成します。 

個⼈ 

（１）素案について  ①17 条について   2.5％という上限をなくすのは⻭⽌めがきかなくなる可能性があるので反
対。   ②32 条について   変える意味が分からない。「上限とする」というのと「超えない」は同じでは   ないです
か︖  （２）その他    ＮＨＫ⽀払をインターネット業務分とＴＶ業務分で明確に区別し、選択できる    よう
にしてほしい。    （インターネットは、災害、⽣活情報、ニュースなど必要最低限で良く、教育     や芸能情報
は不要） 

個⼈ 

・NHK オンデマンドについて  2010 年頃からずっとアカウントをもっていて利⽤していますが、 なぜいまだに受信料とは
別料⾦なのでしょうか。 受信料を納めている者は無料で利⽤できるようにならないのですか︖  仮に別料⾦で運営す
るなら、もっとコンテンツ量を増やしてほしい。 これまで制作してきた優良な番組がたくさんあるはず。 これまでに制作さ
れた全ての番組とは⾔いませんが、アーカイブサイトとして、 もっとコンテンツを充実させてほしい。 例えば、紀⾏番組、
動物番組などは各国や地域の⾃然、⽣態系、観光スポット、 都市の様⼦などを知る事ができる貴重な資料であると
思う。 NHK スペシャルやクローズアップ現代などは、社会の変化や動向を学ぶ資料だ。 ⽣命、⼈体、宇宙、歴史、
医療や健康などのドキュメンタリーや特集番組も、 ⼤好きだし、学びのきっかけになるような重要な資料だと思います。  
ぜひ NHK オンデマンドを無料に、あるいは映像資料としてコンテンツ量を増やして 下さい。 

個⼈ 前にはあったと思いますが、今は⾒当たりません。番組名を探す検索画⾯を作ってほしい。 

個⼈ 
地上テレビ⾒逃し番組配信について、原則として全ての番組を対象番組とすることとし、インターネットで配信する権利
が確保できないなどの事情があって、⾒逃し番組配信を⾏わない場合にはその理由を明らかにすることを、NHK インタ
ーネット活⽤業務実施基準に記述すべきである。 

個⼈ 
三浦春⾺さん 亡くなってからのファンです。 ダンスや歌に才能が溢れていることに感動しています。 存命の時に知って
いたなら、舞台を必ず⾒に⾏った事と思っています。  で〜本題です。 NHK 放映の【世界はほしいモノにあふれてい
る】の第⼀話から⾒たいのです。  お正⽉頃の時間帯で再放送して頂きたいと何卒よろしくお願いいたします。 

個⼈ 
第 13 条第 1 項第 1 号⼯（ア）の地⽅向け放送番組について 14 ⽇以内とする。と変更することは、視聴者の⽴
場からとして、とても有り難いことです。利便性富んだ良い変更だと思います。 

個⼈ 

1  インターネト活⽤事業に実施前に定めた実施費⽤上限を撤廃する理由がよく分ら ないし、公約に反しているの
で、この素案には反対です。実施費⽤上限 2.5％は、同事業を実施する条件＝NHK の都合で同事業が拡⼤され
ないにする⻭⽌めだったはずで、いわば受信者や⺠間放送事業者などに対する重要な公約です。それを改正するので
あればその理由、それに対する経営委員会や執⾏部の考えや責任を明確にすべきである。新旧対照表だけでは全く
不⼗分である。 2 （実施費⽤⾒込みの）参考資料中の「主なポイント」欄に、【北京オリ、パラ】と あるが、こんな
表現はこれまで記載・明⽰されていなかったのではないか︖今回どさくさに紛れて追加記載したのではないか︖ 3 
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NHK の庁舎から中国の CCTV は退去したのか。中国（共産党）の宣伝機関をいつまで同居させるのか。まだであ
れば早急に退去させよ。  以上。 

個⼈ 

『ＮＨＫがインターネット事業費の上限について「受信料収⼊の２・５％」とした規定を撤廃する⽅針を⽰したことに
対し、⽇本新聞協会メディア開発委員会は１４⽇、「放送の補完」であるはずのネット事業が際限なく拡⼤しかねな
いとして、引き続き上限を明⽰するよう求める意⾒を公表した。意⾒は同⽇、この⽅針を盛り込んだ素案について意
⾒募集をしているＮＨＫ経営委員会に提出したという。   意⾒は、テレビの受信機にひも付いている受信料が「放
送を⽀えるための特殊な負担⾦」であることから、テレビ番組の同時配信などネット事業への⽀出は抑制的であるべき
だとの原則。』  平素は⼤変お世話になっております。上記、拝⾒致しました。  希望①  質の⾼い放送を。 →能⼒、
性格、等  希望②  細分化より、明確に。 →総合、地⽅、地⽅へのネットによる︖総合再放送、等  希望③  受信
料半額。 →お⾦があるからいろいろされたくなるのでは…︖  以上です。正直なところ…国有・税⾦である以上、質が
⾼いのは素晴らしい事だと思いますが、⼀般企業さんの事を考えるなら、細分化より、更に例えばニュースなら誰にでも
理解できるよう質を⾼めたり、価格を下げたり、誰にでも⾒れるようにする等、明確化がベストでは…と感じられたので
すが…皆様予算ありきのようでしたので…申し訳ございません…。いつもありがとうございます。 

個⼈ 

前⽥晃伸は、●●●に対して、嫌らがらせ虚偽の説明で無実の罪で千葉県警に通報し、スクランブル化を阻⽌して
いる。⺠放株主総会（CX TBS テレビ東京）でも NHK は⺠業圧迫と参加株主から多く⾔われている。系列の
uhb HBC TVh 含め、経営を圧迫している。また、NHK から国⺠を守る党の⽴花孝志がいうように腐った料理をだ
す NHK とまで⾔われている。NHK の取材⼿法も無駄な⼈員が多い。室蘭放送局を例に取れば HTB 室蘭⽀局
下請けの有限会社●●●●●●●●●●、uhb・HBC の⽀局下請けの有限会社●●●●●●●●●●●な
どがあるが、そこはカメラマン⼀⼈でマイクマン・記者の代⾏、ディレクター代⾏をしている。NHK 室蘭放送局は無駄が
多い。仮に、⽴花孝志が室蘭放送局の局⻑をしていればこのような不祥事（愛⼈クラブ）も多発しなかった。NHK
は radiko や TVer WOWOW メンバーズオンデマンドのようなやり⽅をすればスクランブル化が可能である。 スクラン
ブル化とは、受信料制度を廃⽌して、視聴料制度とすることである。 ⺠放の株主の⽴場から、NHK があるせいで、テ
レビを設置しない⼈が増えているとしている。SONY の株主総会でも NHK の映らないテレビとかで盛り上がっている。 
公共放送って必要がない。⺠放だけで⼗分。NHK の存在意義はない。 「3.邦⼈向け協会国際衛星放送の配信」
にしても⽇本で BBC は yahoo で配信している。 コマーシャル付きでやればいい。 NHK の職員は悪いことしかしな
い。 犯罪者集団 NHK は NHK から国⺠を守る党が指摘するように図星である。 ●●●●●●の株主総会でも、
NHK 受信料収納業務から撤退しろと⾔われている。 「4.オリンピック・パラリンピック東京⼤会」は●●に無駄な⾦を
払っている。悪徳集団●●と取引するのは⾔語道断です。今までドル決済だったのが、●●をかましてぼられている。
⺠法株主総会でも指摘されている。 要は公共制度は不要だし、受信料制度を排して、視聴料制度にすればいい。 
集⾦⼈って無駄な⾦だし、嫌がられて警察沙汰になるぐらいなら、視聴料制度の⽅が合理的だ。そもそも公共放送
制度の意味がわからない。公共放送制度っていらない。 放送の研究は放送⼤学に移管すればいい。NHK は肥⼤し
すぎ。 

個⼈ 
第 14 条の 4 について 外国⼈などの受信契約者以外からも料⾦を⽀払って、サービスが利⽤できる仕組みを整備し
た⽅がいいと思う。 

個⼈ 

【要 旨】意⾒を求める実施⽅法や資料不⾜、説明不⾜により視聴者への配慮が⽋けていると感じたものの、1 年と
経たず NHK がインターネット活⽤業務実施基準を⼤幅に変更するのは、ネット配信を重点的に⾏う強い決意だと理
解しました。変更で予想されるネット配信業務の拡⼤及び費⽤の増額には、事業⽀出予算の範囲内で実施する限
りにおいて、活⽤業務実施基準の変更には反対しません。制限を設けることによる弊害を危惧するので、費⽤上限の
撤廃について賛成です。1.実施に要する費⽤実施に要する費⽤については中期経営計画に記載・明⽰するとある
が、先に意⾒募集をした「NHK 経営計画(2021-2023 年度）（案）」に具体的⾦額が⽰されていなかったことか
ら、受信料収⼊ 2.5%が上限という制限には変更なしと捉えていました。しかし、この変更素案では 2.5%の上限を
撤廃するとあるので、8 ⽉に実施した意⾒募集「NHK 経営計画案」との関連性を考慮するなら両案同時にて意⾒
募集実施するか、⼜は順番を逆に意⾒募集していただけないと費⽤の妥当性、コストの合理性、必要性など視聴者
の意⾒が混乱する可能性あります。昨年の同じ時期に「インターネット活⽤業務実施基準」の複数回、意⾒募集を
⾏った記憶ありますので今後、総務省の考え⽅が⽰され NHK で更なる変更点を加えた場合、経営計画案、実施
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基準案は共に意⾒募集を複数回、実施するか実施予定だと公表してください。ここには記載ありませんが「補完業
務」を「本来業務」へ変更する（会⻑発⾔）のが事実なら、変更により活⽤業務の費⽤へ影響を与える場合、本来
業務に位置付けると明確に記載すべきです。また、補完業務として⼤⾂認可を得てから⽇が浅い段階において本来
業務へ変更する理由、⽬的が分からないと、認可⽬的を得るための⽅便ないしは位置付けを軽視したのでは︖と問
われかねないので、この点も明確にお願いします。≪表形式で頂いているご意⾒︓ここから≫〔９条、32 条、附則 1
条について頂いたご意⾒に関する注記〕左右対称の表形式でご意⾒をいただいており、またその中で⽂字に下線を付
加する形でご意⾒をいただているため、下記の通り表現しております  左右対照の左側「ＮＨＫ変更素案」を【ＮＨ
Ｋ変更素案】、右側「変更素案に対する意⾒」を【変更素案に対する意⾒】として表現  下線を＜ ＞として表現
【ＮＨＫ変更素案】第９条（インターネット活⽤業務審査・評価委員会）３ 実施計画の策定ならびに前条第１
項および第２項の評価にあたっては、審査・評価委員会に、インターネット活⽤業務の公共性および市場競争への
影響等、公共放送の義務としての適切性を確保する観点からの⾒解を＜求め、これを尊重する。＞【変更素案に対
する意⾒（下線）】第９条（インターネット活⽤業務審査・評価委員会）３ 実施計画の策定ならびに前条第１
項および第２項の評価にあたっては、審査・評価委員会に、インターネット活⽤業務の公共性および市場競争への
影響等、公共放送の義務としての適切性を確保する観点からの⾒解を＜求める。＞【ＮＨＫ変更素案】5 前条の
インターネット活⽤業務の実施状況の公表および評価のあり⽅については、審査・評価委員会＜の⾒解等を踏まえ
て不断に⾒直す。＞【変更素案に対する意⾒（下線）】5 前条のインターネット活⽤業務の実施状況の公表およ
び評価のあり⽅については、審査・評価委員会＜に⾒解を求め、これを尊重する。＞【ＮＨＫ変更素案】7 審査・
評価委員会の運営に必要な事項については、＜審査・評価委員会の定めるところによる。＞【変更素案に対する意
⾒（下線）】7 審査・評価委員会の運営に必要な事項については、＜審査・評価委員会による「インターネット活
⽤業務審査・評価委員会運営規則」の定めるところによる。＞【ＮＨＫ変更素案】第 32 条（業務実施に要する
費⽤）実施に要する費⽤は、年額 1 億円を＜超えない額＞とする。【変更素案に対する意⾒（下線）】第 32 条
（業務実施に要する費⽤）実施に要する費⽤は、年額 1 億円を＜上限＞とする。※恐らく視聴者の多数が、この
変更の違いを理解できません。本年、認可されたばかりの実施基準を⼤きく改正するため視聴者⽬線で意⾒を求め
るなら、私たち視聴者には難しい表現なのでこの条⽂に限らず変更する理由や意味の違いなどを解説していただける
と有難いです。【ＮＨＫ変更素案】附 則第 1 条（施⾏期⽇等）この基準は、＜令和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇＞から施⾏
する。【変更素案に対する意⾒（下線）】附 則第 1 条（施⾏期⽇等）この基準は、＜総務⼤⾂の認可を得た
⽇＞から施⾏する。※この変更に反対します、現⾏のままで。【ＮＨＫ変更素案】2 ＜令和 2 年 1 ⽉ 14 ⽇に＞
総務⼤⾂の認可を得た基準は、＜令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇＞をもって廃⽌する。【変更素案に対する意⾒（下
線）】2 令和 2 年 1 ⽉ 14 ⽇に総務⼤⾂の認可を得た基準は、＜総務⼤⾂の認可を得た⽇＞の前⽇をもって
廃⽌する。≪表形式で頂いているご意⾒︓ここまで≫変更素案に対する意⾒第 17 条（業務実施に要する費⽤）
2.5%の上限は NHK ⾃ら定めたとはいえ、インターネット配信 24 時間化などで費⽤が必要ならば上限を設けず、
⾜かせになるので第 2 項も削除のうえ、2021 年度は⼤胆に 300 億円ほど重点投資するのも良いと思います。しか
し、次期経営計画案では受信料収⼊減と⼤幅な事業⽀出の削減を公表しており現状は厳しいので、費⽤の上乗
せ分についてはヘリコプター1 機だけの処分では不⾜でしょうから、番組のカット、営業経費（外部委託費）を 100
憶円単位で削減、更なるスリム化等による経営改⾰で費⽤を捻出してください。営業経費と受信料制度は切り離せ
ないので、NHK が⽀払い率向上と公平負担の徹底が確実と判断した場合、制度改⾰を進めてください。NHK にお
いてこれまで受信料制度の検討なされず案がないときは、スピード感を優先する意味で、総務省、内閣府などで発案
された制度に視聴者意⾒をふまえた制度案を採⽤してください。財政安定のための繰越⾦や建設積⽴資産の取り崩
しで費⽤を捻出する以前に、改⾰を早急にすべきです。附 則第 2 条〜第 9 条⼤胆な削除を伴う変更にもかかわら
ず説明不⾜と感じますが、何れも配信番組の制限及び費⽤数億円〜20 億円の制限に関する些細なことだと感じた
ので、変更と削除に賛成いたします。良い番組を制作するには費⽤が嵩むのは当然で、とりあえず 2021 年度は制
限なく⾃由に実施していただき、その結果と受信料収⼊の⾒通しなど考慮のうえ 2022 年以降の計画を⽴案するの
がよい⽅策かと思います。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に対する意⾒(1)2
号受信料財源業務「ア 実施に要する費⽤」“各年度の受信料収⼊の 2.5%を上限とする”と決めたものを 2.5%を
平成 2 年だけに限定し 3 年度以降は上限なしとするには、変更の理由を⼗分に説明する必要あります。視聴者⽬
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線を重視するなら疑念を持たれないためにも、単純明快で理解しやすい表現、発⾔、表明でお願いします。例えば
「実施に要する費⽤」という表現ではʻʻ要する”を誰がどのような、どういう基準、どう決めるのかなど不確実な要素が多
く、許容範囲を超える費⽤が視聴者不在の状態で決まることを連想させます。NHK の考えが誤った解釈をされないよ
う、費⽤は受信料収⼊に影響されることなく中⻑期的に増額する計画であることを予算額と共に明確に記載してくだ
さい。(1) 2 号受信料財源業務「ウ 算定根拠」実施基準の⼤幅な変更に伴い、「ウ 費⽤の上限の考え⽅」を削
除して新たな項⽬に書き直したと思われ、この項⽬についても⼗分な説明と解説が必要です。特にインターネット活⽤
業務の位置付けや、「任意業務であるインターネット活⽤業務」の意味など視聴者のほとんどが理解できないであろう
部分が多く、意⾒するのは困難です。 

 


