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諮問第３号「答申（案）概要」に関する意見募集 

個人・団体のご意見の抜粋および委員会の考え方 

 いただいたご意見の抜粋 委員会としての考え方 

世帯における契約のあり方について 

 支払単位については、現行の「一世帯一契約」を維持すべきだと考える。 答申（案）概要の内容に基本的に賛成のご意見として受け止めます。 

＜世帯における契約の単位＞は本文通り「世帯単位」とすることが妥当と考える。 

機器単位ではなく家庭単位での契約に賛成。多チャンネル化に伴い一人当たりの

保有機器は間違いなく増えるが、個人が享受する情報は変わらない。 

２＜世帯における契約の単位＞契約は世帯単位であるべきである。テレビは今も

世帯内で共有して使用するものである。現にテレビ自体、視野角の拡大や大型

化など、それを前提として開発されている。 

契約のあり方は世帯単位であり続けるべきであると思う。機器単位である場合、

一世帯または一人が複数の機器で同時にNHKを視聴することはまずないだろう。

職業柄テレビ、その他受信可能な媒体を複数持たねばならない人の負担となって

はいけないと思う。様々な端末が普及している昨今、使い方も様々であるから一

概に NHK を視聴する扱いにしてはならない。また、個人単位にするには年齢など

細かな規定が必要になるだろう。世帯人数に応じて受信料を取る場合、子供がい

ることによる経済的負担が増えてしまう。少子化問題に拍車をかけるのがメディアで

あってはならない。 

世帯における契約のあり方＜現行の「世帯単位」を維持する＞のままでおこなって

欲しい。 

世帯単位での徴収は賛成&変えるべきでないと考えています。 

受信契約の単位については、そのわかりやすさや世帯単位を維持するほうがするほ

うが望ましい。 

受信契約の単位について従来通り世帯単位で問題ないと存じます。 

世帯別にするべき。 

テレビでの NHK 受信料については現行の方法である一世帯事に徴収という形で

文句はない。 

NHK の受信料に関しては、機器単位ではなく「世帯単位」とすべき。 

受信料の契約に関して、個人の場合世帯単位の契約を継続する点には概ね賛

成です。 

世帯における契約のあり方については概ね、異論はありません。 

世帯単位は、堅持していただきたく思います。 

世帯単位とする点は理解できる。 

世帯における契約のありかた<世帯における契約の単位について>・世帯の単位

の維持の継続は望ましい 

ＮＨＫの受信料体系の在り方については、現時点におけるテレビ受信機設置率

に鑑み、世帯においては「世帯単位」が妥当との意見に賛同します。（団体） 

「世帯を基本とすることの妥当性」 現状では妥当ではないか（団体） 

現状の世帯負担の場合、単身世帯の負担額と複数世帯の負担額の公正性が

保たれているとは考えにくく、それについての検討がなされた形跡も無く、世間がそう

認識しているので現行でよい、という結論にしか見えない。本当に検討したのかどう

か疑問である。 

現行の契約単位である「世帯単位」は、受信料制度の発足直後において「機器

単位」だったものを、受信機の普及、契約締結の確実性、視聴者感情等を考慮

し、社会的納得性の高い契約単位として定められたものと考えられます。 

この世帯における契約のあり方について、テレビ受信機の普及率や視聴実態や世

帯数の動向、海外事例等に鑑みて、現時点では「世帯単位」を維持することが妥

当と考えます。 

テレビ毎とか個人毎に固執せず、世帯視聴料(台数問わず世帯主のみ)叉は個

人視聴料可変型(年齢、収入に応じ)、老若男女誰でも気軽に支払え視聴でき

る料金体系を作るべきだ。 

世帯における契約のあり方について、テレビ受信機の普及率や視聴実態や世帯

数の動向、海外事例等に鑑みて、「個人単位」や「機器単位」等ではなく、現時

点では「世帯単位」を維持することが妥当であると考えます。 

受信機数で料金を決め、世帯ごとに徴収が妥当かと思います。 

３、受信料は個人単位にメディア環境が急速に進化した現在、ＴＶ視聴が始ま

った時代の“世帯単位”の考え方の矛盾が噴き出ている。これを放置してきた事が
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受信料徴収の混乱の原因と考える。受信料体系を個人単位で義務化することが

出来れば、受信料負担の平等を計り、疑問や不満を解消し、多様なメディア機

器の存在との整合性が取れるであろう。家庭にＴＶを持ち受信料契約をしている

個人が、スマホや車のＴＶあるいは別荘でのＴＶ視聴をする場合に、更に受信

料契約を義務化すれば、個人から見れば受信料の 2重 3重取りになってしまう。

1個人は一度に一台のＴＶしか見ないのだ。個人単位にすることで、様々な矛盾

がほとんど解消されるはずである。 

機器単位での受信料に断固反対とする。テレビ受信機の普及率、また電波放送

の内容を鑑みるに、必要とする世帯において徴収するべきである。携帯端末にまで

範囲を広げることは殊更負担を重くすることに繋がる。 

世帯における契約のあり方について、委員会としても、現時点においては、「機器

単位」や「個人単位」ではなく、「世帯単位」を維持することが妥当であると考えま

す。 

答申（案）概要および答申では、考慮すべき事項および今後の検討課題とし

て、今後も長期的にメディア環境や社会経済状況のさらなる変化に応じて、「世

帯単位」の妥当性について再検討することが必要となる場合も考えられ、その際に

は「個人単位」や「機器単位」の考え方も視野に入れることが想定される、としてま

す。 

そのうえで、将来的に「個人単位」や「機器単位」の考え方について検討する場合

には、「世帯単位」の場合における負担と「個人単位」や「機器単位」の場合にお

ける負担を比較し、そのバランスを十分に考慮して受信料体系や受信料額を再

設計することも含めた検討が必要と考えます。ご意見を踏まえ、その旨がより明確

になるよう、答申の記述を変更しました。 

端末単位での契約というのはあまりにも理不尽で早計すぎると感じます。 

機器単位の徴収はテレビが二台ある世帯等で二重取りの可能性があるので反対

です。 

機器単位で負担となれば、さらに公平性を欠くものになると思われ、はっきり言って

しまえば、税金よりもたちの悪い金の亡者のごとき所業である。 

受信料の契約単位は、仮にテレビ以外の可搬デバイスが中心であっても機器単

位でなく世帯単位でよいと思う。結局のところ利用者はどこかの世帯に属するわけ

だからである。 

現在、複数のモバイル端末を持つ人も多くなってきており、もし番組のインターネット

配信が始まり、機器毎の契約になった場合、一人に対して複数の契約が課せられ

ることになりますまた、機器毎の契約にした場合は、買い替え時の申請などが増

え、煩雑さが増加することが予想されます 

機器単位の課金については反対です。 

答申の内容について、「契約単位として機器単位が今後考えられる」という表現が

ありましたがその主張は受け入れられません。テレビ機能がついた製品について、携

帯電話など本来別の目的で購入する・または購入者が気づかないでテレビ機能が

付いていたことは大いにありえることです。もし仮に徴収するのであれば、対象機器

全てについて購入時に「この機器は NHK 受信料の徴収対象です」という注意喚

起をすべきで、これは現実的ではありません。契約単位としては世帯が望ましいで

す。 

先づ結論から申し上げて端末毎、個人毎の徴収は言語道断です。私自身は民

放より NHK を多く見るので受信料そのものについての批判は先づ措きたいと思ひ

ます。さて、今後端末の多様化が進みテレビを持たない者も増えていくことが予想さ

れるのは現実的な危惧であると思ひます。此の場合テレビ以外の端末使用者を

対象外とするのは非現実的かと私も思ひます。だからと云つて多重に徴収してもそ

れが受け入れられるほどに、NHK の報道が他を抜きんでて上質とまでは云ひ難い

のではないでせうか。使用機器がなんであれ世帯毎の徴収が穏当ではないかと思

ひます。その世帯毎に如何なる機器であれ NHK が視聴可能な状況かどうかを判

別する術についてはアイデアがありませんが、何うか個人毎、端末毎の徴収だけは

思ひ留まつて頂きたいところです。 

機器単位での契約について記載されているが、管理体系の不備により不公平とな

ることは自明であり、このような施策を受け入れる余地は無い。 

契約単位について機器単位、また個人単位は理論的ではなく、効率よく搾取する

ための手段にしか取られないと判断されます。携帯端末はテレビを視聴できる端末

あることは間違いない。だが、実際にテレビを視聴するにあたっては配信業者との契

約が必須であること、誰もがテレビを視聴するために携帯端末を購入しているわけ

ではないということ。これらを考慮せず、機器単位での料金徴収は理論的はなく、

視聴者からの反対を受けるものと考えられる。また個人単位も同様であり、個人

単位では、幼児すらもその契約対象とされ、さらに複雑な料金形体になることが予

想される。 

まず第一に「現状課金体制は世帯単位だが今後は機器単位も含めて検討する」

という文言だが、スマホなどテレビが主でない機器が多く、合理性に欠く為容認でき

ない。どうしてもしたいならば NHK側ですべての機器に『この機器は受信料が発生

します』と注意書を書くべきだが現実的でない。 

２＜考慮すべき事項および今後の検討課題＞について機器単位についてです

が、個人で複数端末を所有する場合・対象端末を一台も所有していない場合・
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携帯端末に受信機能搭載されているが使用していない場合などを考慮しなけれ

ば不公平になってしまうリスクがあります。例えば、他の機能（防水機能・電子マネ

ー機能等）を利用するために端末を選んだ結果、視聴していないにも関わらず受

信料を支払うのは不公平感が生じてしまうと思われます。 

受信料の世帯単位の契約は維持していただきたいと思います。私の自宅でも２台

のテレビがありますが、家族で一緒に見る時間と、別々に見る時間との両方があり

ます。５人家族ですので、個人単位となると今までの５倍の料金を支払うことにな

り、その負担は大きすぎます。また、機器単位でも今までの２倍となるので、やはり

家計に負担がかかります。私は NHKの番組が好きですしその内容についても信頼

しています 

今回インターネット上でこちらの意見募集を知り、概要を拝読いたしました。携帯

端末への受信料請求について言及されておりましたが、こちらについては反対です。

（概要の中では、まだ世帯単位でのカウントが優勢とありましたが将来的な可能

性について触れておりましたので）そもそも携帯端末で NHKの番組をみたことがな

いのでそう感じるのかもしれません。もし携帯端末に受信料を請求するのであれ

ば、現在の受信料を世帯人数で割ったもの程度の金額であるべきだと思います

し、携帯端末へ受信料を請求したいのであれば、現状の世帯単位での受信料の

徴収は辞めるべきだと思います。（どちらかを選択できればそれでも良いのかなとは

思います）家のテレビにも受信料がかかる、携帯端末にも受信料がかかる、と言わ

れれば二重取りという印象は拭えません。 

機器単位の考え方は、受信料を払っている世帯に対して、二重に徴収しているこ

とになります。世帯で払っている方は、免除すべきと思います。それが、物理的に難

しいのであれば、導入は控えるべきと思います。個人単位の考え方は、反対です。

同じテレビで複数の人が見ている場合、二重に徴収していることになります 

受信料徴収対象の個人・機器単位への変更には、反対です。 

契約の単位における、機器単位、設置場所単位の考え方については慎重になる

べきと考えます。機器単位に関しましては、いわゆる「ガラケー」で従来から徴収対

象となっていた「ワンセグ機能」のみならず、今後のインターネット配信を見据えてス

マートフォン、タブレット端末、パソコン等も視野に入れた内容かと見受けますが、こ

れらの端末はいずれも極めて多くの機能を搭載しており、必ずしも映像の視聴、さ

らにはテレビ放送の視聴のためのものではないことから、現行の定義である「放送の

受信を目的としない受信設備」に該当するとも考えられます。 

携帯端末等の機器単位で受信料を徴収することも検討されているようですが、そ

れには大反対です。 

下宿をしている学生についても、世帯単位で実家での支払いが望ましい。奨学金

を返済できないなどの社会問題がある中、支払いを免除するのではなく、世帯で支

払っているから問題ないという扱いが妥当であろう。 

答申（案）概要および答申では、世帯の定義について、視聴者・国民の間にお

いては、住居が異なっていても同一生計であれば同一世帯と認識するケースがあ

ること等に鑑みた場合、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

検討の対象となりうる、としています。 

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、学生の一

人暮らしや単身赴任等で同一生計の方が別住居に受信機を設置しても受信契

約は不要となります。 

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収が見込まれること、主要

な海外の公共放送においても「同一住居」を世帯の定義に含めていることから、同

一生計で別住居である場合の負担のあり方については、慎重に検討することが必

要と考えます。 

世帯ごとの契約だと、友人とのルームシェア時（部屋の名義は私だったが、それぞ

れ親の扶養）にも契約をさせられたことには納得がいかなかった。 

生計を共にしているにもかかわらず住所が別なら受信料をとるというのには反対で

す。世帯主からの二重取りですね。 

同一生計内別住居は減額ではなく免除とすべきである。 

学生ではなく就職している社会人であり、金銭的にも独立した生活を送ることがで

きる「大人」であれば、受信料を支払う義務があることは理解できる。だが、独立し

ているとは言い難い独り暮らしの学生も、料金徴収の対象にされていることが非常

に不可解である。 

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。また、二重

徴収もあり杜撰である。 

受信料についてですが、基本は同一生計につき一契約とするのが妥当だと考えま

す また、単身赴任など、一時的に家族と離れた場合に、住居毎の契約だと追加

契約と単身赴任期間終了後の契約の破棄など、こちらも煩雑な事務手続きが増

加します 

世帯における契約のあり方における世帯の定義(答申概要 8 ページ)について:学

生の一人暮らし等、同一生計・別居でなおかつ定職・定収入がない被扶養家族

に対して受信料の追加負担を求めることは、1 世帯に対する受信料負担の公平

性を欠く。料金割引ではなく、免除とするのが妥当と考える。 
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別居の家族がいる場合、世帯として払っていればなしとしていただきたいです。 

世帯単位については、同一生計であれば１単位と数えるべきです。理由は、ガス・

水道と違い、テレビの視聴は住居が別れたことで増えることはありません。視聴状

況は「テレビが複数ある単一住居」と同等の増えかたであり、そちらと会計が異なる

根拠に欠けます。 

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 

世帯は同一生計のものとする(単身赴任等の事を考慮して)同一生計の確認につ

いてはマイナンバーカードの紐付けで可能だと思われる 

以前、大学生であるこどもの受信料、二人分を払っていた親です。受信料は、シン

プルに、一世帯一口、でおねがいしたいです。単身赴任や、一人暮らしの学生か

ら、受信料とるなんて・・・（学生の半額なども、事務手続きだけで、お互いたいへ

んではないでしょうか？） 

パートに勤しむ主婦です。大学生の子供がいます。子供がアパート暮らしです。ほ

かのお母さんに聞いても皆さんお金に苦しんでます。月の受信料プラスケーブルテレ

ビのＢＳの受信料合計すると、世界的にも高額なのではないか？知り合いの家

は、三人のお子さんの進学が一度に重なり、教育費に圧迫されて、母親が月から

金どころか土日までアルバイトしているのですが、聞くと、ガス代水道代が支払えなく

て滞納していたが、ＮＨＫは支払いしていたとか。ライフラインは滞納しても裁判に

はなりませんが、受信料を支払い怠ると裁判てやりすぎなのではないか？テレビ見

なくても死にはしない。貧困問題を報道で扱うなら、まず自ら貧困対策考えて欲し

いです。 

世帯における契約のあり方－１．世帯における契約の単位現行の「世帯単

位」、「同一生計、別住居」の考え方が良いと思います。 

「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。特に、同時配信のスマホなど携

帯端末への適用との整合性を考える必要がある。（団体） 

世帯ごとの徴収を望みます。その際、携帯電話や車のカーナビなどのテレビ機能に

ついての徴収は、世帯として払っていればなしとしていただきたいです。 

受信契約は世帯単位となりますので、同一世帯の場合、テレビ放送の受信が可

能なカーナビやテレビ機能付携帯電話等を含めて、複数台のテレビを所有してい

る場合でも、必要な受信契約は１件となります。 １世帯として受信料を払っているのであれば、PC、各携帯端末（スマートホン

等）からは受信料を取るべきではではないと思います。例えば３人家族で PC、携

帯端末が合わせて５台あったとして（例：PC２台、スマートフォン３台）それぞ

れから、受信料を徴収することは家計に計り知れないダメージを与えてしまいます。

一人住まいで、且つ TV はないが携帯端末にチューナーが備わっていて NHK はじ

め民放の放送を見ている場合に限り徴収はしてもいいかと思います。 

親元から離れて一人暮らしをする学生が受信料を支払う際、同一生計であれば

「家族割引」で５０％割引されますが、近年では、親元と口座を共有していないと

ころや親元が受信料を支払っていないケースがあり、割引の対象にならない学生が

多々います。現に私もその一人です。二世代にわたっての受信料の未払いを防ぐ

ためにも、一人暮らしの学生の受信料は「学割」として独立させるべきだと考えま

す。 

受信料の「家族割引」は、現在、同一生計の負担軽減等を目的として実施され

ていますが、その適用要件等については、ＮＨＫにおいて適切に検討されるものと

考えます。 

学生の受信料について家族割として半額にしてるが親元が支払いがなくても一律

月 1000円にする 

設置場所については常設、携帯を問わず対象となる受信機とするただし単身赴

任等で同一住居でなく、別居先にて携帯端末のみの場合は住居の一部とみなす

※自動車等の移動体に設置された受信機の扱いに準じる 

現在、携帯端末の場合、その常置場所を設置場所として取り扱っており、現時点

ではその取り扱いは妥当と考えますが、今後、常時携帯し移動して利用することを

目的とした携帯端末の普及がさらに進むことが想定されることから、携帯端末の設

置場所をより分かりやすく定義しておくことが重要と考えます。また、携帯端末の設

置場所については、受信機自体の所在に着目するのではなく、使用する「人の所

在」に着目することも含め、あらためて検討することが必要と考えます。 

事業所における契約のあり方について 

 事業所の支払い単位は特に異議はありません 答申（案）概要の内容に賛成のご意見として受け止めます。 

ＮＨＫの受信料体系の在り方については、現時点におけるテレビ受信機設置率
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に鑑み、事業所においては「設置場所単位」を維持することが妥当との意見に賛

同します。（団体） 

業者で施設・機器単位での徴収は、公平性に欠くかと思います。 事業所における契約のあり方については、答申（案）概要および答申では、現

時点では「設置場所単位」を維持することが適当、としています。 

公共の施設（ホテル・旅館）などに対しては、テレビの台数ではなく施設ごとの契

約として受信料を徴収すべき 

事業所における受信契約の単位を検討する場合、現行の「設置場所単位」を維

持する、もしくは「施設単位」や「機器単位」とする、またはそれらを組み合わせる等

の選択肢が考えられます。 

「施設単位」については、大規模事業所と小規模事業所の間の負担の公平性の

観点や、世帯における負担とのバランス、受信料収入の大幅な減少、視聴者・国

民の理解等が課題となります。 

また、契約単位を変更する場合は、現行の受信料体系との整合性等について慎

重な検討が必要となり、また、公正かつ実効性のある仕組みとするためには、運用

面についても十分な検討が必要となります。 

こうした観点から、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

必要と考えます。 

事業所等（特にホテル）の受信料徴収について、テレビの台数で徴収するのは

間違っていると考えている。家庭が世帯単位ならば事業所単位での契約になるべ

きではないか。 

原則一世帯一契約、を謳いながらホテルをはじめとした旅館業に対しては１台１

契約、個人と業務の違いこそあれ、この時点で既に「平等な負担」の原則から大き

く逸脱していると言わざるをえない。 

複数台の TV を持つホテルなどに対し TV台数分の金額請求などは、あまりにも非

道すぎると思います。 

宿泊施設もアンテナは当然一つであるので１契約とすべき。受益者負担とするな

ら宿泊時に記載する住所から部屋を借りている人がＮＨＫ契約あるか、ない場

合は視聴料を取ればいいだけの簡単なことである。やれるのにやらないのはただの

怠慢。 

病院の病室にテレビ等を設置している事業者の業界団体です。事業所、特に「病

室内テレビの受信料のあり方」についてコメントいたします。病院（入院病棟）で

は、基本的にベッドごとにテレビを設置するため、一般の事業所とは異なり、テレビ

設置台数が圧倒的に多くなります。そのため、一般の事業所と同じ受信料体系

（＝設置場所単位）では、受信料負担があまりにも大きいのが現状です。下記

にお示しする病院の特殊性に鑑み、一般の事業所と一括りにせず、対応措置を

講じていただくようお願いいたします。現在の制度では、入院病棟の病室にも、１

部屋１契約の受信料が課されています。病室内テレビの受信料は、多くの場合、

病院に代わってテレビ設置業者が負担しており、稼働しないテレビも多くある中で、

受信料負担が過大になっています。こうした病院の特殊性に鑑み、病室内テレビ

の受信契約についてはイギリスの例のように「１敷地１契約」等としていただくこと

を、強く求めます。（団体） 

ホテルの客室には、テレビを設置していることが一般的ですが、客室が稼働していな

い場合でも、お客様がホテルに滞在中にテレビを視聴されない場合でも、また、宿

泊されるお客様が、ご自宅で受信料を支払っている場合でも、現在の受信料の単

位は「設置場所」となっていることから、テレビを設置している客室の全てが契約の

対象となっています。ご承知のように、NHK は、「ホテルグループ毎の間や所在する

地方放送局等ごとで契約率が区々となっている。」とした会計検査院の指摘を踏

まえ、公平負担の徹底を図ることを目的として、平成 1９年から事業所の受信料

体系を見直しました。これは、宿泊事業者にテレビ設置数の申告を求め、適正な

申告を基に、同一敷地内の設置場所全数分の受信契約をするときにのみ、２台

目以降の受信料を半額とするもので、区々であった契約率を正し、適正な契約へ

と移行させるために、大口利用者の過重な負担を軽減するための措置として構築

されたものだと思います。これにより、事業者間の負担の公平性は改善されてきて

いると思いますが、「２台目以降半額」という料金体系では、依然、大口利用者

の負担は過重であると言わざるを得ません。例えば、世界有数な公共放送である

英国放送協会（以下 BBC。）では、日本と同様に受信料によって経営を賄って

おりますが、一般家庭の場合は、一台につき年間￡１４７（約２０，７６４

円１￡＝１４１．２５円）に対して、ホテル等の宿泊施設については、最初の

１５台までを１契約とし、その後５台毎に追加料金（￡１４７）が加算され

る、大口利用者の負担を軽減する料金体系が採用されています。BBC と NHK

の受信料額を単純に比較しても、１５台の場合、BBC は２０，７６４円に対

して、NHK は２０２，５６０円と、９．７倍強の負担となっており、２００台

の場合でも、BBCは、７８９，０２３円に対して、NHKは２，５４４，６６

０円とその差は３．２倍強の負担となっています。今回の答申（案）では、「設

置場所単位」を維持することが前提に検討されるとの方針が出されておりますが、

諸外国との比較において、極めて過重な負担を強いられている、大口利用者の受

信料負担を少なくともBBCと同程度まで引き下げる措置を早急に構築いただきま

すよう、ここに意見を提出いたします。（団体） 
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受信契約の単位について、答申（案）概要要旨では、『「設置場所単位」となっ

ているが、海外における事例を参考にすると、「施設単位」や「機器単位」選択肢

となりうる。』となっています。事務所等に設置されるテレビは、１棟につき数十台程

度であると思います。しかし病院の場合は、数百台のテレビが設置されていますが、

全てが使用しているわけではありません。入院病棟へ設置しているテレビは、一般

の事業所とは異なりテレビ設置台数が圧倒的に多いため、テレビを設置する事業

者にとっては、「設置場所単位」の受信契約は過大な負担となっています。事業所

における契約を「施設単位」に変更するよう、病院の特殊性に鑑み、対応措置を

講じていただきたいと思います。（団体） 

宿泊施設などに関しては、台数ではなく大口契約としたほうがいいと思いますが？ 答申（案）概要および答申では、今後のメディア環境・社会経済状況の更なる

変化や事業所の多様化に応じて、「設置場所単位」の妥当性を再検討すること

が必要になる場合もと考えられ、その際には、多様な事業所間の公平性や納得

性を考慮した場合、「設置場所単位」、「施設単位」、「機器単位」等の複数の

基準の組み合わせが必要となることも考えられる、としてます。 

その場合には、結果として複雑な受信料体系となることが想定されることから、制

度・実務面に十分に配慮した検討が必要と考えます。 

事業所の支払単位について、２件目以降５０％割引になっていますが、小規模

事業者にとっては、大きな負担なので、事業者の規模や収益に応じて割引率を変

動したほうが良いと考える。 

また施設への請求については、100-1000 台では X 円、のようなボリュームごとの

金額決定など検討されてみてはいかがでしょうか。施設側としても NHK 側として

も、テレビ台数の細かい増減により、請求額が細かく変化しなくて済むため処理が

楽になるかと思います。また、ホテルなどで流行りのタブレット活用などについても、端

末ごとに請求が為されると、民間企業の工夫を阻害することになりかねません。公

共放送の重要性は理解しますが、日本経済が活性化しつつある今、その努力を

妨げることは NHK も望んでいないと信じております。 

現状制度の不可解な点常設テレビ＝要受信契約／持ち込み・貸出テレビ＝受

信契約不要透析室は、現状 1列で 1契約というような半ば適当な契約数となっ

ていますが、何故 1部屋 1契約としないのでしょうか？公平性に問題があると思い

ます。改善して頂きたい。（団体） 

事業所における受信契約の単位については、日本放送協会受信規約第２条第

2 項において「事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての受信契約

は、受信機の設置場所ごとに行うものとする。」と規定されおり、同条第4項におい

て「設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による」とさ

れています。 

今後、事業所における設置場所の多様化や視聴環境の多様化が進展することに

鑑み、設置場所について、より分かりやすく一義的に観念できるよう、現在の「部

屋または部屋に準ずるもの」を改めて定義することも検討の対象となりうると考えま

す。 

病室の中でも、透析室のような大部屋は受信規約通りに「１部屋１契約」とされ

ず、NHK担当者の個別判断で契約数をカウントされることがあります（1列 1契

約など）。このように契約数の数え方が不透明な状況は、改善されることを望みま

す。（団体） 

受信料免除のあり方について 

 受信料の免除は特に異議はありません 答申（案）概要の内容に賛成のご意見として受け止めます。 

受信料の免除対象についてです。現在、個人では、生活保護受給者や重度の

障害者。施設では、社会福祉施設や保育施設、小・中学校が免除の対象にな

っていますが、社会環境の変化に応じて、対象者や対象施設を増やすべきだと考

えます。具体的には、図書館や公民館などの公共施設や病院などの医療施設、

高校や専門学校、大学などは地上契約の受信料を免除すべきだと考えます。そう

することで、学費の負担軽減や BS４K・８K 放送の普及がより、高まると思いま

す。 

受信料の免除については、負担の公平性を重視するとともに、他の負担者による

内部補助であることに留意して、限定的に運用するという基本的な方向性を継続

することが適切であると考えます。 

そのうえで、免除対象を検討する場合は、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 の財政状況による影響等を

十分に考慮することが必要と考えます。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と

考えます。 

特例措置(留学、障害、病気療養など)、老若男女誰でも気軽に支払え視聴で

きる料金体系を作るべきだ。 

仕事柄多くの高齢者や障害者の財産管理をしており、非課税となっている人の収

入における受信料の占める割合は高く、免除や割引の対象とすべき。 

年収 400 万円の都会に住んでいる人にとっての年間 2 万 5 千円と、年収 160

万円程度の田舎住まいの人にとっての年間 2 万 5 千円では、生活における割合

が異なるように思う。年収による割引、もし病気や怪我で働けなくなった場合の受

信料免除の枠を広げて欲しい。 

恥ずかしながら一人暮らしで未婚の為、給料が安く生きてゆくのがいっぱいいっぱい

です。仕事が忙しく朝に 20分程度、天気予報や時々の話題を見るために民法を

少し見るくらいしかテレビは見ておりません。それでも少しずつ貯めたお金で何とか受

信料を払ってはいますが、全く見ない NHK に支払いをし続けています。このお金が

あったら少しは楽になるのにな、と感じてしまうくらい生活が苦しいです。テレビがある

から、という理由だけで見知らぬ男の人が「払わないと違法」くらいの勢いで何度も

訪れるのは、女性の一人暮らしでは恐ろしいことです。大変申し訳ないのですが、

そろそろきちんと料金形態を考えて頂きたいと思います。高齢の未婚女性の一人

暮らしはこれからどんどん多くなるかと思いますので、よろしくお願いします。 
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現行の制度では低所得者にとっては負担が大きいように感じます。ですので、国民

健康保険のように低所得者の負担は小さく、高所得者の負担は大きく、というよう

な形はいかがかでしょうか？  

金を取るなとは言いませんが、経済困窮者に対しての受信料の免除の対象は

徐々に範囲を狭めているというのは経済的な現状に明らかに反していると感じまし

た。重要なのは公平性とありますが、日がな一日テレビを見ている裕福な人間と、

忙しくてテレビを見る事すらできない困窮者を同列に扱うのは果たして公平なので

しょうか？少なくとも彼らにとっての「1,260 円」は大きく意味が異なると思われま

す。 

健常であっても貧しい人から受信料を強制的に取るのは公平とは言わない。免除

範囲の拡充が必要。 

単身者に対して(特に学生)のさらなる減額、もしくは免除を望みます。 

(反対)受信料免除対象を「経済弱者(文化・情報弱者)」という言葉だけで、参

考としての対象範囲もないため。(意見・希望)「世帯契約」の検討課題に「受信

料免除」が関連していない様に受け取れるが検討に含めなくていいのか。複数端

末所持でも受信可能とは限らない(情報弱者に該当し受信方法を知らない等)

場合の受信料免除対象になりうる場合の検討を含めて欲しい。 

要望：全盲単身世帯は視聴料を全額免除に私の友人に全盲の単身者（世帯

主が本人のみの一人暮らし）の方がいます。テレビ受像機を持っていますが、全く

観る事が出来ません。しかし、半額負担で視聴料を払っています。半額負担とうの

は、世帯に本人以外の晴眼者がいて、テレビを観るという場合があるとの想定では

合理的ですが、全盲者一人世帯でも半額負担というのは合理的ではないと思い

ます。全盲者一人世帯の場合は全額免除が合理的と考えます。是非ご検討くだ

さい。 

減免の制度について母子家庭の母です。現在の免除がかなり限定された範囲と

知って大変残念に思っています。毎月限られた給与と手当で生活している我が家

にとって、毎月の受信料がかなりの負担になっています。２歳の娘は E テレが大好

きで、わたしも NHK の番組が大好きで、テレビを見るときはほとんど NHK です。で

すが、これ以上受信料を払えそうにありません。 

地方に住む年金生活者ですが。今は、昔のような日本国民皆中流階級ではあり

ません。所得格差と地域格差があります。世帯収入に格差があり、朝のニュースと

天気予報ぐらいしかＴＶは見られず(日本国憲法で保障されている最低レベルの

生活世帯）でも、富裕層世帯でも受信料は同じでは、おかしいのではないですか 

病室の各ベッドにテレビを有料（プリペイドカード式及び定額レンタル）にて設置し

ています業者です。こちらのテレビに対しても NHK 受信料を求められお支払いして

いますが、利用される患者さんはご自宅で受信契約を結び支払っているわけです

ので、さらに入院中の貸しテレビに対して受信料を払うのは二重となり、おかしいと

思われます。上記矛盾を解消すべく、病室テレビに対して受信契約の対象から外

すことをお願い申し上げます。併せて二重に徴収されている根拠をお示しいただき

たく存じます。（団体） 

病院内設置テレビに関する意見です。1、患者（利用者）から見た意見テレビカ

ード課金によるテレビ視聴の場合、テレビ設置者が受信料を負担しているのであれ

ば、テレビカード料金に受信料の一部も含まれていることになる。患者が自宅設置

テレビで受信料を負担しているのであれば、明らかに二重払いとなるので、病室設

置テレビの受信料は免除とすべきではないでしょうか？（団体） 

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 

入院する患者様の多くは自宅で受信料を支払っており、病室でも受信料を負担

することは、受信料の二重払いに当たります。（入院患者様はテレビカードを購入

してテレビを視聴するため、間接的に受信料を負担しています）二重払いを解消

するため、また弱者保護の観点からも、病室内テレビの受信料は免除していただく

よう、ご検討をお願いいたします。 

病室で視聴するテレビの受信契約について、NHKでは下記のとおり定めています。

「常設テレビ＝受信契約が必要」／「持込みテレビ・貸出しテレビ＝受信契約は

不要」どちらも病室内で視聴するテレビであるにも関わらず、受信契約の要否に差

があることは公平性を欠いており、統一いただきたいです。（団体） 
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障害者の障害者割引について答申でも新の情報弱者への減免が述べられていた

が、それについて賛成です。具体的には、真の情報障害者である視覚障害者にた

いする減免方法を以下のとおりあらためられたい。現在は、視覚障害者は受信料

の半額割引であるが、現在NHKのテレビ番組中、音声解説付きの番組はわずか

10%ほどしかないと思う。そこで視覚障害者に対する障害割引率は 50%ではな

く音声解説に対応していない番組数の割合を、そのまま割り引くこと。たとえば、

10%しか音声解説っき番組がないのであれば、受信料は 9 割引にすること。さら

に、公平性合理性をもとめるのならば、NHK の全テレビ番組のそれぞれの視聴

率、高強度を加昧して割引率を決定されたい。たとえば、緊急地震速報テロップ

は、津波情報テロップは必要度が高いが、それには一切音声解説がない。その場

合は、割引率をさらにひきあげること。また、NHK ニュース 7 のように、人気のある

番組つまりは視聴率が高い番組において音声解説がついていない場合は割引率

を引き上げること。そういった変数をも加味して、真の情報障害者である視覚障害

者に対する受信料の割引率を設定すべきである。 

「受信料免除」について?少子高齢化が進むと、ますます、生活保護等、公的扶

助を受ける世帯数の増加が予想される。公的扶助の立法の精神を勘案すると、

現行の免除制度からの後退はあってはならない。それに伴う受信料収入の減少

は、他に転嫁することなく、ＮＨＫの経営努力で解決策を見出すべきである。

（団体） 

人口減少により高齢者の多い地方病院の売り上げが減少しております。利益がほ

ぼ受信料と差のない病院もあり、テレビの買い替えもできない状態です。当社とし

ましては、可能な限りテレビを視聴していただきたいと思うのですが、すべての入れ

替えとなると厳しい状況です。こうした地方病院につきまして、減額をご検討いただ

けると幸いです。 

受信料減免に関して現行のままで問題無いと思われます。自分も生活保護を受

けておりますが、生活保護世帯への減免も不要だと考えております。但し、障害者

向けの減免は継続して欲しいと思います。 

現行の受信料免除は、ＮＨＫの放送の普及という使命に照らして、教育的見地

や社会福祉的見地に立脚し、真に免除が必要な対象に限定して実施されている

ものと考えており、今後もこの基本的な方向性を継続することは適切であると考え

ます。 3.受信料免除生活保護世帯に対する受信料の免除には大きな問題がある。直

ちにやめるべきであり、この免除が多くの日本国民の怒りの基になっていることを自

覚すべきである。解決策は、一旦全ての世帯に受信料を徴収すべきであり最初か

ら免除など百害あって一理無しである。不公平、不合理の最たるもののひとつであ

る。 

1.受信料免除の考え方・限定的に運用する考え方に同意する。・ただし、適用す

る場合には、日本国籍を有する視聴者に限定して欲しい。・すなわち、日本国籍

を有しない視聴者に対しては、受信料免除の優遇措置は適用しない。・そもそも

放送法第一条 1項に記載のとおり、「放送が国民に最大限に普及されて、その効

用をもたらすことを保障すること。」となっている。 

生活保護世帯と障がい者からの徴収免除に反対です。 

受信料免除の制度は不要。 

全般に関わるご意見 

 ◆全体にかかる意見●NHKのあり方については、総務省「諸課題検討会」におい

て検討されているところであり、総務省から「三位一体」改革――すなわち、ガバナ

ンス（企業統治）、業務、受信料それぞれの改革は「相互に密接不可分」であ

るとして三位一体で取り組む考えが強調され、このうちの業務にかかわる改革の一

環として、ネット常時同時配信の議論が行われているところである。昨年１２月の

「諸課題検討会」において、NHK からネット常時同時配信を２０１９年から実

施したい旨の見解が示された際、日本民間放送連盟および民放事業者各社か

ら「議論は始まったばかりであり拙速」、「改革全体での位置づけが見えない」等の

指摘・批判が起きたのも、受信料体系のあり方を含む改革の全体像を NHK 自

身が明確にしていないことが最大の理由である。そうした経緯を踏まえ、NHK は受

信料制度等検討委員会を設置し、１号から３号の諮問をしたと思料される。し

たがって、３号の答申は、三位一体改革全体を俯瞰し、放送と通信の融合時代

にふさわしい受信料体系のあり方を示す内容でなければおかしい。加えて、３号答

申案は、検討の背景において、平成２３年「NHK 受信料制度等専門調査会」

の報告書に言及し、「端末の多様化した環境における『受信設備』『設置』の考え

方、契約の単位等は、引き続き検討すべき留意事項」であったことを特記してい

る。以後すでに６年が経過し、３号答申案もあえて指摘しているとおり、「ＰＣ

諮問第１号「常時同時配信の負担のあり方」、諮問第２号「公平負担徹底の

あり方について」、諮問第３号「受信料体系のあり方」については、ＮＨＫからの

諮問を受け、それぞれ検討し答申（案）概要としてお示ししたものです。 

諮問第３号に先立って答申を行った諮問第１号は、将来的な常時同時配信の

実現した場合の負担のあり方を検討したものです。 

諮問第３号については、メディア環境や社会経済状況について、可能な範囲で

現時点から将来を見通したうえで、答申（案）概要および答申においても、例え

ば、同一生計で別住居である場合の負担のあり方について、常時同時配信の視

聴形態の動向等を考慮することが必要、としています。 

そのうえで、今後も、メディア環境や社会経済状況の変化、常時同時配信の検

討状況等を注視していくことが必要であると考えており、ご意見を踏まえ、その旨の

記述を追加しました。 

また、受信料体系のあり方の検討にあたっては、視聴者・国民の理解等の観点を

重視しました。 

そのうえで、受信料体系のあり方は視聴者・国民の負担のあり方そのものであり、

常に公平性および合理性のあるものとして、広く視聴者・国民に受け入れられるこ

とが必要であることがより明確になるよう、ご意見を踏まえ、その旨の記述を追加し
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（パソコン）・スマートフォン・タブレット等、多様な端末の普及はいっそう進み、可

搬性のある端末も普及してきている」。加えて言えば、この６年の間にはワンセグ

放送視聴機能付きの端末をめぐって裁判も起こされており、一部の地裁判決では

「（放送法は）ワンセグ携帯のような移動しながら受信できる機器が想定されて

いたとは考えられない」として、受信料の契約義務を課すことにできないと指摘され

ている。そのような現状を踏まえれば、放送と通信の融合時代にふさわしい受信料

体系のあり方を示すことは喫緊の課題であることは明らかで、その意味でも答申案

が本来課せられた役割を果たしておらず、全く不十分な内容であることを指摘した

い。●検討の背景として、「メディア環境の変化や社会経済状況等の変化を踏ま

え、見解を求める」と明記されている。その観点に立てば、特に第３号については、

受信料体系のあり方が答申されるべきだが、地上波放送の受信料体系について

は言及しているものの、常時同時配信となった場合については触れていない。１号

答申では、常時同時配信は妥当と結論付けながら、受信料体系という重要な課

題の中で、本答申案の中で触れられていないことにも、不十分と言わざるを得な

い。●現在 NHK に求められていることは、受信料制度全体のあり方と公共放送

の将来像、その中でいかに公平負担を実現させるか、さらにはネット常時同時配

信の費用負担を受信料制度全体の中でどのように位置づけるのかを示す、という

ことにある。３号答申案では、契約単位についての考え方や免除基準といった個

別の論点を並べ、運用面での検討の方向性について可能性を示しているだけに

過ぎず、受信料体系の全体像や将来像が全く提示されていない。本来であれば、

２号諮問、３号諮問でそれらをしっかりと明示したうえで、１号諮問の常時同時

配信の費用負担に関する考え方を明確にすべきだったのではないか。今後は、受

信料制度全体のあり方として１号から３号答申を一体のものとして検討を重ね、

十分な時間をかけて幅広い国民的な議論が行われることを要望する。（団体） 

ました。 

なお、業務・受信料・経営のあり方の一体的な改革については、委員会の答申等

を踏まえ、ＮＨＫにおいて適切に検討がなされるものと考えます。 

●諮問 1 号「常時同時配信の費用負担のあり方」で”受信料型・有料対価型と

も世帯単位が適当である”として、常時同時配信の受信料体系に関して言及して

いるにもかかわらず、本来言及すべき諮問 3号「受信料体系のあり方」では、常時

同時配信の受信料体系への言及がなく、”常時同時配信の実施の動向を見据

えていく必要がある”としか記述していないことは、答申として不十分と言わざるを得

ない。ＮＨＫ受信料制度等検討委員会諮問 1 号、2 号、3 号の意見募集結

果を踏まえ、「業務・受信料・経営の在り方の一体的な改革」（三位一体改

革）の中で、常時同時配信を含む業務の在り方、経営の効率化を含む経営の

在り方とともに、受信料の在り方を検討することを要望する。（団体） 

先ず答申全体の考え方として、諮問第 1 号から第 3 号は一体での検討が必要

であり、更には「業務・受信料・経営の在り方の一体的な改革」(三位一体改革)

の中で検討されるべきと考えます。今回の諮問第 3 号においては、世帯および事

業所の契約単位と、受信料免除対象に関してのみの運用上の個別論点を取り

上げたものにすぎません。「受信料体系のあり方」としての諮問答申としては不十

分であり、4K8K を含む複数放送波への対応や料金体系等、将来を見据えた幅

広い議論を行い、抜本的な改革案を示すことが必要と考えます。その上で、諮問

第１号の答申である、常時同時配信の財源を受信料負担とすることが合理的で

あるかの議論が行われるべきと考えます。（団体） 

たしかに、メディア環境や社会経済状況は刻々変化しており、受信料負担の公平

性を確保すべく現行の「受信料体系のあり方」が妥当であるか、適宜検討を加え

ていくことは必要です。しかし、本第 3号答申案は、受信料体系の全体像や将来

像が提示されることなく、契約単位や受信料免除のあり方など個別の論点を並

べ、可能性や課題を示しているだけに止まっている感があります。また、今般 3 つの

諮問が別個になされましたが、受信料制度全体のあり方と公共放送の将来像、

その中でいかに公平負担を実現させるか、その上で常時同時配信の費用負担を

受信料制度全体の中でどのように位置付けるのかなど、今後 3つの答申を一体の

ものとして十分な時間をかけて検討し、広く国民的な議論がなされることが必要で

あると考えます。（団体） 

◆全体にかかる意見・受信料体系のあり方について検討されることは公平負担徹

底、適切な制度設計の基盤として検討されるべきものと捉えていますが、放送と通

信の融合が実現していく過程にふさわしい内容になっているかはなはだ疑問のある

内容です。メディア環境の変化からサービスの多様化を提案していますが、諮問第

1号常時同時配信において費用負担については、制度設計に時間がかかることを
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理由に当面の暫定措置を検討、一定期間は無料で提供することも検討するよう

に答申されています。設備投資と回線コストからの採算モデルが決まらない中での

スタートは受信料体系のあり方そのものが十分な検討内容となっているとはいえ

ず、性急に結論を急いでいる印象がぬぐえません。 

１号答申に続く２号、３号答申案となりましたが、３号答申案は契約単位につ

いて「世帯単位」を維持しながらも「個人単位」「機器単位」も今後の検討課題と

しています。テレビのみならずパソコンやスマホを新たなメディア環境として考察するう

えで重要な課題だと考えますが、１号から３号までを通して常時同時配信の負

担を受信料制度全体の中でどう考えるか、一つ一つの課題を検討して国民の議

論としていくことを要望します。（団体） 

第１号諮問「常時同時配信の負担のあり方について」答申案に対して、当社から

は「「常時同時配信の負担のあり方」を考えるうえで、最も重要な論点は「受信料

制度との整合性」である。ＮＨＫ受信料制度等検討委員会には「負担のあり

方」のほか「公平負担徹底のあり方」「受信料体系のあり方」が諮問されており、こ

れら３点は併せて評価されるべきものと考える」との意見を提出しました。第２号

諮問「公平負担徹底のあり方について」の答申案概要には、公平負担の徹底に

ついて「その結果としての受信料収入の増加は、放送サービスの充実や視聴者・

国民の負担軽減等という形で還元につながる」との記載があり、また第３号諮問

「受信料体系のあり方について」の答申案概要には、「メディア環境や社会経済状

況が変化するなかで（中略）現行の受信料体系のあり方について、その妥当性

をあらためて検討する必要がある」との記載があります。このたびの第２号・第３号

諮問の答申案では、現行制度の運用に関わる議論に終始しており、この「視聴

者・国民への還元」や「メディア環境が変化するなかでの受信料体系のあり方」に

ついて、まさに将来を見据えた広い視野からの議論が充分に反映されていないこと

を遺憾に思います。常時同時配信を含めた受信料制度の全体にわたる今後のあ

り方について、受信料制度等検討委員会においてどのような議論がなされたのか、

またＮＨＫとしてどのように考えているのかを、私ども放送事業者のみならず、視聴

者・国民の皆さまに、速やかに分かり易く説明して頂くことを要望します。（団体） 

NHK 受信料制度等検討委員会諮問第３号「受信料体系のあり方について」の

答申（案）概要に関する意見◆受信料とはＮＨＫが公共放送としての使命を

果たすために認められた国民負担であると考えます。従って、受信料体系のあり方

については広く、視聴者・国民の合意を得ることが不可欠です。そのためには、視

聴者・国民に対して、充分な時間をかけて、その意義や妥当性などを幅広く丁寧

な説明をすることが必要です。◆ＮＨＫ受信料体系のあり方については、本案件

を個別に議論し、結論を出すのではなく、密接に関わる諮問 1号、諮問２号と併

せて検討を進めるべきです。ワンセグ機能付き携帯の受信料を巡る訴訟におい

て、一部の地裁判決では受信料の契約義務を課すことができないと指摘されてい

ます。そのような現状からも 1 号から３号併せての議論でなければなりません。も

し、その議論が出来ないのであれば、ＮＨＫは常時同時配信を実施することだけ

を目的に、今回の答申（案）を作成したのではないかという疑念を抱かざるを得

ません。また、同様に、現在「放送に関する諸課題検討会」でも議論されている

「NHK の業務の在り方」、「NHK の経営の在り方」などのいわゆる「三位一体改

革」の議論とも併せて検討を行うことを強く要望します。◆公共放送の性格に照ら

して、適切な事業規模に見合った受信料収入及び受信料体系であるべきです。

受信料収入の過度な増大につながる受信料体系への変更には反対します（団

体） 

NHK の改革については、総務省から「企業統治」「業務」「受信料」の三位一体

改革が求められており、このうち業務改革の一環としてネット常時配信の議論が行

われている。NHK は 2020 年の東京オリンピックを前に 2019 年から実施したい

旨の見解を示しているが、これに対して民放連などからは拙速だなどとして批判の

声が上がっている。これはNHKが、常時ネット配信の検討を踏まえながらも、そうし

た時代における受信料制度の全体像を示していないことに他ならない。NHK は放

送・通信融合時代を見据えて、将来の業務の姿および受信料体系の全体像を

示すべきである。（団体） 

今後、テレビ受像機の世帯設置率が下降し、さまざまなデバイスによる視聴が増

加していった場合、受信料のあり方に関して再検討の可能性もあるかとは思います

が、まず、前提となる、インターネット同時配信開始の検討にあたっては、民放への
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影響も十分考慮し、あくまでも放送の補完的な位置づけとし、放送法との整合

や、著作権等を適切に処理できる制度作りを整えたうえで、その必要性や現行の

受信料制度との整合性に関する議論及び国民への説明を尽くし、進めていくこと

が重要であると考えます。その受信料の設定によっては、テレビ受像機でのネット同

時受信を推し進め、それがつまるところ、民放経営における選択の幅を狭めること

にならないよう、民放事業者への影響にも十分配慮しながら進めていくことを要望

します。（団体） 

●諮問第２号「公平負担徹底のあり方について」答申（案）概要は、公平負

担の徹底と営業経費の抑制を図るために適切な制度整備のあり方について、諮

問第３号「受信料体系のあり方について」答申（案）概要は、世帯および事業

所における契約・受信料免除の合理的なあり方について、それぞれ見解を求めた

ものであり、これで先に示された諮問第１号「常時同時配信の負担のあり方につ

いて」答申（案）概要と合わせて３つの答申が出そろいました。●この３つの諮

問事項は密接に関係しあうものであり、「放送を巡る諸課題に関する検討会第一

次取りまとめ」でも、「ＮＨＫの業務・受信料・経営の在り方は、相互に密接不可

分なものであり、一体的に改革を進めていくことが必要である」とする“三位一体改

革”が提言されており、受信料制度の見直しはこの三位一体改革の中で検討が

行われるべきだと考えます。受信料制度の検討と並行して、ＮＨＫの業務内容や

組織のあり方の見直しや、公共放送の果たすべき役割を再定義することが不可欠

と考えます。●本答申は受信料体系のあり方に関するものですが、一般家庭や事

業所における契約単位や受信料免除の在り方など、運用上の個別論点を取り上

げたものに過ぎず、将来を見据えて受信料体系の全体像を示すものとはなってい

ないと考えます。今後の新しいサービス等の財源との関係性を含めて、幅広い観

点から検討が重要と考えます。（団体） 

◆全体にかかる意見●NHK からネット常時同時配信を 2019年から実施したい

旨の見解が示された際、日本民間放送連盟および民放事業者各社は受信料

体系のあり方を含む改革の全体像を NHK 自身が明確にしていない現状から「議

論は始まったばかりであり拙速」、「改革全体での位置づけが見えない」ことを指摘

した。そうした経緯を踏まえて 1 号から 3 号の諮問をしたと思われるが、3 号の答

申案は放送と通信の融合時代にふさわしい受信料体系のあり方を示す内容では

ない。戦後、政府・企業等の圧力に屈しない公共放送には、いかなる組織にも依

存しない体制が必要であることから、放送の受益者より負担金を徴収するという受

信料制度が誕生した。放送法第 64 条第 1 項において、NHK の放送を受信す

ることができる受信設備を設置したものは NHK と受信契約を締結することが規定

されているが、世帯、個人、機器等の単位で契約することが規定されているわけで

はない。各世帯の固定受信設備の台数も様々なうえ、答申案でも指摘していると

おりＰＣ・スマートフォン・タブレット等の端末も普及してきている。今までの制度にと

らわれず、「放送の受益者より負担金を徴収する」という基本を土台にして検討す

ることが重要であると考える。電気料金が使用量に関わらず定額であったら受益者

負担の原則から外れるのと同様、現在の受信料体系は受益者負担の原則から

外れている。常時同時配信の重要性は認識しているが、放送と通信の融合時代

にふさわしく、国民・視聴者の理解が得られる受信料体系のあり方を示すことは喫

緊の課題である。その意味で答申案が本来課せられた役割を果たしておらず、全く

不十分な内容である。●１号答申では常時同時配信は必要であり妥当であると

結論付けながら、常時同時配信が始まったときの受信料体系のあり方について本

答申案の中で触れられていないことは、不十分である。●現在 NHK に求められて

いることは、受信料制度全体のあり方と公共放送の将来像、その中でいかに公平

負担を実現させるか、さらにはネット常時同時配信の費用負担を受信料制度全

体の中でどのように位置づけるのかを示す、ということにある。3 号答申案では、既

存の枠組みのなかで、契約単位、免除基準といった個別の論点を並べているに過

ぎず、受信料体系の全体像や将来像が全く提示されていない。本来であれば、2

号諮問、3号諮問でそれらをしっかりと明示したうえで、1号諮問の常時同時配信

の費用負担に関する考え方を明確にすべきである。今後は、受信料制度全体の

あり方として 1 号から 3 号答申を一体のものとして検討を重ね、十分な時間をか

けて幅広い国民的な議論が行われることを要望する。（団体） 

● 諮問第２号「公平負担徹底のあり方」は、公平負担の徹底と営業経費の抑

制を図るために適切な制度整備のあり方について、諮問第３号「受信料体系の
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※いただいたご意見につきましては、抜粋の上、原文の表記のまま掲載しています。 

 

 

  

あり方」は、世帯および事業所における契約・受信料免除の合理的なあり方につ

いて、現行の受信料制度を前提にそれぞれ見解を求めています。しかしながら、諮

問第１号「常時同時配信の費用負担のあり方」を答申したにも関わらず、新たな

サービスを見据えた公平負担徹底や受信料体系のあり方に言及しないことは強い

違和感を覚えるところであり、諮問第２号、第３号の答申（案）概要の内容は

極めて不十分であると言わざるを得ません。総務省「放送を巡る諸課題に関する

検討会 第一次取りまとめ」（平成２８年９月）が提言するように、受信料制

度の見直しは「業務・受信料・経営の在り方の一体的な改革」（三位一体改

革）の中で検討されることが望ましいと考えます。（団体） 
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その他のご意見と委員会としての考え方 

 

諮問第 3号「受信料体系のあり方について」答申（案）概要への直接的なご意見ではありませんが、今回の意見募集にあわせて、さまざまなご意見・ご感想などもいただきまし

た。貴重なご意見として承るとともに、その中の主な意見について、その要約と委員会としての考え方をまとめました。なお、ＮＨＫについて皆さまから寄せられる一般的なご質問や

ご意見に対するＮＨＫの考え方については、ＮＨＫのホームページで公表されておりますので、ご参照ください。 

 

 いただいたご意見の要約 委員会としての考え方 

 いわゆる有料スクランブル方式の放送とすべき、有料放送のようにサービスの対価と

すべきというご意見をいただきました。 

いただいたご意見につきましては当該諮問の対象外となります。 

なお、いわゆる有料スクランブル方式については、諮問第２号「公平負担徹底のあ

り方」に関わるご意見として、委員会の考え方を別途お示ししています。詳しくは、

こちらをご参照ください。 

・諮問第２号答申（案）概要に関する意見募集について 

（ＵＲＬ） 

：http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/index2.html 

いただいたご意見の中に、諮問第１号「常時同時配信の負担のあり方について」

に対するご意見、諮問第２号「公平負担徹底のあり方について」に対するご意見

が含まれておりました。 

いただいたご意見につきましては当該諮問の対象外となります。諮問第１号「常時

同時配信の負担のあり方について」、諮問第２号「公平負担徹底のあり方につい

て」に関わるご意見につきましては、いただいたご意見をとりまとめ委員会としての考

え方を別途お示ししています。詳しくは、こちらをご参照ください。 

・諮問第１号答申（案）概要に関する意見募集について 

（ＵＲＬ） 

：http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/index.html 

・諮問第２号答申（案）概要に関する意見募集について 

（ＵＲＬ） 

：http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/toshin/index2.html 

今回の意見募集の方法について、「期間が短すぎる」「入力フォームの構成が不適

切」等のご意見をいただきました。 

今後、意見募集を行う際の参考とさせていただきます。 

その他にも、「公共放送のあり方」や「事業運営」「放送内容」「営業活動全般」

「ワンセグ機能付携帯電話・カーナビの受信契約」「受信料額」等に関するご意見

をいただきました。 

ＮＨＫにおいて、今後の事業運営の参考とされるべきものだと考えます。 
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