
(放 送受信契約の解約 )

第 9条  放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなつたときは 直ち
に、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放 送受信契約者の氏名および住所
(2)放 送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受 信機を住所以夕|の場所に設置していた場合はその場所
(4)放 送受信契約を要しないこととなつた事由

2 NHKに おいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは i・送受信契約は、前項の届け出
があつた日に角牢約されたものとする。ただし 放送受信契約者力りF常災害により前項の届け出をすることができ
なかつたものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約さllたものとすることがある。

3 NHKは 、第 1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合 屋け出時に遡り 放送受信契約は解約
さllな いものとすることができる。

(放 送受信料の免除)

第 10条 放送法第 64条第 2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約については 申請により

放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除す
ることがある。

2 前項本文による免除のEF請 をしようとする者は 免除を受けようとする理由 放送受信契約の種別ならびにテ
レビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に 理由の証明書および受
信機の設置見取図を添えて 放送局に提出しなければならない。

3 第 1項本文により 放送受信料の免除を受けている者は 免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を

放送局に届け出なければならなしヽ.

4 11H Kは 、免除基準に定めるところにより、定期的に 第 2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を

発行する者への照会等により、第 1頂本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存
続していることを調査するものとする。

5 11H Kは 免除の事由が存続していることを確認するため、第 1項本文により放送受信料の免除を受けてい
る者に対し 免除の理由の証明書の提出を求めることができる。

6 NHKは 、第 4項または前項によっても免除の事由が存続していることを確認できない場合 その者の放送
受信契約については、放送受信料を免除しないものとする。

(放送受信料の精算 )

第 11条  放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受
ξ料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合 第 5条第 1項または第 2項に定める前払額による支
払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。
(1)経過期間が 6か月に満たない場合には 支払額から経過期間に対する放送受信14額を差し引いた残額
(2)経過期間が 6か月以上である場合には 支払額から経過期間に対し支払うべき額につき 第 5条第 1項ま

たは第 2項に定める前払額により支払つたものとみなして算出した額を差し引いた残額
2 放送受信契約の種別、前条の適用または第 5条の 2か ら第 5条の 5までの特例の適用に変更があつた場合に
おいて すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは 精算して 返れいしまたは追徴する。

3 放送受信T4が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があつたときは、改定額により精算し
て、返llい しまたは追徴する。

4 本条第 1項から第 3項までの返れいについて、llH Kは 、その額を翌期以降の期分の放送受信料 (第 5条第
1項または第 2項に定める前払額による支払者については 次国以降の前払期間分の放送受信料)の支払い

に充当することができる。

(放送受信契約者の義務違反)

第 12条 放送受信契約者が次の各号の 1に該当するときは 所定の放送受信料を支払うまか その 2倍に本□
当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があつたとき

(2)放送受信14の免除の事由が,肖 減したにもかかわらま その届け出をしなかつたとき

(支払いの延滞)

第 12条 の 2 放送受信契約者が放l・・受信料の支払いを 3期 分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払
うほか、1期あたり20%の 割合で計算した延滞利患を支払わなくてはならない。

(NHKの免責事項および責任事項)

第 13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは 、その責任を負わない。
2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかつた場合は 特別契約を除く放送受信
契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかつた場合の当該月分の放送受信料は、
衛星契約のときは地上契約の料額とし 特別契約については 当該月分の放送受信米‖まil収しない。

(放送受信者等の個人情報の取り扱い)

第 13条の 2 NHKは 、i7送受信契約の事務に関し保有する放送受后者等 倣 送受信者等の個人情報保護に

関するガイ ドライン (平 成29年 4月 27日総務省告示第 159号。以下「ガイ ドライン」という。)第 3条第 2号
に規定する放送受信者等をいう。)の 氏名および住所等の情報 (以 下「個人情報Jと いう。)こ ついては イ国人情

報の保護に関する法律 (平 成 15年法律第57号 )個人情報の保護に関する基本方針 (平 成 16年 4月 2日 間議

決定)お よびガイ ドラインに基づくはか拐 Jに 定めるNHK個 人1青報保護方針およびNHK個 人情朝保護規

程に基づき これを適正に取り扱うとともに その取り扱いの全部または一部の委託先に対 し 必要かつ適

切な監督を行なう。
2 前項の個人情幸尺の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送 I‐ 信料の収細のほか、免除基準の適用、
放送の受信に関する相談業務、NHK共 同受信施設の維持運営、放送やイベントのお矢□らせ、放送に関する調
査への協力依頼をその利用の目的とする。

(規約の変更)

第 14条 この規約は 総務大臣の認可を受けて変更することがある。

(規 約の周知方法)

第 15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によつて周矢□する。

付 則
(施行期日)

1 この規約は 平成29年 5月 30日から施行する。

(アナログ放送の終了に関する措置)

2 第 9条の規定にかかわらま 放送受信契約者が llH Kの テレビジョン放 l・・のうちアナログ方式の放送 (以下
「アナログ放送Jと いう。)の終了にl■ い NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり 第 1条第
2項 に定める受信機の言ミ置わヾないこととなつたときまアナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日Jと い
う。)か ら1年以内に、次の事項をbl■ 送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)設置がないこととなつた受信機の数
(3)受信機を住所以夕|の場所に設置していた場合はその場所
(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情

3 11H Kに おいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は アナログ放送
終了日に終了したものとする。

4 NHKは 、付員J第 2項の届け出の内容に虚偽があること力畔J明 した場合、アナログ放送終了日に遡り放lI受

イ言契約が終了しないものとすることができる。
5 付員J第 3項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における第 5条第 1項の適用について
は 同項中「第 9条第 2項の規定により角翠約となつた月Jとあるのは「アナログ放送終了日の属する月Jと 、「受信
機を設置した月に解約となつたJと あるのは「受信機を言曼置した月にアナログ放送終了により放送受イ言契約が終
了したJと し、付則第 3項の規定により放送受信契約が終了した場合における放l・・受信料の精算については 第
11条第 1項を準用する。この場合において、「解約」とあるのは「終了Jと 読み薔えるものとする。

6 第 3条第 2項の規定にかかわらま 衛星契約を締結している放送受信契約者il、 アナログ放送終了により、
地上系によるテレLLジョン放送のみを受信できることとなつたときは アナログ放送終了日から1年以内に 次
の事IElを記載した放送受信契約書を放送局に提出しなけllばならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)変更にかかる受信l‐の数
(3)受 信IIを 住所以夕|の場所に設置していた場合はその場・●
(4)受信できる放送の種類に変更が生じた事由

ア 付貝J第 3頂および第 4頂の定めは 前項の規定による放送受信契約種別変更の場合につしヽて準用する。こ
の場合において「前項各号」とあるのは「付則第 6項各号Jと、「終了しJと あるのは「衛星契約から地上契約に
種別変更されJと

「付則第 2項の届け出Jと あるのは「付ヨJ第 6項の提出Jと :売み替えるものとする。

別表 1沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額 (第 5条第 2項関係 )

種 月」 支払区分 月 額 6か月前払額 12か 月前払額

地上契約
□座 フレジット 1.105円 6.300円 12255円
継続振込等 1155円 6585円 12810円

衛星契約
□座 クレジット 2,075円 11,840円 23,030円
継続振込等 2,125円 12125円 23,585円

鮫濾雙鐘橙鶉の総暉賑込蝙や

轍鸞のご炒鱚
(午前 9時～午後 8B寺 土・日・祝日も受付)

難鷺饂蛉瞼瘍暉瘤鸞饒隕饒憑

躙鰈鯰颯⑮鯰繭瘍抒当鯰

'マ

IP電話等をご利用で左記の
フリーダイヤル・ナビダイヤルがつながらない場合は

8050・ 3786Ⅱ 5003
(午前 9時～午後 8時 土・日・祝日も受付)

饂之哩鰺纏錢つい電の

な鶴輔禽鶴彗

(午前 9日寺～午後 8時 土・日・祝日も受付)

溌妙ば鑢醸瘍釉鸞鑑鶉する

齢蛉bゝ念鵜鸞

(午前 9B寺～午後 8時 土。日・祝日も受付 )

豪:鷲 瘍嘔已り難鸞鼈瑣蝙隣鼈
IP電話等をご利用で左記のナビダイヤルがつながらない場合は

8050‐3786・ 5005(東日本)`1050・ 3786・ 5006(西 日本)

(午前 9時～午後 8時 土・日・祝日も受付 )

鶯纏壌ど織鐵響鶴

齢爾懸量機撃。ど議斃
(午前 9時～午後 10時 土・日・祝日も受付 )

躙飩屹鱚灯饂畿瘍瘍蟷鯰蟷玲
IP電話等をご利用で左記のナビダイヤルがつながらない場合は

8050‐3786・5000 FAX 03・ 5453・ 4000
(午前 9時～午後 10時 土。日・祝日も受付 )

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

1= 轟下饉子

青薬 菅野 よう予

題字 Maaya Wakasug‡

繕り や材梅雀

主〕寅 柴咲観ナ

大 )可 ドラマ

4sんな颯ユ

(日 )午後 8:00～ ほか      (日 )午後 6:00～
=攻

選 鵬織が菱更にな4場合が轟 ります,ご了承 くださ |ヽ .

NHK営業局 201707


