
 

 

 

平成３０年５月２２日 

 

平成２９年度末 受信料の推計世帯支払率（全国・都道府県別）について 

 

平成２９年度末のＮＨＫ放送受信料の推計世帯支払率は、全国値で７９．７％となり、  

２８年度末と比べて１．５ポイント向上しました。 

都道府県別の世帯支払率の推計は、２４年９月に２３年度末値を公表して以降、今回で 

７回目となります。 

推計結果の概要は以下のとおりです。 ※ 都道府県別の詳細は別紙参照 

 

 

 ■全国値 ２９年度末 ７９．７％  ※ 事業所を除く 

（２８年度末 ７８．２％から１．５ポイント向上） 
    

・全国値を上回る都道府県 ４０ 
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・富山 

石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山 

広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 

 

・全国値を下回る都道府県  ７ 
北海道・東京・京都・大阪・兵庫・福岡・沖縄 

 

■都道府県別の状況 

・山口県を除く４６都道府県で、前年度値よりも向上 

・年間で最も伸びたのは和歌山県で、２．４ポイントの向上 

・大都市圏では、大阪府と兵庫県で、２．２ポイントの向上 

・推計世帯支払率が９０％を超えているのは、秋田、新潟、島根、山形、岩手、富山、

鳥取、青森、福井、岐阜の計１０県で、２８年度末から２県増加 

 

 

今後も引き続き、視聴者の皆さまに公共放送の存在意義や受信料制度について丁寧に説明

し、ご理解をいただきながら、公平負担の徹底に向け取り組んでまいります。 
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「推計世帯支払率」とは 

 

○ 支払率は、受信料の公平負担の状況を表す指標として、算出しています。        

今回公表した「推計世帯支払率」とは、受信料をお支払いいただく対象世帯のうち、

実際にお支払いをいただいている世帯の割合を示した数値です。 

 

○ ＮＨＫでは、２３年度末値から都道府県別の推計世帯支払率を公表することと 

しました。毎年度末の推計結果を公表することで、ＮＨＫの契約・収納活動の   

説明性、信頼性の向上につなげていきたいと考えています。 

 

 

世帯支払率の推計方法 

 

○ 契約対象数を分母、支払数（世帯契約数－未収数）を分子として算出しています。 

 

○  分母となる契約対象数は、国勢調査等に基づく総世帯数から免除となる世帯等を

差し引く等して推計しています。分子となる支払数は、ＮＨＫで把握している実数

です。 

 

○  詳細は、別添資料（『推計世帯支払率の算出方法（全国）』）をご参照ください。 

 

 

都道府県別の差の要因 

 

○ 世帯の移動が多いことや、単身世帯や共同住宅の割合が大きく面接が困難である

こと等、ＮＨＫの契約・収納活動に係る様々な地域性の違い等が、支払率の差の  

主な要因であると考えています。 

 

 

推計結果の今後の活用 

 

○ 今回の推計結果からも、都道府県別の支払状況が明確になっています。具体的に

は、大都市圏では支払率が低い傾向があり、逆に地方圏では支払率が高い傾向が 

あること等です。 

 

○ 受信料の公平負担を徹底し、支払率を向上させていくことはＮＨＫの重要課題の

一つです。今後、各都道府県別の課題を掘り下げて検討しながら、支払率の向上に

向け効果的な契約・収納活動を推進し、公平負担の徹底を図っていきたいと考えて

います。 

「都道府県別推計世帯支払率」に関する解説 


	① 180522　支払率公表・報道資料（HP掲載用）
	★② 180522　29年度末推計世帯支払率
	★③ 180522　29年度 推計世帯支払率の算出方法（全国）
	④ 180522　支払率公表ＦＡＱ（解説）ＨＰ用

