
 

仕 様 書 

 

１．件名 

放送受信料の契約・収納業務 

業務開始時の対象地区は、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４

「業務開始時の対象地区」のとおりとする。 

 

２．仕様内容  

（１）対象業務の内容 

   以下の業務を包括的に委託することとし、効率的・効果的な実施の手段・方法に

ついては、受託者の提案に委ねるものとする。 

（ア）放送受信料の契約・収納業務 

ＮＨＫ営業システムの携帯端末を使用し、以下の業務を行うものとする。 

① 対象地区内の「全戸点検」（※１）による放送受信契約未契約者の点検、

放送受信契約の締結および放送受信契約者の転入に伴う住所変更の手続き 

② 放送受信料の未収者（※２）に対する収納および収納督励（※３） 

③ 放送受信料の口座振替・クレジットカード継続払(以下、「口座/クレジッ

ト」という。)の勧奨と手続き 

④ 放送受信契約者の契約氏名等の各種変更手続き 

⑤ 放送受信契約者の転出等の手続き 

⑥ 訪問・面接時等の結果登録 

 

①および②の業務にあたっては、事業所の対策を含め、全戸点検による訪問

を繰り返し行うものとする。 

①および②の業務にあたって収納した放送受信料は、当日または翌日（当該

日がＮＨＫの指定する口座の金融機関の休日にあたる場合は、その後の最初の

営業日）までにＮＨＫの指定する口座に振り込むものとする。 

③の業務にあたっては、新規契約時をはじめ、面接時等機会あるごとに利用

勧奨を行うものとする。 

各業務の実施にあたっては、受託者提案の手法により効率的・効果的に遂行

するものとするが、視聴者の公共放送、受信料制度への信頼維持および理解促

進に最大限配意するとともに、ＮＨＫの事業運営に役立てるための視聴者意向

収集にも努めるものとする。 

受託者は、各業務の実施にあたって、必要に応じて視聴者に配付する資材類

を独自に作成することができる。ただし、上記の観点から、事前にＮＨＫに内

容の確認を行うものとする。 

受託者は、各業務の実施にあたって、受託者内の業務管理ならびにＮＨＫと

の窓口の役割を果たす管理者を配置するものとする。 

（※１）「全戸点検」とは、ＮＨＫ営業システムの携帯端末に登録された視聴者・
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空家情報と対象地区における全家屋（事業所含む）を一軒一軒照合のうえ、

契約のない世帯・事業所を訪問して居住・テレビ設置・転居の有無等を確認

することをいう。 

（※２）一時的に、口座/クレジット支払が振替不能になった者、継続振込支払

で未払込の者を除く。 

（※３）未収者については、年２回以上、そのすべてに書面による収納督励を

ＮＨＫが実施する。 

 

（イ）報告書等の作成業務 

ＮＨＫが行う業務との連携を確保する観点から、月単位に業務計画の概要を対

策シフト表として作成し提出するとともに、以下の事項について取りまとめて、

対象地区を担当するＮＨＫの局・センターへ報告するものとする。 

① 日次報告 

原則、業務実施日の当日または翌日、ＮＨＫ営業システムの携帯端末の送受

信により報告するものとする（別途日々業績報告を求めることがある。）。 

② 週間報告 

原則、月間３回（報告日は別途設定）、放送受信契約書・住所変更届等の帳

票等を添付した上で、業務実施地域、収納金額・枚数、取次件数、携帯端末

で使用するロール紙使用数等の業務実施結果をＮＨＫ所定の報告書にまと

めて報告するものとする。 

 

（ウ）契約・収納業務に付随する視聴者対応 

視聴者から当該契約・収納業務に関わる問合せや苦情等があった場合は、必要

に応じて訪問・電話等により、解決に向けた最善の視聴者対応と必要な処理を

行うものとする。 

なお、ＮＨＫが視聴者から直接受けた電話等で視聴者対応や現地確認が必要な

ものはＮＨＫから対応・確認を指示することがある。 

 

（エ）携帯端末の使用に付随する業務 

ＮＨＫ営業システムの携帯端末の使用者登録や業務データの交付・返戻等を行

うものとする。 

 

（オ）資材類の管理 

ＮＨＫ営業システムの携帯端末やプリンター、携帯端末で使用するロール紙等、

ＮＨＫから交付された資材類の管理を行うものとする。 

 

（カ）適正な取次および視聴者対応を確認する業務 

①受託者は、業務担当者の取次内容について、適正な取次および視聴者対応が

なされたことを、業務ガイドブック「Ⅲ報告書の作成（４）適正な取次およ

び視聴者対応がなされたかの確認」の定めに従い、管理責任者に確認（ただ
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し、下記②に定める電話による視聴者への連絡等の方法は除く。）させたう

えで、ＮＨＫへ週間報告するものとする。 

②要求水準構成項目の地上および衛星の新規取次、地上および衛星の転入取次、

衛星契約変更取次、支払再開取次を対象に、適正な取次および視聴者対応が

なされたことを電話による視聴者への連絡等の方法により確認する業務を

行うものとする。実施結果は各月ＮＨＫへ報告するものとする。 

 

（２）契約期間・準備期間・業務実施期間等 

 （ア）契約期間 

    平成３０年８月１日～平成３３年１１月３０日 

 

（イ）準備期間 

    平成３０年８月１日～平成３０年１１月３０日 

準備期間には、ＮＨＫに関する知識・貸与する携帯端末等の使用方法の習熟

のため講習会へ参加することができる。 

 

（ウ）業務実施期間 

    平成３０年１２月１日～平成３３年１１月３０日 

 

（エ）契約期間の延長 

本契約期間の満了１０か月前の末日時点において、下記条件のいずれも満た

す場合、双方協議の上、期間満了の日の翌日から起算してさらに２年間延長で

きるものとする。 

・ 受託者において、上記時点における要求水準ごとの実績の合計が、同時

点における要求水準の合計の９０％以上であること 

・ 受託者において、本契約期間の満了時点においても全要求水準の達成率

９０％以上が見込まれること 

・ 受託者において、業務実施プロセスに特に問題がないと認められること 

・ 受託者において、ＮＨＫが定める一般競争および企画競争に参加する者

に必要な資格を引き続き、満たしていること 

・ 受託者において、ＮＨＫが定める「評価基準」を引き続き、満たしてい

ること 

・ 契約期間の延長に関し、評価委員会の承認があること 

 

上記（エ）に基づき、本契約期間を延長した場合の委託費については２（４）

（ウ）⑤によるものとする。 

 

（３）対象地区等 

（ア）業務開始時の対象地区は、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１

４「業務開始時の対象地区」のとおり 
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※ 対象地区等の詳細は、〔別紙〕「業務開始時の対象地区一覧」を参照のこと。 

※２（４）（イ）において定義する要求水準（本（３）において、以下、単に「要

求水準」という。）の明示にあたり、対象業務のうち、第１期の対象地区の

一部について必要に応じて縮小する（〔別紙〕「対象地区想定業績一覧」参照）。 

※ 期とは、第１期(４～５月)、第２期(６～７月)、第３期(８～９月)、第４期

(１０～１１月)、第５期(１２～１月)、第６期(２～３月) 

※ 上記対象地区内において、ＮＨＫが指定する一部の地域・集合住宅・会社等

の寮・事業所は除くものとする。 

※ ２（３）（イ）②により、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～

１４「契約期間中の変更可能地区」を協議により対象地区とすることができ

る（〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４「契約期間中の変

更可能地区」を参照）。 

 

（イ）対象地区の一部の変更（地域入替、追加・縮小） 

① 業務委託期間の途中において、別途協議の上、近隣の小規模地域（〔別紙〕「対

象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４「契約期間中の変更可能地区」を

含むが、これらに限られない。）について、上記（ア）の対象地区に追加する

ことがある。その場合は、要求水準に拡大した地域の要求水準を加えるもの

とする。 

② 各年度の４月・１０月に双方協議の上、次のとおり対象地区の一部の変更を

することができるものとする。 

（ⅰ）２（４）（ア）の各年度総数取次の想定業績の５０％を上限とするＮＨ

Ｋが指定する地域を縮減し、縮減する地域の規模に相当する規模のＮＨ

Ｋが指定する地域を追加する対象地区の入替を行う。また、２（４）（ア）

の各年度総数取次の想定業績の１０％を上限とするＮＨＫが指定する地

域を追加・縮小する対象地区の変更を行う。 

（ⅱ）２（４）（ア）の各年度総数取次の想定業績の１０％を超えて２０％を

上限とするＮＨＫが指定する地域の追加・縮小する対象地区の変更を行

う（この場合は、要求水準に追加・縮小した地域の要求水準を反映する

ものとする。）。 

※ 「年度」とは、毎年４月１日から翌年の３月３１日までをいう。ただ

し、初年度については、本契約期間の初日から、最初に到来する３月

３１日までをいう。  

※ 上記（ⅰ）（ⅱ）については、両方またはいずれか一方の変更につい

て協議することができる（上記（ⅰ）に定める地域の入替と地域の追

加・縮小についても両方の協議をすることができる。）。ただし、上記

（ⅰ）に定める地域の入替については、各年度毎に２（４）（ア）の

各年度総数取次の想定業績の５０％を上限とする。 
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（ウ）契約期間の延長時における対象地区の一部の変更（追加） 

上記２（２）（エ）の契約期間の延長に併せて、双方協議の上、契約期間の延

長前の直近の年度における２（４）（ア）の総数取次の想定業績の２０％に相当

する規模を上限とするＮＨＫが指定する地域を追加する対象地区の変更を行う

（この場合は、要求水準に追加した地域の要求水準を加えるものとする。）。 

 

   ※ 契約期間の延長後１年経過時にも再度同様の条件で協議することができるも

のとする。但し、対象地区の変更により追加することができる地域の規模は、

契約期間の延長前の直近の年度における２（４）（ア）の総数取次の想定業績

の２０％に相当する規模を上限とする（延長時において追加した地域と合計

して、契約期間の延長前の直近の年度における２（４）（ア）の総数取次の想

定業績の２０％に相当する規模を上限とする。）。 

 

（４）事業実施に関して確保されるべき事業の質 

（ア）想定業績 

企画競争参加者が企画提案をするにあたっての参考値として、業務実施期間に

おける想定業績をＮＨＫが算出するものとする。想定業績は、２（４）（イ）①

（ⅰ）〔要求水準の設定の考え方〕によって、業務実施期間の直近年度の数値に

より算出するものとする（〔別紙〕「対象地区想定業績一覧」参照）。 

※ 各地区の想定業績は、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４

「対象地区想定業績一覧」を参照のこと。 

 

（イ）本事業に関する要求水準 

事業実施に関して確保されるべき業務の質を確保するため、受託者に対して事

業の達成目標として要求水準（以下、「要求水準」という。）を設定するものと

する。 

① 放送受信料の契約・収納業務 

(ⅰ)要求水準の設定 

ＮＨＫが収支予算・事業計画で定める受信料収入を確保し、放送受信料

の支払率を向上させるために必要な取次数を設定し、これを要求水準とす

る。 

要求水準は、下記〔要求水準の設定の考え方〕で期ごと総数・衛星・支

払再開・口座/クレジットの取次ごとにＮＨＫが算出し、受託者に対して

書面で明示するものとする。ただし、期ごとの要求水準の総数取次数は、

２（４）（ア）の想定業績の総数取次に対して１０％を超えてかい離する

設定は行わないものとし、また、２（３）（イ）①、②（ⅱ）、２（３）（ウ）、

２（４）（イ）①（ⅴ）により対象地区を追加・縮小（縮減）した場合は、

要求水準に追加・縮小（縮減）した対象地区の要求水準を反映するものと

する。 

要求水準の明示は、業務開始時については、業務開始月から最初に到来
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する３月もしくは９月までを契約者決定後の準備期間中に、次回以降は毎

年４月から９月、１０月から３月（業務終了時は、４月もしくは１０月か

ら業務終了月まで）を前月末までにそれぞれ明示する。 

※ 総数の取次とは、地上契約・衛星契約の新規・転入取次をいう。 

※ 衛星の取次とは、衛星契約の新規・転入取次、地上契約から衛星契約

への契約変更取次をいう。 

※ 支払再開の取次とは、未収者から、収納または口座/クレジットの取

次を行い、支払いを再開することをいう。 

なお、未収者については、年２回以上、そのすべてに書面による収納

督励をＮＨＫが実施するが、この書面による収納督励については、受

託者の実績としない。 

※ 口座/クレジットの取次とは、新規取次または支払再開取次と同時の

取次をいう。 

※ 受託者に対する要求水準は、下記の〔要求水準の設定の考え方〕で算

出した数値から、視聴者の自主申出数（見込み）を控除し算出するも

のとする。 

 

〔要求水準の設定の考え方〕 

①総数取次 

総数増加目標、世帯数（推計）、受信契約数、転居等にともなう契約減少数

等から対象地区において各年度に必要な総数取次数を設定したうえで、過去

の各期の実績や業績に影響を与える社会的イベント等の予定をもとに各期ごと

に必要な総数取次数を設定 

②衛星取次 

衛星増加目標、世帯数（推計）、衛星受信契約数、転居等にともなう衛星契

約減少数等から対象地区において各年度に必要な衛星取次数を設定したうえ

で、過去の各期の実績や業績に影響を与える社会的イベント等の予定をもとに

各期ごとに必要な衛星取次数を設定 

③支払再開取次 

未収削減目標、未収発生数（推計）、転居等にともなう契約減少数等から対

象地区において各年度に必要な支払再開取次数を設定したうえで、過去の各

期の実績や業績に影響を与える社会的イベント等の予定をもとに各期ごとに必

要な支払再開取次数を設定 

④口座／クレジット取次 

口座／クレジット増加目標、総数・支払再開取次の各要求水準等から対象地

区において各期ごとに必要な口座／クレジット取次数を設定 

※「総数増加目標」とは、各年度の収支予算・事業計画において設定した総数増加

計画から、地域毎の世帯増加傾向等をふまえ、対象地区を管轄するＮＨＫの局・

センター分として設定した数値。 

※「衛星増加目標」とは、各年度の収支予算・事業計画において設定した衛星増加
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計画から、地域毎の衛星契約増加実績等をふまえ、対象地区を管轄するＮＨＫの

局・センター分として設定した数値。 

※「未収削減目標」とは、各年度の収支予算・事業計画において設定した未収削減

計画から、受信料収納安定化の観点をふまえ、対象地区を管轄するＮＨＫの局・

センター分として設定した数値。 

※「口座／クレジット増加目標」は、各年度の収支予算・事業計画において設定した

口座振替およびクレジットカード継続払増加計画から、受信料収納安定化の観点

をふまえ、対象地区を管轄するＮＨＫの局・センター分として設定した数値。 

 

(ⅱ)最低水準の設定 

最低限の質を確保する観点から最低水準を設定するものとする。最低水

準は、期ごと、総数・衛星・支払再開・口座/クレジットの取次ごとに設

定するものとする。 

 

〔最低水準の設定の考え方〕 

各要求水準の８０％ 

  ※端数については四捨五入するものとする。 

 

（ⅲ)最低水準を下回った場合の措置 

ＮＨＫは、各期において、各項目につき、受託者の実績が各期の最低水

準を下回ったまたは下回ることが明らかになったと判断した場合は、受託

者に対して、業務改善指示を行うとともに、当該年度・当該期までの要求

水準の合計（以下、「累計要求水準」という。）までの回復を図るため、業

績補完措置を実施することができる。ただし、当該年度・当該期までの受

託者の累計実績が、当該年度・当該期までの最低水準の合計（以下、「累

計最低水準」という。）を上回ったまたは上回ることが見込まれる場合と、

２（３）（イ）・２（４）（イ）（ⅳ）・２（４）（イ）（ⅴ）により対象地区

を変更した場合、対象地区を変更する期の初頭からは、業績補完措置は実

施しないものとする。 

業績補完措置とは、訪問・文書・電話等により、ＮＨＫが対象地区にお

いて全部または一部の契約・収納業務を実施することをいう。 

ＮＨＫは、当該年度・当該期までの累計要求水準まで回復し、または回

復することが確実となった後、業績補完措置の実施にかかる業務を受託者

へ円滑に引き継ぐことができる体制が整った時点、または期末の時点にお

いて、業績補完措置の実施を終了するものとする。なお、累計要求水準ま

で回復しまたは回復することが確実となる以前に期末を迎えた場合は、引

き続き翌期に業績補完措置を実施することができる。 

当該業績補完措置によりＮＨＫが獲得した実績については、受託者の業

績に含めないものとする。 
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(ⅳ)対象地区の入替 

ＮＨＫは、受託者において、各期の各要求水準の最低水準を上回ってい

る場合においても、２期連続して各期の各要求水準のうち９０％を下回っ

たまたは下回ることが明らかになったと判断した項目が１つでもある場

合、各年度の４月・１０月に ２（４）（ア）の各年度総数取次の想定業績

の５０％を上限とするＮＨＫが指定する地域を縮減し、縮減する地域の規

模に相当する規模のＮＨＫが指定する地域を追加する対象地区の入替を

行うことができる。 

 

(ⅴ)対象地区の縮減 

ＮＨＫは、受託者において、本契約期間の開始後１年を経過したあと、

２期連続して各期の各要求水準のうち最低水準を下回る項目が１つでも

ある場合、その翌期以降、契約締結時における総数取次の想定業績の４

０％に相当する規模を上限とする地域を縮減することができるものとす

る。この場合は、要求水準から縮減した地域の要求水準を減ずるものとす

る。 

 

(ⅵ)契約の解除 

業務改善指示を行っても、一定期間、各期の最低水準を下回るなど、業

績改善が見られない場合には、当該契約の事業全体の状況を考慮した上で、

ＮＨＫは業務委託契約書第１８条第３項第①号イに基づき契約を解除す

ることができる。ただし、当該年度・当該期までの受託者の累計実績が、

当該年度・当該期までの累計最低水準を上回っている場合は該当しないも

のとする。 

なお、平成３０年１２月から平成３１年５月の期間は「業務定着期間」

とし、契約の解除等に関わる各期の最低水準は、本来の当該期の最低水準

の８０％～９０％で設定するものとする。※端数については四捨五入する

ものとする。 

 

［「業務定着期間」における最低水準 ］ 

平成３０年１２月～平成３１年１月 本来の当該期の最低水準の ８０％ 

平成３１年２月～平成３１年３月   〃 ８５％ 

平成３１年４月～平成３１年５月   〃 ９０％ 

 

(ⅶ)要求水準・最低水準の見直し 

要求水準および最低水準は、見直しを行うことがある。その場合は、受
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託者およびＮＨＫは、要求水準および最低水準の見直しについて公平誠実

を旨として協議し、その結果、要求水準および最低水準の見直しが必要で

あるとの合意に至った場合は、要求水準および最低水準を変更することが

できる。 

 

(ⅷ)本事業の停止に係る措置 

ＮＨＫが業務委託契約書第２０条第１項または個人情報の取扱いに関

する覚書第１３条第４項に基づき本事業を停止するときは、要求水準およ

び最低水準の見直しを行わないものとする。 

 

② 報告書等の作成業務ほか 

報告書等の作成業務、契約・収納業務に付随する視聴者対応、携帯端末

の使用に付随する業務、資材類の管理、適正な取次および視聴者対応を確

認する業務それぞれについて、別添の本事業に関わるマニュアル等および

契約の定めに従って適切に行うものとする。 

 

（ウ）委託費 

① 委託費の算出方法 

委託費は、基本額Ⅰおよび基本額Ⅱ並びに対策費で構成するものとする。 

基本額Ⅰと基本額Ⅱを算出する際の基礎とする金額は契約金額とし、こ

れは本事業の対象地区においてすべての要求水準を達成するために受託

者が企画提案した金額であることを前提とする。 

（ⅰ）基本額Ⅰの算出方法 

基本額Ⅰは、以下の手順に従って算出するものとする。 

(a) 〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４「要求水準等

構成項目別比率」の要求水準等を構成する構成項目ごとに、契約金額

に当該構成項目に該当する比率を乗じた金額をそれぞれ算出するもの

とする（円位未満で四捨五入）。 

(b) 〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４「要求水準等

構成項目別比率」の要求水準等を構成する構成項目ごとに、（a）で算

出した金額を、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番１～１４

「平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳」記載の構成項目

ごとの想定業績等の合計数で除して得た金額（円位未満で四捨五入）

を算出し、これを要求水準等構成項目別の単価とする。 

 ※なお、期ごとの要求水準は想定業績に対して変動するが、単価は

変更しないものとする。また、要求水準および最低水準を２（３）

（イ）①、②、２（３）（ウ）、２（４）（イ）①（ⅴ）および２

（４）（イ）①（ⅶ）に基づき見直した場合についても、単価は

変更しないものとする。 

（c）下表の要求水準等を構成する構成項目ごとに、当該構成項目別の各
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月の実績に上記（b）で算出した単価を乗じた金額を算出し、これら

を合計した金額を、「各月分の基本額Ⅰ」とする。 

（d）基本額Ⅰは、上記（c）で算出した「各月分の基本額Ⅰ」の合計額と

する。 

 

（ⅱ）基本額Ⅱの算出方法 

基本額Ⅱは、契約金額に対する「基本額Ⅱの割合」の相当額とする（円

位未満で四捨五入）。 

※各地区の基本額Ⅱの割合は〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項

番１～１４「基本額Ⅱの割合」を参照 

基本額Ⅱを業務実施期間の月数（３６か月）で除して得た金額を、業務

実施期間中の「各月分の基本額Ⅱ」とする(円位未満で四捨五入。３６か

月分を合計した額が基本額Ⅱと等しくない場合は、平成３３年１１月分で

調整する。)。 

なお、年度ごとの要求水準が想定業績に対して変動することに伴い、受

託者およびＮＨＫは基本額Ⅱの変更について協議を求めることができる。

公平誠実を旨として協議し、その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの

合意に至った場合は、契約を変更することができる。 

また、要求水準および最低水準を２（３）（イ）①、②、および２（４）

（イ）①（ⅶ）に基づき見直した場合も、受託者およびＮＨＫは基本額Ⅱ

の変更について協議することができる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要

であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。 

 

（ⅲ）年度ごとの基本額Ⅱの増額または減額措置 

年度ごとの実績が下表の条件にあてはまる場合は、当該年度の「各月分

の基本額Ⅱ」の合計額に、下表に定める率を乗じて得た金額（円位未満で

四捨五入）を当該年度において増額または減額する措置を講ずるものとす

る。 
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条件 率 措置 

(A) 

年度ごとの要求水準のすべての項目において、累

計要求水準に対する達成率（※）が１２０％以上の

場合 

１０％ 増額 

(B) 

年度ごとの要求水準のすべての項目において、累

計要求水準に対する達成率（※）が１１０％以上で、

かつ(A)に該当しない場合 

５％ 増額 

(C) 

年度ごと、要求水準の項目ごとに、累計要求水準に

対する達成率が９０％を下回る項目が１項目以上あ

る場合で、かつ(D)に該当しない場合 

５％ 減額 

(D) 
年度ごと、要求水準の項目ごとに、累計最低水準を

下回る項目が１項目以上ある場合 
１０％ 減額 

（※）達成率（％）＝（当該年度の受託者の実績／当該年度の累計要求水準）

×100 

 

（ⅳ）対策費 

２（３）（イ）①により、〔別紙〕「対象地区・想定業績等一覧」の項番

１～１４「契約期間中の変更可能地区」に定める対象地区以外の地区を追

加した場合は、別途ＮＨＫが定める対策費支払基準に基づき、対策費（宿

泊費・交通費）を支払うものとする。 

 

② 対象地区が拡大した場合の委託費 

基本額Ⅰについては、要求水準等を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）

（b）で算出した要求水準等構成項目別の単価に、「拡大地域における要求

水準等構成項目ごとの各月の実績」を乗じて得た額を「各月分の基本額Ⅰ」

に追加して各月ごとに支払うものとする。 

なお、受託者およびＮＨＫは基本額Ⅱの変更について協議することがで

きる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの合意に至った場合は、

契約を変更することができる。 

 

③ 支払方法 

基本額Ⅰについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅰ」を、翌月の末日

までに、ＮＨＫが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うものとす

る。なお、要求水準等構成項目のうち、契約期間が終了する月（契約期間

を延長した場合は、契約延長期間が終了する月）の新規契約取次継続支払

加算および支払再開取次継続支払加算は、契約期間が終了する月の属する

期の新規契約取次および支払再開取次の実績に応じ、〔別紙〕「対象地区・

想定業績等一覧」の項番１～１４「新規契約取次継続率・支払再開取次継
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続率」に定める新規契約取次継続率、および支払再開取次継続率を契約終

了月の属する期の実績に乗じ（端数は四捨五入）、上記①（ⅰ）（b）で算

出した単価を乗じた金額を算出し支払うものとする。ただし、振込手数料

はＮＨＫの負担とする。 

基本額Ⅱについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅱ」を、当月の末日

までに、ＮＨＫが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うものとす

る。ただし、振込手数料はＮＨＫの負担とする。上記①（ⅲ）の年度ごと

の基本額Ⅱの増額または減額措置については、当該年度の最終月分の「各

月分の基本額Ⅰ」の支払いにあわせて精算するものとする。 

対策費については、当該月分の対策費（宿泊費・交通費）を、翌月の末

日までに、ＮＨＫが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うものと

する。ただし、振込手数料はＮＨＫの負担とする。 

 

④ 対象地区を縮減した場合の委託費 

基本額Ⅰについては、要求水準等を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）

（b）で算出した要求水準等構成項目別の単価に、２（４）（イ）①（ⅴ）

に基づき縮減した後における要求水準等構成項目別の各月の実績を乗じ

て得た額を各月ごとに支払うものとする。 

基本額Ⅱについては、「各月分の基本額Ⅱ」から、その額に２（４）（イ）

①（ⅴ）により対象地区を縮減した割合（上限４０％）を乗じて得た額を

減じて得た額を、縮減後の基本額Ⅱの額とする(円位未満で四捨五入)。 

なお、支払方法は上記③を準用するものとする。 

 

⑤ 契約期間延長の場合の委託費 

基本額Ⅰについては、要求水準等を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）

（b）で算出した要求水準等構成項目別の単価に、延長期間における要求

水準等構成項目別の各月の実績を乗じて得た額を各月ごとに支払うもの

とする。 

基本額Ⅱについては、「各月分の基本額Ⅱ」に１０％加算した額（円位

未満で四捨五入）を各月支払分として設定し、支払うものとする。また、

延長期間における年度ごとの実績に応じて、上記①（ⅲ）の年度ごとの基

本額Ⅱの増額または減額措置（この場合、「当該年度の「各月分の基本額

Ⅱ」の合計額」の算出についても、上記「各月分の基本額Ⅱ」に１０％加

算した額（円位未満で四捨五入）を使用するものとする。）を講ずるもの

とする。 

なお、支払方法は上記③を準用するものとする。 

 

⑥ 契約期間の途中で契約が終了した場合の委託費の精算方法 

契約が解除その他の事由により終了した場合であって、ＮＨＫまたは受

託者が相手方に対し契約または仕様書の定めに従い支払うべき委託費に
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関する精算金がある場合は、当該精算金を支払うべき当事者は、相手方に

対し、当該精算金を、契約が終了した日が属する月の翌月末日までに、相

手方の指定する口座に振り込む方法で支払うことにより精算するものと

する。ただし、振込手数料は精算金を支払う者の負担とする。 

 

(エ) 違約金 

   受託者が本事業の実施にあたって、業務委託契約書第３０条の定めに違反し

た場合、または、業務委託契約書のその他の定め（第１条、第２条を含むがこ

れに限られない。）に違反し、業務委託契約書第１５条に定める指示にもかか

わらず改善が認められない場合、ＮＨＫは業務委託契約書第３１条に基づき、

違約金を請求することができる。なお、具体的な違約金の設定基準、決定方法、

請求方法等は、別添「違約金設定基準」に従うものとする。 

 

 

３．受託者に提供する情報等 

（１）受信契約者等の情報 

放送受信料の契約・収納業務に係る情報は、原則、偶数月の１日に、ＮＨＫ営業

システムの携帯端末にて受託者に提供するものとする。提供する情報の範囲は以下

のとおりとし、視聴者の異動情報等は日々更新するものとする。 

なお、携帯端末での提供のほか受託者の企画提案等により必要に応じて電子デー

タ等で提供するものとする。 

（ア）放送受信契約者の基本情報(氏名、住所、契約・支払内容等) 

 

（イ）ＮＨＫで把握している一部の未契約者・空家情報 

 

（ウ）受信契約者・未契約者等に対する契約勧奨・収納督励の事蹟 

 

（２）本事業の実施状況 

事業の実施状況に係る情報は、必要に応じて月間・週間・日々単位に、電子デー

タ等で受託者に対し提供するものとする。 

 

（３）ＮＨＫに関する情報 

放送受信料の契約・収納業務に必要なＮＨＫに関する以下の情報・資材を随時提

供するものとする。 

（ア）ＮＨＫが公表する経営情報・報道資料 

 

（イ）ＮＨＫ関連報道に対する見解等 

 

（ウ）番組パンフレット等の広報・理解促進用資材 
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４．ＮＨＫとの連携・協力 

ＮＨＫと受託者が連携を図るとともに、ＮＨＫにおいて受託者の事業実施状況の

把握と分析を行い、必要に応じて助言・提案を行うなど、双方が協力して受信料の

公平負担の徹底に取り組む体制を構築するものとする。また、初期段階においては、

業務の早期定着を図るため、受託者の要望により、ＮＨＫが可能な範囲において支

援を行うものとする。支援とは、本事業を担当する者（以下、「業務担当者」とい

う。）への契約・収納業務の同行、講習会の実施、研修用の実施地域の提供等をい

う。 

また、受託者が、ＮＨＫの名称またはＮＨＫの業務であると類推される表現を用

いて業務担当者等の募集を行う際には、事前にＮＨＫに掲載記事・内容の確認を行

うものとする。 

 

５．受託者に貸与する物品等および設備等 

（１）携帯端末・プリンターおよびこれらに付随する物品等（電子決済端末およびこれ

に付随する物品等を除く）を無償で貸与するものとする。携帯端末の機能更新によ

り必須機能以外の拡張機能が追加される場合は、拡張機能相当分を有償で貸与・提

供することがある。 

また、電子決済端末およびこれに付随する物品等については、すべて有償で貸与

するものとする。 

なお、貸与台数は、受託者の提案等によりＮＨＫが判断するものとする。 

 

（２）受託者が、上記（１）の物品等の貸与を受けるにあたっては、「貸与物品申請書」

を作成し、ＮＨＫの承認を得なければならない。 

 

（３）上記（１）の定めに従い、受託者がＮＨＫより有償で電子決済端末およびこれに

付随する物品等の貸与を受ける場合は、ＮＨＫ所定の申込書をＮＨＫに提出するも

のとする。また、使用料は「当該月分の基本額Ⅰ」から当月利用分を控除する方法

で精算するものとする。 

 

（４）携帯端末の使用に付随する業務を行うために必要となる、ＮＨＫ営業システムに

ついては、ＮＨＫ内の指定するスペースで使用するものとする。 

 

（５）受託者は、善良なる管理者の注意をもって、貸与された物品等および設備等を使

用、管理するものとし、また、本契約の目的以外に使用しないものとする。受託者

は、物品等および設備等の不具合を発見した場合には、直ちにＮＨＫに対し報告す

るものとする。 

 

（６）受託者は、貸与された物品等および設備等について、受託者の責による理由によ

り、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するもの

とする。 
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（７）受託者は、業務担当者に対し、ＮＨＫが交付する、当該業務担当者が本事業に従

事する者であることを示す証明書を本事業の実施に従事する際は常時携帯させ、関

係人から請求があった場合はこれを随時提示させなければならない。 

 

（８）受託者は、ＮＨＫが要求する場合、または本契約が事由の如何を問わず終了した

場合には、直ちに貸与された物品等および設備等のすべてをＮＨＫに対し返還し、

またはＮＨＫの指示に従い廃棄するものとする。 

 

６．名刺の使用 

（１）ＮＨＫは、受託者による本事業の円滑な実施のため、受託者に対し、ＮＨＫ所定

の名刺を本事業の実施に必要な範囲内で使用することを許諾するものとする。 

 

（２）ＮＨＫは、受託者からＮＨＫ所定の申込書および念書の提出を受けた場合は、上

記（１）の名刺を作成し、受託者に対し提供するものとし、受託者は、ＮＨＫに対

し、提供を受けた名刺に対する対価として、ＮＨＫ所定の金額を支払うものとする。 

 

（３）受託者は、本契約が事由の如何を問わず終了した場合は、上記（１）（２）に基

づきＮＨＫから提供を受けた名刺の未使用分のすべてを直ちにＮＨＫに対し返還

するものとする。 

 

７．委託業務の実施状況の報告・調査 

（１）報告 

受託者は、必要に応じてＮＨＫから業務実施状況等について報告を求められた場

合は、その都度定める様式により報告するものとする。 

 

（２）調査 

（ア）ＮＨＫは、受託者による本事業の適正、適法かつ確実な実施を確保するために

必要があると認めた場合は、受託者に対し、本事業の状況（個人情報の取扱状

況を含む。）に関し必要な報告を求め、または、受託者の事務所および実施施設

において、書類等の提示を求め、受託者の本事業の実施状況を調査し、関係者

に質問することができる。 

 

（イ）ＮＨＫは、ＮＨＫがその事業の都合上必要があると認めた場合は、受託者の本

事業の実施中であっても、受託者の本事業の実施状況（上記（ア）の調査の結

果を含む。）を公表することができる。 

 

（３）指示 

ＮＨＫは、受託者による本事業の適正、適法かつ確実な実施を確保するために必

要があると認めた場合は、受託者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することが
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できる。 

 

８．受託者が秘密を厳正に取り扱うために必要な措置 

（１）受託者は、ＮＨＫから提供された受信契約者等の一切の個人情報および本事業の

実施に関して知り得た一切の情報を秘密として保持し、本契約有効期間中はもとよ

り、事由の如何を問わず本契約が終了した後も、第三者に一切、開示・公表・公開・

漏洩してはならず、業務担当者にもこれを遵守させ、違反することがないよう、合

理的な措置を講じるものとする。 

 

（２）受託者および業務担当者（かつて業務担当者であった者を含む。）は、本事業の

実施に関して知り得た秘密（受信契約者等の個人情報を含む。）を漏らし、流用も

しくは転用して本事業以外の業務を行い、または自己の利益のために使用してはな

らない。 

 

（３）受託者は、本事業実施のために貸与または提供された書類・データ等について、

責任をもって保管および使用し、それらをＮＨＫの書面による事前の承諾を得るこ

となく複製しまたは本事業の実施場所以外に持ち出してはならない。 

 

９．受託者が法令および本委託契約に基づき講ずべき措置 

（１）業務担当者による法令等の遵守のための措置 

（ア）受託者は、業務担当者すべてに対し、ＮＨＫの名誉および信用を毀損する行

為を行わせないようにするため、各種法令を遵守させる。また、受託者におい

て放送法に基づき放送受信契約を締結して受信料の支払いを適切に行うことは

勿論のこと、放送法に基づき放送受信契約を締結して受信料の支払いを適切に

行っており、かつ、放送受信契約の締結義務が放送法に基づくものであること

など受信料制度の十分な理解があってこれを未契約者等に適切に説明でき、ま

た委託業務に関する情報を適切に管理できる十分な能力がある者を業務委託契

約書第９条第１項に定める「業務担当者」に指定し、委託業務に従事させるも

のとする。 

 

（イ）受託者は、かかる「業務担当者」の指定に際しては、その能力及び適性など

について十分な情報収集を実施した上で、ＮＨＫの名誉および信用の保持の観

点からも適切な者を指定するものとする。 

   なお、上記指定に際して、受託者は本事業への適性についてＮＨＫに事前に照

会するものとする。「業務担当者」を変更する場合も、同様とする。 

 

(ウ）受託者は業務担当者に対し、別途ＮＨＫが受託者に示す委託業務に関わるマ

ニュアル等に記載された訪問マナー等を遵守させるため、教育・指導等の必要

な措置を講じるものとする。 
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（２）業務担当者の報告等 

（ア）受託者は、業務担当者の氏名、住所、生年月日等を予めＮＨＫに報告するもの

とする。 

 

（イ）ＮＨＫは上記（ア）により報告された業務担当者の個人情報および委託業務の

遂行状況等について委託業務の管理（本事業への適性の判断や証明書の作成を

含む。）に必要な範囲内で使用するほか、業務担当者の放送受信契約の確認およ

び受信料の収納等に使用することができる。 

 

（ウ）ＮＨＫは上記（ア）により報告された業務担当者の個人情報および委託業務の

遂行状況等を、業務担当者指定解除後および受託者との業務委託契約終了後に

おいても保持し、本事業の管理（本事業への適性の判断や証明書の作成を含む。）

に必要な範囲内で使用できるものとする。 

 

（エ）受託者は上記（ア）（イ）（ウ）について、ＮＨＫ所定の同意書をもって業務担

当者の同意を得るものとする。 

 

１０．添付書類 

 上記１.～９.のほか、委託業務の遂行にあたっては次の添付書類に定める事項を遵

守するものとする。 

○ 日本放送協会放送受信規約 

○ 日本放送協会放送受信料免除基準 

○ ＮＨＫ個人情報保護方針 

○ ＮＨＫ個人情報保護規程 

○ ＮＨＫ情報セキュリティポリシー（業務委託契約締結後交付） 

○ （マニュアル）受託業務における情報セキュリティガイドライン（業務委託契約

締結後交付） 

○ （マニュアル）営業事務処理手順書（業務委託契約締結後交付） 

○ （マニュアル）業務ガイドブック（業務委託契約締結後交付） 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番１ 

業務開始時の対象地区 

東京都品川区の一部、大田区の一部 

契約期間中の変更可能地区 

東京都港区の一部、品川区の一部、大田区の一部 

要求水準等構成項目別比率                                

  

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．０８ 

地上転入取次 ０．９３ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １９．３２ 

衛星転入取次 ０．７０ 

 衛星契約変更取次 ６．１６ 

支払再開取次 支払再開取次 ５．３８ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．２２ 

新規契約同時クレジット取次 １５．１３ 

支払再開同時口座取次 ３．５８ 

支払再開同時クレジット取次 ０．８６ 

新規契約取次継続支払加算 ３．６２ 

支払再開取次継続支払加算 ０．９５ 

事業所契約取次加算 ０．７４ 

長期未収収納 １．２３ 

                                     

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７９．９% 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３０．１% 

 

基本額Ⅱの割合 

１７．１０％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番２ 

業務開始時の対象地区 

長野県松本市の一部、塩尻市の一部、安曇野市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

長野県松本市、岡谷市、諏訪市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡下諏訪町、 

上伊那郡辰野町、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．９７ 

地上転入取次 １．３０ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．１２ 

衛星転入取次 ０．４５ 

 衛星契約変更取次 ０．９５ 

支払再開取次 支払再開取次 ６．６８ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．７７ 

新規契約同時クレジット取次 ７．６５ 

支払再開同時口座取次 ５．０７ 

支払再開同時クレジット取次 ０．５７ 

新規契約取次継続支払加算 ３．３３ 

支払再開取次継続支払加算 １．１９ 

事業所契約取次加算 ２．０１ 

長期未収収納 １．６７ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８４．９％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３０．６％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２８．２７％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番３ 

業務開始時の対象地区 

神奈川県横浜市保土ケ谷区の一部、戸塚区の一部、旭区 

契約期間中の変更可能地区 

神奈川県横浜市神奈川区の一部、保土ケ谷区の一部、戸塚区の一部、旭区、瀬谷区、 

泉区 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．７１ 

地上転入取次 ０．７９ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．０５ 

衛星転入取次 ０．５２ 

 衛星契約変更取次 ６．０８ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．８９ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．６４ 

新規契約同時クレジット取次 １０．２５ 

支払再開同時口座取次 ６．９６ 

支払再開同時クレジット取次 １．０５ 

新規契約取次継続支払加算 ３．０７ 

支払再開取次継続支払加算 １．５１ 

事業所契約取次加算 ０．５７ 

長期未収収納 １．８５ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７７．９％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
２９．２％ 

 

基本額Ⅱの割合 

１９．０６％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番４ 

業務開始時の対象地区 

神奈川県秦野市、伊勢原市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

神奈川県平塚市の一部、秦野市、厚木市の一部、伊勢原市、足柄上郡中井町、 

足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．４０ 

地上転入取次 ０．８６ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．９２ 

衛星転入取次 ０．５１ 

 衛星契約変更取次 ３．０８ 

支払再開取次 支払再開取次 ７．８２ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．９７ 

新規契約同時クレジット取次 １０．０１ 

支払再開同時口座取次 ６．５１ 

支払再開同時クレジット取次 １．１７ 

新規契約取次継続支払加算 ３．２７ 

支払再開取次継続支払加算 １．５４ 

事業所契約取次加算 ０．４０ 

長期未収収納 １．６３ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７８．８％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３３．８％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２０．９１％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番５ 

業務開始時の対象地区 

群馬県高崎市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

群馬県前橋市、高崎市、佐波郡玉村町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．８７ 

地上転入取次 ０．９９ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．７６ 

衛星転入取次 ０．４０ 

 衛星契約変更取次 ４．５１ 

支払再開取次 支払再開取次 ７．２６ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 ２０．０３ 

新規契約同時クレジット取次 ９．５８ 

支払再開同時口座取次 ５．１３ 

支払再開同時クレジット取次 ０．６６ 

新規契約取次継続支払加算 ３．５８ 

支払再開取次継続支払加算 １．３５ 

事業所契約取次加算 １．０２ 

長期未収収納 １．５１ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８１．８％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３２．０％ 

 

基本額Ⅱの割合 

１９．３５％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番６ 

業務開始時の対象地区 

千葉県千葉市中央区の一部、若葉区の一部、四街道市 

契約期間中の変更可能地区 

千葉県千葉市中央区、若葉区、緑区、四街道市 

要求水準等構成項目別比率 

                                   

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．５７ 

地上転入取次 ０．７３ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．２２ 

衛星転入取次 ０．３６ 

 衛星契約変更取次 ３．８５ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．２６ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．１８ 

新規契約同時クレジット取次 ９．７３ 

支払再開同時口座取次 ６．６５ 

支払再開同時クレジット取次 ０．７４ 

新規契約取次継続支払加算 ３．３４ 

支払再開取次継続支払加算 １．３１ 

事業所契約取次加算 ０．８９ 

長期未収収納 １．３８ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７８．９％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
２７．３％ 

 

基本額Ⅱの割合 

１９．７９％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

関越ブロック 項番７ 

業務開始時の対象地区 

埼玉県さいたま市見沼区の一部、岩槻区の一部、春日部市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

埼玉県さいたま市見沼区の一部、岩槻区の一部、春日部市の一部、蓮田市、白岡市、 

南埼玉郡宮代町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．２５ 

地上転入取次 ０．６８ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．６７ 

衛星転入取次 ０．４０ 

 衛星契約変更取次 ３．９３ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．１８ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．５５ 

新規契約同時クレジット取次 ９．６６ 

支払再開同時口座取次 ５．９６ 

支払再開同時クレジット取次 ０．８４ 

新規契約取次継続支払加算 ３．１４ 

支払再開取次継続支払加算 １．３１ 

事業所契約取次加算 ０．４６ 

長期未収収納 １．７０ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７７．１％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
２７．３％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２２．２７％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

近畿ブロック 項番８ 

業務開始時の対象地区 

兵庫県宝塚市の一部、三田市 

契約期間中の変更可能地区 

兵庫県神戸市東灘区の一部、北区、西宮市の一部、芦屋市、宝塚市、三田市 

要求水準等構成項目別比率 

                                    

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．７７ 

地上転入取次 ０．６７ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．８３ 

衛星転入取次 ０．４５ 

 衛星契約変更取次 ８．４２ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．２７ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．５６ 

新規契約同時クレジット取次 ９．５７ 

支払再開同時口座取次 ５．５９ 

支払再開同時クレジット取次 １．２４ 

新規契約取次継続支払加算 ２．９０ 

支払再開取次継続支払加算 １．２８ 

事業所契約取次加算 ０．８６ 

長期未収収納 １．３８ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７５．４％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
２６．６％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２１．２１％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

中部ブロック 項番９ 

業務開始時の対象地区 

静岡県沼津市の一部、三島市、駿東郡長泉町 

契約期間中の変更可能地区 

静岡県沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、田方郡函南町、 

駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町 

要求水準等構成項目別比率 

                   

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．７９ 

地上転入取次 ０．８１ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．８４ 

衛星転入取次 ０．４７ 

 衛星契約変更取次 ５．４２ 

支払再開取次 支払再開取次 ９．１３ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １７．２２ 

新規契約同時クレジット取次 ９．１８ 

支払再開同時口座取次 ８．１０ 

支払再開同時クレジット取次 ０．８４ 

新規契約取次継続支払加算 ３．１１ 

支払再開取次継続支払加算 １．９７ 

事業所契約取次加算 ０．８０ 

長期未収収納 １．３３ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８０．９％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３７．１％ 

 

基本額Ⅱの割合 

１９．９９％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

中部ブロック 項番１０ 

業務開始時の対象地区 

三重県津市の一部、松阪市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

三重県津市、松阪市の一部、鈴鹿市 

要求水準等構成項目別比率 

                   

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．２７ 

地上転入取次 ０．８５ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．６９ 

衛星転入取次 ０．２８ 

 衛星契約変更取次 ２．９４ 

支払再開取次 支払再開取次 ７．４８ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．４４ 

新規契約同時クレジット取次 １０．０３ 

支払再開同時口座取次 ５．８７ 

支払再開同時クレジット取次 １．０８ 

新規契約取次継続支払加算 ３．３１ 

支払再開取次継続支払加算 １．６６ 

事業所契約取次加算 ０．６６ 

長期未収収納 １．８７ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８１．０％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３８．１％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２２．５７％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

九州ブロック 項番１１ 

業務開始時の対象地区 

福岡県福岡市中央区の一部、南区の一部 

契約期間中の変更可能地区 

福岡県福岡市中央区の一部、南区、城南区、春日市の一部、筑紫郡那珂川町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．８６ 

地上転入取次 １．０５ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １７．２４ 

衛星転入取次 ０．７３ 

 衛星契約変更取次 ４．２１ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．３９ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 ２０．４９ 

新規契約同時クレジット取次 ８．５５ 

支払再開同時口座取次 ６．８２ 

支払再開同時クレジット取次 ０．９４ 

新規契約取次継続支払加算 ３．３０ 

支払再開取次継続支払加算 １．５３ 

事業所契約取次加算 ０．５０ 

長期未収収納 １．２２ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７７．６％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３１．２％ 

 

基本額Ⅱの割合 

１７．１７％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

九州ブロック 項番１２ 

業務開始時の対象地区 

佐賀県佐賀市の一部、鳥栖市の一部、多久市、小城市、神埼市の一部、 

神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町の一部、 

三養基郡みやき町の一部、杵島郡大町町 

契約期間中の変更可能地区 

佐賀県佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、 

神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町、 

杵島郡大町町、杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．４９ 

地上転入取次 ０．８８ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．３１ 

衛星転入取次 ０．３７ 

 衛星契約変更取次 １．３６ 

支払再開取次 支払再開取次 ９．８７ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．３２ 

新規契約同時クレジット取次 ５．６０ 

支払再開同時口座取次 ８．９９ 

支払再開同時クレジット取次 ０．６２ 

新規契約取次継続支払加算 ２．９８ 

支払再開取次継続支払加算 ２．００ 

事業所契約取次加算 ０．５２ 

長期未収収納 １．６５ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８０．６％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３４．８％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２５．０４％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

東北ブロック 項番１３ 

業務開始時の対象地区 

福島県いわき市の一部、田村市、石川郡平田村、田村郡小野町 

契約期間中の変更可能地区 

福島県いわき市、田村市、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、 

石川郡平田村、石川郡古殿町、田村郡小野町 

要求水準等構成項目別比率 
 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ６．８５ 

地上転入取次 ０．８７ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．２２ 

衛星転入取次 ０．６１ 

 衛星契約変更取次 ７．１５ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．４１ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １７．２４ 

新規契約同時クレジット取次 ７．３６ 

支払再開同時口座取次 ６．９４ 

支払再開同時クレジット取次 ０．５８ 

新規契約取次継続支払加算 ２．９９ 

支払再開取次継続支払加算 １．８０ 

事業所契約取次加算 ０．５１ 

長期未収収納 １．７５ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
８２．９％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
３６．８％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２２．７２％ 
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別紙 

対象地区・想定業績等一覧 

 

四国ブロック 項番１４ 

業務開始時の対象地区 

愛媛県松山市の一部 

契約期間中の変更可能地区 

愛媛県松山市の一部、伊予市の一部、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町 

要求水準等構成項目別比率 

                                       

 

 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．４３ 

地上転入取次 ０．７５ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．２１ 

衛星転入取次 ０．４２ 

 衛星契約変更取次 ７．４６ 

支払再開取次 支払再開取次 ９．０２ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．６１ 

新規契約同時クレジット取次 ６．１４ 

支払再開同時口座取次 ８．７９ 

支払再開同時クレジット取次 ０．４５ 

新規契約取次継続支払加算 ２．９１ 

支払再開取次継続支払加算 １．３６ 

事業所契約取次加算 ０．７７ 

長期未収収納 ０．９４ 

新規契約取次継続率・支払再開取次継続率 

契約の終了する月の属する期の新規契約取次実績に乗じる新規契約

取次継続率 
７９．３％ 

契約の終了する月の属する期の支払再開取次実績に乗じる支払再開

取次継続率 
２５．８％ 

 

基本額Ⅱの割合 

２１．７４％ 
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別添 

違約金設定基準 

 

 ＮＨＫは、法人事業者による不正行為等の重大な契約違反行為や不適切行為に対して、

以下の定めに従い、違約金を設定し、受託者に請求することができます。 

 

１．適用範囲 

（１）不正行為等の重大な契約違反行為 

契約書偽造等の不正行為その他業務委託契約書第３０条に違反する行為（以下、

「重大な契約違反行為」という。）が認められた場合 

（２）不適切行為 

重大な契約違反行為は認められないものの、クレーム・トラブルの多発、不適切

な事務処理、契約キャンセルの多発、入金遅延、個人情報の紛失等、業務の品質

に関わる契約違反行為があり、書面等により改善の指示をしたにもかかわらず、

改善が図られていないと判断された場合 

 

２．違約金の設定基準 

具体的な違約金の設定については、以下①乃至⑥の各事情を総合考慮の上、平均

月間委託費(基本額Ⅰ・基本額Ⅱの合計額（税抜）・以下同様とする。)の最大１

０％の範囲内で設定する。 

なお、平均月間委託費については、後記「４．違約金設定措置の決定方法」に定

める違約金の決定時を基準にして、原則として、直近３か月の支払済みの月間委

託費をもとに算出するが、これが３か月に満たない場合には、１か月に満たない

月を除いた支払済みの全期間の月間委託費をもとに算出する。 

 

①再発頻度 

②未然防止の取り組み 

③当該事案を発生させた対象人数 

④悪質性 

⑤ＮＨＫの被った損害 

⑥その他特殊事情 

 

３．業務委託の停止措置との関係 

重大な契約違反行為が認められた場合、または、不適切行為が再発し、若しくは

極めて悪質な不適切行為が認められた場合には、違約金の設定措置の代わりに、

または、違約金の設定措置とともに、業務委託契約書第２０条に基づき、業務委

託の停止措置を取ることがある。 

 

４．違約金設定措置の決定方法 

違約金の設定措置については、本基準の定めに基づき、ＮＨＫ営業局に設置さ  

れた業務適正化委員会で協議し営業局長が決定する。 

違約金設定措置の決定後に、受託者に対して、「違約金設定措置等通知書」により 

通知する。 

 

５．違約金の請求方法 

   原則として、上記「４・違約金設定措置の決定方法」に基づき、受託者に対し、

措置を通知した日の属する月の翌月に支払う委託費から、違約金相当額を相殺によ

り控除するものとする。 

 

以上 
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

勝島１丁目 東糀谷５丁目

勝島２丁目 東糀谷６丁目

勝島３丁目 平和島１丁目

北品川１丁目 平和島２丁目

北品川２丁目 平和島３丁目

北品川３丁目 平和島４丁目

北品川４丁目 平和島５丁目

北品川５丁目 平和島６丁目

北品川６丁目

西品川１丁目

西品川２丁目

西品川３丁目

東品川１丁目

東品川２丁目

東品川３丁目

東品川４丁目

東品川５丁目

広町１丁目

広町２丁目

南品川１丁目

南品川２丁目

南品川３丁目

南品川４丁目

南品川５丁目

南品川６丁目

八潮１丁目

八潮２丁目

八潮３丁目

八潮４丁目

八潮５丁目

大森東１丁目

大森東２丁目

大森東３丁目

大森東４丁目

大森東５丁目

大森本町１丁目

大森本町２丁目

大森南１丁目

大森南２丁目

大森南３丁目

大森南４丁目

大森南５丁目

北糀谷１丁目

北糀谷２丁目

西糀谷１丁目

西糀谷２丁目

西糀谷３丁目

西糀谷４丁目

東蒲田１丁目

東蒲田２丁目

東糀谷１丁目

東糀谷２丁目

東糀谷３丁目

東糀谷４丁目

東京都品川区

東京都大田区

東京都大田区

関越ブロック　項番１　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【営業局　中央営業センター】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

県１丁目 笹部３丁目

県２丁目 笹部４丁目

県３丁目 里山辺

浅間温泉 島内

浅間温泉１丁目 清水１丁目

浅間温泉２丁目 清水２丁目

浅間温泉３丁目 庄内１丁目

井川城１丁目 庄内２丁目

井川城２丁目 庄内３丁目

井川城３丁目 白板１丁目

石芝３丁目 白板２丁目

石芝４丁目 新橋

市場 惣社

出川１丁目 征矢野１丁目

出川２丁目 征矢野２丁目

出川３丁目 高宮北

出川町 高宮中

埋橋１丁目 高宮西

埋橋２丁目 高宮東

大村 高宮南

鎌田２丁目 中央１丁目

神田１丁目 中央２丁目

神田２丁目 中央３丁目

神田３丁目 中央４丁目

寿北１丁目 筑摩１丁目

寿北２丁目 筑摩２丁目

寿北３丁目 筑摩３丁目

寿北４丁目 筑摩４丁目

寿北５丁目 中条

寿北６丁目 渚１丁目

寿北７丁目 渚２丁目

寿北８丁目 渚３丁目

寿北９丁目 渚４丁目

寿小赤 並柳１丁目

寿白瀬渕 並柳２丁目

寿台１丁目 並柳３丁目

寿台２丁目 並柳４丁目

寿台３丁目 野溝西１丁目

寿台４丁目 野溝西２丁目

寿台５丁目 野溝西３丁目

寿台６丁目 野溝東１丁目

寿台７丁目 野溝東２丁目

寿台８丁目 野溝木工１丁目

寿台９丁目 野溝木工２丁目

寿豊丘 巾上

寿中１丁目 原

寿中２丁目 平田西１丁目

寿南１丁目 平田西２丁目

小屋北１丁目 平田東１丁目

小屋北２丁目 平田東２丁目

小屋南１丁目 平田東３丁目

小屋南２丁目 深志１丁目

笹部１丁目 深志２丁目

笹部２丁目 深志３丁目

業務開始時の対象地区

【長野放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

関越ブロック　項番２　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

長野県松本市

業務開始時の対象地区

長野県松本市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番２　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

双葉

本庄１丁目

本庄２丁目

松原

南浅間

南原１丁目

南原２丁目

南松本１丁目

南松本２丁目

宮田

宮渕

村井町北１丁目

村井町北２丁目

村井町西１丁目

村井町西２丁目

村井町南１丁目

村井町南２丁目

村井町南３丁目

村井町南４丁目

元町１丁目

元町２丁目

元町３丁目

横田１丁目

横田２丁目

横田３丁目

横田４丁目

芳野

両島

広丘郷原

広丘高出

広丘堅石

広丘野村

広丘原新田

広丘吉田

高家

豊科
長野県安曇野市

【長野放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区

長野県松本市

長野県塩尻市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

新井町

今井町

上菅田町

新桜ケ丘１丁目

新桜ケ丘２丁目

秋葉町

柏尾町

上柏尾町

上倉田町

上品濃

上矢部町

川上町

品濃町

鳥が丘

名瀬町

平戸１丁目

平戸２丁目

平戸３丁目

平戸４丁目

平戸５丁目

舞岡町

前田町

南舞岡１丁目

南舞岡２丁目

南舞岡３丁目

南舞岡４丁目

矢部町

吉田町

神奈川県横浜市旭区 全域

神奈川県横浜市保土ケ谷区

神奈川県横浜市戸塚区

関越ブロック　項番３　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【横浜放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

神奈川県秦野市 全域

板戸

大住台１丁目

大住台２丁目

大住台３丁目

大山

笠窪

串橋

神戸

子易

三ノ宮

白根

鈴川

善波

坪ノ内

東大竹

東大竹１丁目

東大竹２丁目

日向

関越ブロック　項番４　　　　　　　　　　　　　　　　 業務開始時の対象地区一覧

【横浜放送局　かながわ西営業センター】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区

神奈川県伊勢原市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

相生町 倉賀野町

赤坂町 栗崎町

阿久津町 剣崎町

旭町 神戸

足門町 小八木町

東町 栄町

あら町 佐野窪町

飯玉町 鞘町

飯塚町 新後閑町

石原町 柴崎町

井出町 芝塚町

稲荷町 島野町

井野町 下大島町

岩押町 下大類町

岩鼻町 下小鳥町

請地町 下小塙町

後疋間町 下斎田町

歌川町 下里見

江木町 下佐野町

生原 下芝

大沢町 下滝町

大橋町 下豊岡町

大八木町 下中居町

沖町 下之城町

貝沢町 下横町

鍛冶町 下和田町１丁目

柏木沢 下和田町２丁目

片岡町１丁目 下和田町３丁目

片岡町２丁目 下和田町４丁目

片岡町３丁目 下和田町５丁目

嘉多町 宿大類町

金井淵町 宿横手町

金古 正観寺町

上大島 昭和町

上大類町 白川

上小鳥町 白銀町

上小塙町 城山町１丁目

上佐野町 城山町２丁目

上芝 新紺屋町

上滝町 真町

上豊岡町 新田町

上中居町 新保田中町

上並榎町 新保町

上和田町 末広町

菊地町 菅谷

北新波町 砂賀町

北久保町 住吉町

北通町 堰代町

北原町 台新田町

北双葉町 台町

木部町 高砂町

京目町 高関町

行力町 高浜

九蔵町 高松町

関越ブロック　項番５　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【前橋放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

群馬県高崎市群馬県高崎市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番５　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

竜見町 福島

田町 藤塚町

塚田 双葉町

筑縄町 保渡田

椿町 本郷

鶴見町 町屋町

寺尾町 三ツ寺

天神町 緑町１丁目

稲荷台 緑町２丁目

通町 緑町３丁目

常盤町 緑町４丁目

問屋町１丁目 南新波町

問屋町２丁目 南大類町

問屋町３丁目 南町

問屋町４丁目 宮原町

問屋町西１丁目 宮元町

問屋町西２丁目 棟高

中泉 元紺屋町

中居町１丁目 元島名町

中居町２丁目 本町

中居町３丁目 八島町

中居町４丁目 矢島町

中大類町 八千代町１丁目

中尾町 八千代町２丁目

中紺屋町 八千代町３丁目

中里 八千代町４丁目

中里見 矢中町

中島町 柳川町

中豊岡町 矢原

並榎町 山田町

成田町 山名町

西明屋 八幡原町

西国分 八幡町

西島町 弓町

西横手町 四ツ屋町

日光町 寄合町

根小屋町 羅漢町

乗附町 楽間町

萩原町 連雀町

鼻高町 若田町

浜川町 若松町

浜尻町 我峰町

東明屋 和田多中町

東貝沢町１丁目 綿貫町

東貝沢町２丁目 和田町

東貝沢町３丁目 和田山

東貝沢町４丁目

東国分

東中里町

引間

聖石町

日高町

檜物町

冷水

群馬県高崎市

群馬県高崎市

【前橋放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

青葉町 東千葉３丁目

旭町 東本町

市場町 富士見１丁目

亥鼻１丁目 富士見２丁目

亥鼻２丁目 弁天１丁目

亥鼻３丁目 弁天２丁目

院内１丁目 弁天３丁目

院内２丁目 弁天４丁目

春日１丁目 本千葉町

春日２丁目 本町１丁目

葛城１丁目 本町２丁目

葛城２丁目 本町３丁目

葛城３丁目 松波１丁目

要町 松波２丁目

亀井町 松波３丁目

亀岡町 松波４丁目

栄町 港町

汐見丘町 都町

新宿１丁目 都町１丁目

新宿２丁目 都町２丁目

新千葉１丁目 都町３丁目

新千葉２丁目 矢作町

新千葉３丁目 祐光１丁目

新田町 祐光２丁目

新町 祐光３丁目

神明町 祐光４丁目

千葉寺町 愛生町

千葉港 貝塚１丁目

中央１丁目 貝塚２丁目

中央２丁目 貝塚町

中央３丁目 桜木１丁目

中央４丁目 桜木２丁目

中央港１丁目 桜木３丁目

中央港２丁目 桜木４丁目

椿森１丁目 桜木５丁目

椿森２丁目 桜木６丁目

椿森３丁目 桜木７丁目

椿森４丁目 桜木８丁目

椿森５丁目 桜木北１丁目

椿森６丁目 桜木北２丁目

鶴沢町 桜木北３丁目

出洲港 桜木町

道場北１丁目 高品町

道場北２丁目 都賀１丁目

道場南１丁目 都賀２丁目

道場南２丁目 都賀３丁目

問屋町 都賀４丁目

登戸１丁目 都賀５丁目

登戸２丁目 都賀の台１丁目

登戸３丁目 都賀の台２丁目

登戸４丁目 都賀の台３丁目

登戸５丁目 都賀の台４丁目

東千葉１丁目 殿台町

東千葉２丁目 西都賀１丁目

関越ブロック　項番６　　　　　　　　　　　　　　　　  業務開始時の対象地区一覧

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

千葉県千葉市中央区

【千葉放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

千葉県千葉市中央区

千葉県千葉市若葉区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番６　　　　　　　　　　　　　　　　  業務開始時の対象地区一覧

西都賀２丁目

西都賀３丁目

西都賀４丁目

西都賀５丁目

原町

東寺山町

みつわ台１丁目

みつわ台２丁目

みつわ台３丁目

みつわ台４丁目

みつわ台５丁目

源町

千葉県四街道市 全域

【千葉放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区

千葉県千葉市若葉区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

卸町１丁目 加倉２丁目

卸町２丁目 加倉３丁目

小深作 加倉４丁目

島町 加倉５丁目

島町１丁目 掛

島町２丁目 金重

砂町２丁目 鹿室

蓮沼 上里１丁目

春岡１丁目 上里２丁目

春岡２丁目 古ケ場

春岡３丁目 古ケ場１丁目

春野１丁目 古ケ場２丁目

春野２丁目 小溝

春野３丁目 慈恩寺

春野４丁目 諏訪１丁目

東大宮１丁目 諏訪２丁目

東大宮２丁目 諏訪３丁目

東大宮３丁目 諏訪４丁目

東大宮４丁目 諏訪５丁目

東大宮５丁目 徳力

東大宮６丁目 仲町１丁目

東大宮７丁目 仲町２丁目

深作 並木１丁目

深作１丁目 並木２丁目

深作２丁目 西原

深作３丁目 西原台１丁目

深作４丁目 西原台２丁目

深作５丁目 西町１丁目

風渡野 西町２丁目

堀崎町 西町３丁目

丸ヶ崎 西町４丁目

丸ヶ崎町 西町５丁目

宮ヶ谷塔 原町

宮ヶ谷塔１丁目 東岩槻１丁目

宮ヶ谷塔２丁目 東岩槻２丁目

宮ヶ谷塔３丁目 東岩槻３丁目

宮ヶ谷塔４丁目 東岩槻４丁目

相野原 東岩槻５丁目

愛宕町 東岩槻６丁目

岩槻 東町１丁目

上野 東町２丁目

上野１丁目 日の出町

上野２丁目 平林寺

上野３丁目 本宿

上野４丁目 本町１丁目

上野５丁目 本町２丁目

上野６丁目 本町３丁目

裏慈恩寺 本町４丁目

太田１丁目 本町５丁目

太田２丁目 本町６丁目

太田３丁目 本丸１丁目

表慈恩寺 本丸２丁目

加倉 本丸３丁目

加倉１丁目 本丸４丁目

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

埼玉県さいたま市岩槻区

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市岩槻区

【さいたま放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

馬込

南辻

南平野

南平野１丁目

南平野２丁目

南平野３丁目

南平野４丁目

南平野５丁目

箕輪

宮町１丁目

宮町２丁目

美幸町

内牧

梅田１丁目

梅田２丁目

梅田３丁目

粕壁１丁目

粕壁２丁目

粕壁３丁目

粕壁４丁目

上蛭田

栄町１丁目

栄町２丁目

栄町３丁目

下蛭田

道順川戸

新方袋

西八木崎１丁目

西八木崎２丁目

西八木崎３丁目

花積

浜川戸１丁目

浜川戸２丁目

南栄町

南中曽根

八木崎町

豊町１丁目

豊町２丁目

豊町３丁目

豊町４丁目

豊町５丁目

豊町６丁目

【さいたま放送局　営業部】

業務開始時の対象地区

埼玉県さいたま市岩槻区

埼玉県春日部市

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

青葉台１丁目 切畑

青葉台２丁目 切畑長尾山

安倉北１丁目 蔵人深谷

安倉北２丁目 向月町

安倉北３丁目 光明町

安倉北４丁目 御所の前町

安倉北５丁目 御殿山１丁目

安倉中１丁目 御殿山２丁目

安倉中２丁目 御殿山３丁目

安倉中３丁目 御殿山４丁目

安倉中４丁目 小浜１丁目

安倉中５丁目 小浜２丁目

安倉中６丁目 小浜３丁目

安倉西１丁目 小浜４丁目

安倉西２丁目 小浜５丁目

安倉西３丁目 駒の町

安倉西４丁目 境野

安倉南１丁目 栄町１丁目

安倉南２丁目 栄町２丁目

安倉南３丁目 栄町３丁目

安倉南４丁目 逆瀬川１丁目

旭町１丁目 逆瀬川２丁目

旭町２丁目 逆瀬台１丁目

旭町３丁目 逆瀬台２丁目

泉ガ丘 逆瀬台３丁目

伊孑志１丁目 逆瀬台４丁目

伊孑志２丁目 逆瀬台５丁目

伊孑志３丁目 逆瀬台６丁目

伊孑志４丁目 桜ガ丘

梅野町 下佐曽利

大原野 寿楽荘

大吹町 新明和町

小林１丁目 末成町

小林２丁目 末広町

小林３丁目 すみれガ丘１丁目

小林４丁目 すみれガ丘２丁目

小林５丁目 すみれガ丘３丁目

鹿塩１丁目 すみれガ丘４丁目

鹿塩２丁目 大成町

金井町 高司１丁目

上佐曽利 高司２丁目

亀井町 高司３丁目

川面１丁目 高司４丁目

川面２丁目 高司５丁目

川面３丁目 高松町

川面４丁目 谷口町

川面５丁目 玉瀬

川面６丁目 千種１丁目

川面長尾山 千種２丁目

清荒神１丁目 千種３丁目

清荒神２丁目 千種４丁目

清荒神３丁目 長寿ガ丘

清荒神４丁目 月見山１丁目

清荒神５丁目 月見山２丁目

近畿ブロック　項番８　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【神戸放送局　阪神営業センター】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

兵庫県宝塚市兵庫県宝塚市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

近畿ブロック　項番８　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

鶴の荘 紅葉ガ丘

塔の町 社町

東洋町 弥生町

中州１丁目 ゆずり葉台１丁目

中州２丁目 ゆずり葉台２丁目

長谷 ゆずり葉台３丁目

中野町 湯本町

仁川旭が丘 兵庫県三田市 全域

仁川うぐいす台

仁川北１丁目

仁川北２丁目

仁川北３丁目

仁川台

仁川高台１丁目

仁川高台２丁目

仁川高丸１丁目

仁川高丸２丁目

仁川高丸３丁目

仁川団地

仁川月見ガ丘

仁川宮西町

野上１丁目

野上２丁目

野上３丁目

野上４丁目

野上５丁目

野上６丁目

波豆

光ガ丘１丁目

光ガ丘２丁目

福井町

宝松苑

宝梅１丁目

宝梅２丁目

宝梅３丁目

米谷１丁目

米谷２丁目

美座１丁目

美座２丁目

南口１丁目

南口２丁目

宮の町

美幸町

武庫川町

武庫山１丁目

武庫山２丁目

売布１丁目

売布２丁目

売布３丁目

売布４丁目

売布ガ丘

売布きよしガ丘

売布自由ガ丘

売布山手町

兵庫県宝塚市

兵庫県宝塚市

【神戸放送局　阪神営業センター】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

足高

大岡

岡一色

岡宮

小林台

駿河台

高尾台

高砂町

中沢田

西熊堂

西沢田

東熊堂

東沢田

松沢町

豊町

静岡県三島市 全域

静岡県駿東郡長泉町 全域

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区

【静岡放送局　営業部】

中部ブロック　項番９　　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

静岡県沼津市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

相生町 北丸ノ内

青葉台１丁目 雲津伊倉津町

青葉台２丁目 雲津鋼管町

阿漕町津興 雲津島貫町

愛宕町 雲津長常町

安東町 雲津本郷町

一志町石橋 河辺町

一志町井生 広明町

一志町井関 木造町

一志町大仰 寿町

一志町小山 幸町

一志町片野 栄町１丁目

一志町庄村 栄町２丁目

一志町新沢田 栄町３丁目

一志町其倉 栄町４丁目

一志町其村 桜田町

一志町高野 桜橋１丁目

一志町田尻 桜橋２丁目

一志町虹が丘 桜橋３丁目

一志町波瀬 渋見町

一志町八太 島崎町

一志町日置 下弁財町津興

一志町みのりケ丘 修成町

一色町 庄田町

稲葉町 城山１丁目

岩田 城山２丁目

産品 城山３丁目

大倉 新立町津

大園 新東町塔世

大谷町 新町１丁目

押加部町 新町２丁目

乙部 新町３丁目

小舟 末広町

海岸町 須ケ瀬町

片田井戸町 住吉町

片田久保町 船頭町津興

片田志袋町　　　　　　　　　　 大門

片田新町　　　　　　　　　　　 高洲町

片田田中町　　　　　　　　　　 高茶屋１丁目　　　　　　　　　

片田町　　　　　　　　　　　　 高茶屋２丁目　　　　　　　　　

片田長谷町　　　　　　　　　　 高茶屋３丁目　　　　　　　　　

片田長谷場町　　　　　　　　　 高茶屋４丁目　　　　　　　　　

片田薬王寺町　 高茶屋５丁目　　　　　　　　　

神納　　　　　　　　　　　 高茶屋６丁目　　　　　　　　　

神納町　　　　　　　　　　　　 高茶屋７丁目　　　　　　　　　

上弁財町　　　　　　　　　　　 高茶屋小森上野町

上弁財町津興　　　　　　　　 高茶屋小森町

香良洲町　　　　　　　　 垂水　　　　　　　　　　　　　

川方町　　　　　　　　　　　　 中央　　　　　　　　　　　　　

川添町　　　　　　　　　　 津興

観音寺町　　　　　　　　　　　 殿村　　　　　　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　　　　　　 鳥居町　　　　　　　　　　　　

北河路町　　　　　　　　　　　 長岡町　　　　　　　　　　　　

北町津　　　　　　　　　　　 中河原　　　　　　　　　　　　

【津放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

中部ブロック　項番１０　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

三重県津市 三重県津市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

中部ブロック　項番１０　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

中村町　　　　　　　　　　　　 南新町　　　　　　　　　　　　

なぎさまち 南中央　　　　　　　　　　　　

西阿漕町岩田 南丸ノ内

西古河町 森町

西丸ノ内 柳山津興

新家町 八幡町

納所町 万町津

野崎垣内岩田 分部町

野田 朝日町

博多町 朝日町一区

八町１丁目 愛宕町

八町２丁目 愛宕町１丁目

八町３丁目 愛宕町２丁目

羽所町 愛宕町３丁目

半田 愛宕町４丁目

東古河町 荒木町

東町津 石津町

東丸ノ内 五十鈴町

久居井戸山町 伊勢寺町

久居射場町 市場庄町

久居鳥木町 飯福田町

久居小野辺町 井村町

久居桜が丘町 魚町

久居幸町 後山町

久居新町 内五曲町

久居寺町 嬉野一志町

久居中町 嬉野井之上町

久居西鷹跡町 嬉野岩倉町

久居二ノ町 嬉野小原町

久居野口町 嬉野上小川町

久居野村町 嬉野釜生田町

久居旅龍町 嬉野川北町

久居東鷹跡町 嬉野川原木造町

久居本町 嬉野黒田町

久居持川町 嬉野黒野町

久居元町 嬉野合ケ野町

久居万町 嬉野小村町

藤枝町 嬉野権現前町

藤方 嬉野算所町

本町　　　　　　　　　　　　　 嬉野島田町

牧町　　　　　　　　　　　　　 嬉野下之庄町

丸ノ内　　　　　　　　　　　　 嬉野須賀町

丸ノ内養正町　　　　　　　　　 嬉野須賀領町

三重町津興　　　　　　　　　　 嬉野滝之川町

美川町　　　　　　　　　 嬉野津屋城町

美里町五百野　　　　　　　　 嬉野天花寺町

緑ヶ丘１丁目　　　　　　　　　 嬉野中川町

緑ヶ丘２丁目　　　　　　　　　 嬉野中川新町１丁目

港町　　　　　　　　　　　　　 嬉野中川新町２丁目

南が丘１丁目 嬉野中川新町３丁目

南が丘２丁目 嬉野中川新町４丁目

南が丘３丁目 嬉野新屋庄町

南が丘４丁目 嬉野野田町

南河路　　　　　　　　　　 嬉野八田町

三重県松阪市

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

三重県津市

三重県津市

【津放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

中部ブロック　項番１０　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

嬉野平生町 中林町

嬉野堀之内町 中町

嬉野見永町 中町６丁目

嬉野宮古町 中道町

嬉野宮野町 西之庄町

嬉野森本町 西肥留町

嬉野矢下町 西町

嬉野薬王寺町 野村町

大口町 甚目町

大黒田町 日丘町

大塚町 東町

小野町 挽木町

大平尾町 日野町

白粉町 平生町

小津町 肥留町

小野江町 深長町

垣鼻町 藤之木町

笠松町 船江町

春日町１丁目 星合町

春日町２丁目 本町

春日町３丁目 舞出町

大阿坂町 曲町

鎌田町 町平尾町

上ノ庄町 松ヶ島町

川井町 松崎浦町

喜多村新田 湊町

木の郷町 南町

京町 美濃田町

京町一区 宮町

久保田町 八重田町

久米町 柚原町

黒田町 岩内町

小阿坂町 与原町

幸生町 猟師町

郷津町 六軒町

五主町 若葉町

小舟江町

桜町

新座町

新町

新松ヶ島町

末広町１丁目

清生町

外五曲町

曽原町

田牧町

高町

茶与町

中央町

長月町

塚本町

殿町

殿村町

中ノ庄町

三重県松阪市

三重県松阪市

【津放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

今泉１丁目 柏原７丁目

今泉２丁目 五十川１丁目

清川１丁目 五十川２丁目

清川２丁目 塩原１丁目

清川３丁目 塩原２丁目

大名１丁目 塩原３丁目

大名２丁目 塩原４丁目

天神１丁目 清水１丁目

天神２丁目 清水２丁目

天神３丁目 清水３丁目

天神４丁目 清水４丁目

天神５丁目 大平寺１丁目

長浜１丁目 大平寺２丁目

長浜２丁目 多賀１丁目

長浜３丁目 多賀２丁目

那の津１丁目 高木１丁目

那の津２丁目 高木２丁目

那の津３丁目 高木３丁目

那の津４丁目 高宮１丁目

那の津５丁目 高宮２丁目

西中洲 高宮３丁目

春吉１丁目 高宮４丁目

春吉２丁目 高宮５丁目

春吉３丁目 玉川町

舞鶴１丁目 筑紫丘１丁目

舞鶴２丁目 筑紫丘２丁目

舞鶴３丁目 寺塚１丁目

薬院１丁目 寺塚２丁目

薬院２丁目 長丘１丁目

薬院３丁目 長丘２丁目

渡辺通１丁目 長丘３丁目

渡辺通２丁目 長丘４丁目

渡辺通３丁目 長丘５丁目

渡辺通４丁目 長住１丁目

渡辺通５丁目 長住２丁目

井尻１丁目 長住３丁目

井尻２丁目 長住４丁目

井尻３丁目 長住５丁目

井尻４丁目 長住６丁目

井尻５丁目 長住７丁目

市崎１丁目 那の川１丁目

市崎２丁目 那の川２丁目

大池１丁目 西長住１丁目

大池２丁目 西長住２丁目

大楠１丁目 西長住３丁目

大楠２丁目 野間１丁目

大楠３丁目 野間２丁目

折立町 野間３丁目

柏原１丁目 野間４丁目

柏原２丁目 桧原

柏原３丁目 桧原１丁目

柏原４丁目 桧原２丁目

柏原５丁目 桧原３丁目

柏原６丁目 桧原４丁目

九州ブロック　項番１１　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【福岡放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

福岡県福岡市南区

福岡県福岡市中央区

福岡県福岡市南区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

九州ブロック　項番１１　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

桧原５丁目

桧原６丁目

桧原７丁目

平和１丁目

平和２丁目

平和４丁目

柳河内１丁目

柳河内２丁目

若久１丁目

若久２丁目

若久３丁目

若久４丁目

若久５丁目

若久６丁目

若久団地

福岡県福岡市南区

【福岡放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

金立町金立 神辺町

金立町千布 古賀町

金立町薬師丸 宿町

久保泉町上和泉 立石町

久保泉町川久保 土井町

久保泉町下和泉 轟町

高木瀬団地 西新町

高木瀬西１丁目 原古賀町

高木瀬西２丁目 平田町

高木瀬西３丁目 布津原町

高木瀬西４丁目 三島町

高木瀬西５丁目 村田町

高木瀬西６丁目 村田町五反三歩

高木瀬東１丁目 養父町

高木瀬東２丁目 山浦町

高木瀬東３丁目 山都町

高木瀬東４丁目 弥生が丘１丁目

高木瀬東５丁目 弥生が丘２丁目

高木瀬東６丁目 弥生が丘３丁目

高木瀬町長瀬 弥生が丘４丁目

高木瀬東高木 弥生が丘５丁目

鍋島 弥生が丘６丁目

鍋島１丁目 弥生が丘７丁目

鍋島２丁目 弥生が丘８丁目

鍋島３丁目 柚比町

鍋島４丁目 佐賀県多久市 全域

鍋島５丁目 佐賀県小城市 全域

鍋島６丁目 神埼町的

日の出１丁目 神埼町尾崎

日の出２丁目 神埼町城原

兵庫町瓦町 神埼町志波屋

兵庫町西渕 脊振町広滝

兵庫町若宮 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 全域

森田 佐賀県三養基郡基山町 全域

大和町池上 佐賀県三養基郡上峰町 堤

大和町川上 原古賀

大和町久池井 蓑原

大和町久留間 佐賀県杵島郡大町町 全域

大和町尼寺

大和町八反原

大和町東山田

大和町松瀬

若楠１丁目

若楠２丁目

若楠３丁目

若宮１丁目

若宮２丁目

若宮３丁目

浅井町

牛原町

江島町

萱方町

河内町

蔵上町

九州ブロック　項番１２　　　　　　　　　　　　　　　  業務開始時の対象地区一覧

佐賀県佐賀市

佐賀県鳥栖市

業務開始時の対象地区

佐賀県鳥栖市

佐賀県神埼市

【佐賀放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区

佐賀県三養基郡みやき町
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

石森１丁目 平愛谷町３丁目

石森２丁目 平愛谷町４丁目

内郷内町 平赤井

内郷小島町 平揚土

内郷神谷町 平尼子町

内郷白水町 平一町目

内郷高坂町 平梅香町

内郷高坂町１丁目 平梅本町

内郷高坂町２丁目 平大館

内郷綴町 平大町

内郷御台境町 平大室

内郷御厩町 平鍛冶町

内郷宮町 平鎌田

小川町上平 平鎌田町

小川町上小川 平釜ノ内

小川町塩田 平上荒川

小川町柴原 平上片寄

小川町下小川 平上神谷

小川町関場 平上川原

小川町高萩 平上平窪

小川町西小川 平北神谷

小川町福岡 平北白戸

小川町三島 平北目町

小島町１丁目 平絹谷

小島町２丁目 平旧城跡

小島町３丁目 平鯨岡

川前町 平久保町

草木台１丁目 平九品寺町

草木台２丁目 平倉前

草木台３丁目 平五色町

草木台４丁目 平小太郎町

草木台５丁目 平五町目

桜ケ丘１丁目 平胡麻沢

桜ケ丘２丁目 平権現町

桜ケ丘３丁目 平紺屋町

桜ケ丘４丁目 平掻槌小路

自由ケ丘 平材木町

十五町目 平作町１丁目

常磐岩ケ岡町 平作町２丁目

常磐長孫町 平作町３丁目

常磐上矢町 平桜町

常磐上湯長谷町 平三町目

常磐下船尾町 平塩

常磐下湯長谷町 平四軒町

常磐白鳥町 平七軒町

常磐関船町 平下荒川

常磐西郷町 平下片寄

常磐藤原町 平下川原

常磐馬玉町 平下の町

常磐松久須根 平下平窪

常磐水野谷町 平正月町

常磐湯本町 平城東１丁目

平愛谷町１丁目 平城東２丁目

平愛谷町２丁目 平城東３丁目

福島県いわき市 福島県いわき市

【福島放送局　営業部】

東北ブロック　項番１３　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

東北ブロック　項番１３　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

平正内町 好間町大利

平白銀町 好間町小谷作

平新町 好間町上好間

平杉平 好間町川中子

平菅ノ沢 好間町北好間

平大工町 好間町榊小屋

平鷹匠町 好間町下好間

平高月 好間町中好間

平田町 若葉１丁目

平仲間町 若葉２丁目

平月見町 福島県田村市 全域

平佃町 福島県石川郡平田村 全域

平堤ノ内 福島県田村郡小野町 全域

平童子町

平道匠小路

平堂根町

平堂ノ前

平研町

平中塩

平長橋町

平中平窪

平中町

平中山

平新川町

平二町目

平新田前

平祢宜町

平橋下

平八幡小路

平番匠

平東町

平菱川町

平古鍛治町

平幕ノ内

平馬目

平三倉

平三崎

平水品

平南町

平紅葉町

平薬王寺

平柳町

平四ツ波

平四町目

平六町目

平六人町

平六間門

平成１丁目

平成２丁目

三沢町

三和町

明治団地

好間町愛谷

好間町今新田

福島県いわき市

福島県いわき市

【福島放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

愛光町 北土居１丁目

朝日ケ丘１丁目 北土居２丁目

朝日ケ丘２丁目 北土居３丁目

朝美１丁目 北土居４丁目

朝美２丁目 北土居５丁目

居相１丁目 北吉田町

居相２丁目 衣山１丁目

居相３丁目 衣山２丁目

居相４丁目 衣山３丁目

居相５丁目 衣山４丁目

居相６丁目 衣山５丁目

生石町 清住１丁目

和泉北２丁目 清住２丁目

和泉南３丁目 空港通１丁目

和泉南４丁目 空港通２丁目

和泉南５丁目 空港通３丁目

和泉南６丁目 空港通４丁目

市坪北１丁目 空港通５丁目

市坪北２丁目 空港通６丁目

市坪西町 空港通７丁目

市坪南１丁目 久保田町

市坪南２丁目 久万ノ台

市坪南３丁目 三番町７丁目

井門町 三番町８丁目

今在家１丁目 高岡町

今在家２丁目 竹原２丁目

今在家３丁目 竹原３丁目

今在家４丁目 竹原４丁目

今在家町 竹原町

大可賀１丁目 竹原町１丁目

大可賀２丁目 千舟町７丁目

大可賀３丁目 千舟町８丁目

大手町１丁目 中央１丁目

大手町２丁目 中央２丁目

小栗５丁目 辻町

小栗６丁目 出合

小栗７丁目 土居田町

小栗町 土居町

越智１丁目 土橋町

越智２丁目 富久町

越智３丁目 西垣生町

海岸通 針田町

萱町１丁目 東石井４丁目

萱町２丁目 東石井６丁目

萱町３丁目 東石井７丁目

萱町４丁目 東垣生町

萱町５丁目 藤原２丁目

萱町６丁目 藤原町

北井門１丁目 古川北３丁目

北井門２丁目 古川北４丁目

北井門３丁目 古川西１丁目

北井門４丁目 古川西２丁目

北井門５丁目 古川西３丁目

北斎院町 古川南１丁目

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

【松山放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

愛媛県松山市 愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　業務開始時の対象地区一覧

古川南２丁目 山越２丁目

古川南３丁目 山越４丁目

古三津４丁目 山越５丁目

古三津５丁目 山越６丁目

古三津６丁目 山越町

平和通６丁目 山西町

別府町 雄郡１丁目

保免上１丁目 雄郡２丁目

保免上２丁目 余戸中１丁目

保免中１丁目 余戸中２丁目

保免中２丁目 余戸中３丁目

保免中３丁目 余戸中４丁目

保免西１丁目 余戸中５丁目

保免西２丁目 余戸中６丁目

保免西３丁目 余戸西１丁目

保免西４丁目 余戸西２丁目

星岡４丁目 余戸西３丁目

星岡５丁目 余戸西４丁目

星岡町 余戸西５丁目

本町１丁目 余戸西６丁目

本町２丁目 余戸東１丁目

本町３丁目 余戸東２丁目

本町４丁目 余戸東３丁目

本町５丁目 余戸東４丁目

本町６丁目 余戸東５丁目

本町７丁目 余戸南１丁目

松前町１丁目 余戸南２丁目

松前町２丁目 余戸南３丁目

松前町３丁目 余戸南４丁目

松前町４丁目 余戸南５丁目

松前町５丁目 余戸南６丁目

松江町 六軒家町

味酒町１丁目 若葉町

味酒町２丁目

味酒町３丁目

美沢１丁目

美沢２丁目

湊町７丁目

湊町８丁目

南江戸１丁目

南江戸２丁目

南江戸３丁目

南江戸４丁目

南江戸５丁目

南江戸６丁目

南江戸町

南斎院町

南吉田町

宮田町

宮西１丁目

宮西２丁目

宮西３丁目

森松町

山越１丁目

愛媛県松山市

愛媛県松山市

【松山放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年12月1日】　【対象業務：総数取次、衛星取次、支払再開取次、口座/クレジット取次】

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

港南１丁目 広町１丁目

港南２丁目 広町２丁目

港南３丁目 南大井１丁目

港南４丁目 南大井２丁目

港南５丁目 南大井３丁目

高輪１丁目 南大井４丁目

高輪２丁目 南大井５丁目

高輪３丁目 南大井６丁目

高輪４丁目 南品川１丁目

大崎１丁目 南品川２丁目

大崎２丁目 南品川３丁目

大崎３丁目 南品川４丁目

大崎４丁目 南品川５丁目

大崎５丁目 南品川６丁目

勝島１丁目 八潮１丁目

勝島２丁目 八潮２丁目

勝島３丁目 八潮３丁目

上大崎１丁目 八潮４丁目

上大崎２丁目 八潮５丁目

上大崎３丁目 大森北１丁目

上大崎４丁目 大森北２丁目

北品川１丁目 大森北３丁目

北品川２丁目 大森北４丁目

北品川３丁目 大森北５丁目

北品川４丁目 大森北６丁目

北品川５丁目 大森中１丁目

北品川６丁目 大森中２丁目

西五反田１丁目 大森中３丁目

西五反田２丁目 大森西１丁目

西五反田３丁目 大森西２丁目

西五反田４丁目 大森西３丁目

西五反田５丁目 大森西４丁目

西五反田６丁目 大森西５丁目

西五反田７丁目 大森西６丁目

西五反田８丁目 大森西７丁目

西品川１丁目 大森東１丁目

西品川２丁目 大森東２丁目

西品川３丁目 大森東３丁目

東大井１丁目 大森東４丁目

東大井２丁目 大森東５丁目

東大井３丁目 大森本町１丁目

東大井４丁目 大森本町２丁目

東大井５丁目 大森南１丁目

東大井６丁目 大森南２丁目

東五反田１丁目 大森南３丁目

東五反田２丁目 大森南４丁目

東五反田３丁目 大森南５丁目

東五反田４丁目 蒲田１丁目

東五反田５丁目 蒲田２丁目

東品川１丁目 蒲田３丁目

東品川２丁目 蒲田４丁目

東品川３丁目 蒲田５丁目

東品川４丁目 蒲田本町１丁目

東品川５丁目 蒲田本町２丁目

関越ブロック　項番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【営業局　中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区

東京都港区

東京都品川区

契約期間中の変更可能地区

東京都品川区

東京都大田区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

北糀谷１丁目

北糀谷２丁目

新蒲田１丁目

新蒲田２丁目

新蒲田３丁目

西糀谷１丁目

西糀谷２丁目

西糀谷３丁目

西糀谷４丁目

萩中１丁目

萩中２丁目

萩中３丁目

羽田１丁目

羽田２丁目

羽田３丁目

羽田４丁目

羽田５丁目

羽田６丁目

東蒲田１丁目

東蒲田２丁目

東糀谷１丁目

東糀谷２丁目

東糀谷３丁目

東糀谷４丁目

東糀谷５丁目

東糀谷６丁目

平和島１丁目

平和島２丁目

平和島３丁目

平和島４丁目

平和島５丁目

平和島６丁目

本羽田１丁目

本羽田２丁目

本羽田３丁目

南蒲田１丁目

南蒲田２丁目

南蒲田３丁目

【営業局　中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区

東京都大田区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

長野県松本市 全域

長野県岡谷市 全域

長野県諏訪市 全域

長野県塩尻市 全域

長野県安曇野市 全域

長野県諏訪郡下諏訪町 全域

長野県上伊那郡辰野町 全域

長野県東筑摩郡山形村 全域

長野県東筑摩郡朝日村 全域

関越ブロック　項番２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【長野放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

三枚町 舞岡町

菅田町 前田町

羽沢町 南舞岡１丁目

羽沢南１丁目 南舞岡２丁目

羽沢南２丁目 南舞岡３丁目

羽沢南３丁目 南舞岡４丁目

羽沢南４丁目 矢部町

新井町 吉田町

今井町 神奈川県横浜市旭区 全域

上菅田町 神奈川県横浜市瀬谷区 全域

狩場町 神奈川県横浜市泉区 全域

川島町

権太坂１丁目

権太坂２丁目

権太坂３丁目

境木町

境木本町

坂本町

新桜ケ丘１丁目

新桜ケ丘２丁目

西谷町

初音ケ丘

東川島町

藤塚町

仏向西

法泉１丁目

法泉２丁目

法泉３丁目

秋葉町

柏尾町

上柏尾町

上倉田町

上品濃

上矢部町

川上町

汲沢１丁目

汲沢２丁目

汲沢３丁目

汲沢４丁目

汲沢５丁目

汲沢６丁目

汲沢７丁目

汲沢８丁目

汲沢町

品濃町

戸塚町

鳥が丘

名瀬町

平戸１丁目

平戸２丁目

平戸３丁目

平戸４丁目

平戸５丁目

平戸町

神奈川県横浜市神奈川区

神奈川県横浜市保土ケ谷区

神奈川県横浜市戸塚区

神奈川県横浜市戸塚区

関越ブロック　項番３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【横浜放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

大神

大島

岡崎

北豊田

城所

小鍋島

四之宮７丁目

下島

田村１丁目

田村２丁目

田村３丁目

田村４丁目

田村５丁目

田村６丁目

田村７丁目

田村８丁目

田村９丁目

豊田打間木

豊田小嶺

豊田平等寺

豊田本郷

豊田宮下

東豊田

ふじみ野１丁目

ふじみ野２丁目

南豊田

横内

吉際

神奈川県秦野市 全域

岡津古久

小野

上古沢

下古沢

七沢

温水西１丁目

温水西２丁目

毛利台１丁目

毛利台２丁目

毛利台３丁目

森の里１丁目

森の里２丁目

森の里３丁目

森の里４丁目

森の里５丁目

森の里青山

森の里若宮

神奈川県伊勢原市 全域

神奈川県足柄上郡中井町 全域

神奈川県足柄上郡大井町 全域

神奈川県足柄上郡松田町 全域

神奈川県足柄上郡山北町 全域

神奈川県足柄上郡開成町 全域

関越ブロック　項番４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【横浜放送局　かながわ西営業センター】

契約期間中の変更可能地区

神奈川県平塚市

神奈川県厚木市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

群馬県前橋市 全域

群馬県高崎市 全域

群馬県佐波郡玉村町 全域

関越ブロック　項番５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【前橋放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区

62



対象地区・想定業績等一覧 別紙

千葉県千葉市中央区 全域

千葉県千葉市若葉区 全域

千葉県千葉市緑区 全域

千葉県四街道市 全域

関越ブロック　項番６　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【千葉放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

大谷 堀崎町

大和田町１丁目　　　　　　　　 丸ヶ崎

大和田町２丁目　　　　　　　　 丸ヶ崎町

卸町１丁目　　　　　　　　　　 御蔵

卸町２丁目　　　　　　　　　　 南中野

加田屋１丁目　　　　　　　　　 南中丸

加田屋２丁目　　　　　　　　　 宮ヶ谷塔

片柳 宮ヶ谷塔１丁目

片柳１丁目 宮ヶ谷塔２丁目

片柳２丁目 宮ヶ谷塔３丁目

上山口新田 宮ヶ谷塔４丁目

小深作 山

笹丸 相野原

島町 愛宕町

島町１丁目 飯塚

島町２丁目 岩槻

新右ェ門新田 上野

砂町２丁目 上野１丁目

染谷 上野２丁目

染谷１丁目 上野３丁目

染谷２丁目 上野４丁目

染谷３丁目 上野５丁目

中川 上野６丁目

新堤 浮谷

西山村新田 裏慈恩寺

蓮沼 大口

春岡１丁目 太田１丁目

春岡２丁目 太田２丁目

春岡３丁目 太田３丁目

春野１丁目 大戸

春野２丁目 大野島

春野３丁目 大森

春野４丁目 大谷

東新井 尾ケ崎

東大宮１丁目 尾ケ崎新田

東大宮２丁目 表慈恩寺

東大宮３丁目 釣上

東大宮４丁目 釣上新田

東大宮５丁目 加倉

東大宮６丁目 加倉１丁目

東大宮７丁目 加倉２丁目

東宮下 加倉３丁目

東宮下１丁目 加倉４丁目

東宮下２丁目 加倉５丁目

東宮下３丁目 掛

東門前 柏崎

膝子 金重

深作 鹿室

深作１丁目 上里１丁目

深作２丁目 上里２丁目

深作３丁目 黒谷

深作４丁目 古ケ場

深作５丁目 古ケ場１丁目

風渡野 古ケ場２丁目

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【さいたま放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市見沼区

埼玉県さいたま市岩槻区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

小溝 本町４丁目

笹久保 本町５丁目

笹久保新田 本町６丁目

慈恩寺 本丸１丁目

城南１丁目 本丸２丁目

城南２丁目 本丸３丁目

城南３丁目 本丸４丁目

城南４丁目 馬込

城南５丁目 増長

城町１丁目 美園東１丁目

城町２丁目 美園東２丁目

真福寺 美園東３丁目

末田 南下新井

諏訪１丁目 南辻

諏訪２丁目 南平野

諏訪３丁目 南平野１丁目

諏訪４丁目 南平野２丁目

諏訪５丁目 南平野３丁目

高曽根 南平野４丁目

徳力 南平野５丁目

仲町１丁目 箕輪

仲町２丁目 宮町１丁目

長宮 宮町２丁目

並木１丁目 美幸町

並木２丁目 村国

新方須賀 谷下

西原 横根

西原台１丁目 赤崎

西原台２丁目 赤沼

西町１丁目 飯沼

西町２丁目 一ノ割

西町３丁目 一ノ割１丁目

西町４丁目 一ノ割２丁目

西町５丁目 一ノ割３丁目

野孫 一ノ割４丁目

原町 牛島

東岩槻１丁目 内牧

東岩槻２丁目 梅田１丁目

東岩槻３丁目 梅田２丁目

東岩槻４丁目 梅田３丁目

東岩槻５丁目 梅田本町１丁目

東岩槻６丁目 梅田本町２丁目

東町１丁目 榎

東町２丁目 大枝

日の出町 大沼１丁目

府内１丁目 大沼２丁目

府内２丁目 大沼３丁目

府内３丁目 大沼４丁目

府内４丁目 大沼５丁目

平林寺 大沼６丁目

本宿 大沼７丁目

本町１丁目 大場

本町２丁目 大畑

本町３丁目 大衾

【さいたま放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

埼玉県さいたま市岩槻区

埼玉県さいたま市岩槻区

埼玉県春日部市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

粕壁 中央７丁目

粕壁１丁目 中央８丁目

粕壁２丁目 銚子口

粕壁３丁目 塚崎

粕壁４丁目 道口蛭田

粕壁東１丁目 道順川戸

粕壁東２丁目 豊野町１丁目

粕壁東３丁目 豊野町２丁目

粕壁東４丁目 豊野町３丁目

粕壁東５丁目 永沼

粕壁東６丁目 中野

金崎 新方袋

上大増新田 西親野井

上金崎 西金野井

上吉妻 西宝珠花

上蛭田 西八木崎１丁目

上柳 西八木崎２丁目

神間 西八木崎３丁目

木崎 八丁目

椚 花積

倉常 浜川戸１丁目

小平 浜川戸２丁目

小渕 樋堀

米崎 樋籠

米島 備後西１丁目

栄町１丁目 備後西２丁目

栄町２丁目 備後西３丁目

栄町３丁目 備後西４丁目

下大増新田 備後西５丁目

下吉妻 備後東１丁目

下蛭田 備後東２丁目

下柳 備後東３丁目

新川 備後東４丁目

新宿新田 備後東５丁目

水角 備後東６丁目

薄谷 備後東７丁目

千間１丁目 備後東８丁目

武里団地１丁目 藤塚

武里団地２丁目 不動院野

武里団地３丁目 本田町１丁目

武里団地４丁目 本田町２丁目

武里団地５丁目 増戸

武里団地６丁目 増富

武里団地７丁目 増田新田

武里団地８丁目 緑町１丁目

武里団地９丁目 緑町２丁目

武里中野 緑町３丁目

立野 緑町４丁目

中央１丁目 緑町５丁目

中央２丁目 緑町６丁目

中央３丁目 南１丁目

中央４丁目 南２丁目

中央５丁目 南３丁目

中央６丁目 南４丁目

【さいたま放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

埼玉県春日部市 埼玉県春日部市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

関越ブロック　項番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

南５丁目

南栄町

南中曽根

八木崎町

谷原１丁目

谷原２丁目

谷原３丁目

谷原新田

豊町１丁目

豊町２丁目

豊町３丁目

豊町４丁目

豊町５丁目

豊町６丁目

芦橋

六軒町

埼玉県蓮田市 全域

埼玉県白岡市 全域

埼玉県南埼玉郡宮代町 全域

埼玉県春日部市

契約期間中の変更可能地区

【さいたま放送局　営業部】
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

青木１丁目 本山南町７丁目

青木２丁目 本山南町８丁目

青木３丁目 本山南町９丁目

青木４丁目 森北町１丁目

青木５丁目 森北町２丁目

青木６丁目 森北町３丁目

魚崎浜町 森北町４丁目

魚崎南町１丁目 森北町５丁目

魚崎南町２丁目 森北町６丁目

魚崎南町３丁目 森北町７丁目

魚崎南町４丁目 森南町１丁目

岡本５丁目 森南町２丁目

岡本６丁目 森南町３丁目

北青木１丁目 兵庫県神戸市北区 全域

北青木２丁目 青葉台１丁目

北青木３丁目 青葉台２丁目

北青木４丁目 北六甲台１丁目

甲南台 北六甲台２丁目

深江北町１丁目 北六甲台３丁目

深江北町２丁目 北六甲台４丁目

深江北町３丁目 北六甲台５丁目

深江北町４丁目 清瀬台

深江北町５丁目 国見台１丁目

深江浜町 国見台２丁目

深江本町１丁目 国見台３丁目

深江本町２丁目 国見台４丁目

深江本町３丁目 国見台５丁目

深江本町４丁目 国見台６丁目

深江南町１丁目 塩瀬町名塩

深江南町２丁目 塩瀬町生瀬

深江南町３丁目 すみれ台１丁目

深江南町４丁目 すみれ台２丁目

深江南町５丁目 すみれ台３丁目

本庄町１丁目 名塩１丁目

本庄町２丁目 名塩２丁目

本庄町３丁目 名塩３丁目

本山北町１丁目 名塩赤坂

本山北町２丁目 名塩ガーデン

本山北町３丁目 名塩木之元

本山北町４丁目 名塩さくら台１丁目

本山北町５丁目 名塩さくら台２丁目

本山北町６丁目 名塩さくら台３丁目

本山中町１丁目 名塩さくら台４丁目

本山中町２丁目 名塩山荘

本山中町３丁目 名塩茶園町

本山中町４丁目 名塩東久保

本山町北畑 名塩平成台

本山町田辺 名塩南台１丁目

本山南町１丁目 名塩南台２丁目

本山南町２丁目 名塩南台３丁目

本山南町３丁目 名塩南台４丁目

本山南町４丁目 名塩美山

本山南町５丁目 生瀬高台

本山南町６丁目 生瀬町１丁目

近畿ブロック　項番８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【神戸放送局　阪神営業センター】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

兵庫県神戸市東灘区

兵庫県神戸市東灘区

兵庫県西宮市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

近畿ブロック　項番８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

生瀬町２丁目

生瀬東町

生瀬武庫川町

花の峰

東山台１丁目

東山台２丁目

東山台３丁目

東山台４丁目

東山台５丁目

宝生ケ丘１丁目

宝生ケ丘２丁目

山口町上山口１丁目

山口町上山口２丁目

山口町上山口３丁目

山口町上山口４丁目

山口町金仙寺

山口町金仙寺１丁目

山口町金仙寺２丁目

山口町金仙寺３丁目

山口町香花園

山口町下山口

山口町下山口２丁目

山口町下山口３丁目

山口町下山口４丁目

山口町下山口５丁目

山口町中野

山口町名来１丁目

山口町名来２丁目

山口町船坂

兵庫県芦屋市 全域

兵庫県宝塚市 全域

兵庫県三田市 全域

兵庫県西宮市

【神戸放送局　阪神営業センター】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

静岡県沼津市 全域

静岡県三島市 全域

静岡県御殿場市 全域

静岡県裾野市 全域

静岡県伊豆の国市 全域

静岡県田方郡函南町 全域

静岡県駿東郡清水町 全域

静岡県駿東郡長泉町 全域

静岡県駿東郡小山町 全域

中部ブロック　項番９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【静岡放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

三重県津市 全域 嬉野野田町

阿形町 嬉野八田町

朝田町 嬉野平生町

朝日町 嬉野堀之内町

朝日町一区 嬉野見永町

愛宕町 嬉野宮古町

愛宕町１丁目 嬉野宮野町

愛宕町２丁目 嬉野森本町

愛宕町３丁目 嬉野矢下町

愛宕町４丁目 嬉野薬王寺町

荒木町 大口町

阿波曽町 大黒田町

安楽町 大塚町

射和町 大津町

石津町 小野町

五十鈴町 大平尾町

泉町 大宮田町

伊勢寺町 岡本町

稲木町 岡山町

伊勢場町 白粉町

市場庄町 小津町

飯福田町 小野江町

井村町 大足町

上川町 垣鼻町

魚町 笠松町

後山町 春日町１丁目

内五曲町 春日町２丁目

嬉野一志町 春日町３丁目

嬉野井之上町 大阿坂町

嬉野岩倉町 鎌田町

嬉野小原町 上蛸路町

嬉野上小川町 上七見町

嬉野釜生田町 上ノ庄町

嬉野川北町 川井町

嬉野川原木造町 喜多村新田町

嬉野黒田町 木の郷町

嬉野黒野町 京町

嬉野合ケ野町 京町一区

嬉野小村町 櫛田町

嬉野権現前町 久保田町

嬉野算所町 久保町

嬉野島田町 久米町

嬉野下之庄町 黒田町

嬉野須賀町 小阿坂町

嬉野須賀領町 古井町

嬉野滝之川町 幸生町

嬉野津屋城町 郷津町

嬉野天花寺町 広陽町

嬉野中川町 小黒田町

嬉野中川新町１丁目 五反田町１丁目

嬉野中川新町２丁目 五反田町２丁目

嬉野中川新町３丁目 五反田町３丁目

嬉野中川新町４丁目 五反田町４丁目

嬉野新屋庄町 五反田町５丁目

三重県松阪市

中部ブロック　項番１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【津放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

三重県松阪市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

中部ブロック　項番１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

御殿山町 日丘町

五主町 東町

小舟江町 光町

佐久米町 挽木町

桜町 日野町

五月町 平生町

清水町 肥留町

下蛸路町 深長町

下七見町 藤之木町

下村町 船江町

庄町 平成町

新座町 法田町

新町 星合町

新松ヶ島町 本町

新屋敷町 舞出町

末広町１丁目 駅部田町

菅生町 曲町

清生町 町平尾町

外五曲町 松ヶ島町

曽原町 松崎浦町

田牧町 御麻生薗町

高木町 湊町

高須町 南虹が丘町

高町 南町

宝塚町 美濃田町

立野町 宮町

立田町 目田町

田村町 萌木町

田原町 八重田町

茶与町 山下町

中央町 山添町

中万町 山室町

長月町 柚原町

塚本町 岩内町

殿町 横地町

殿村町 与原町

豊原町 猟師町

中ノ庄町 六軒町

中林町 若葉町

中町 和屋町

中町６丁目 三重県鈴鹿市 全域

中道町

虹が丘町

西黒部町

西之庄町

西野町

西野々町

西肥留町

西町

丹生寺町

野村町

甚目町

八太町

早馬瀬町

【津放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

三重県松阪市

三重県松阪市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

赤坂１丁目 那の津２丁目

赤坂２丁目 那の津３丁目

荒津１丁目 那の津４丁目

荒津２丁目 那の津５丁目

荒戸１丁目 西公園

荒戸２丁目 西中洲

荒戸３丁目 春吉１丁目

伊崎 春吉２丁目

今泉１丁目 春吉３丁目

今泉２丁目 福浜１丁目

今川１丁目 福浜２丁目

今川２丁目 古小烏町

大手門１丁目 舞鶴１丁目

大手門２丁目 舞鶴２丁目

大手門３丁目 舞鶴３丁目

大濠１丁目 港１丁目

大濠２丁目 港２丁目

大濠公園 港３丁目

清川１丁目 南公園

清川２丁目 薬院１丁目

清川３丁目 薬院２丁目

黒門 薬院３丁目

警固１丁目 薬院４丁目

警固２丁目 薬院伊福町

警固３丁目 渡辺通１丁目

御所ケ谷 渡辺通２丁目

山荘通３丁目 渡辺通３丁目

地行１丁目 渡辺通４丁目

地行２丁目 渡辺通５丁目

地行３丁目 福岡県福岡市南区 全域

地行４丁目 福岡県福岡市城南区 全域

地行浜１丁目 泉１丁目

地行浜２丁目 泉２丁目

城内 泉３丁目

白金１丁目 泉４丁目

白金２丁目 一の谷１丁目

大名１丁目 一の谷２丁目

大名２丁目 一の谷３丁目

高砂１丁目 一の谷４丁目

高砂２丁目 一の谷５丁目

天神１丁目 一の谷６丁目

天神２丁目 大谷１丁目

天神３丁目 大谷２丁目

天神４丁目 大谷３丁目

天神５丁目 大谷４丁目

唐人町１丁目 大谷５丁目

唐人町２丁目 大谷６丁目

唐人町３丁目 大谷７丁目

鳥飼２丁目 大谷８丁目

鳥飼３丁目 大谷９丁目

長浜１丁目 大土居１丁目

長浜２丁目 大土居２丁目

長浜３丁目 大土居３丁目

那の津１丁目 岡本１丁目

福岡県福岡市中央区

福岡県福岡市中央区

福岡県春日市

九州ブロック　項番１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【福岡放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

九州ブロック　項番１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

岡本２丁目 白水ヶ丘１丁目

岡本３丁目 白水ヶ丘２丁目

岡本４丁目 白水ヶ丘３丁目

岡本５丁目 白水ヶ丘４丁目

岡本６丁目 白水ヶ丘５丁目

岡本７丁目 白水ヶ丘６丁目

春日１丁目 須玖南１丁目

春日２丁目 須玖南２丁目

春日３丁目 須玖南３丁目

春日４丁目 須玖南４丁目

春日５丁目 須玖南５丁目

春日６丁目 須玖南６丁目

春日７丁目 須玖南７丁目

春日８丁目 須玖南８丁目

春日９丁目 ちくし台１丁目

春日１０丁目 ちくし台２丁目

上白水 ちくし台３丁目

上白水１丁目 ちくし台４丁目

上白水２丁目 ちくし台５丁目

上白水３丁目 塚原台１丁目

上白水４丁目 塚原台２丁目

上白水５丁目 塚原台３丁目

上白水６丁目 天神山１丁目

上白水７丁目 天神山２丁目

上白水８丁目 天神山３丁目

上白水９丁目 天神山４丁目

上白水１０丁目 天神山５丁目

小倉１丁目 天神山６丁目

小倉２丁目 天神山７丁目

小倉３丁目 昇町１丁目

小倉４丁目 昇町２丁目

小倉５丁目 昇町３丁目

小倉６丁目 昇町４丁目

小倉７丁目 昇町５丁目

小倉東１丁目 昇町６丁目

小倉東２丁目 昇町７丁目

下白水 昇町８丁目

下白水北１丁目 伯玄町２丁目

下白水北２丁目 星見ヶ丘１丁目

下白水北３丁目 星見ヶ丘２丁目

下白水北４丁目 星見ヶ丘３丁目

下白水北５丁目 星見ヶ丘４丁目

下白水北６丁目 星見ヶ丘５丁目

下白水北７丁目 星見ヶ丘６丁目

下白水南１丁目 松ヶ丘１丁目

下白水南２丁目 松ヶ丘２丁目

下白水南３丁目 松ヶ丘３丁目

下白水南４丁目 松ヶ丘４丁目

下白水南５丁目 松ヶ丘５丁目

下白水南６丁目 松ヶ丘６丁目

下白水南７丁目 紅葉ヶ丘西１丁目

白水池１丁目 紅葉ヶ丘西２丁目

白水池２丁目 紅葉ヶ丘西３丁目

白水池３丁目 紅葉ヶ丘西４丁目

福岡県春日市

【福岡放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

福岡県春日市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

九州ブロック　項番１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

紅葉ヶ丘西５丁目

紅葉ヶ丘西６丁目

紅葉ヶ丘西７丁目

紅葉ヶ丘東１丁目

紅葉ヶ丘東２丁目

紅葉ヶ丘東３丁目

紅葉ヶ丘東４丁目

紅葉ヶ丘東５丁目

紅葉ヶ丘東６丁目

紅葉ヶ丘東７丁目

紅葉ヶ丘東８丁目

紅葉ヶ丘東９丁目

紅葉ヶ丘東１０丁目

弥生１丁目

弥生２丁目

弥生３丁目

弥生４丁目

弥生５丁目

弥生６丁目

弥生７丁目

若葉台西１丁目

若葉台西２丁目

若葉台西３丁目

若葉台西４丁目

若葉台西５丁目

若葉台西６丁目

若葉台西７丁目

若葉台東１丁目

若葉台東２丁目

若葉台東３丁目

若葉台東４丁目

若葉台東５丁目

福岡県筑紫郡那珂川町 全域

【福岡放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区

福岡県春日市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

佐賀県佐賀市 全域

佐賀県唐津市 全域

佐賀県鳥栖市 全域

佐賀県多久市 全域

佐賀県武雄市 全域

佐賀県鹿島市 全域

佐賀県小城市 全域

佐賀県嬉野市 全域

佐賀県神埼市 全域

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 全域

佐賀県三養基郡基山町 全域

佐賀県三養基郡上峰町 全域

佐賀県三養基郡みやき町 全域

佐賀県杵島郡大町町 全域

佐賀県杵島郡江北町 全域

佐賀県杵島郡白石町 全域

佐賀県藤津郡太良町 全域

九州ブロック　項番１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【佐賀放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

福島県いわき市 全域

福島県田村市 全域

福島県東白川郡矢祭町 全域

福島県東白川郡塙町 全域

福島県東白川郡鮫川村 全域

福島県石川郡平田村 全域

福島県石川郡古殿町 全域

福島県田村郡小野町 全域

東北ブロック　項番１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【福島放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

愛光町 一番町４丁目

会津町 井門町

青波町 今在家１丁目

青葉台 今在家２丁目

朝日ケ丘１丁目 今在家３丁目

朝日ケ丘２丁目 今在家４丁目

旭町 今在家町

朝美１丁目 祝谷東町

朝美２丁目 祝谷町１丁目

朝生田町１丁目 祝谷町２丁目

朝生田町２丁目 祝谷町３丁目

朝生田町３丁目 祝谷町４丁目

朝生田町４丁目 祝谷町５丁目

朝生田町５丁目 祝谷町６丁目

朝生田町６丁目 岩崎町１丁目

朝生田町７丁目 岩崎町２丁目

天山１丁目 上野町

天山２丁目 内浜町

天山３丁目 内宮町

安城寺町 馬木町

居相１丁目 梅木町

居相２丁目 梅田町

居相３丁目 永代町

居相４丁目 枝松１丁目

居相５丁目 枝松２丁目

居相６丁目 枝松３丁目

生石町 枝松４丁目

石手１丁目 枝松５丁目

石手２丁目 枝松６丁目

石手３丁目 恵原町

石手４丁目 大井野町

石手５丁目 大街道１丁目

石手白石 大街道２丁目

石風呂町 大街道３丁目

和泉北１丁目 大可賀１丁目

和泉北２丁目 大可賀２丁目

和泉北３丁目 大可賀３丁目

和泉北４丁目 大手町１丁目

泉町 大手町２丁目

和泉南１丁目 大橋町

和泉南２丁目 小栗１丁目

和泉南３丁目 小栗２丁目

和泉南４丁目 小栗３丁目

和泉南５丁目 小栗４丁目

和泉南６丁目 小栗５丁目

市坪北１丁目 小栗６丁目

市坪北２丁目 小栗７丁目

市坪西町 小栗町

市坪南１丁目 越智１丁目

市坪南２丁目 越智２丁目

市坪南３丁目 越智３丁目

一番町１丁目 小野町

一番町２丁目 恩地町

一番町３丁目 海岸通

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県松山市 愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

春日町 清住２丁目

上総町 喜与町１丁目

歩行町１丁目 喜与町２丁目

歩行町２丁目 空港通１丁目

勝岡町 空港通２丁目

勝山町１丁目 空港通３丁目

勝山町２丁目 空港通４丁目

門田町 空港通５丁目

上伊台町 空港通６丁目

上市１丁目 空港通７丁目

上市２丁目 九川

上川原町 久谷町

上高野町 久保田町

鴨川１丁目 窪野町

鴨川２丁目 久万ノ台

鴨川３丁目 久米窪田町

萱町１丁目 桑原１丁目

萱町２丁目 桑原２丁目

萱町３丁目 桑原３丁目

萱町４丁目 桑原４丁目

萱町５丁目 桑原５丁目

萱町６丁目 桑原６丁目

河中町 桑原７丁目

河原町 小坂１丁目

神田町 小坂２丁目

祇園町 小坂３丁目

来住町 小坂４丁目

北井門１丁目 小坂５丁目

北井門２丁目 此花町

北井門３丁目 小村町

北井門４丁目 権現町

北井門５丁目 桜ケ丘

北梅本町 桜谷町

北久米町 川の郷町

北斎院町 三町１丁目

北立花町 三町２丁目

北土居１丁目 三町３丁目

北土居２丁目 三番町１丁目

北土居３丁目 三番町２丁目

北土居４丁目 三番町３丁目

北土居５丁目 三番町４丁目

北藤原町 三番町５丁目

北持田町 三番町６丁目

北吉田町 三番町７丁目

衣山１丁目 三番町８丁目

衣山２丁目 食場町

衣山３丁目 志津川町

衣山４丁目 東雲町

衣山５丁目 清水町１丁目

木屋町１丁目 清水町２丁目

木屋町２丁目 清水町３丁目

木屋町３丁目 清水町４丁目

木屋町４丁目 下伊台町

清住１丁目 正円寺町１丁目

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県松山市 愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

正円寺町２丁目 千舟町１丁目

正円寺町３丁目 千舟町２丁目

正円寺町４丁目 千舟町３丁目

常光寺町 千舟町４丁目

城山町 千舟町５丁目

浄瑠璃町 千舟町６丁目

昭和町 千舟町７丁目

新石手 千舟町８丁目

神次郎町 中央１丁目

新立町 中央２丁目

新浜町 束本１丁目

末広町 束本２丁目

末町 築山町

須賀町 辻町

杉立町 津吉町

菅沢町 出合

住吉１丁目 鉄砲町

住吉２丁目 土居田町

太山寺町 土居町

高井町 問屋町

高岡町 道後一万

高木町 道後今市

高砂町１丁目 道後北代

高砂町２丁目 道後喜多町

高砂町３丁目 道後公園

高砂町４丁目 道後鷺谷町

鷹子町 道後多幸町

高野町 道後樋又

高浜町１丁目 道後姫塚

高浜町２丁目 道後町１丁目

高浜町３丁目 道後町２丁目

高浜町４丁目 道後緑台

高浜町５丁目 道後湯月町

高浜町６丁目 道後湯之町

高山町 土橋町

拓川町 泊町

竹原２丁目 富久町

竹原３丁目 中一万町

竹原４丁目 永木町１丁目

竹原町 永木町２丁目

竹原町１丁目 中須賀１丁目

立花１丁目 中須賀２丁目

立花２丁目 中須賀３丁目

立花３丁目 中野町

立花４丁目 中村１丁目

立花５丁目 中村２丁目

立花６丁目 中村３丁目

辰巳町 中村４丁目

谷町 中村５丁目

玉谷町 西石井１丁目

樽味１丁目 西石井２丁目

樽味２丁目 西石井３丁目

樽味３丁目 西石井４丁目

樽味４丁目 西石井５丁目

愛媛県松山市

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

西石井６丁目 姫原３丁目

西一万町 平井町

錦町 平田町

西長戸町 福音寺町

西野町 福角町

西垣生町 福見川町

二番町１丁目 藤野町

二番町２丁目 藤原１丁目

二番町３丁目 藤原２丁目

二番町４丁目 藤原町

梅津寺町 舟ケ谷町

白水台１丁目 古川北１丁目

白水台２丁目 古川北２丁目

白水台３丁目 古川北３丁目

白水台４丁目 古川北４丁目

白水台５丁目 古川西１丁目

白水台６丁目 古川西２丁目

畑寺１丁目 古川西３丁目

畑寺２丁目 古川南１丁目

畑寺３丁目 古川南２丁目

畑寺４丁目 古川南３丁目

畑寺町 古三津１丁目

花園町 古三津２丁目

祓川１丁目 古三津３丁目

祓川２丁目 古三津４丁目

針田町 古三津５丁目

春美町 古三津６丁目

東石井１丁目 文京町

東石井２丁目 平和通１丁目

東石井３丁目 平和通２丁目

東石井４丁目 平和通３丁目

東石井５丁目 平和通４丁目

東石井６丁目 平和通５丁目

東石井７丁目 平和通６丁目

東一万町 別府町

東大栗町 保免上１丁目

東方町 保免上２丁目

東川町 保免中１丁目

東長戸１丁目 保免中２丁目

東長戸２丁目 保免中３丁目

東長戸３丁目 保免西１丁目

東長戸４丁目 保免西２丁目

東野１丁目 保免西３丁目

東野２丁目 保免西４丁目

東野３丁目 星岡１丁目

東野４丁目 星岡２丁目

東野５丁目 星岡３丁目

東野６丁目 星岡４丁目

東垣生町 星岡５丁目

東山町 星岡町

日の出町 堀江町

ひばりケ丘 堀之内

姫原１丁目 本町１丁目

姫原２丁目 本町２丁目

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県松山市 愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

本町３丁目 南土居町

本町４丁目 南白水１丁目

本町５丁目 南白水２丁目

本町６丁目 南白水３丁目

本町７丁目 南堀端町

松前町１丁目 南町１丁目

松前町２丁目 南町２丁目

松前町３丁目 南持田町

松前町４丁目 南吉田町

松前町５丁目 宮田町

真砂町 宮西１丁目

松江町 宮西２丁目

松末１丁目 宮西３丁目

松末２丁目 御幸１丁目

松ノ木１丁目 御幸２丁目

松ノ木２丁目 室町

丸之内 室町１丁目

味酒町１丁目 室町２丁目

味酒町２丁目 持田町１丁目

味酒町３丁目 持田町２丁目

美沢１丁目 持田町３丁目

美沢２丁目 持田町４丁目

三杉町 元町

水口町 紅葉町

溝辺町 森松町

御宝町 宿野町

三津１丁目 柳谷町

三津２丁目 柳井町１丁目

三津３丁目 柳井町２丁目

三津ふ頭 柳井町３丁目

みどりケ丘 山越１丁目

緑町１丁目 山越２丁目

緑町２丁目 山越３丁目

水泥町 山越４丁目

湊町１丁目 山越５丁目

湊町２丁目 山越６丁目

湊町３丁目 山越町

湊町４丁目 山田町

湊町５丁目 山西町

湊町６丁目 雄郡１丁目

湊町７丁目 雄郡２丁目

湊町８丁目 湯の山１丁目

港山町 湯の山２丁目

南梅本町 湯の山３丁目

南江戸１丁目 湯の山４丁目

南江戸２丁目 湯の山５丁目

南江戸３丁目 湯の山６丁目

南江戸４丁目 湯の山７丁目

南江戸５丁目 湯の山８丁目

南江戸６丁目 湯の山東１丁目

南江戸町 湯の山東２丁目

南久米町 湯の山東３丁目

南斎院町 湯の山東４丁目

南高井町 湯の山東５丁目

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県松山市 愛媛県松山市
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対象地区・想定業績等一覧 別紙

四国ブロック　項番１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象地区一覧

湯山柳

由良町

湯渡町

余戸中１丁目

余戸中２丁目

余戸中３丁目

余戸中４丁目

余戸中５丁目

余戸中６丁目

余戸西１丁目

余戸西２丁目

余戸西３丁目

余戸西４丁目

余戸西５丁目

余戸西６丁目

余戸東１丁目

余戸東２丁目

余戸東３丁目

余戸東４丁目

余戸東５丁目

余戸南１丁目

余戸南２丁目

余戸南３丁目

余戸南４丁目

余戸南５丁目

余戸南６丁目

吉野町

吉藤１丁目

吉藤２丁目

吉藤３丁目

吉藤４丁目

吉藤５丁目

米野町

六軒家町

若草町

若葉町

和気町１丁目

和気町２丁目

上野

尾崎

上吾川

上三谷

米湊

下吾川

下三谷

灘町

三島町

湊町

宮下

八倉

愛媛県東温市 全域

愛媛県伊予郡松前町 全域

愛媛県伊予郡砥部町 全域

愛媛県松山市

【松山放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区

愛媛県伊予市
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別紙

関越ブロック　項番１
対象地区想定業績一覧【業務開始地区：東京都品川区の一部、大田区の一部】 第１期に縮小する想定業績規模

各期の想定業績（第１期の想定業績から右表の「第１期に縮小する想定業績規模」を減じたあとの想定業績）
年度 年度 ３０年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 - - - - 494 527 1,021 総数取次 -

衛星取次 - - - - 346 368 714 衛星取次 -

支払再開 - - - - 81 76 157 支払再開 -

口座/クレジット - - - - 358 374 732 口座/クレジット -

年度 年度 ３１年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 642 544 494 511 494 527 3,212 総数取次 82

衛星取次 350 368 346 346 346 368 2,124 衛星取次 41

支払再開 67 81 81 81 81 76 467 支払再開 9

口座/クレジット 438 389 358 369 358 375 2,287 口座/クレジット 57

年度 年度 ３２年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 642 544 494 511 494 527 3,212 総数取次 82

衛星取次 350 368 346 346 346 368 2,124 衛星取次 41

支払再開 67 81 81 81 81 76 467 支払再開 9

口座/クレジット 438 389 358 369 358 375 2,287 口座/クレジット 57

年度 年度 ３３年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 642 544 494 511 - - 2,191 総数取次 82

衛星取次 350 368 346 346 - - 1,410 衛星取次 41

支払再開 67 81 81 81 - - 310 支払再開 9

口座/クレジット 438 389 358 369 - - 1,554 口座/クレジット 57

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番２
対象地区想定業績一覧（長野県松本市の一部、塩尻市の一部、安曇野市の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 537 573 1,110

衛星取次 - - - - 224 237 461

支払再開 - - - - 120 112 232

口座/クレジット - - - - 392 408 800

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 790 591 537 555 537 573 3,583

衛星取次 251 237 224 224 224 237 1,397

支払再開 111 120 120 120 120 112 703

口座/クレジット 535 424 392 403 392 408 2,554

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 790 591 537 555 537 573 3,583

衛星取次 251 237 224 224 224 237 1,397

支払再開 111 120 120 120 120 112 703

口座/クレジット 535 424 392 403 392 408 2,554

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 790 591 537 555 - - 2,473

衛星取次 251 237 224 224 - - 936

支払再開 111 120 120 120 - - 471

口座/クレジット 534 424 392 403 - - 1,753

対象地区・想定業績等一覧

３３年度
想定業績

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番３
対象地区想定業績一覧（神奈川県横浜市保土ケ谷区の一部、戸塚区の一部、旭区）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 752 802 1,554

衛星取次 - - - - 520 552 1,072

支払再開 - - - - 240 226 466

口座/クレジット - - - - 641 664 1,305

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,100 827 752 777 752 802 5,010

衛星取次 585 552 520 520 520 552 3,249

支払再開 226 240 240 240 240 226 1,412

口座/クレジット 851 689 641 658 641 664 4,144

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,100 827 752 777 752 802 5,010

衛星取次 585 552 520 520 520 552 3,249

支払再開 226 240 240 240 240 226 1,412

口座/クレジット 851 689 641 658 641 664 4,144

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,100 827 752 777 - - 3,456

衛星取次 585 552 520 520 - - 2,177

支払再開 226 240 240 240 - - 946

口座/クレジット 852 689 641 658 - - 2,840

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番４
対象地区想定業績一覧（神奈川県秦野市、伊勢原市の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 376 689 1,065

衛星取次 - - - - 237 285 522

支払再開 - - - - 140 126 266

口座/クレジット - - - - 349 545 894

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 783 438 407 438 376 689 3,131

衛星取次 348 237 221 253 237 285 1,581

支払再開 111 133 103 126 140 126 739

口座/クレジット 594 385 343 380 349 545 2,596

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 783 438 407 438 376 689 3,131

衛星取次 348 237 221 253 237 285 1,581

支払再開 111 133 103 126 140 126 739

口座/クレジット 594 385 343 380 349 545 2,596

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 783 438 407 438 - - 2,066

衛星取次 348 237 221 253 - - 1,059

支払再開 111 133 103 126 - - 473

口座/クレジット 596 385 343 380 - - 1,704

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番５
対象地区想定業績一覧（群馬県高崎市の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 931 994 1,925

衛星取次 - - - - 493 526 1,019

支払再開 - - - - 189 185 374

口座/クレジット - - - - 715 753 1,468

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,063 931 931 931 931 994 5,781

衛星取次 562 493 493 493 493 526 3,060

支払再開 169 243 236 192 189 185 1,214

口座/クレジット 786 748 744 717 715 753 4,463

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,063 931 931 931 931 994 5,781

衛星取次 562 493 493 493 493 526 3,060

支払再開 169 243 236 192 189 185 1,214

口座/クレジット 786 748 744 717 715 753 4,463

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,063 931 931 931 - - 3,856

衛星取次 562 493 493 493 - - 2,041

支払再開 169 243 236 192 - - 840

口座/クレジット 786 748 744 717 - - 2,995

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番６
対象地区想定業績一覧（千葉県千葉市中央区の一部、若葉区の一部、四街道市）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 684 729 1,413

衛星取次 - - - - 386 411 797

支払再開 - - - - 201 189 390

口座/クレジット - - - - 603 625 1,228

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,003 752 684 707 684 729 4,559

衛星取次 435 411 386 386 386 411 2,415

支払再開 187 201 201 201 201 189 1,180

口座/クレジット 808 649 603 618 603 626 3,907

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,003 752 684 707 684 729 4,559

衛星取次 435 411 386 386 386 411 2,415

支払再開 187 201 201 201 201 189 1,180

口座/クレジット 808 649 603 618 603 626 3,907

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,003 752 684 707 - - 3,146

衛星取次 435 411 386 386 - - 1,618

支払再開 187 201 201 201 - - 790

口座/クレジット 810 649 603 618 - - 2,680

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番７
対象地区想定業績一覧（埼玉県さいたま市見沼区の一部、岩槻区の一部、春日部市の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 411 470 881

衛星取次 - - - - 256 273 529

支払再開 - - - - 132 124 256

口座/クレジット - - - - 363 399 762

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 675 543 411 426 411 470 2,936

衛星取次 305 273 240 256 256 273 1,603

支払再開 123 132 132 132 132 124 775

口座/クレジット 540 454 363 374 363 399 2,493

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 675 543 411 426 411 470 2,936

衛星取次 305 273 240 256 256 273 1,603

支払再開 123 132 132 132 132 124 775

口座/クレジット 540 454 363 374 363 399 2,493

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 675 543 411 426 - - 2,055

衛星取次 305 273 240 256 - - 1,074

支払再開 123 132 132 132 - - 519

口座/クレジット 539 454 363 374 - - 1,730

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

近畿ブロック　項番８
対象地区想定業績一覧【業務開始地区：兵庫県宝塚市の一部、三田市】 第１期に縮小する想定業績規模

各期の想定業績（第１期の想定業績から右表の「第１期に縮小する想定業績規模」を減じたあとの想定業績）
年度 年度 ３０年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 - - - - 464 497 961 総数取次 -

衛星取次 - - - - 343 368 711 衛星取次 -

支払再開 - - - - 145 145 290 支払再開 -

口座/クレジット - - - - 392 415 807 口座/クレジット -

年度 年度 ３１年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 650 497 497 497 464 497 3,102 総数取次 213

衛星取次 481 368 368 368 343 368 2,296 衛星取次 157

支払再開 128 145 145 154 145 145 862 支払再開 44

口座/クレジット 508 414 414 420 392 414 2,562 口座/クレジット 165

年度 年度 ３２年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 650 497 497 497 464 497 3,102 総数取次 213

衛星取次 481 368 368 368 343 368 2,296 衛星取次 157

支払再開 128 145 145 154 145 145 862 支払再開 44

口座/クレジット 508 414 414 420 392 414 2,562 口座/クレジット 165

年度 年度 ３３年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 650 497 497 497 - - 2,141 総数取次 213

衛星取次 481 368 368 368 - - 1,585 衛星取次 157

支払再開 128 145 145 154 - - 572 支払再開 44

口座/クレジット 506 414 414 420 - - 1,754 口座/クレジット 166

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

中部ブロック　項番９
対象地区想定業績一覧（静岡県沼津市の一部、三島市、駿東郡長泉町）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 466 497 963

衛星取次 - - - - 300 319 619

支払再開 - - - - 157 148 305

口座/クレジット - - - - 418 430 848

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 623 528 497 497 466 497 3,108

衛星取次 338 319 300 300 300 319 1,876

支払再開 146 157 157 157 157 148 922

口座/クレジット 507 458 438 438 418 431 2,690

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 623 528 497 497 466 497 3,108

衛星取次 338 319 300 300 300 319 1,876

支払再開 146 157 157 157 157 148 922

口座/クレジット 507 458 438 438 418 431 2,690

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 623 528 497 497 - - 2,145

衛星取次 338 319 300 300 - - 1,257

支払再開 146 157 157 157 - - 617

口座/クレジット 508 458 438 438 - - 1,842

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

中部ブロック　項番１０
対象地区想定業績一覧【業務開始地区：三重県津市の一部、松阪市の一部】 第１期に縮小する想定業績規模

各期の想定業績（第１期の想定業績から右表の「第１期に縮小する想定業績規模」を減じたあとの想定業績）
年度 年度 ３０年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 - - - - 513 549 1,062 総数取次 -

衛星取次 - - - - 270 270 540 衛星取次 -

支払再開 - - - - 138 138 276 支払再開 -

口座/クレジット - - - - 446 470 916 口座/クレジット -

年度 年度 ３１年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 584 584 531 549 513 549 3,310 総数取次 229

衛星取次 213 296 270 270 270 270 1,589 衛星取次 101

支払再開 94 142 138 142 138 138 792 支払再開 44

口座/クレジット 465 497 458 473 446 470 2,809 口座/クレジット 184

年度 年度 ３２年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 584 584 531 549 513 549 3,310 総数取次 229

衛星取次 213 296 270 270 270 270 1,589 衛星取次 101

支払再開 94 142 138 142 138 138 792 支払再開 44

口座/クレジット 465 497 458 473 446 470 2,809 口座/クレジット 184

年度 年度 ３３年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 期 １期

総数取次 584 584 531 549 - - 2,248 総数取次 229

衛星取次 213 296 270 270 - - 1,049 衛星取次 101

支払再開 94 142 138 142 - - 516 支払再開 44

口座/クレジット 465 497 458 473 - - 1,893 口座/クレジット 185

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

九州ブロック　項番１１
対象地区想定業績一覧（福岡県福岡市中央区の一部、南区の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 608 694 1,302

衛星取次 - - - - 377 402 779

支払再開 - - - - 171 161 332

口座/クレジット - - - - 488 533 1,021

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 998 716 651 673 608 694 4,340

衛星取次 500 427 402 402 377 402 2,510

支払再開 161 171 171 171 171 161 1,006

口座/クレジット 716 554 514 528 488 534 3,334

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 998 716 651 673 608 694 4,340

衛星取次 500 427 402 402 377 402 2,510

支払再開 161 171 171 171 171 161 1,006

口座/クレジット 716 554 514 528 488 534 3,334

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 998 716 651 673 - - 3,038

衛星取次 500 427 402 402 - - 1,731

支払再開 161 171 171 171 - - 674

口座/クレジット 718 554 514 528 - - 2,314

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

九州ブロック　項番１２

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 361 385 746

衛星取次 - - - - 165 175 340

支払再開 - - - - 136 128 264

口座/クレジット - - - - 333 342 675

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 530 397 361 373 361 385 2,407

衛星取次 186 175 165 165 165 175 1,031

支払再開 128 136 136 136 136 128 800

口座/クレジット 436 356 333 340 333 342 2,140

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 530 397 361 373 361 385 2,407

衛星取次 186 175 165 165 165 175 1,031

支払再開 128 136 136 136 136 128 800

口座/クレジット 436 356 333 340 333 342 2,140

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 530 397 361 373 - - 1,661

衛星取次 186 175 165 165 - - 691

支払再開 128 136 136 136 - - 536

口座/クレジット 436 356 333 340 - - 1,465

３３年度
想定業績

対象地区想定業績一覧（佐賀県佐賀市の一部、鳥栖市の一部、多久市、小城市、神埼市の一部、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山
町、三養基郡みやき町の一部、三養基郡上峰町の一部、杵島郡大町町）

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

東北ブロック　項番１３
対象地区想定業績一覧（福島県いわき市の一部、田村市、石川郡平田村、田村郡小野町）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 390 403 793

衛星取次 - - - - 288 269 557

支払再開 - - - - 111 111 222

口座/クレジット - - - - 314 321 635

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 526 428 380 390 390 403 2,517

衛星取次 346 308 290 290 288 269 1,791

支払再開 108 124 123 116 111 111 693

口座/クレジット 394 346 315 317 314 322 2,008

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 526 428 380 390 390 403 2,517

衛星取次 346 308 290 290 288 269 1,791

支払再開 108 124 123 116 111 111 693

口座/クレジット 394 346 315 317 314 322 2,008

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 526 428 380 390 - - 1,724

衛星取次 346 308 290 290 - - 1,234

支払再開 108 124 123 116 - - 471

口座/クレジット 395 346 315 317 - - 1,373

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

四国ブロック　項番１４
対象地区想定業績一覧（愛媛県松山市の一部）

各期の想定業績
年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 - - - - 389 466 855

衛星取次 - - - - 315 327 642

支払再開 - - - - 162 147 309

口座/クレジット - - - - 381 418 799

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 677 483 466 466 389 466 2,947

衛星取次 412 344 323 338 315 327 2,059

支払再開 143 145 162 156 162 147 915

口座/クレジット 554 428 430 425 381 418 2,636

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 677 483 466 466 389 466 2,947

衛星取次 412 344 323 338 315 327 2,059

支払再開 143 145 162 156 162 147 915

口座/クレジット 554 428 430 425 381 418 2,636

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 677 483 466 466 - - 2,092

衛星取次 412 344 323 338 - - 1,417

支払再開 143 145 162 156 - - 606

口座/クレジット 554 428 430 425 - - 1,837

３３年度
想定業績

対象地区・想定業績等一覧

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績
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別紙

関越ブロック　項番１

東京都品川区の一部、大田区の一部

構成項目

地上新規取次 395 1,244 1,244 848 3,731

地上転入取次 154 485 485 331 1,455

衛星新規取次 355 1,117 1,117 762 3,351

衛星転入取次 117 366 366 250 1,099

衛星契約変更取次 242 641 641 398 1,922

支払再開取次 157 467 467 310 1,401

新規契約同時口座取次 352 1,107 1,107 755 3,321

新規契約同時クレジット取次 286 900 900 613 2,699

支払再開同時口座取次 82 244 244 162 732

支払再開同時クレジット取次 12 36 36 24 108

599 1,886 1,886 1,286 5,657

47 141 141 93 422

38 114 114 76 342

173 514 514 341 1,542

口座/クレ取次

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

対象地区・想定業績等一覧

総数取次

衛星取次

支払再開取次

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 計平成33年度
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別紙

関越ブロック　項番２

長野県松本市の一部、塩尻市の一部、安曇野市の一部

構成項目

地上新規取次 460 1,486 1,486 1,025 4,457

地上転入取次 254 820 820 566 2,460

衛星新規取次 307 990 990 684 2,971

衛星転入取次 89 287 287 198 861

衛星契約変更取次 65 120 120 54 359

支払再開取次 232 703 703 471 2,109

新規契約同時口座取次 481 1,553 1,553 1,072 4,659

新規契約同時クレジット取次 171 552 552 381 1,656

支払再開同時口座取次 138 420 420 281 1,259

支払再開同時クレジット取次 10 29 29 19 87

651 2,102 2,102 1,451 6,306

71 215 215 144 645

121 376 376 256 1,129

278 844 844 565 2,531

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

関越ブロック　項番３

神奈川県横浜市保土ケ谷区の一部、戸塚区の一部、旭区

構成項目

地上新規取次 672 2,165 2,165 1,493 6,495

地上転入取次 234 755 755 521 2,265

衛星新規取次 494 1,593 1,593 1,099 4,779

衛星転入取次 154 497 497 343 1,491

衛星契約変更取次 424 1,159 1,159 735 3,477

支払再開取次 466 1,412 1,412 946 4,236

新規契約同時口座取次 645 2,078 2,078 1,433 6,234

新規契約同時クレジット取次 346 1,116 1,116 770 3,348

支払再開同時口座取次 287 870 870 583 2,610

支払再開同時クレジット取次 27 80 80 54 241

908 2,927 2,927 2,019 8,781

136 412 412 276 1,236

52 162 162 110 486

466 1,412 1,412 946 4,236

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

関越ブロック　項番４

神奈川県秦野市、伊勢原市の一部

構成項目

地上新規取次 480 1,411 1,411 931 4,233

地上転入取次 166 488 488 322 1,464

衛星新規取次 320 940 940 621 2,821

衛星転入取次 99 292 292 192 875

衛星契約変更取次 103 349 349 246 1,047

支払再開取次 266 739 739 473 2,217

新規契約同時口座取次 480 1,410 1,410 932 4,232

新規契約同時クレジット取次 221 649 649 428 1,947

支払再開同時口座取次 174 484 484 310 1,452

支払再開同時クレジット取次 19 53 53 34 159

630 1,853 1,853 1,223 5,559

90 250 250 160 750

23 68 68 45 204

266 739 739 473 2,217

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

関越ブロック　項番５

群馬県高崎市の一部

構成項目

地上新規取次 878 2,636 2,636 1,759 7,909

地上転入取次 330 990 990 660 2,970

衛星新規取次 585 1,758 1,758 1,172 5,273

衛星転入取次 132 397 397 265 1,191

衛星契約変更取次 302 905 905 604 2,716

支払再開取次 374 1,214 1,214 840 3,642

新規契約同時口座取次 878 2,636 2,636 1,758 7,908

新規契約同時クレジット取次 366 1,099 1,099 733 3,297

支払再開同時口座取次 208 675 675 467 2,025

支払再開同時クレジット取次 16 53 53 37 159

1,197 3,594 3,594 2,398 10,783

120 388 388 269 1,165

101 302 302 201 906

374 1,214 1,214 840 3,642

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

関越ブロック　項番６

千葉県千葉市中央区の一部、若葉区の一部、四街道市

構成項目

地上新規取次 674 2,174 2,174 1,501 6,523

地上転入取次 195 629 629 434 1,887

衛星新規取次 449 1,450 1,450 1,000 4,349

衛星転入取次 95 306 306 211 918

衛星契約変更取次 253 659 659 407 1,978

支払再開取次 390 1,180 1,180 790 3,540

新規契約同時口座取次 669 2,156 2,156 1,488 6,469

新規契約同時クレジット取次 295 953 953 658 2,859

支払再開同時口座取次 247 747 747 500 2,241

支払再開同時クレジット取次 17 51 51 34 153

886 2,859 2,859 1,973 8,577

106 322 322 216 966

73 227 227 154 681

312 944 944 632 2,832

口座/クレ取次

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計
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別紙

関越ブロック　項番７

埼玉県さいたま市見沼区の一部、岩槻区の一部、春日部市の一部

構成項目

地上新規取次 417 1,390 1,390 973 4,170

地上転入取次 117 389 389 273 1,168

衛星新規取次 278 927 927 648 2,780

衛星転入取次 69 230 230 161 690

衛星契約変更取次 182 446 446 265 1,339

支払再開取次 256 775 775 519 2,325

新規契約同時口座取次 415 1,383 1,383 968 4,149

新規契約同時クレジット取次 188 628 628 439 1,883

支払再開同時口座取次 146 444 444 298 1,332

支払再開同時クレジット取次 13 38 38 25 114

536 1,786 1,786 1,250 5,358

70 212 212 142 636

25 77 77 53 232

256 775 775 519 2,325

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

近畿ブロック　項番８

兵庫県宝塚市の一部、三田市

構成項目

地上新規取次 446 1,441 1,441 994 4,322

地上転入取次 129 418 418 288 1,253

衛星新規取次 298 960 960 663 2,881

衛星転入取次 88 283 283 196 850

衛星契約変更取次 325 1,053 1,053 726 3,157

支払再開取次 290 862 862 572 2,586

新規契約同時口座取次 420 1,358 1,358 937 4,073

新規契約同時クレジット取次 212 684 684 472 2,052

支払再開同時口座取次 154 458 458 304 1,374

支払再開同時クレジット取次 21 62 62 41 186

561 1,810 1,810 1,249 5,430

77 229 229 152 687

49 159 159 110 477

232 690 690 458 2,070

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次

105



別紙

中部ブロック　項番９

静岡県沼津市の一部、三島市、駿東郡長泉町

構成項目

地上新規取次 433 1,399 1,399 965 4,196

地上転入取次 152 490 490 338 1,470

衛星新規取次 289 932 932 644 2,797

衛星転入取次 89 287 287 198 861

衛星契約変更取次 241 657 657 415 1,970

支払再開取次 305 922 922 617 2,766

新規契約同時口座取次 424 1,369 1,369 945 4,107

新規契約同時クレジット取次 197 636 636 439 1,908

支払再開同時口座取次 214 644 644 431 1,933

支払再開同時クレジット取次 13 41 41 27 122

584 1,886 1,886 1,302 5,658

113 342 342 229 1,026

46 143 143 97 429

214 645 645 432 1,936

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

中部ブロック　項番１０

三重県津市の一部、松阪市の一部

構成項目

地上新規取次 499 1,555 1,555 1,056 4,665

地上転入取次 173 540 540 367 1,620

衛星新規取次 333 1,037 1,037 704 3,111

衛星転入取次 57 178 178 121 534

衛星契約変更取次 150 374 374 224 1,122

支払再開取次 276 792 792 516 2,376

新規契約同時口座取次 492 1,537 1,537 1,044 4,610

新規契約同時クレジット取次 234 728 728 495 2,185

支払再開同時口座取次 171 489 489 318 1,467

支払再開同時クレジット取次 19 55 55 36 165

674 2,100 2,100 1,426 6,300

105 302 302 197 906

41 125 125 83 374

331 950 950 619 2,850

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

九州ブロック　項番１１

福岡県福岡市中央区の一部、南区の一部

構成項目

地上新規取次 503 1,677 1,677 1,174 5,031

地上転入取次 228 759 759 531 2,277

衛星新規取次 414 1,378 1,378 965 4,135

衛星転入取次 157 526 526 368 1,577

衛星契約変更取次 208 606 606 398 1,818

支払再開取次 332 1,006 1,006 674 3,018

新規契約同時口座取次 580 1,933 1,933 1,354 5,800

新規契約同時クレジット取次 211 703 703 492 2,109

支払再開同時口座取次 212 644 644 432 1,932

支払再開同時クレジット取次 18 54 54 36 162

712 2,371 2,371 1,660 7,114

104 314 314 210 942

33 106 106 74 319

232 704 704 472 2,112

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

九州ブロック　項番１２

佐賀県佐賀市の一部、鳥栖市の一部、多久市、小城市、神埼市の一部、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、

三養基郡上峰町の一部、三養基郡みやき町の一部、杵島郡大町町

構成項目

地上新規取次 334 1,079 1,079 745 3,237

地上転入取次 133 429 429 296 1,287

衛星新規取次 223 719 719 496 2,157

衛星転入取次 56 180 180 124 540

衛星契約変更取次 61 132 132 71 396

支払再開取次 264 800 800 536 2,400

新規契約同時口座取次 382 1,232 1,232 850 3,696

新規契約同時クレジット取次 96 311 311 215 933

支払再開同時口座取次 189 573 573 384 1,719

支払再開同時クレジット取次 8 24 24 16 72

449 1,449 1,449 1,000 4,347

92 278 278 187 835

24 75 75 51 225

211 640 640 429 1,920

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

東北ブロック　項番１３

福島県いわき市の一部、田村市、石川郡平田村、田村郡小野町

構成項目

地上新規取次 316 1,003 1,003 687 3,009

地上転入取次 136 430 430 295 1,291

衛星新規取次 246 782 782 535 2,345

衛星転入取次 95 302 302 207 906

衛星契約変更取次 216 707 707 492 2,122

支払再開取次 222 693 693 471 2,079

新規契約同時口座取次 352 1,119 1,119 766 3,356

新規契約同時クレジット取次 131 416 416 285 1,248

支払再開同時口座取次 145 450 450 306 1,351

支払再開同時クレジット取次 7 23 23 16 69

466 1,480 1,480 1,013 4,439

82 255 255 173 765

23 75 75 51 224

222 693 693 471 2,079

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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別紙

四国ブロック　項番１４

愛媛県松山市の一部

構成項目

地上新規取次 389 1,340 1,340 952 4,021

地上転入取次 132 456 456 323 1,367

衛星新規取次 259 894 894 634 2,681

衛星転入取次 75 257 257 183 772

衛星契約変更取次 308 908 908 600 2,724

支払再開取次 309 915 915 606 2,745

新規契約同時口座取次 431 1,485 1,485 1,055 4,456

新規契約同時クレジット取次 124 427 427 303 1,281

支払再開同時口座取次 237 702 702 464 2,105

支払再開同時クレジット取次 7 22 22 15 66

514 1,772 1,772 1,258 5,316

80 236 236 156 708

42 138 138 96 414

155 458 458 303 1,374

対象地区・想定業績等一覧

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

要求水準等
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

新規契約取次継続支払加算

支払再開取次継続支払加算

事業所契約取次加算

長期未収収納

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次
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