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業 務 委 託 契 約 書（案） 

 

１ 委託事業名称および内容  

（１） 名称  放送受信料の契約・収納業務  

（２） 内容  次のとおりとし、その詳細は本契約書に添付する仕様書（以下「仕

様書」という。）に定める。 

① 放送受信料の契約勧奨・取次業務およびこれに付随する事務 

② 放送受信料の収納業務およびこれに付随する事務 

③ 放送受信料の未収者に対する支払の督励業務および未収受信料の収納業務

ならびにこれらに付随する事務 

④ 前３号に関連する、公共放送および受信料制度に関する視聴者の理解を促進

する業務  

 

２ 対象地区 業務開始時の対象地区は、〔別冊資料〕「１．対象地区契約上限金額

等一覧」の項番１～１９「業務開始時の対象地区」のとおりとする 

 

３ 契約期間 ２０１９年６月１日～２０２２年９月３０日 

 

４ 契約金額 金○○円（税抜） 

 

 委託者日本放送協会（以下「甲」という。）と受託者○○○（以下「乙」という。）と

は、各々対等な立場における合意に基づき、１に掲げる業務のうち２に掲げる対象地区

の事業（以下「本事業」という。）に関して、３に掲げる期間（以下「本契約期間」と

いう。）について、以降の条項を内容とする業務委託契約（以下「本契約」という。）を

締結し、相互に協力し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

 本契約を証するため、本書を２通作成し、甲・乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

   年 月 日 

 

         甲   住所 

     

 氏名 

 

         乙 住所 

 

 氏名 
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総 則 

 

（目的） 

第１条 甲は、本事業の実施を乙に委託し、乙はこれを受託した上で、仕様書、甲が仕

様書添付の書類を踏まえて別途乙に示す本事業実施にかかわるマニュアル等（以

下「マニュアル等」という。）および乙が契約手続において提出した企画提案書

（以下「企画提案書」という。）の内容を遵守して本事業を実施するものとする。 

 

（公共性および法令の遵守等） 

第２条 乙は、甲が放送法に基づいて公共放送を行うことを目的として設立された法人

であることを十分に理解し、甲の名誉および信用を損なうことをしてはならない。 

２ 乙は、法令を遵守するとともに、乙の負担と責任において善良なる管理者の注

意をもって誠実に本事業を実施するものとする。 

 

（受託者の創意工夫の尊重） 

第３条 乙は、本事業を遂行するために必要な方法等、本事業の細目のうち本契約に定

めのないものについては、前条の趣旨を損なわない範囲で創意工夫を加え、乙の

負担と責任において実施することができる。 

２ 甲は、本事業が受託者の創意工夫によって実施されることを十分に理解し、前

項の乙の受託者としての合理的な裁量を尊重するものとする。 

 

（受信料制度の尊重・遵守） 

第４条 乙は、本事業が放送法によって定められた受信料制度にその根拠を持つもので

あることを十分に理解し、受信料制度を尊重する姿勢で本事業にあたるものとす

る。 

２ 乙は、本契約締結にあたり、乙が放送法第６４条および日本放送協会放送受信

規約に従った放送受信契約を甲との間で締結していること、ならびに放送受信料

の支払いを滞りなく行っていることを、甲に対して保証するとともに、本契約期

間中かかる状態を維持しなければならない。 

 

（各業務の開始） 

第５条 乙は、〔別冊資料〕「２．業務開始時の対象地区一覧」に定める業務開始日に、

確実に本事業における各業務を開始しなければならない。 

 

（再委託） 

第６条 乙は、本事業のすべてを自ら実施するものとし、その全部を一括して第三者に

委託しまたは請け負わせてはならない。ただし、乙は、第２項の定めに従い、本

事業の一部を第三者に委託しまたは請け負わすこと（以下「再委託」という。）

ができる。 
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２ 乙は、再委託をする場合は、甲に対し、再委託の相手（以下「再委託先」とい

う。）を明らかにした上で、再委託先の業務の範囲、再委託を行うことの合理性

および必要性、再委託先の履行能力、乙の再委託先からの報告徴収等、個人情報

の管理を含む再委託業務の遂行の細目について書面をもって説明をし、再委託に

先立って甲の書面による承認を得なければならない。 

３ 乙は、前項により再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業務の遂行過

程および結果に対して、本契約による本事業の受託者としての責任を負うものと

する。また、乙は、再委託先ならびにその役員および使用人等（再委託先の業務

に従事する者を含む。以下「再委託先等」という。）に対しても、再委託先の受

託業務にかかわる本契約上のすべての乙の義務を遵守させ、再委託先等の行為に

ついてもその責任を負うものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第７条 乙は、本契約に基づく乙の契約上の地位・権利・義務の全部または一部を第三

者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保に供することその他一切の処分を行

ってはならない。 

２ 乙は、合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は、甲による事前の

承諾を得なければならない。 

 

（知的財産権の処理・措置） 

第８条 乙は、本事業の実施にあたり、乙の判断で第三者の特許権、著作権その他の権

利を使用する場合は、乙の負担と責任において、当該使用に必要な処理・措置を

講じなければならない。 

 

 

第１章 事業遂行 

 

第１節 事業の実施 

（業務担当者・管理責任者） 

第９条 乙は、自己の使用人の中から、本事業を担当する者（以下「業務担当者」とい

う。）を指定することができる。ただし、業務担当者の指名に際して、乙は、本

事業への適性について甲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。 

  ２ 甲は、業務担当者が本事業の実施につき不適当と認めた場合、乙に対し、その

者の取り扱いについて必要な措置を請求することができる。 

３ 乙は、業務担当者の中から、乙を代理して本事業の実施について他の従業者の

本事業遂行を調整し、遂行結果を取りまとめ、甲との連絡調整等にあたる者（以

下「管理責任者」という。）を一人以上選任し、その任にあたらせるものとする。 

４ 乙は、本事業の開始に先立ち、甲に対し、書面をもって、管理責任者の氏名を
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通知するものとする。管理責任者を変更した場合も同様とする。 

 

（乙の監督義務） 

第１０条 乙は、自己の役員および使用人等（業務担当者のみならず乙の業務に従事す

る者をすべて含む。以下同じ。）にも本事業の実施にかかわる本契約上のすべ

ての乙の義務を遵守させるものとし、これらの者が義務に違反することがない

よう、監督その他合理的な措置を講じるものとする。 

 

（物品等および設備等の貸与等） 

第１１条 甲は、本事業の実施に必要と認めた場合は、乙に対し、甲の所有または管理

する携帯端末およびこれに付随する機器、書式用紙その他特に必要と認めた物

品（以下あわせて「物品等」と総称する。）を貸与するものとする。乙は、甲

が乙に対し物品等を有償で貸与することとした場合は、甲に対し、貸与を受け

た物品等の使用料として、甲所定の金額を支払うものとする。 

２ 甲は、本事業の実施に必要と認めた場合は、乙に対し、甲の所有または管理

する業務スペース、業務用設備、機材その他特に必要と認めた設備（以下あわ

せて「設備等」と総称する。）を貸与するものとする。設備等の使用料につい

ては、甲が乙に対し設備等を有償で貸与することとした場合は、甲乙別途協議

の上定めるものとする。 

３ 乙は、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。乙

は、物品等および設備等の不具合を発見した場合には、直ちに甲に対し報告す

るものとする。 

４ 乙は、甲が要求する場合、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甲に対し返還し、また

は甲の指示に従い廃棄するものとする。 

 

（車両の使用・保険の付保） 

第１２条 乙は、運転をするために公安委員会から運転免許を受けることが法令により

求められる自動車および原動機付自転車（以下「自動車等」という。）を業務

担当者が業務のために使用する場合、当該業務担当者に対して交通安全講習会

を最低年２回は実施するものとし、また、当該業務担当者の運転免許の有効性

を最低年２回は確認するものとする。 

２ 乙は、乙の負担と責任において、業務担当者が業務のために使用する自動車

等に任意保険（対人賠償無制限・対物賠償無制限）を付保するものとする。 

３ 乙は、甲の求めにより、前２項の実施状況等を、甲がその都度定める様式に

従って報告するものとする。 
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（報告） 

第１３条 乙は、甲に対し、放送受信契約書等の帳票等を添付した上で本事業の業務実

施結果を書面で報告するものとし、その詳細は仕様書に定めるとおりとする。 

 

第２節 調査 

（調査) 

第１４条 甲は、乙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、乙に対し、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、乙の事務所および実施施設において、書類等の提

示を求め、乙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。 

２  甲は、甲がその事業の都合上必要があると認めた場合は、乙の本事業の実施中

であっても、乙の本事業の実施状況（前項の調査の結果を含む。）を公表すること

ができる。 

 

（指示・業績補完措置） 

第１５条 甲は、乙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、乙に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。 

２  甲は、仕様書に定める条件に従い、訪問・文書・電話等により、本事業の全

部または一部を乙に並行して実施すること（業績補完措置）ができる。 

 

 

第２章 委託費等の支払い 

 

（委託費の支払い） 

第１６条 甲は、乙に対し、乙の本事業実施の対価として、仕様書に定める委託費およ

びこれに係る消費税相当額を支払うものとし、その支払条件等は仕様書に定め

るとおりとする。 

２ 本事業の実施に要する諸費用は、別段の合意がある場合を除き、乙の負担と

する。 

 

 

第３章 契約期間および契約の解除 

 

第１節 契約期間 

（本契約期間） 

第１７条 本契約期間は、２０１９年６月１日～２０２２年９月３０日までとする。 

２ 本契約は、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、甲乙協議の上、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。 
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① 乙において、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 

② 乙において、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 

③ 乙において、業務実施プロセスに特に問題がないと認められること 

④ 乙において、甲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 

⑤ 乙において、甲が定める「評価基準」を引き続き、満たしていること 

⑥ 契約期間の延長に関し、評価委員会の承認があること 

３ 前項に基づき本契約期間を延長する場合、甲および乙は、協議の上、仕様書

の定めにしたがい対象地区の変更をすることができる。 

 

第２節 債務不履行等による契約解除 

（債務不履行等による契約解除） 

第１８条 甲または乙は、相手方において次の各号のいずれかの事由があることが判明

した場合は、相手方に何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解

除することができる。 

① 本契約の定めに違反し、違反をしていない当事者からの是正を求める書面

による通知を受領後３０日以内に当該違反の是正をしなかったとき 

② 差押・仮差押・仮処分その他強制執行を受けたとき、または民事再生・会

社更生・破産の申し立てを受けたとき、もしくは自ら申し立てたとき 

③ 営業の停止、変更または解散の決議をしたとき 

④ 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受

けたとき 

⑤ 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手につき、不渡処分を受け

る等支払停止状態に至ったとき 

２ 甲は、乙において次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、

何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。 

① 偽りその他不正の行為により受託者となったとき 

② 甲が定める一般競争または企画競争に参加する者に必要な資格のいずれ

かを満たさなくなったとき、または、満たさないことが判明したとき 

３ 甲は、乙、乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等において、

次の各号のいずれかの事由があることが判明した場合は、何らの通知催告なく

直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。 

① 次のいずれかの本契約違反が認められたとき 

イ 本契約に沿って本事業を実施できなかったとき、またはこれを実施す

ることができないことが明らかになったとき（業務改善指示を受けても、

一定期間、業績改善が見られないとき（その詳細は仕様書に定めるとお

りとする。）も含むがこれに限られない。） 
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ロ 第３０条に定める禁止行為があったとき 

ハ 本契約に基づく報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または調査を

拒んだとき 

ニ 本契約に基づく指示に違反したとき 

ホ 本契約に違反して、本事業の実施に関して知り得た情報を漏らし、ま

たは盗用したとき 

ヘ その他本契約に定める事項について重大な違反があったとき 

② 法令違反が認められたとき 

③ 前各号の他本契約を継続しがたいと認められる相当の理由があるとき 

４ 甲は、乙、乙の代表者、役員もしくは使用人等、〔別冊資料〕「７．親子会社

等の定義」に該当する乙の親子会社等（その代表者、役員もしくは使用人等も

含む。）、乙の主要な株主その他実質的に乙の全部もしくは一部を支配する者、

または再委託先等において、次の各号のいずれかの事由があることが判明した

場合は、何らの通知催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することが

できる。 

① 暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他

これらに準じる者、またはこれらの者と密接な関わりを持つ者であることが

判明したとき 

② 自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不

当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為

を行ったとき 

５ 甲は、前各項のいずれかの事由が存するおそれを合理的に認めた場合は、事

実の詳細が明らかになるまで、乙にその旨を通知の上、本契約を解除するか否

かにかかわらず、乙に対し、委託費の支払いを一時、留保することができる。 

 

（甲の債務不履行による契約解除） 

第１９条 乙は、甲が委託費の支払いを遅延し、乙から催告を受けても、相当期間内に

当該支払義務を履行しない場合は、甲に通知した上で、本契約を解除すること

ができる。 

 

（契約解除に関連する事項） 

第２０条 甲は、乙に第１８条に掲げる解除事由が存することが認められた場合または

本契約および仕様書に定める本事業の遂行において乙に違背があった場合そ

の他本事業の実施の委託を継続しがたいと認められる相当な理由がある場合

には、本契約の解除の有無にかかわらず、乙に対し、相当な期間を定めて本事

業の実施の委託を停止することができる。ただし、相当な期間を経過後も当該

解除事由が解消されるまで、甲は引き続き当該委託の停止を継続することがで

きる。 

２ 乙は、甲に第１８条第１項または第１９条に定める解除事由が明らかに存す
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ることが認められた場合は、甲に対しその旨を通知した上で、解除事由が甲に

より解消されるまで、本事業の遂行を留保することができる。 

３ 甲は、乙に第１８条に掲げる解除事由が存することが認められた場合は、甲

の意思表示または本契約終了の日から３年以内の期間を定めて企画競争に参

加させないことができる。〔別冊資料〕「７．親子会社等の定義」に該当する、

乙の親子会社等についても同様とする。 

 

（乙の債務不履行等による契約解除時の違約金） 

第２１条 第１８条により甲によって本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、表題

部４．に記載された契約金額（延長した場合は要求水準を達成した場合の委託

費の総額。いずれも税抜。）の１００分の１０に相当する金額に、契約期間（契

約期間を延長した場合は延長期間）終了までの残りの月数（本契約が解除され

た日が属する月も残りの月数［１か月］として算入する。）を乗じ、その額を

契約期間（契約期間を延長した場合は延長期間）の月数で除して得た金額を、

違約金として、甲が指定する期間内に甲が指定する口座に振り込む方法で支払

わなければならない。ただし、甲の損害が違約金を著しく上回ることが明らか

な場合は、違約金を徴収してもなお、甲は乙に対し損害賠償請求を行うことが

できる。 

 

（中途解約） 

第２２条 乙は、本契約の期間中において、中途解約はできないものとする。 

 

（不可抗力免責、危険負担による契約の終了） 

第２３条 乙は、天災等、自己の責めに帰することができない事由により本事業の全部

または一部の実施が遅滞または不能となった場合は、その責任を負わないもの

とする。 

 

第３節 契約終了時等の措置 

（委託費の精算） 

第２４条 前節の規定に基づき、本契約が解除されまたは終了した場合、甲は、乙に対

し、乙の業務完了部分について算出される委託費を支払わなければならない。

ただし、第１８条第４項により本契約が解除されて終了した場合は、甲は、乙

に対し委託費を支払わないものとする。 

 

（引継） 

第２５条 乙は、事由の如何を問わず本契約が終了した場合には、本契約終了後におい

て本事業等が円滑かつ支障なく承継されるよう、甲の指示に従い、遅滞なく引

継を行うものする。 
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第４章 その他 

 

（秘密情報・個人情報の保護） 

第２６条 乙は、本事業の実施に関して知り得た一切の情報（以下「秘密情報」という。）

を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、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、甲の書面による事前の承諾

を得ることなく、第三者に一切、開示・公表・公開・漏洩してはならず、かつ

本契約の目的以外に使用しないものとする。ただし、法令または強制力ある官

署の命令に基づく秘密情報の開示の求めがなされた場合であって、乙が甲に対

し事前に通知した上で開示したときは、乙はその責めを負わないものとする。

また、乙は、本契約の目的を達成するため、必要最小限度の範囲の役員および

使用人に限り秘密情報を開示することができる。 

２ 乙は、秘密情報を甲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。 

３ 乙は、甲が要求する場合、または本契約が事由の如何を問わず終了した場合、

直ちに秘密情報およびその複製物のすべてを甲に対し返還しまたは甲の指示

に従い廃棄するものとする。 

４ 乙は、甲から提供された放送受信契約者等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個人情報を、「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）」その他の法令および甲が別に定める「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」に基づ

いて、甲が講じている管理と同水準であり、甲が乙に対し別に総務省告示「放

送受信者等の個人情報の保護に関する指針」に基づき委託先選定基準としてマ

ニュアル等で示した内容を充足する適正な管理を行うものとし、業務担当者に

も確実に行わせるものとする。また、甲と乙は、本契約締結後直ちに「個人情

報の取扱いに関する覚書」を締結するものとし、乙は、個人情報の取扱いに関

しては、同覚書に定める規定を遵守するものとする。 

５ 乙は、乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等にも前各項に定

める義務（前項に定める覚書に基づく義務を含む。）を遵守させるものとし、

乙の代表者、役員もしくは使用人等または再委託先等の秘密情報および個人情

報の取扱いにつき、一切の責任を負うものとする。 

 

（代理行為の禁止） 

第２７条 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲を代理する旨の表示および行為を

一切行ってはならない。 

 

（使用人等に対する乙の責任） 

第２８条 乙は、本事業に従事する乙の使用人等に対し、労働基準法、労働安全衛生法、

労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他法令上の使用者と
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しての責任をすべて負うものとする。 

２ 乙は、本事業に従事する乙の使用人等に対する安全配慮義務を負い、本事業

の遂行上、危険、有害のおそれが発見された場合は、必要な危険除去の措置を

講ずるとともに、甲に対し直ちにその旨を報告するものとする。 

 

（業務担当者の個人情報） 

第２９条 乙は、甲に対し業務担当者の氏名、住所、生年月日等の一覧を、登用に先立

って提出しなければならない。業務担当者に変更があった場合も、同様とする。 

２ 甲は、前項により乙から提出された業務担当者の個人情報を、証明書の作成

等本事業の管理（本事業への適性の判断や証明書の作成を含む。）に使用する

とともに、業務担当者が放送受信契約未契約の場合、契約手続きに使用するこ

とができる。 

３ 甲は、本事業を円滑かつ的確に遂行するために必要であると甲が認めた場合、

乙に対し、乙の業務担当者の本事業における訪問・面接時等の結果登録等の情

報を提供することができる。 

４ 乙は、前２項の業務担当者の個人情報の甲または乙による使用・提供につい

て、甲所定の同意書をもって当該業務担当者の同意を予め得ておかなければな

らない。 

 

（禁止行為） 

第３０条  乙は、本事業の実施にあたって次に掲げる行為をしてはならず、業務担当者

にさせてはならない。 

① 放送受信料の契約・収納活動において以下に掲げる不正・不適切行為を行

うこと 

・放送受信契約書等の偽造・変造 

・放送受信契約書等の受信契約者記入欄の加筆・訂正 

・放送受信契約に関する虚偽の説明 

・放送受信料の収納金を受信契約者に代わって支払（立替） 

・住所補正すべき放送受信契約者から住所変更届を取次 

・その他不正または不適切な手段を用いること 

② 他人（放送受信契約者および未契約者を含む。）を威迫しその他不正また

は不当な言動により、他人を困惑させること 

③ 放送受信契約者および未契約者に対し、貸金業者等から金銭の借入れ等に

よる資金調達の要求を行うこと 

④ 本事業以外の業務のために放送受信契約者等の個人情報を収集または使

用すること 

⑤ 本事業の実施に際して、または、本事業により入手した情報を利用して、

放送受信契約者および未契約者に対し、甲の承諾なく本事業の内容を構成し

ない商品の販売活動またはその他のサービスの利用の勧誘をするなど本事
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業以外の他の事業活動を行うこと 

⑥ 甲の承諾なく、本事業の実施状況を自らの実績として公表すること 

⑦ 前各号に掲げる行為のほか、甲の名誉および信用を毀損する一切の行為 

  

（乙の債務不履行等による違約金） 

第３１条 乙が本事業の実施にあたって、第３０条の定めに違反した場合、または、本

契約のその他の定め（第１条、第２条を含むがこれに限られない。）に違反し、

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、甲は、乙に

対し、違約金として、仕様書に定める条件に従い、平均月間委託費の１００分

の１０に相当する金額を上限とする金額の支払いを、直ちに請求することがで

きる。ただし、甲の損害が違約金を上回る場合は、違約金を徴収してもなお、

甲は乙に対し損害賠償請求を行うことができる。なお、甲は、本条に定める違

約金および損害賠償の請求債権と、第１６条に定める委託費の請求債権とを、

弁済期到来の有無を問わず、対当額をもって、相殺することができる。 

 

（金品等の授受の禁止） 

第３２条 乙は、本事業の実施をするために、本契約を履行する上で発生するものを除

き、本事業に関連して、甲以外の第三者（放送受信契約者および未契約者を含

む。以下同じ。）に対し、金品、役務等の提供を要求し、もしくは甲以外の第

三者から、金品、役務等の提供を受け、または、甲以外の第三者に対し、金品、

役務等を提供することをしてはならない。 

 

（証明書の携帯・提示） 

第３３条 乙は、業務担当者に対し、甲が交付する、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。 

 

（第三者との間の紛争対応） 

第３４条 乙は、本事業の実施に関連して、第三者との間に紛争・トラブル等が生じた

場合は、甲に対し直ちにその事実や具体的な状況を報告しなければならない。 

２ 前項の紛争・トラブル等の対応方針については、甲乙間で協議の上、決定す

るものとするが、万一、協議が整わない場合には、甲が決定するものとする。 

３ 乙は、第１項の紛争・トラブル等を、前項に基づき決定した対応方針に従い、

乙の責任において解決するものとする。 

４ 本条に定める紛争・トラブル等の解決にあたり、費用負担の必要が生じる場

合は、第３５条に基づいて甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（相手方に損害を与えた場合の損害賠償） 

第３５条 甲または乙は、本事業の実施に関連しまたは本契約に違反して、自己の責め
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に帰すべき事由（乙については乙の役員、使用人等および再委託先等の責めに

帰すべき事由を含む。）により、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、

その損害について賠償する責任を負うものとする。 

 

（乙が第三者に損害を与えた場合の損害賠償） 

第３６条 乙（乙の役員、使用人等および再委託先等を含む。本条において同じ。）が、

本事業の実施に関連しまたは本契約に違反して、乙の責に帰すべき事由により、

第三者に損害を与えた場合は、乙は、第三者に対し、その損害を賠償する責任

を負うものとする。 

 

（通知） 

第３７条 本契約に基づく請求、通知、報告、承諾および解除は、原則として書面によ

り行うものとする。 

２ 前項の請求、通知、報告、承諾および解除については、通知人たる当事者の

選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。 

① 直接持参による交付 

② 郵送またはクーリエサービス 

③ ファクシミリによる通信 

④ 電子メールによる通信 

３ 通知人たる当事者は、前項第３号および第４号による場合は、通信後速やか

に前項第１号または第２号に定める方法により、相手方に対し正本を交付しな

ければならない。 

４ 甲および乙が、第２項各号のいずれかの方法により、本契約に基づく請求、

通知、報告、承諾および解除その他の連絡を行う場合、下記の通知・連絡先に

宛てて行われたものでなければその効力を生じないものとする。ただし、本条

に従った相手方に対する通知により、その通知・連絡先を変更することができ

る。 

① 甲に対する場合・・・ 住所 ○○○ 

 部署 ○○○ 

 ファクシミリ番号 ○○○ 

 電話番号 ○○○ 

 電子メールアドレス ○○○ 

② 乙に対する場合・・・ 住所 ○○○ 

 部署 ○○○ 

 ファクシミリ番号 ○○○ 

 電話番号 ○○○ 

 電子メールアドレス ○○○ 
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（本契約の変更） 

第３８条 甲および乙は、本事業の更なる質の向上を図る必要がある場合その他やむを

得ない事由がある場合には、甲および乙の書面による合意によって、本契約の

内容を変更することができる。 

２ 甲および乙は、本契約の内容を変更しようとする場合は、変更の理由を書面

で相手方に提示して、協議を求めなければならない。 

 

（守秘義務） 

第３９条 甲および乙は、本契約の内容のうち相手方の事業上の秘密情報（以下「事業

上の秘密情報」という。）について厳に秘密を保持し、本契約有効期間中はも

とより、本契約が事由の如何を問わず終了した後も、第三者に一切、開示・公

表・公開・漏洩してはならない。ただし、第三者から甲に対し、乙の事業上の

秘密情報について「ＮＨＫ情報公開規程」に基づく開示の求めがなされた場合

であって、甲の情報公開・個人情報保護審議委員会の開示相当との意見を尊重

して、甲が当該第三者に対し乙の事業上の秘密情報を開示したときは、甲はそ

の責めを負わないものとする。 

 

（本契約終了後の効力） 

第４０条 事由の如何を問わず本契約が終了した後も、第２１条、第２４条、第２５条、

第２６条、第３４条、第３５条、第３６条、第３９条、第４１条、第４２条、

第４３条の規定は有効に存続するものとする。 

 

（契約の解釈） 

第４１条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合または本契約の

解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、甲および乙が誠実に協議の上、

これを定めるものとする。 

 

（準拠法） 

第４２条 本契約は、日本法に準拠するものとする。 

 

（管轄） 

第４３条 本契約に関する紛争または訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。  



14 

 

  

個人情報の取扱いに関する覚書 

 

日本放送協会（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、甲乙間で締

結された○○○○年○月○日付業務委託契約（以下「原契約」という。）に基づき甲が

乙に委託する事業（以下「本事業」という。）の遂行における個人情報の取扱いに関し、

次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、本事業の委託にあたって甲が乙に預託し、または乙が収集する個人

情報の適切な保護を目的として、乙における個人情報の取扱条件を定めるもので

ある。 

２ 本覚書は、原契約の一部分とみなし、原契約と同一の効力を有する。 

 

（定義） 

第２条 本覚書において、「個人情報」とは、本事業に関わり甲から提供されたまたは

乙が本事業遂行に伴い取得した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

記述、個人別に付された番号、記号その他の符号または画像もしくは音声により

当該個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の

情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含

む。）をいう。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。 

 

（管理部署および管理者） 

第３条 乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書添付の書式（以下「本書式」という。）

に基づく書面により、個人情報の管理部署および管理者等を甲に通知しなければ

ならない。 

２ 乙が前項の管理部署および管理者等を変更しようとするときは、本書式により

遅滞なく甲に通知しなければならない。 

 

（個人情報の収集） 

第４条 乙は、本事業遂行にともない個人情報を収集・管理するときは、「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」その他の法令および甲が別に定

める「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」に基づいて甲が講じている管理と同水準の適切かつ公正な手段

により収集・管理するものとする。 

 

（秘密保持） 

第５条 乙は､個人情報を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者（情
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報主体を含む。）に開示または提供してはならない。但し、法令または強制力あ

る官署の命令に従う場合を除く。なお、この但書により開示する場合には、乙は

甲に対し、その旨を通知するものとする。 

２ 乙は、本事業に従事する者以外に、個人情報を取り扱わせてはならない。 

３ 乙は、本事業に従事する者のうち個人情報を取り扱う者に対し、その在職中（再

委託期間中を含む。）およびその退職後においても、個人情報を秘密に保持する

よう書面を取り交わす方法等によって義務づけるものとする。 

 

（目的外使用等の禁止） 

第６条 乙は､個人情報を本事業遂行以外のために加工または使用をしてはならない。 

 

（複写等の制限） 

第７条 乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写または複

製してはならない。ただし、本事業遂行上必要最小限の範囲で行う複写または複

製についてはこの限りではない。 

 

（個人情報の管理） 

第８条 乙は､個人情報を取り扱うにあたり、個人情報に対する不正アクセスまたは個

人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、「ＮＨＫ個人情報保護

規程」と同等以上の社内規程の策定、その他「ＮＨＫ個人情報保護規程」「ＮＨ

Ｋ情報セキュリティポリシー」「受託業務における情報セキュリティガイドライ

ン」に適合する安全管理のための必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。

これを変更した場合も同様とする。 

３ 前２項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなけ

ればならない。 

４ 乙は、本事業に関して保管する個人情報（甲から預託を受け、もしくは乙自ら

収集したものを含む。）について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削

除を求められ、または本事業への利用の停止を求められた場合、直ちに、かつ無

償で、これに従わなければならない。 

 

（返還等） 

第９条 乙は、甲から要請があったとき、または本事業が終了（本事業に関する契約解

除の場合を含む。）したときは、個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、

複製したものを含む。）を直ちに甲に返還または引き渡すとともに、乙のコンピ

ュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その

旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、こ

れに従うものとする。 

２ 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が
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判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 

 

（記録および報告） 

第１０条 乙は、個人情報の受領、管理、加工、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、

複製、返還および廃棄についての記録をしなければならない。 

２ 乙は、業務開始日から２か月ごとに、本覚書添付の書式に基づく個人情報取扱

状況報告書を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項の記録を本事業の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（再委託） 

第１１条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、本事業を第三者に再委

託してはならない。 

２ 乙が前項に基づく甲の承諾を得て本事業の一部を第三者に再委託する場合は、

十分な個人情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該再委託先

との間で個人情報保護の観点から見て本覚書と同等以上の内容の契約を締結し

なければならない。 

３ 前項の場合においても、再委託先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本覚書に

基づき乙が甲に対して負う義務を免れない。 

 

（事故） 

第１２条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改

ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわら

ず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って直ちに応急措置を講じ

るものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故および応急措置の報告

ならびに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 

２ 前項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合において、甲が情報主体または

甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、そ

の解決のために要した費用（弁護士費用を含むがこれに限定されない。）を求償

することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権

の行使を妨げるものではない。 

３ 第１項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合は、第１３条によって本覚書

が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の拡大防止や収拾・解

決のために必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 

 

（契約の解除等） 

第１３条 乙が本覚書に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわら

ず、乙がこれを是正しないときは、甲は、乙への通知により原契約または原契約

に基づく本事業に関する個別契約の全部または一部を解除することができる。 

２ 乙の本覚書違反の程度が著しく、乙による本事業の円滑な遂行を期待できない
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と認められる場合、甲は、前項にかかわらず、催告しないで直ちに原契約または

原契約に基づく本事業に関する個別契約の全部または一部を解除することがで

きる。 

３ 前２項により原契約の全部が解除された場合、乙は、原契約第２１条に基づき

違約金等を甲に支払わなければならない。 

４ 乙が本覚書に著しく違反した場合その他本覚書に基づく個人情報の取扱いに

関して乙に本事業の実施の委託を停止すべき相当な理由がある場合には、甲は、

第１項または第２項に基づく契約解除の有無にかかわらず、乙に対し、相当な期

間を定めて本事業の実施の委託を停止することができる。 

 

（有効期間） 

第１４条 本覚書は締結日に発効し原契約の終了時まで有効とする。ただし、第５条、

第９条、第１０条および第１２条の規定は、本覚書終了後といえども有効に存続

する。 

 

（原契約の適用） 

第１５条 本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。 

 

本覚書締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

    年  月  日 

 

         甲   住所 

     

    氏名 

 

 

 

         乙  住所 

 

氏名 
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  年  月  日 

 

日本放送協会 御中 

 

法人名           印 

 

  年  月  日付「業務委託契約書」第９条に基づき、管理責任者について下記

のとおり通知いたします。 

 

記 

 

管理部署  

管理責任者役職  

管理責任者  

管 

理 

責 

任 

者 

連 

絡 

先 

住所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-Mailアドレス  

 

※１名以上選任の場合は、本通知書を受任者ごとに作成・通知すること 
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  年  月  日 

 

日本放送協会 御中 

 

法人名            印 

 

  年  月  日付「個人情報の取扱いに関する覚書」第３条に基づき、個人情報

の管理部署および管理者について下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 

管理部署  

管理者役職  

管理者  

管 

理 

者 

連 

絡 

先 

住所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-Mailアドレス  
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個人情報取扱状況報告書 

 

  年  月  日 

 

日本放送協会 御中 

 

法人名             印 

 

個人情報取扱状況について、以下のとおり報告いたします。 

１．対象となる個人情報 個人情報の名称 個人情報の件数 

  

２．個人情報の受領 日付 担当者 受領方法 

   

３．個人情報の管理 担当者 管理場所 管理状態 

   

４．個人情報の加工 加工の有無 目的 日付 担当者 

    

５．個人情報の提供 提供の有無 提供目的 日付 担当者 

    

６．個人情報の複製 複製の有無 複製目的 日付 担当者 

    

７．個人情報の返還 返還の有無 担当者 日付 確認者 

    

８．個人情報の消去 消去の有無 担当者 日付 確認者 

    

９．その他 

 

 

 

１０．受領した個人情報

の取扱状況に関する調査

内容 

 

 

日付  調査者  

 

（注）個人情報取扱状況に係る自社独自の様式・書類等がある場合、本報告に添付する

こと。 


