
 

 

 

 

 

 

放送受信料の契約・収納業務 

 

企画 競争実施 要 領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本放送協会 

  



【目次】 

 

１．目的 ····························································· 1 

 

２．対象業務に関する事項 

 ＜１＞ 対象業務の内容 ·············································· 1 

 ＜２＞ 契約期間・業務実施期間等 ···································· 3 

 ＜３＞ 対象地区等 ·················································· 3 

 ＜４＞ 事業実施に関して確保されるべき事業の質 ······················ 5 

 ＜５＞ 受託者に提供する情報等 ····································· 11 

 ＜６＞ ＮＨＫとの連携・協力 ······································· 12 

 

３．受託者選定に関する事項 

 ＜１＞ 調達内容 ··················································· 12 

 ＜２＞ 企画競争に参加する者に必要な資格 ··························· 13 

 ＜３＞ 企画競争に参加する者の募集 ································· 15 

 ＜４＞ 契約候補者を決定するための評価の基準および決定 ············· 18 

 

４．従来の実施状況に関する情報の開示 ································ 21 

 

５．受託者に貸与・提供する物品等および設備等 ························ 21 

 

６．名刺の使用 ······················································ 22 

 

７．受託者が本事業を実施するにあたりＮＨＫに対して報告すべき事項、秘

密を厳正に取り扱うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実

施のために法令および契約により受託者が講ずべき措置に関する事項等 

 ＜１＞ 報告事項等 ················································· 23 

 ＜２＞ 秘密の保持等 ··············································· 23 

 ＜３＞ 法令および契約に基づき講ずべき措置 ························· 24 

 

８．受託者が本事業を実施するにあたり、第三者に損害を加えた場合におい

て、その損害の賠償に関し契約により受託者が負うべき責任に関する事項 

 ＜１＞ 受託者が第三者に損害を与えた場合 ··························· 27 

 ＜２＞ 車両の使用・保険の付保 ····································· 27 

 

 



1 

 

 

１．目的 

 

本事業は、民間事業者の創意工夫を最大限に活用し、放送法第６４条の規定により、

放送受信契約の義務を負うものであって、放送受信契約が未契約のものや受信料が未納

のものすべてに対して、公共放送ＮＨＫの意義・役割および放送受信契約の義務等にか

かわる理解促進を図るとともに、放送受信契約締結および受信料の支払に結びつけ、受

信料の公平負担の徹底と増収を目的とする。 

 

２．対象業務に関する事項 

 

＜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。 

（１）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)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③の業務にあたっては、ＮＨＫと受託者が別途合意した場合に限り、受託

者は専用資材を使用したポスティングにより契約取次業務を実施することができるも

のとする。ポスティングによる契約取次業務については、「ポスティングによる契約取

次業務実施要領」に則り、適正に行うものとする。 

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Ｎ

ＨＫ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
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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・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。 

 

（２）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。 

 

（３）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。 

 

（４）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。 

 

（５）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、Ｎ

ＨＫから交付された資材類の管理を行うものとする。 

 

（６）適正な取次および視聴者対応を確認する業務 

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
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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

を確認する業務（電話を活用した視聴者への連絡等）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・業務実施期間等 

（１）契約期間 

２０２０年６月１５日～２０２３年９月３０日 

 

（２）準備期間 

２０２０年６月１５日～２０２０年９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。 

 

（３）業務実施期間 

２０２０年１０月１日～２０２３年９月３０日 

 

（４）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 

上記に基づき本契約期間を延長した場合の委託費は２＜４＞（３）⑤によるものと

する。 

 

＜３＞対象地区等 

  （１）対象地区 

       別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の項番１～１５【業務開始時の対象

地区】のとおりとする。 

※対象地区等の詳細は、別冊資料「２．業務開始時の対象地区一覧」を参照のこと。 

※２＜４＞（２）において定義する要求水準（＜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（別冊資料「４．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(１０～１

１月)、第５期(１２～１月)、第６期(２～３月) 
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※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＞（２）②により、別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の項番１～

１５【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。 

 

（２）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（別冊資料「１．対

象地区契約上限金額等一覧」の項番１～１５【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（１）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＞（１）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。また、２＜４＞（１）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＞（１）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が指定する地域を追加・縮小する対象地区の変更を行う（この場合は、変

更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＞（１）の各年度総数取次の想定業績の５０％を上限と

する。 

 

（３）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＞(４)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＞（１）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＞（１）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＞（１）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。）。 
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＜４＞事業実施に関して確保されるべき事業の質 

（１）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＞（２）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。 

（別冊資料「４．対象地区想定業績一覧」参照。なお、算出根拠等については、仕様

説明会で別途資料を説明。） 

 

（２）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等を設定し、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＞（１）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＞（２）①、②（ⅱ）、２＜３＞（３）、２＜４＞（２）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。 
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〔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。 
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(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＞（２）・２＜４＞（２）（ⅳ）・２＜４＞（２）

（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。 

 

(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＞（１）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４０％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
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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、２０２０年１０月から２０２１年３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％～９

０％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 ］ 

２０２０年１０月～２０２０年１１月 本来の当該期の最低水準の ８０％ 

２０２０年１２月～２０２１年１月 〃 ８５％ 

２０２１年２月～２０２１年３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。 

 

（３）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。 

（ア）別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の【要求水準等構成項目別

比率】記載の要求水準を構成する構成項目ごとに、契約金額に当該構成項目
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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）。 

（イ）別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の【要求水準等構成項目別

比率】記載の要求水準を構成する構成項目ごとに、上記（ア）で算出した金

額を、別冊資料「５．２０２０年度から２０２３年度想定業績等の内訳」記

載の構成項目ごとの想定業績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＞（２）①、

②、２＜３＞（３）、２＜４＞（２）①（ⅴ）および２＜４＞（２）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。 

※２（１）（ア）①および③の業務にあたって、ポスティングにより契約取

次業務を実施した場合の取次単価については、「ポスティングによる契

約取次業務実施要領」に定める「４．委託費」に則り算出するものとす

る。 

（ウ）別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の【要求水準等構成項目別

比率】記載の要求水準を構成する構成項目ごとに、当該構成項目別の各月の

実績に上記（イ）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。 

（エ）基本額Ⅰは、上記（ウ）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、契約金額に対する別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」記

載の【基本額Ⅱの割合】の相当額とする（円位未満で四捨五入）。 

 

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、２０２３年９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＞（２）①、②、および２＜４＞（２）

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) 

年度ごとの累計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) 

年度ごとの累計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、累計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、累計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＞（２）①により、別冊資料「３．対象地区一覧」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、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）（イ）で

算出した要求水準構成項目別の単価に、「拡大地域における要求水準構成項目ごとの

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。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）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。 
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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、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）（イ）で

算出した要求水準構成項目別の単価に、２＜４＞（２）①（ⅴ）に基づき縮減した後

における要求水準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＞（２）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、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①（ⅰ）（イ）で

算出した要求水準構成項目別の単価に、延長期間における要求水準構成項目別の各月

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）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。 

 

＜５＞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。 

①放送受信契約者の基本情報(氏名、住所、契約・支払内容等) 

②ＮＨＫで把握している一部の未契約者・空家情報 

③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 
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（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。 

①ＮＨＫが公表する経営情報・報道資料 

②ＮＨＫ関連報道に対する見解等 

③番組パンフレット等の広報・理解促進用資材 

 

＜６＞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。 

 

３．受託者選定に関する事項 

 

＜１＞調達内容 

（１）件名 

放送受信料の契約・収納業務一式 

 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

～１５「業務開始時の対象地区」のとおりとする。 

 

（２）仕様等  

仕様書のとおり 

 

（３）契約上限金額 

各地区における契約上限金額（消費税および地方消費税を除く）は別冊資料「１．

対象地区契約上限金額等一覧」の項番１～１５「契約上限金額」のとおりとする。 

※契約上限金額を超える見積書を提出した者は無効とする。 

 

（４）企画競争への参加方法 

企画競争に参加する者（以下、「企画競争参加者」という。）は、見積金額を記載し

た書類（以下、「見積書」という。）および事業運営の具体的な方法、業務の質の確保
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の方法等に関する書類（以下、「企画提案書」という。）を提出すること。企画競争参

加者が提出する見積書に記載する見積金額は、契約上限金額の範囲内で対象地区内の

各放送局・センターの要求水準を達成するために企画提案した施策を実施するために

必要となる設備、人材、機材等について、企画競争参加者自らの費用負担によりこれ

を準備することとし、これらの費用および付随する事務費その他一切の諸経費を含め

た契約金額を見積もることとし、記載すること。（この場合、消費税等に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費の１１０分の１００に相当

する金額を記載すること。）併せて、経費の積算内訳書を添付すること。 

なお、別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の関越ブロック項番１～８、

近畿ブロック項番９～１２のうち、いずれか１つ以上の地区で参加する場合は、「企画

競争参加地区」、「受託希望順位」、「同時受託可能地区数」について、「＜３＞（６）企

画競争の参加に必要な提出書類等」の『受託希望等の申請書〔様式 11-1〕〔様式 11-2〕』

に従い提出すること。 

なお、同内容のうち、「同時受託可能地区数」については、「＜３＞（６）企画競争

の参加に必要な提出書類等」の（ⅴ）企画提案書内容整理表〔様式7-4-1〕〔様式7-4-2〕

へ記載すること。ただし、「受託希望順位」については、「企画競争の参加に必要な提

出書類等」の（ⅰ）～（ⅻ）のいずれの提出書類等にも記載しないこと。またプレゼ

ンテーションでの表明も行わないこと。 

 

＜２＞企画競争に参加する者に必要な資格 

（１）当該契約を締結する能力を有する者（未成年者、被保佐人または被補助人であって

も、契約締結のために必要な同意を得ている者を含む。）および、破産者のうち復権を

得ている者。 

 

（２）次のいずれにも該当しない者。ただし、その事実があった後２年を経過している者

を除く。 

①ＮＨＫの調査にあたり、虚偽の申告をしたと認められる者 

②見積もりにあたり、談合を行い、ＮＨＫに不利益を及ぼしたと認められる者 

③契約の履行にあたり、故意に役務を乱雑にし、または役務の品質・提供量につき、不

正の行為があったと認められる者 

④法令等の違反行為により刑事上もしくは行政上の処分を受け、または法令等違反行

為・不正行為・企業倫理に反する行為等により、社会的信用を失墜させている者 

⑤過去において一般競争の落札者または企画競争の契約候補者が契約を結ぶことまた

は契約者が契約を履行することを妨げた者 

⑥監督または検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

⑦正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑧契約の履行にあたり、債務不履行等による契約の解除事由が存することが認められた

ため、ＮＨＫから一般競争および企画競争のいずれかまたは双方への参加を禁止され

ている期間中の者 

⑨前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行にあ

たり、代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人として選任・使用した者 



14 

 

⑩その代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人、別冊資料「７．親子会社等の定

義」に該当する法人（その代表者および役員も含む。）、または、主要な株主その他実

質的に法人の全部もしくは一部を支配する者が、前各号のいずれかに該当する者 

 

（３）放送法第６４条および日本放送協会放送受信規約に基づき放送受信契約の締結が済

んでいる者、かつ、受信料の未納がない者であること。 

 

(４）当該業務に、放送法第６４条および日本放送協会放送受信規約に基づき放送受信契

約の締結が済んでいる者、かつ、受信料の未納がない者を従事させることができる者

であること。 

 

（５）本事業において訪問活動に従事する業務担当者を、業務開始時ならびに業務期間中 

において、３名以上従事させることができる者であること。 

 

（６）法人税および消費税等の滞納がない者であること。 

 

（７）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等に滞納がないこと。 

 

(８) 個人情報の保護に関する法律に基づいた個人情報の取扱いに関する社内規程を有し、 

個人情報の取扱いに関する安全管理体制を備えた者であること。 

 

（９）実施要領・仕様書等の策定に携わった法人または個人でないこと。 

 

（１０）実施要領・仕様書等の策定もしくは企画競争における審査・評価・手続き等に携

わった元ＮＨＫ職員またはその者を役員もしくは使用人としている法人でないこと。 

 

（１１）（９）もしくは（１０）に定める法人もしくは個人・元ＮＨＫ職員との間で企画競

争に関する助言・指導業務等の契約（ただし、ＮＨＫ関連会社が行う業務はこれに含

まれない）を締結している法人または個人でないこと。 

 

（１２）評価委員会の委員が属する企業またはその企業の子会社および関連会社ならびに

それらの企業の役員および従業員でないこと。 

  ※子会社とは、ある企業に議決権の過半数を実質的に所有されている等の支配されて

いる会社をいう。関連会社とは、ある企業に議決権の２０％を実質的に所有されてい

る等の重要な影響を受けている会社をいう。 

 

（１３)ＮＨＫから指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

（１４）次のいずれにも該当しない者。 

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（以下「反社会的勢力」という。） 
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②その代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人、別冊資料「７．親子会社等の定

義」に該当する法人（その代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人も含む。）、

または、主要な株主その他実質的に法人の全部もしくは一部を支配する者が反社会的

勢力である者 

③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者 

 

(１５)別冊資料「７．親子会社等の定義」に該当する法人（子会社同士を含む。）が、２＜

３＞（１）の１５地区のうち同一地区の企画競争に参加していないこと。 

 

＜３＞企画競争に参加する者の募集 

（１） 企画競争に係るスケジュール 

①公示            ２０２０年３月２４日（火） 

②仕様説明会         ２０２０年４月７日（火）～９日（木） 

③仕様説明会後の質問期限   ２０２０年４月１３日（月） 

質問についてはＮＨＫホームページのメールフォームの「質問書」で受け付けること

とし、回答については軽微なものを除き公表する。ただし、質問者自身の既得情報（特

殊な技術、ノウハウ等）に関する内容については、公表しない。 

④参加意思確認書等の提出期限 ２０２０年４月２１日（火） 

⑤見積書等提出期限      ２０２０年４月３０日（木） 

⑥プレゼンテーション実施   ２０２０年５月２１日（木）～２０２０年５月２９日（金） 

⑦評価委員会（企画競争参加者の評価）    ２０２０年６月１０日（水） 

⑧契約の締結                 ２０２０年６月１５日（月） 

 

（２）仕様説明会の実施方法等 

①実施方法 

今次企画競争における仕様説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 

各会場での合同説明会は行わないこととする。なお、説明会の実施については、２０ 

２０年４月３日（金）１７時までにＮＨＫホームページのメールフォームで申し込み 

を行ったものに対し、「公募型企画競争実施事務局」より個別に連絡することとする。 

 

    ②「秘密保持に関する誓約書」の提出 

「秘密保持に関する誓約書」〔様式1〕（両面印刷）に記名押印の上、下記の期限まで 

に郵送にて提出すること。 

提出期限：２０２０年４月７日（火）（必着） 

提出先:〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1 日本放送協会 営業局営業推進セン 

ター「公募型企画競争実施事務局」 

 

（３）企画競争に関する質問の受付等 

①質問の方法 

ＮＨＫホームページのメールフォームの「質問書」に所定事項を入力の上、提出する
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こと。 

 

②受付期間 

 ２０２０年４月１３日（月）１７時００分まで 

 

③回答の方法 

質問に対する回答は、２０２０年４月１５日（水）までに質問者および仕様説明会申

込者に対し、電子メールにより通知を行うとともにホームページに公表する。ただし、

質問者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）に関する内容については、公表し

ない。 

 

④担当部署 

 下記＜４＞（８）のとおり 

 

（４）企画競争参加意思表示 

企画競争に参加する者に必要な資格を満たす本企画競争への参加希望者は、参加の

意思表示をするために、「企画競争参加資格に係る誓約書」〔様式 2-1〕～〔様式 2-15〕

（両面印刷）、「反社会的勢力排除に関する誓約書」〔様式 3-1〕～〔様式 3-15〕と併せ

て企画競争参加意思確認書〔様式 4-1〕～〔様式 4-15〕（〔様式 2-1〕～〔様式 2-15〕、

〔様式 3-1〕～〔様式 3-15〕、〔様式 4-1〕～〔様式 4-15〕をあわせて「参加意思確認

書等」という）を提出すること。 

 

（５）参加意思確認書等の提出方法および提出期限等 

①提出期間 

２０２０年４月８日（水）～２０２０年４月２１日（火） 

②提出期限 

２０２０年４月２１日（火）（必着） 

上記期限を過ぎた参加意思確認書等はいかなる理由があっても受け取らない。 

③提出方法 
参加意思確認書等を正 1部、副 1部を郵送（書留郵便等記録が残るものに限る。）に

より提出。 
郵送先：〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1 日本放送協会営業局営業推進セン
ター「公募型企画競争実施事務局」 

 

（６）企画競争の参加に必要な提出書類等 

① 企画競争の参加に必要な提出書類 

企画競争に参加を希望する者は、次の（ⅰ）～（ⅻ）までに示す書類（以下、「見積

書等」という。）を作成し、下記②に示す期限までに提出すること 

（ⅰ）見積書〔様式 5-1〕～〔様式 5-15〕 1通 

（ⅱ）積算内訳書〔様式 6-1〕～〔様式 6-15〕 1通 

（ⅲ）企画提案書組織的基盤に関する事項〔様式 7-1〕 8部 

（ⅳ）企画提案書実施体制等（１）（２）〔様式 7-2、7-3〕 8部 
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（ⅴ）企画提案書内容整理表〔様式 7-4〕〔様式 7-4-1〕〔様式 7-4-2〕 8部 

（ⅵ）企画提案書事業計画〔様式自由〕 8部 

・様式は自由だが、別冊資料「８．評価基準」の項目に従い、原則Ａ４版での作成

とする。 

・ 枚数は、概ね２０頁（表紙・目次を除き３０頁以内）にまとめること。企画提案

書内容整理表〔様式 7-4〕には、評価項目の該当頁を記載する。 

・ 既存の資料等でより詳しく説明できるものがあれば別添資料として添付可能と

する。 

（ⅶ）企画競争参加事業者の役員・株主・親子会社等確認書〔様式 8〕または同確認

書で指定された書類 1部 

（ⅷ）役員・株主等経歴書〔様式 9〕 1部 

（ⅸ）テレビ等受信機設置状況票〔様式 10〕および放送受信料の支払が確認できる書

類（放送受信料領収証の写し、年間振替予定通知の写し等）  1通 

（ⅹ）経理的基盤を有することを証明するための次の書類 各 1通 

・会社概要（事業内容、従業員数、事業所の所在地、代表者略歴） 

・定款 

・履歴事項全部証明書（直近３か月以内に取得したもの） 

・決算書（直近２期分） 

※ 提出のあった決算書の決算月が提出日から３か月以上遡る場合は、提出日が属

する月の前月末までの残高試算表を添付すること。 

・法人税確定申告書の写し（直近２期分） 

※ 税務署受付印のある申請書一式。財務諸表・勘定科目内訳書も添付すること。 

・法人税ならびに消費税および地方消費税の納税証明書（直近のもの） 

なお、追加で資料の提出を依頼することがある。 

（ⅺ）個人情報の取扱いに関する社内規程 1部 

（ⅻ）受託希望等の申請書〔様式 11-1〕〔様式 11-2〕 1通 

なお、企画提案書において再委託先を記載する場合は、再委託先の会社概要、履

歴事項全部証明書、個人情報の取扱いに関する社内規程も提出すること。 

複数の企画競争（同一公示日に限る）に参加する場合は、上記提出書類のうち（ⅶ）

（ⅷ）（ⅸ）（ⅹ）（ⅺ）について、他方の企画競争における提出を省略することが

できる。 

※「（ⅻ）受託希望等の申請書」〔様式 11-1〕は関越ブロック項番１～８の企画競

争に参加を希望する者、〔様式 11-2〕は近畿ブロック項番９～１２の企画競争に

参加を希望する者の企画競争に参加を希望する者のみ提出すること。 

 

②見積書等の提出方法および提出期限等 

（ⅰ）提出期間 

２０２０年４月１６日（木）～２０２０年４月３０日（木） 

持参の場合の受付時間 １０時００分～１７時００分（土日祝を除く） 

（ⅱ）提出期限 

２０２０年４月３０日（木）１７時００分（必着） 

上記期限を過ぎた見積書等はいかなる理由があっても受け取らない。 

（ⅲ）提出場所 
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各地区における提出場所は、別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の項番

１～１５「見積書等の提出場所」のとおりとする。 

（ⅳ）提出方法 

イ 見積書等を郵送（簡易書留）により提出する場合 

（a）見積書および積算内訳書を封筒に入れ封印し、表面に氏名（法人の場合は商

号または名称）を記載するとともに「放送受信料の契約・収納業務（※対象地区）

企画競争に係る見積書および積算内訳書在中」と朱書きすること。 

（b）上記（a）とは別の封筒に〔様式 11-1〕〔様式 11-2〕を入れ封印し、表面に氏

名（法人の場合は商号または名称）を記載するとともに封筒の表面に〔様式 11-1〕

〔様式 11-2〕と朱書きすること。 

※「（ⅻ）受託希望等の申請書〔様式 11-1〕は関越ブロック項番１～８の企画競

争に参加を希望する者、〔様式 11-2〕は近畿ブロック項番９～１２の企画競争

に参加を希望する者のみ提出すること。なお、同一ブロック内で複数地区の

競争に参加する場合、〔様式 11〕は１通のみの提出で可とする。 

（c）上記（a）（b）の封筒を、その他提出書類一式と併せて封筒に入れ封印し、そ

の表面に氏名（法人の場合はその商号または名称）、宛先（上記（ⅲ）のとおり）

を記載し、かつ、「放送受信料の契約・収納業務（※対象地区）企画競争に係る

提出書類一式在中」と朱書きすること。 

※封筒に記載する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１～１５「業務開始時の対象地区」のうち、企画競争に参加する地区を記

載すること。 

 

ロ 見積書等を持参により提出する場合 

（a）見積書および積算内訳書を封筒に入れ封印し、表面に氏名（法人の場合は商

号または名称）を記載するとともに「放送受信料の契約・収納業務（※対象地区）

企画競争に係る見積書および積算内訳書在中」と朱書きすること。 

（b）上記（a）とは別の封筒に〔様式 11-1〕〔様式 11-2〕を入れ封印し、表面に氏

名（法人の場合は商号または名称）を記載するとともに封筒の表面に〔様式 11-1〕

〔様式 11-2〕と朱書きすること。 

※「（ⅻ）受託希望等の申請書〔様式 11-1〕は関越ブロック項番１～８の企画競

争に参加を希望する者、〔様式 11-2〕は近畿ブロック項番９～１２の企画競争

に参加を希望する者のみ提出すること。なお、同一ブロック内で複数地区の

競争に参加する場合、〔様式 11〕は１通のみの提出で可とする。 

（c）上記（a）（b）の封筒を、その他提出書類一式と併せて封筒に入れ封筒の表面

に氏名（法人の場合は商号または名称）を記載するとともに「放送受信料の契約・

収納業務（※対象地区）企画競争に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 

※封筒に記載する対象地区は、別冊資料「１．対象地区契約上限金額等一覧」の

項番１～１５「業務開始時の対象地区」のうち、企画競争に参加する地区を

記載すること。 

 

＜４＞契約候補者を決定するための評価の基準および決定 

以下の評価項目、評価方法に基づき提案者の評価を行い、第一契約候補者を選定する。 

（１）第一次審査 

次の①②③に示す内容の審査を行い、すべてを満たす場合は第一次審査に合格とする。 

①組織の健全性の審査 
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２の企画競争参加資格、および組織の健全性について提出書類に基づき審査を行う。

組織の健全性とは、本事業の実施に携わるものとして、別冊資料「８．評価基準」

「Ⅰ．第一次審査基準 ⅰ．組織の健全性の審査」を満たしているか否かを判定す

る。これらを満たしていない場合は不合格とする。 

 

②すべての評価項目に対する提案の有無の審査 

以下に記載の評価項目①～⑩（別冊資料「８．評価基準」「Ⅰ．第一次審査基準 ⅰ．

組織の健全性の審査」にも記載）の全てに対する企画提案が示されているか否かを

判定する。一つでも欠ける場合は不合格とする。 

 

 

 評価項目（①～⑩） 

1.事業目的・趣旨の 

 理解 

①本事業の目的・趣旨を適切に理解したうえで、受託するにあたっての基本的な

考え方が示されていること 

2.対象業務の内容 

 （1）業務の実施 

内容 

②すべての要求水準の達成に向けた繰り返し訪問による全戸点検。契約勧奨・収

納督励の手法が示され、実現可能な提案内容であること 

（2）業務の実施 

体制 

③本事業の実施体制（管理責任者、実施責任者、従業人員の人員数・配置、指揮・

監督）について具体的に示され、実現可能な提案であること 

④人員の採用計画が示され、実現可能な提案であること 

⑤採用した人員の研修計画が示され、実現可能な提案であること 

⑥人員のスキル向上を目的とした育成手法が示され、実現可能な提案であること 

（3）管理体制 

⑦報告書や資材類等の管理体制、管理手法が示され、実現可能な提案であること 

⑧視聴者対応の体制、手法が示され、実現可能な提案であること 

⑨訪問員による適正な取次および視聴者対応の徹底とそれらがなされたことを確

認するための必要な体制・手法が示され、実現可能な提案であること 

⑩個人情報の取扱いに関する社内規程を有し、法令や個人情報保護をはじめとし

た各種ルールを従事者が遵守するよう、必要な管理体制が本事業実施までに整備

できることが示されていること 

 

③企画提案書の模写・転用等 

提出された企画提案内容が、著しく独自性を欠く提案内容となっている場合は不合

格とする。 

 

（２）第二次審査 

   別冊資料「８．評価基準」「Ⅱ．第二次審査基準」に示す評価基準および配点に        

より企画提案の採点を行う。評価にあたっては、企画内容のプレゼンテーション(１件

あたり３０分程度)および質疑応答を以下の要領で実施する。詳細は対象者に対し、別

途通知する。 
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 実施日  ２０２０年５月２１日（木）～２０２０年５月２９日（金） 

 実施場所 各地区における実施場所は、別冊資料「１．対象地区契約上限金額等   

一覧」の項番１～１５の「プレゼンテーションおよび質疑応答の実施場所」

のとおりとする。 

・１件あたり３０分程度で行い、質疑応答を行う。 

・プレゼンテーション出席者は、企画競争参加毎に３名以内。 

・プレゼンテーションを行うために企画提案書とは別に説明用資料を用意す

ることは可（必要部数８部）。 

・プレゼンテーションにおいて、プロジェクター等の機材を使用することは

可（パソコンは各自持ち込みとする）。 

 

評価の結果、各評価項目の得点の合計点（最高１，０００点）が５００点未満の企

画競争参加者は第二次審査を不合格とし、５００点以上の企画競争参加者が第二次審

査に合格とする。 

 

（３）総合点の算出 

第一次審査および第二次審査に合格した企画競争参加者の提出した見積書等が、 

 ＮＨＫにおいてあらかじめ設定する契約上限金額の範囲内である場合に総合点を算出

する。総合点は、企画提案書の審査により得られた各評価項目の得点の合計点(最高１，

０００点)と、見積金額を契約上限金額で除した値を 1から減じて得た値に見積金額に

対する得点である５００点を乗じて得た得点を加えて得た数値とする。 

また、契約上限金額の制限の範囲内でない見積については不合格として総合点を算

出しない。 

 

（４）第一契約候補者の決定方法 

各地区の第一契約候補者の決定方法 

①各地区における総合点の順位の最も高い者を「第一契約候補者」、次点を「補欠予定

者」とする。 

②別冊資料「１.対象地区契約上限金額等一覧」の関越ブロック項番１～８、近畿ブロ

ック項番９～１２の各地区に関しては、第一契約候補者となる地区数の上限は、提

出書類〔様式 11-1〕〔様式 11-2〕に記載した同時受託可能地区数とする。 

③上記②により、第一契約候補者となった地区数が同時受託可能地区数を超えない場

合は、第一契約候補者として決定する。第一契約候補者となった地区数が同時受託

可能地区数を超える場合は、同時受託可能地区数を上限として、提出書類〔様式

11-1〕〔様式 11-2〕に記載した受託希望順位の高い地区より順に第一契約候補者と

して決定する。 

④上記③により、第一契約候補者が決定しなかった地区については、第一契約候補者

として決定した地区数が同時受託希望地区数に達していない者のうち、「総合点」の

順位が最も高い者を第一契約候補者とする。第一契約候補者は、上記③の考え方に

より決定する。 
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（５）契約締結 

上記（４）により選定した「第一契約候補者」と詳細について協議のうえ、委託契

約を締結する。 

 

（６）契約者の公表 

契約者が決定したときは、遅滞なく、契約者の氏名または名称、契約金額および決

定理由について公表するものとする。 

 

（７）その他 

①契約手続きに使用する言語および通貨 

日本語および日本国通貨 

②契約保証金 

免除 

③契約書作成の要否 

要 

④契約条項 

業務委託契約書（案）による 

⑤参加資格の確認および企画提案書 

・資料等の作成に要する費用は、企画競争参加者の負担とする。 

・一旦受領した書類は返却しない。 

・企画競争参加者が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽または不正の

記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。 

 

（８）本件に関する照会先 

〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1 

日本放送協会 営業局 営業推進センター 公募型企画競争実施事務局 

電話 03-5455-5186 

HP  http://www.nhk.or.jp/boshu/kikaku15/ 

 

 

４．従来の実施状況に関する情報の開示 

 

＜１＞本事業に関する従来の実施状況に関する情報は、別冊資料「９．従来の実施状況に関

する情報」のとおりである。 

 

５．受託者に貸与・提供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。 

http://www.nhk.or.jp/boshu/kikaku15/
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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＞ポスティングによる契約取次業務に使用する専用資材については、「ポスティングによ

る契約取次業務実施要領」に則り、有償で提供するものとする。 

 

＜５＞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。 

 

＜６＞受託者は、善良なる管理者の注意をもって、貸与・提供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。 

 

＜７＞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。 

 

＜８＞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。 

 

＜９＞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Ｎ

ＨＫ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
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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．受託者が本事業を実施するにあたりＮＨＫに対して報告すべき事項、秘密を厳正に取り扱

うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実施のために法令および契約により受

託者が講ずべき措置に関する事項等 

 

＜１＞報告事項等 

（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 

①ＮＨＫ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。 

 

②ＮＨＫ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①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できる。 

 

＜２＞秘密の保持等 

（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
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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。 

 

＜３＞法令および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 

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（なお、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、ＮＨ

Ｋ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。）。加えて、

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。 

 

（２）業務担当者の報告等 

①受託者は、ＮＨＫに対し業務担当者の氏名、住所の一覧を、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。 

 

②ＮＨＫは、上記①により受託者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。 

 

③ＮＨＫ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ＮＨＫが認めた場

合、受託者に対し、受託者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受託者は、上記②③の業務担当者の個人情報のＮＨＫによる使用・提供について、

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。 

 

（３）委託事業の開始 

受託者は、締結された委託契約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。 

 

（４）権利・義務の譲渡 

①受託者は、本契約に基づく受託者の契約上の地位・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。 
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②受託者は、合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は、ＮＨＫによる事

前の承諾を得なければならない。 

 

（５）知的財産権の処理・措置 

受託者は、本事業の実施にあたり、受託者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、受託者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。 

 

（６）再委託 

①受託者は、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、受託者は、下記②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。 

 

②受託者は、再委託をする場合は、ＮＨＫ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、受託者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ＮＨＫの書面による承認を得なければならない。 

 

③受託者は、上記②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、受託者は、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受託者の義務を遵守させ、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。 

 

（７）委託内容の変更 

①ＮＨＫおよび受託者は、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、ＮＨＫおよび受託者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。 

 

②ＮＨＫおよび受託者は、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。 

 

（８）契約の解除 

①ＮＨＫまたは受託者は、相手方において次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。 

（ⅰ）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
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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 

（ⅱ）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 

（ⅲ）営業の停止、変更または解散の決議をしたとき 

（ⅳ）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 

（ⅴ）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 

 

②ＮＨＫは、受託者において次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。 

（ⅰ）偽りその他不正の行為により受託者となったとき 

（ⅱ）本事業の企画競争実施要領第２項に定める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 

 

③ＮＨＫは、受託者、受託者の代表者、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。 

（ⅰ）次のいずれかの本契約違反が認められたとき 

（ア）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。） 

（イ）業務委託契約書第３０条に定める禁止行為があったとき 

（ウ）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 

（エ）本契約に基づく指示に違反したとき 

（オ）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 

（カ）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 

（ⅱ）法令違反が認められたとき 

（ⅲ）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 

 

④ＮＨＫは、受託者、受託者の代表者、役員もしくは使用人等、別冊資料「７．親子

会社等の定義」に該当する受託者の親子会社等（その代表者、役員もしくは使用人等

も含む。）、受託者の主要な株主その他実質的に受託者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。 

（ⅰ）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 

（ⅱ）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



27 

 

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 

 

⑤ＮＨＫは、上記①～④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、受託者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、受託者に対し、委託費の支払いを一時、留保することができる。 

 

（９）委託契約解除時の取扱い 

上記（８）によりＮＨＫによって本契約が解除された場合、受託者は、ＮＨＫに対し、

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、ＮＨＫが指定する期間内にＮＨＫ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、ＮＨＫ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、ＮＨＫは受託者に対

し損害賠償請求を行うことができる。 

 

 

８．受託者が本事業を実施するにあたり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠

償に関し契約により受託者が負うべき責任に関する事項等 

 

＜１＞受託者が第三者に損害を与えた場合 

受託者（受託者の役員、使用人等および再委託先等を含む。＜１＞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、受託者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、受託者は、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。 

 

＜２＞車両の使用・保険の付保 

（１）受託者は、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。）、ならびに運転免許

を必要としない自転車等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る。また、乙は、自動車等を業務

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）受託者は、受託者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）受託者は、ＮＨＫの求めにより、上記（１）（２）の実施状況等を、ＮＨＫがその都

度定める様式に従って報告するものとする。 


