
調 達 仕 様 書 

 
 

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Ｎ

ＨＫ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・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
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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Ｎ

ＨＫ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、ＮＨＫ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 

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。 
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＜２＞契約期間・業務実施期間等 

（１）契約期間 

平成３０年６月１日～平成３３年９月３０日 

 

（２）準備期間 

平成３０年６月１日から平成３０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 

平成３０年１０月１日～平成３３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 

①新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村 

②千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町  

③栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町 

④埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部 

⑤大阪府大阪市都島区、北区の一部 

⑥兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町 

⑦愛知県豊田市の一部 

⑧愛知県一宮市 

⑨岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町 

⑩山口県下関市の一部 

⑪宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町 

⑫宮城県仙台市青葉区の一部、泉区 

⑬山形県山形市の一部 
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⑭北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部 

⑮愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町 

  

※対象地区等の詳細は、別紙１－１「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（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２－１「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(１

２～１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＞（２）②により、①新潟県長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、見附市、燕市、上越

市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村、②千葉県成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡

酒々井町、印旛郡栄町、③栃木県足利市、栃木市、佐野市、小山市、下都賀郡野木町、④

埼玉県さいたま市北区、川越市、上尾市、桶川市、北足立郡伊奈町、⑤大阪府大阪市都島

区、福島区、西淀川区、東淀川区、旭区、淀川区、北区、⑥兵庫県姫路市、相生市、赤穂市、

高砂市、宍粟市、たつの市、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、⑦愛知県豊田

市の一部、日進市、みよし市、長久手市、愛知郡東郷町、⑧愛知県一宮市、江南市、稲沢

市、岩倉市、愛西市、清須市、あま市、⑨岐阜県岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、海津市、

羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、養老郡養老町、不破郡垂井町、不破郡関ヶ原町、安八郡

神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町、本巣郡北方町、⑩山口県下関市の一部、宇部

市の一部、山陽小野田市、⑪宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、日南市、西都市、北諸

県郡三股町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、⑫宮城県仙台市青葉区、泉区、多賀城市、

富谷市、宮城郡利府町、⑬山形県山形市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、東村山郡

山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、⑭北海道札幌市中央区の一部、白石区の一

部、厚別区の一部、江別市の一部、⑮愛媛県松山市の一部、今治市の一部、西条市の一

部、東温市、伊予郡砥部町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①新潟県長岡市、三

条市、柏崎市、小千谷市、見附市、燕市、上越市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村、②千葉

県成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、③栃木県足利市、栃

木市、佐野市、小山市、下都賀郡野木町、④埼玉県さいたま市北区、川越市、上尾市、桶川

市、北足立郡伊奈町、⑤大阪府大阪市都島区、福島区、西淀川区、東淀川区、旭区、淀川

区、北区、⑥兵庫県姫路市、相生市、赤穂市、高砂市、宍粟市、たつの市、揖保郡太子町、

赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、⑦愛知県豊田市の一部、日進市、みよし市、長久手市、愛

知郡東郷町、⑧愛知県一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、あま市、⑨岐阜

県岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、海津市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、養老郡養老

町、不破郡垂井町、不破郡関ヶ原町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町、本

巣郡北方町、⑩山口県下関市の一部、宇部市の一部、山陽小野田市、⑪宮崎県宮崎市の

一部、都城市の一部、日南市、西都市、北諸県郡三股町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、

⑫宮城県仙台市青葉区、泉区、多賀城市、富谷市、宮城郡利府町、⑬山形県山形市、寒河
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江市、上山市、天童市、東根市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、⑭

北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部、厚別区の一部、江別市の一部、⑮愛媛県松

山市の一部、今治市の一部、西条市の一部、東温市、伊予郡砥部町を含むが、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。）。 

 

＜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。 

（別紙２－１「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

別途資料を配付。） 
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（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１

０％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。 

 

〔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 
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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。 

 

(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。 
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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１０月から平成３１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％～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１０月～平成３０年１１月 本来の当該期の最低水準の８０％ 

平成３０年１２月～平成３１年１月 〃           ８５％ 

平成３１年２月～平成３１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Ｎ

ＨＫ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。 
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（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１

３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）下表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）。 

（イ）下表の要求水準等を構成する構成項目ごとに、上記（ア）で算出した金額を、別紙２

－２「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＞（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。 

（ウ）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。 
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【①新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ６．１８ 

地上転入取次 ０．７０ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．６９ 

衛星転入取次 ０．５０ 

 衛星契約変更取次 ５．２８ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．５０ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．１７ 

新規契約同時クレジット取次 ７．２１ 

支払再開同時口座取次 ６．２５ 

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 ２．９１ 

支払再開取次継続支払加算 １．５９ 

事業所契約取次加算 １．１３ 

長期未収収納 １．６６ 

 

 

 

【②千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．４６ 

地上転入取次 ０．８１ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．０６ 

衛星転入取次 ０．４１ 

 衛星契約変更取次 ４．８３ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．１９ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．４８ 

新規契約同時クレジット取次 ８．７５ 

支払再開同時口座取次 ６．６３ 

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 ３．２９ 

支払再開取次継続支払加算 １．３０ 

事業所契約取次加算 ０．８０ 

長期未収収納 １．２８ 
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【③栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．１６ 

地上転入取次 ０．８６ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．５１ 

衛星転入取次 ０．４６ 

 衛星契約変更取次 ３．４１ 

支払再開取次 支払再開取次 ９．１７ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．３８ 

新規契約同時クレジット取次 ８．３９ 

支払再開同時口座取次 ６．７７ 

支払再開同時クレジット取次 ０．６４ 

新規契約取次継続支払加算 ３．２４ 

支払再開取次継続支払加算 １．６７ 

事業所契約取次加算 ０．４３ 

長期未収収納 ２．１９ 

 

 

 

【④埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ９．１５ 

地上転入取次 ０．９８ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １６．２７ 

衛星転入取次 ０．５３ 

 衛星契約変更取次 ４．３１ 

支払再開取次 支払再開取次 ７．１８ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 ２１．９６ 

新規契約同時クレジット取次 ８．５９ 

支払再開同時口座取次 ５．３６ 

支払再開同時クレジット取次 ０．５０ 

新規契約取次継続支払加算 ３．５３ 

支払再開取次継続支払加算 １．２５ 

事業所契約取次加算 ０．２２ 

長期未収収納 １．４７ 
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【⑤大阪府大阪市都島区、北区の一部】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．８１ 

地上転入取次 ０．８１ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １８．３３ 

衛星転入取次 ０．５９ 

 衛星契約変更取次 １．１４ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．９７ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．９５ 

新規契約同時クレジット取次 ９．４６ 

支払再開同時口座取次 ６．１５ 

支払再開同時クレジット取次 １．２２ 

新規契約取次継続支払加算 ３．２８ 

支払再開取次継続支払加算 １．５９ 

事業所契約取次加算 ０．２９ 

長期未収収納 １．３０ 

 

 

 

【⑥兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．０６ 

地上転入取次 ０．６３ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．１５ 

衛星転入取次 ０．４４ 

 衛星契約変更取次 ２．６２ 

支払再開取次 支払再開取次 １２．４６ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １７．１５ 

新規契約同時クレジット取次 ６．７９ 

支払再開同時口座取次 ８．９６ 

支払再開同時クレジット取次 １．０７ 

新規契約取次継続支払加算 ２．６６ 

支払再開取次継続支払加算 １．７９ 

事業所契約取次加算 ０．４７ 

長期未収収納 １．５９ 
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【⑦愛知県豊田市の一部】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ８．２８ 

地上転入取次 ０．９７ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １８．９８ 

衛星転入取次 ０．５２ 

 衛星契約変更取次 ０．２８ 

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 １８．７０ 

新規契約同時クレジット取次 １２．４１ 

支払再開同時口座取次 ６．５６ 

支払再開同時クレジット取次 ０．９５ 

新規契約取次継続支払加算 ３．５７ 

支払再開取次継続支払加算 １．５３ 

事業所契約取次加算 ０．２５ 

長期未収収納 １．２０ 

 

 

 

【⑧愛知県一宮市】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．４６ 

地上転入取次 ０．８５ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １３．３１ 

衛星転入取次 ０．３６ 

 衛星契約変更取次 ６．１６ 

支払再開取次 支払再開取次 １０．４５ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １４．８０ 

新規契約同時クレジット取次 １０．４９ 

支払再開同時口座取次 ８．４０ 

支払再開同時クレジット取次 １．０４ 

新規契約取次継続支払加算 ２．９６ 

支払再開取次継続支払加算 １．７４ 

事業所契約取次加算 ０．５１ 

長期未収収納 １．７３ 
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【⑨岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、 

安八郡安八町】        

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．５６ 

地上転入取次 ０．７６ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．５９ 

衛星転入取次 ０．４３ 

 衛星契約変更取次 ５．２５ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．８６ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １７．６７ 

新規契約同時クレジット取次 ８．４３ 

支払再開同時口座取次 ６．６０ 

支払再開同時クレジット取次 ０．９８ 

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 １．６７ 

事業所契約取次加算 ０．５８ 

長期未収収納 １．７７ 

 

 

【⑩山口県下関市の一部】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ６．４７ 

地上転入取次 １．１１ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １１．４８ 

衛星転入取次 ０．６７ 

 衛星契約変更取次 ５．８５ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．５５ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．３９ 

新規契約同時クレジット取次 ４．９０ 

支払再開同時口座取次 ６．６３ 

支払再開同時クレジット取次 ０．６８ 

新規契約取次継続支払加算 ２．５９ 

支払再開取次継続支払加算 １．６０ 

事業所契約取次加算 ０．７４ 

長期未収収納 １．６５ 
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【⑪宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ５．７１ 

地上転入取次 ０．９８ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １０．１８ 

衛星転入取次 ０．５４ 

 衛星契約変更取次 ６．３０ 

支払再開取次 支払再開取次 １４．２０ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １６．０１ 

新規契約同時クレジット取次 ２．６６ 

支払再開同時口座取次 １１．６６ 

支払再開同時クレジット取次 ０．３４ 

新規契約取次継続支払加算 ２．１８ 

支払再開取次継続支払加算 ２．１５ 

事業所契約取次加算 ０．７４ 

長期未収収納 １．６０ 

 

 

 

【⑫宮城県仙台市青葉区の一部、泉区】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．９８ 

地上転入取次 １．４４ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．９１ 

衛星転入取次 ０．８１ 

 衛星契約変更取次 ３．６２ 

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 ２０．０７ 

新規契約同時クレジット取次 ７．７９ 

支払再開同時口座取次 ６．２１ 

支払再開同時クレジット取次 ０．７１ 

新規契約取次継続支払加算 ３．４９ 

支払再開取次継続支払加算 １．７７ 

事業所契約取次加算 ０．６４ 

長期未収収納 １．８７ 
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【⑬山形県山形市の一部】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ７．９４ 

地上転入取次 １．１３ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．８５ 

衛星転入取次 ０．９０ 

 衛星契約変更取次 ２．４０ 

支払再開取次 支払再開取次 ６．１０ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．０９ 

新規契約同時クレジット取次 ８．６８ 

支払再開同時口座取次 ４．６８ 

支払再開同時クレジット取次 ０．３６ 

新規契約取次継続支払加算 ３．５３ 

支払再開取次継続支払加算 １．２８ 

事業所契約取次加算 ０．６０ 

長期未収収納 ０．７０ 

 

 

 

【⑭北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部】 

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 ０．９１ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １５．７９ 

衛星転入取次 ０．５８ 

 衛星契約変更取次 ６．４１ 

支払再開取次 支払再開取次 ８．１４ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １９．４１ 

新規契約同時クレジット取次 ７．１２ 

支払再開同時口座取次 ６．７８ 

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 ３．００ 

支払再開取次継続支払加算 １．４０ 

事業所契約取次加算 ０．５９ 

長期未収収納 １．６８ 
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【⑮愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町】 

要求水準等 構成項目 比率（％） 

総数取次 
地上新規取次 ６．６５ 

地上転入取次 ０．９２ 

 
衛星取次 

衛星新規取次 １４．９４ 

衛星転入取次 ０．６２ 

 衛星契約変更取次 ５．６７ 

支払再開取次 支払再開取次 ９．４２ 

口座/クレジット

取次 

新規契約同時口座取次 １８．４８ 

新規契約同時クレジット取次 ６．２８ 

支払再開同時口座取次 ８．９６ 

支払再開同時クレジット取次 ０．３５ 

新規契約取次継続支払加算 ２．８８ 

支払再開取次継続支払加算 １．４４ 

事業所契約取次加算 ０．２２ 

長期未収収納 １．０３ 

 

 

（ⅱ）基本額Ⅱの算出方法 

基本額Ⅱは、契約金額に対する以下の相当額とする（円位未満で四捨五入）。 

・新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村 

・・・契約金額の２６．３９％相当額 

・千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町 

・・・契約金額の２０．０５％相当額 

・栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町 

・・・契約金額の２０．７２％相当額 

・埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部 

・・・契約金額の１８．７０％相当額 

・大阪府大阪市都島区、北区の一部 

・・・契約金額の１９．１１％相当額 

・兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町 

・・・契約金額の２３．１６％相当額 

・愛知県豊田市の一部 

・・・契約金額の１７．５４％相当額 

・愛知県一宮市 

・・・契約金額の１９．７４％相当額 

・岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安

八町 

・・・契約金額の２１．８７％相当額 

・山口県下関市の一部 

・・・契約金額の３０．６９％相当額 
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・宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町 

・・・契約金額の２４．７５％相当額 

・宮城県仙台市青葉区の一部、泉区 

・・・契約金額の１９．４２％相当額 

・山形県山形市の一部 

・・・契約金額の２６．７６％相当額 

・北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部 

・・・契約金額の１９．８２％相当額 

・愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町 

・・・契約金額の２２．１４％相当額 

 

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。 

 

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 

 

 

18



（ⅳ）対策費 

２＜３＞（２）①により、別紙１－２「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、要求水準等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、以下に定める

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。 

      

     【①新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村】 

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 
８３．９％ 

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 
３２．０％ 

 

【②千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町】 

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 
２７．２％ 

 

【③栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町】 

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 
８０．３％ 

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 
３１．１％ 
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【④埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部】 

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 
７８．０％ 

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 
２９．９％ 

 

【⑤大阪府大阪市都島区、北区の一部】 

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 
３０．３％ 

 

【⑥兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町】 

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 
７４．９％ 

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 
２４．７％ 

 

【⑦愛知県豊田市の一部】 

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 
７８．５％ 

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 
３１．７％ 

 

【⑧愛知県一宮市】 

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 
８０．０％ 

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 
２８．５％ 

 

【⑨岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、 

安八郡安八町】        

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 
７７．３％ 

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 
３２．２％ 
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【⑩山口県下関市の一部】 

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 
８１．３％ 

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 
３２．１％ 

 

【⑪宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町】 

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 
２５．９％ 

 

【⑫宮城県仙台市青葉区の一部、泉区】 

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 
８４．５％ 

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 
３６．７％ 

 

【⑬山形県山形市の一部】 

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 
８５．８％ 

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 
３６．０％ 

 

【⑭北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部】 

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 
７６．０％ 

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 
２９．６％ 

 

【⑮愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町】 

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 
７９．４％ 

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 
２６．３％ 

 

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。 
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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）（イ）で算出

した要求水準等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＞（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、要求水準等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）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。 

 

(４)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、仕様書別添「違約金設定基準」

に従うものとする。 

 

＜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
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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 

 

（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＞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、刑事上または行政上の処分を受けた者、または法令等違反行
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為・不正行為・企業倫理に反する行為等により、著しく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 

⑩その代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人、企画競争実施要領別紙「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）法人税および消費税等の滞納がない者であること。 

 

（６）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。 

 

（７）実施要領、仕様書の策定に携わった法人または個人でないこと。 

 

（８）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。 

 

（９)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。 

 

（１０）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。） 

②その代表者、役員、代理人、支配人その他の使用人、企画競争実施要領別紙「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、
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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 

 

(１１)企画競争実施要領別紙「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。 

 

＜２＞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                         平成３０年３月１５日（木） 

②仕様説明会 平成３０年３月２８日（水） 

③仕様説明会後の質問期限 平成３０年４月４日(水) 

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     平成３０年４月１３日（金）１７時００分（必着） 

⑤見積書等提出期限 平成３０年４月２０日（金）１７時００分（必着） 

⑥プレゼンテーション実施 平成３０年５月１４日（月）～平成３０年５月２２日（火） 

⑦評価委員会（企画競争参加者の評価） 平成３０年５月２９日(火) 

⑧契約の締結 平成３０年６月１日(金) 

 

（２）手続き 

①企画競争の単位 

企画競争は、２＜２＞（１）に示す契約期間を対象として行うものとする。 

 

②提出書類 

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。 

 

③見積書の内容 

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１０８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。 

 

④企画提案書の内容 

企画競争参加者が提出する企画提案書には、本事業の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の企画提案の内容として、次の事項について記載する。 

（ⅰ）事業目的・趣旨の理解 

（ⅱ）対象業務の内容 
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受信料の契約取次・収納業務 

（ア）業務の実施内容 

（イ）業務の実施体制 

（ウ）管理体制 

詳細については、別紙３「評価基準」のとおりとする。 

 

⑤企画提案書の添付資料の内容 

企画提案書の添付資料は、次のとおりとする。 

（ⅰ）企画提案書内容整理表 

（注）整理表に示す、各項目の具体内容の企画提案書記載頁を記入すること。 

（ⅱ）実施体制（組織体制、再委託等）に関する概念図 

（ⅲ）企画競争参加者の概要に関する資料 

（ア）企画競争参加者の概要に関する資料 

（イ）直近２期分の法人税確定申告書の写し（税務署受付印のある申請書一式。財務諸

表も添付すること。） 

（ⅳ）競争参加資格の審査に必要な書類 

 

＜３＞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①②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 

３＜１＞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、別紙３「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 

別紙３「評価基準」「Ⅰ．第一次審査基準 ⅱ．評価項目」の①～⑩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。 

 

（２）第二次審査 

別紙３「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

質疑応答を実施する。 

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、ＮＨ

Ｋ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
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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。 

なお、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 

（ⅰ）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。 

（ⅱ）２＜３＞（１）①②③④の４地区、⑤⑥の２地区、⑦⑧⑨の３地区、および⑫⑬の２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 9-1〕〔様式

9-2〕〔様式 9-3〕〔様式 9-4〕に記載した同時受託可能地区数とする。 

（ⅲ）上記（ⅱ）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 9-1〕〔様式 9-2〕〔様式 9-3〕〔様式 9-4〕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。 

（ⅳ）上記（ⅲ）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（ⅲ）

の考え方により決定する。 

 

（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。 

 

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、別紙４のとおりである。 

 

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。 
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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。 

 

＜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ＮＨ

Ｋ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。 
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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 

①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
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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。 

②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。 

③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。 

 

（２）業務担当者の報告等 

①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。 

 

②ＮＨＫは上記①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。 

 

③ＮＨＫは上記①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。 

 

④受託者は上記①②③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。 

 

（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。 

 

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。 
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（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 
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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、企画競争実施要領別紙「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
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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。）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）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。 
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【別紙１－１】

青山新町 川崎２丁目

旭町 川崎３丁目

麻生田町 川崎４丁目

愛宕１丁目 川崎５丁目

愛宕２丁目 川崎６丁目

愛宕３丁目 河根川町

新町１丁目 川袋町

新町２丁目 雁島町

新町３丁目 神田町

石内１丁目 関東町

石内２丁目 北園町

泉１丁目 草生津１丁目

泉２丁目 草生津２丁目

稲葉町 草生津３丁目

稲保１丁目 雲出町

稲保２丁目 稽古町

稲保４丁目 今朝白１丁目

今井１丁目 今朝白２丁目

今井２丁目 今朝白３丁目

今井３丁目 江陽１丁目

今井町 江陽２丁目

岩野 五反田町

浦 琴平１丁目

浦瀬町 琴平２丁目

大荒戸町 琴平３丁目

大手通 寿１丁目

王番田町 寿２丁目

大町 寿３丁目

荻野１丁目 呉服町

荻野２丁目 幸町１丁目

乙吉町 幸町２丁目

表町１丁目 幸町３丁目

表町２丁目 蔵王１丁目

表町３丁目 蔵王２丁目

表町４丁目 蔵王３丁目

柏町１丁目 坂之上町１丁目

柏町２丁目 坂之上町２丁目

春日１丁目 坂之上町３丁目

春日２丁目 左近１丁目

学校町１丁目 左近２丁目

学校町２丁目 左近３丁目

学校町３丁目 左近町

加津保町 沢田

桂町 三之宮町

要町１丁目 三和１丁目

要町２丁目 三和２丁目

要町３丁目 三和３丁目

金房１丁目 地蔵１丁目

金房２丁目 地蔵２丁目

金房３丁目 信濃１丁目

上野町 信濃２丁目

上柳町 寺宝町

亀崎町 下々条町

川崎１丁目 下柳１丁目

　業務開始時の対象地区一覧

【新潟放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

新潟県長岡市 新潟県長岡市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

下柳２丁目 台町２丁目

下柳３丁目 高野町

城岡１丁目 宝町

城岡２丁目 堤町

城岡３丁目 鉄工町１丁目

上条町 鉄工町２丁目

城内町１丁目 土合１丁目

城内町２丁目 土合２丁目

城内町３丁目 土合３丁目

昭和１丁目 土合４丁目

昭和２丁目 土合５丁目

白鳥町 殿町

四朗丸 富島町

四郎丸１丁目 鳥越

四郎丸２丁目 長倉１丁目

四郎丸３丁目 長倉２丁目

四郎丸４丁目 長倉３丁目

新開町 長倉４丁目

水道町１丁目 長倉西町

水道町２丁目 長倉町

水道町３丁目 長倉南町

水道町４丁目 中沢１丁目

水道町５丁目 中沢２丁目

末広１丁目 中沢３丁目

末広２丁目 中沢４丁目

末広３丁目 中沢町

住吉１丁目 中島１丁目

住吉２丁目 中島２丁目

住吉３丁目 中島３丁目

李崎町 中島４丁目

関原町２丁目 中島５丁目

関原町３丁目 中島６丁目

関原町５丁目 中島７丁目

関原西町 中瀬町

関原東町 永田１丁目

関原南１丁目 永田２丁目

関原南２丁目 永田３丁目

関原南３丁目 永田４丁目

関原南４丁目 長町

関原南５丁目 成沢町

摂田屋１丁目 新保１丁目

摂田屋２丁目 新保２丁目

摂田屋３丁目 新保３丁目

摂田屋４丁目 新保４丁目

摂田屋５丁目 新保５丁目

摂田屋町 新保６丁目

芹川町 西新町１丁目

千歳１丁目 西新町２丁目

千歳２丁目 西神田町

千歳３丁目 錦１丁目

千手１丁目 錦２丁目

千手２丁目 錦３丁目

千手３丁目 西蔵王１丁目

台町１丁目 西蔵王２丁目

【新潟放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

新潟県長岡市 新潟県長岡市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

西蔵王３丁目 曲新町１丁目

西宮内１丁目 曲新町２丁目

西宮内２丁目 曲新町３丁目

西千手 槇下町

日赤町１丁目 巻島町

日赤町２丁目 槇山町

日赤町３丁目 松葉１丁目

花井町 松葉２丁目

花園１丁目 美沢１丁目

花園２丁目 美沢２丁目

花園３丁目 美沢３丁目

花園東１丁目 美沢４丁目

花園東２丁目 水穴町

原町 水梨町

東新町 美園１丁目

東新町１丁目 美園２丁目

東新町２丁目 南新保町

東新町３丁目 南町１丁目

東神田１丁目 南町２丁目

東神田２丁目 南町３丁目

東神田３丁目 宮内１丁目

東蔵王１丁目 宮内２丁目

東蔵王２丁目 宮内３丁目

東蔵王３丁目 宮内４丁目

東栄１丁目 宮内５丁目

東栄２丁目 宮内６丁目

東栄３丁目 宮内７丁目

東坂之上町１丁目 宮内８丁目

東坂之上町２丁目 宮内町

東坂之上町３丁目 宮栄１丁目

平柳 宮栄２丁目

福住１丁目 宮栄３丁目

福住２丁目 宮路町

福住３丁目 宮関１丁目

福戸町 宮関２丁目

福道町 宮関３丁目

袋町 宮関４丁目

藤沢１丁目 宮原１丁目

藤沢２丁目 宮原２丁目

船江町 宮原３丁目

平島１丁目 宮本町１丁目

平島２丁目 宮本町２丁目

平島３丁目 宮本町３丁目

平島町 宮本町４丁目

干場１丁目 柳原町

干場２丁目 山田１丁目

堀金１丁目 山田２丁目

堀金２丁目 山田３丁目

堀金３丁目 豊１丁目

本町 豊２丁目

前島町 弓町１丁目

前田１丁目 弓町２丁目

前田２丁目 脇川新田町

前田３丁目 渡場町

【新潟放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

新潟県長岡市 新潟県長岡市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

新潟県長岡市 渡里町

新潟県柏崎市 全域

新潟県小千谷市 全域

新潟県三島郡出雲崎町 全域

新潟県刈羽郡刈羽村 全域

【新潟放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

千葉県成田市 全域

千葉県印西市 全域

千葉県印旛郡栄町 全域

【千葉放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

岩舟町五十畑 伊保内町

岩舟町和泉 植上町

岩舟町小野寺 植下町

岩舟町上岡 植野町

岩舟町静 大古屋町

岩舟町静戸 大橋町

岩舟町静和 庚塚町

岩舟町下岡 上羽田町

岩舟町下津原 北茂呂町

岩舟町畳岡 君田町

岩舟町新里 黒袴町

岩舟町古江 越名町

岩舟町曲ケ島 栄町

岩舟町三谷 寺中町

岩舟町鷲巣 下羽田町

大平町新 関川町

大平町牛久 高萩町

大平町榎本 高橋町

大平町上高島 高山町

大平町川連 田島町

大平町北武井 並木町

大平町蔵井 西浦町

大平町下高島 船津川町

大平町下皆川 馬門町

大平町富田 町谷町

大平町土与 村上町

大平町西野田 免鳥町

大平町西水代 茂呂山町

大平町西山田 米山南町

大平町伯仲 若宮上町

大平町真弓 若宮下町

大平町横堀 暁１丁目

藤岡町赤麻 暁２丁目

藤岡町石川 暁３丁目

藤岡町太田 網戸

藤岡町大田和 雨ケ谷

藤岡町大前 雨ケ谷新田

藤岡町甲 粟宮

藤岡町下宮 粟宮１丁目

藤岡町帯刀 粟宮２丁目

藤岡町都賀 井岡

藤岡町富吉 生駒

藤岡町中根 石ノ上

藤岡町西前原 今里

藤岡町新波 美しが丘１丁目

藤岡町蛭沼 美しが丘２丁目

藤岡町藤岡 美しが丘３丁目

藤岡町部屋 駅東通り１丁目

藤岡町緑川 駅東通り２丁目

赤坂町 駅東通り３丁目

浅沼町 駅南町１丁目

鎧塚町 駅南町２丁目

飯田町 駅南町３丁目

伊勢山町 駅南町４丁目

【宇都宮放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

栃木県栃木市

栃木県佐野市

栃木県小山市

栃木県佐野市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

駅南町５丁目 萩島

駅南町６丁目 迫間田

大川島 花垣町１丁目

押切 花垣町２丁目

乙女 東黒田

乙女１丁目 東城南１丁目

乙女２丁目 東城南２丁目

乙女３丁目 東城南３丁目

小山 東城南４丁目

鏡 東城南５丁目

上石塚 東野田

上泉 東間々田１丁目

上国府塚 東間々田２丁目

上生井 東間々田３丁目

上初田 神鳥谷

神山１丁目 神鳥谷１丁目

神山２丁目 神鳥谷２丁目

生良 神鳥谷３丁目

小袋 神鳥谷４丁目

寒川 神鳥谷５丁目

塩沢 神鳥谷６丁目

下石塚 平和

下泉 本郷町１丁目

下河原田 本郷町２丁目

下国府塚 本郷町３丁目

下生井 間中

下初田 間々田

白鳥 三峰１丁目

城山町１丁目 三峰２丁目

城山町２丁目 南飯田

城山町３丁目 南和泉

神明町１丁目 南乙女１丁目

神明町２丁目 南乙女２丁目

千駄塚 南小林

大行寺 宮本町１丁目

武井 宮本町２丁目

田間 宮本町３丁目

中央町１丁目 向原新田

中央町２丁目 八幡町１丁目

中央町３丁目 八幡町２丁目

塚崎 横倉

天神町１丁目 横倉新田

天神町２丁目 若木町１丁目

外城 若木町２丁目

中里 若木町３丁目

楢木 栃木県下都賀郡野木町 全域

西黒田

西城南１丁目

西城南２丁目

西城南３丁目

西城南４丁目

西城南５丁目

西城南６丁目

西城南７丁目

【宇都宮放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

栃木県小山市

栃木県小山市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

埼玉県さいたま市北区 全域 向山２丁目

上尾下 向山３丁目

東町１丁目 向山４丁目

東町２丁目 谷津１丁目

東町３丁目 谷津２丁目

畔吉

愛宕１丁目

愛宕２丁目

愛宕３丁目

壱丁目

今泉３５２番地

上野

上野本郷

大谷本郷

上町１丁目

上町２丁目

川

川１丁目

川２丁目

瓦葺

小敷谷

五番町

栄町

地頭方

堤崎

戸崎

中新井

仲町１丁目

仲町２丁目

西貝塚

西宮下１丁目

西宮下２丁目

西宮下３丁目

西宮下４丁目

原市

原市中３丁目

日の出１丁目

日の出２丁目

日の出３丁目

日の出４丁目

平方

平方領々家

平塚

富士見１丁目

富士見２丁目

二ツ宮

本町１丁目

本町２丁目

本町３丁目

本町４丁目

本町５丁目

本町６丁目

向山

向山１丁目

【さいたま放送局　さいたま西営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

埼玉県上尾市

埼玉県上尾市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

大阪府大阪市都島区 全域 豊崎１丁目

池田町 豊崎２丁目

浮田１丁目 豊崎３丁目

浮田２丁目 豊崎４丁目

梅田１丁目 豊崎５丁目

梅田２丁目 豊崎６丁目

梅田３丁目 豊崎７丁目

扇町１丁目 中崎１丁目

扇町２丁目 中崎２丁目

大深町 中崎３丁目

角田町 中崎西１丁目

神山町 中崎西２丁目

菅栄町 中崎西３丁目

黒崎町 中崎西４丁目

紅梅町 中津１丁目

国分寺１丁目 中津２丁目

国分寺２丁目 中津３丁目

小松原町 中津４丁目

芝田１丁目 中津５丁目

芝田２丁目 中津６丁目

末広町 中津７丁目

菅原町 中之島１丁目

曽根崎１丁目 中之島２丁目

曽根崎２丁目 中之島３丁目

曾根崎新地１丁目 中之島４丁目

曾根崎新地２丁目 中之島５丁目

太融寺町 中之島６丁目

茶屋町 長柄中１丁目

鶴野町 長柄中２丁目

天神西町 長柄中３丁目

天神橋１丁目 長柄西１丁目

天神橋２丁目 長柄西２丁目

天神橋３丁目 長柄東１丁目

天神橋４丁目 長柄東２丁目

天神橋５丁目 長柄東３丁目

天神橋６丁目 浪花町

天神橋７丁目 錦町

天神橋８丁目 西天満１丁目

天満１丁目 西天満２丁目

天満２丁目 西天満３丁目

天満３丁目 西天満４丁目

天満４丁目 西天満５丁目

天満橋１丁目 西天満６丁目

天満橋２丁目 野崎町

天満橋３丁目 万歳町

堂島１丁目 東天満１丁目

堂島２丁目 東天満２丁目

堂島３丁目 樋之口町

堂島浜１丁目 本庄西１丁目

堂島浜２丁目 本庄西２丁目

同心１丁目 本庄西３丁目

同心２丁目 本庄東１丁目

堂山町 本庄東２丁目

兎我野町 本庄東３丁目

【大阪放送局　北大阪営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

大阪府大阪市北区
大阪府大阪市北区
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

松ケ枝町

南扇町

南森町１丁目

南森町２丁目

山崎町

与力町

【大阪放送局　北大阪営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

大阪府大阪市北区
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

青山 林田町林田

青山１丁目 林田町林谷

青山２丁目 林田町松山

青山３丁目 林田町六九谷

青山４丁目 林田町八幡

青山５丁目 林田町山田

青山６丁目 町田

青山北１丁目 緑台１丁目

青山北２丁目 緑台２丁目

青山北３丁目 夢前町芦田

青山西１丁目 夢前町莇野

青山西２丁目 夢前町糸田

青山西３丁目 夢前町置本

青山西４丁目 夢前町高長

青山西５丁目 夢前町護持

青山南１丁目 夢前町古瀬畑

青山南２丁目 夢前町古知之庄

青山南３丁目 夢前町神種

青山南４丁目 夢前町塩田

石倉 夢前町新庄

打越 夢前町杉之内

上大野３丁目 夢前町菅生澗

上大野４丁目 夢前町玉田

上大野５丁目 夢前町塚本

上大野６丁目 夢前町寺

上大野７丁目 夢前町戸倉

川西 夢前町野畑

川西台 夢前町前之庄

北平野台町 夢前町又坂

飾西 夢前町宮置

飾西台 夢前町山冨

書写 夢前町山之内

書写台１丁目 六角

書写台２丁目 兵庫県相生市 全域

書写台３丁目 兵庫県赤穂市 全域

菅生台 兵庫県たつの市 全域

大寿台１丁目 兵庫県揖保郡太子町 全域

大寿台２丁目

西大寿台

西夢前台

白鳥台１丁目

白鳥台２丁目

白鳥台３丁目

林田町大堤

林田町奥佐見

林田町上伊勢

林田町上構

林田町口佐見

林田町久保

林田町下伊勢

林田町下構

林田町新町

林田町中構

林田町中山下

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

兵庫県姫路市

兵庫県姫路市

【神戸放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

逢妻町１丁目 梅坪町５丁目

逢妻町２丁目 梅坪町６丁目

逢妻町３丁目 梅坪町７丁目

逢妻町４丁目 梅坪町８丁目

逢妻町５丁目 梅坪町９丁目

秋葉町１丁目 梅坪町１０丁目

秋葉町２丁目 上挙母１丁目

秋葉町３丁目 上挙母２丁目

秋葉町４丁目 上挙母３丁目

秋葉町５丁目 上挙母４丁目

秋葉町６丁目 上原町

秋葉町７丁目 栄生町１丁目

秋葉町８丁目 栄生町２丁目

秋葉町９丁目 栄生町３丁目

秋葉町１０丁目 栄生町４丁目

秋葉町１１丁目 栄生町５丁目

秋葉町１２丁目 大池町

朝日ケ丘１丁目 大清水町

朝日ケ丘２丁目 小川町１丁目

朝日ケ丘３丁目 小川町２丁目

朝日ケ丘４丁目 小川町３丁目

朝日ケ丘５丁目 小川町４丁目

朝日ケ丘６丁目 小川町６丁目

朝日町１丁目 小川町７丁目

朝日町２丁目 落合町

朝日町３丁目 貝津町

朝日町４丁目 柿本町１丁目

朝日町５丁目 柿本町２丁目

朝日町６丁目 柿本町３丁目

朝日町７丁目 柿本町４丁目

荒井町 柿本町５丁目

市木町 柿本町６丁目

市木町１丁目 柿本町７丁目

市木町２丁目 柿本町８丁目

市木町３丁目 金谷町１丁目

市木町４丁目 金谷町２丁目

市木町５丁目 金谷町３丁目

市木町８丁目 金谷町４丁目

市木町９丁目 金谷町５丁目

市木町１０丁目 金谷町６丁目

伊保町 金谷町７丁目

上野町１丁目 金谷町８丁目

上野町２丁目 神池町１丁目

上野町３丁目 神池町２丁目

上野町４丁目 河合町１丁目

上野町５丁目 河合町２丁目

上野町６丁目 河合町３丁目

上野町７丁目 河合町４丁目

上野町８丁目 河合町５丁目

上野町９丁目 河合町６丁目

梅坪町１丁目 河合町７丁目

梅坪町２丁目 川田町１丁目

梅坪町３丁目 川田町２丁目

梅坪町４丁目 川田町３丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

愛知県豊田市 愛知県豊田市

45



【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

川田町４丁目 小阪本町６丁目

川田町５丁目 小阪本町７丁目

神田町１丁目 小阪本町８丁目

神田町２丁目 寿町１丁目

喜多町１丁目 寿町２丁目

喜多町２丁目 寿町３丁目

喜多町３丁目 寿町４丁目

喜多町４丁目 寿町５丁目

喜多町５丁目 寿町６丁目

喜多町６丁目 寿町７丁目

京ケ峰１丁目 寿町８丁目

京ケ峰２丁目 衣ケ原１丁目

京ケ峰３丁目 衣ケ原２丁目

京ケ峰４丁目 衣ケ原３丁目

京ケ峰５丁目 衣ケ原４丁目

京ケ峰６丁目 衣ケ原５丁目

京ケ峰７丁目 衣ケ原６丁目

京町１丁目 挙母町１丁目

京町２丁目 挙母町２丁目

京町３丁目 挙母町３丁目

京町４丁目 挙母町４丁目

京町５丁目 挙母町５丁目

京町６丁目 栄町１丁目

京町７丁目 栄町２丁目

久保町１丁目 栄町３丁目

久保町２丁目 栄町４丁目

久保町３丁目 栄町５丁目

久保町４丁目 栄町６丁目

鴻ノ巣町１丁目 栄町７丁目

鴻ノ巣町２丁目 桜町１丁目

鴻ノ巣町３丁目 桜町２丁目

鴻ノ巣町４丁目 三軒町１丁目

鴻ノ巣町５丁目 三軒町２丁目

小坂町１丁目 三軒町３丁目

小坂町２丁目 三軒町４丁目

小坂町３丁目 三軒町５丁目

小坂町４丁目 三軒町６丁目

小坂町５丁目 三軒町７丁目

小坂町６丁目 三軒町８丁目

小坂町７丁目 汐見町１丁目

小坂町８丁目 汐見町２丁目

小坂町９丁目 汐見町３丁目

小坂町１０丁目 汐見町４丁目

小坂町１１丁目 汐見町５丁目

小坂町１２丁目 汐見町６丁目

小坂町１３丁目 四郷町

小坂町１４丁目 渋谷町１丁目

小坂町１５丁目 渋谷町２丁目

小坂町１６丁目 渋谷町３丁目

小阪本町１丁目 清水町１丁目

小阪本町２丁目 清水町２丁目

小阪本町３丁目 清水町３丁目

小阪本町４丁目 清水町４丁目

小阪本町５丁目 清水町５丁目

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

清水町６丁目 千足町

清水町７丁目 千足町１丁目

下市場町１丁目 千足町２丁目

下市場町２丁目 千足町３丁目

下市場町３丁目 千足町４丁目

下市場町４丁目 千足町５丁目

下市場町５丁目 千足町６丁目

下市場町６丁目 千足町７丁目

下市場町７丁目 千足町８丁目

下市場町８丁目 千足町９丁目

下林町１丁目 千足町１０丁目

下林町２丁目 太平町

下林町３丁目 高上１丁目

下林町４丁目 高上２丁目

下林町５丁目 高崎町

下林町６丁目 高橋町１丁目

下林町７丁目 高橋町２丁目

樹木町１丁目 高橋町３丁目

樹木町２丁目 高橋町４丁目

樹木町３丁目 高橋町７丁目

樹木町４丁目 高原町１丁目

樹木町５丁目 高原町２丁目

浄水町 高原町３丁目

昭和町１丁目 高原町４丁目

昭和町２丁目 高原町５丁目

昭和町３丁目 高原町６丁目

昭和町４丁目 高原町７丁目

白浜町 竹生町１丁目

新生町１丁目 竹生町２丁目

新生町２丁目 竹生町３丁目

新生町３丁目 竹生町４丁目

新生町４丁目 田代町１丁目

新生町５丁目 田代町２丁目

新生町６丁目 田代町３丁目

陣中町１丁目 田代町４丁目

陣中町２丁目 田代町５丁目

新町１丁目 田代町６丁目

新町２丁目 田代町７丁目

新町３丁目 田代町８丁目

新町４丁目 田中町１丁目

神明町１丁目 田中町２丁目

神明町２丁目 田中町３丁目

神明町３丁目 田中町４丁目

聖心町１丁目 田中町５丁目

聖心町２丁目 田町１丁目

聖心町３丁目 田町２丁目

聖心町４丁目 田町３丁目

千石町１丁目 田町４丁目

千石町２丁目 長興寺１丁目

千石町３丁目 長興寺２丁目

千石町４丁目 長興寺３丁目

千石町５丁目 長興寺４丁目

千石町６丁目 長興寺５丁目

千石町７丁目 長興寺６丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

愛知県豊田市 愛知県豊田市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

長興寺７丁目 西新町２丁目

長興寺８丁目 西新町３丁目

長興寺９丁目 西新町４丁目

長興寺１０丁目 西新町５丁目

司町１丁目 西新町６丁目

月見町１丁目 西新町７丁目

月見町２丁目 西新町８丁目

月見町３丁目 西新町９丁目

土橋町１丁目 西町１丁目

土橋町２丁目 西町２丁目

土橋町３丁目 西町３丁目

土橋町４丁目 西町４丁目

土橋町５丁目 西町５丁目

土橋町６丁目 西町６丁目

土橋町７丁目 西山町１丁目

土橋町８丁目 西山町２丁目

貞宝町 西山町３丁目

寺部町１丁目 西山町４丁目

寺部町２丁目 西山町５丁目

寺部町３丁目 日南町１丁目

寺部町４丁目 日南町２丁目

寺部町５丁目 日南町３丁目

寺部町６丁目 日南町４丁目

天王町１丁目 日南町５丁目

天王町２丁目 野見町１丁目

天王町３丁目 野見町２丁目

天王町４丁目 野見町３丁目

天王町５丁目 野見町４丁目

天王町６丁目 野見町５丁目

東新町１丁目 野見町６丁目

東新町２丁目 野見町７丁目

東新町３丁目 野見町８丁目

東新町４丁目 野見町９丁目

東新町５丁目 野見町１０丁目

東新町６丁目 野見町１１丁目

渡刈町 野見町１２丁目

渡刈町１丁目 白山町

渡刈町２丁目 八幡町１丁目

渡刈町３丁目 八幡町２丁目

渡刈町４丁目 八幡町３丁目

渡刈町５丁目 花丘町１丁目

渡刈町６丁目 花丘町２丁目

常盤町１丁目 花丘町３丁目

常盤町２丁目 花丘町４丁目

常盤町３丁目 花本町

十塚町１丁目 東梅坪町１丁目

十塚町２丁目 東梅坪町２丁目

十塚町３丁目 東梅坪町３丁目

十塚町４丁目 東梅坪町４丁目

十塚町５丁目 東梅坪町５丁目

トヨタ町 東梅坪町６丁目

錦町１丁目 東梅坪町７丁目

錦町２丁目 東梅坪町８丁目

西新町１丁目 東梅坪町９丁目

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

東梅坪町１０丁目 深田町３丁目

東山町１丁目 深田町４丁目

東山町２丁目 平和町１丁目

東山町３丁目 平和町２丁目

東山町４丁目 平和町３丁目

東山町５丁目 平和町４丁目

東山町６丁目 平和町５丁目

東山町７丁目 平和町６丁目

久岡町１丁目 平和町７丁目

久岡町２丁目 平和町８丁目

久岡町３丁目 細谷町１丁目

久岡町４丁目 細谷町２丁目

久岡町５丁目 細谷町３丁目

久岡町６丁目 細谷町４丁目

久岡町７丁目 細谷町５丁目

日之出町１丁目 細谷町６丁目

日之出町２丁目 細谷町７丁目

平芝町１丁目 本地町１丁目

平芝町２丁目 本地町２丁目

平芝町３丁目 本地町３丁目

平芝町４丁目 本地町４丁目

平芝町５丁目 本地町５丁目

平芝町６丁目 本地町６丁目

平芝町７丁目 本地町７丁目

平芝町８丁目 本地町８丁目

平山町１丁目 本地町９丁目

平山町２丁目 本地町１０丁目

平山町３丁目 本新町１丁目

平山町４丁目 本新町２丁目

平山町５丁目 本新町３丁目

平山町６丁目 本新町４丁目

広川町１丁目 本新町５丁目

広川町２丁目 本新町６丁目

広川町３丁目 本新町７丁目

広川町４丁目 本新町８丁目

広川町５丁目 本新町９丁目

広川町６丁目 前田町１丁目

広川町７丁目 前田町２丁目

広川町８丁目 前田町３丁目

広川町９丁目 前田町４丁目

広川町１０丁目 前田町５丁目

広川町１１丁目 前田町６丁目

広久手町１丁目 前田町７丁目

広久手町２丁目 前山町１丁目

広久手町３丁目 前山町２丁目

広久手町４丁目 前山町３丁目

広久手町５丁目 前山町４丁目

広久手町６丁目 前山町５丁目

広久手町７丁目 松ケ枝町１丁目

広路町１丁目 松ケ枝町２丁目

広路町２丁目 松ケ枝町３丁目

広路町３丁目 丸根町１丁目

深田町１丁目 丸根町２丁目

深田町２丁目 丸根町３丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

愛知県豊田市 愛知県豊田市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

丸根町４丁目 宮上町６丁目

丸根町５丁目 宮上町７丁目

丸根町６丁目 宮上町８丁目

丸根町７丁目 宮口町１丁目

丸山町１丁目 宮口町２丁目

丸山町２丁目 宮口町３丁目

丸山町３丁目 宮口町４丁目

丸山町４丁目 宮口町５丁目

丸山町５丁目 宮口町６丁目

丸山町６丁目 宮口町７丁目

丸山町７丁目 宮町１丁目

丸山町８丁目 宮町２丁目

丸山町９丁目 宮町３丁目

丸山町１０丁目 宮町４丁目

美里１丁目 宮町５丁目

美里２丁目 宮町６丁目

美里３丁目 宮町７丁目

美里４丁目 美山町１丁目

美里５丁目 美山町２丁目

美里６丁目 美山町３丁目

瑞穂町１丁目 美山町４丁目

瑞穂町２丁目 美山町５丁目

瑞穂町３丁目 御幸町１丁目

瑞穂町４丁目 御幸町２丁目

水間町１丁目 御幸町３丁目

水間町２丁目 御幸町４丁目

水間町３丁目 御幸町５丁目

水間町４丁目 御幸町６丁目

水間町５丁目 御幸本町１丁目

水間町６丁目 御幸本町２丁目

水間町７丁目 御幸本町３丁目

御立町１丁目 御幸本町４丁目

御立町２丁目 御幸本町５丁目

御立町３丁目 御幸本町６丁目

御立町４丁目 御幸本町７丁目

御立町５丁目 明和町１丁目

御立町６丁目 明和町２丁目

御立町７丁目 明和町３丁目

御立町８丁目 明和町４丁目

御立町９丁目 明和町５丁目

御立町１０丁目 明和町６丁目

御立町１１丁目 明和町７丁目

緑ケ丘１丁目 元城町１丁目

緑ケ丘２丁目 元城町２丁目

緑ケ丘３丁目 元城町３丁目

緑ケ丘４丁目 元城町４丁目

緑ケ丘５丁目 元町

緑ケ丘６丁目 元宮町１丁目

緑ケ丘７丁目 元宮町２丁目

宮上町１丁目 元宮町３丁目

宮上町２丁目 元宮町４丁目

宮上町３丁目 元宮町５丁目

宮上町４丁目 元宮町６丁目

宮上町５丁目 森町１丁目

業務開始時の対象地区 業務開始時の対象地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

森町２丁目

森町３丁目

森町４丁目

森町５丁目

森町６丁目

森町７丁目

森町８丁目

山之手１丁目

山之手２丁目

山之手３丁目

山之手４丁目

山之手５丁目

山之手６丁目

山之手７丁目

山之手８丁目

山之手９丁目

山之手１０丁目

横山町１丁目

横山町２丁目

横山町３丁目

横山町４丁目

若草町１丁目

若草町２丁目

若草町３丁目

若草町４丁目

若宮町１丁目

若宮町２丁目

若宮町３丁目

若宮町４丁目

若宮町５丁目

若宮町６丁目

若宮町７丁目

若宮町８丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

愛知県豊田市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

愛知県一宮市 全域

【名古屋放送局　名古屋駅前営業センター】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

岐阜県大垣市 全域

岐阜県羽島市 全域

岐阜県養老郡養老町 全域

岐阜県安八郡神戸町 全域

岐阜県安八郡輪之内町 全域

岐阜県安八郡安八町 全域

【業務開始日：平成30年10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

【岐阜放送局　営業部】
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

垢田 石神町

垢田町１丁目 石原

垢田町２丁目 一の宮卸本町

垢田町３丁目 一の宮学園町

垢田町４丁目 一の宮住吉１丁目

垢田町５丁目 一の宮住吉２丁目

赤間町 一の宮住吉３丁目

秋根 一の宮町１丁目

秋根上町１丁目 一の宮町２丁目

秋根上町２丁目 一の宮町３丁目

秋根上町３丁目 一の宮町４丁目

秋根北町 一の宮町５丁目

秋根新町 一の宮東町１丁目

秋根西町１丁目 一の宮東町２丁目

秋根西町２丁目 一の宮東町３丁目

秋根東町 一の宮本町１丁目

秋根本町１丁目 一の宮本町２丁目

秋根本町２丁目 今浦町

秋根南町１丁目 入江町

秋根南町２丁目 上条町

阿弥陀寺町 後田町１丁目

綾羅木 後田町２丁目

綾羅木新町１丁目 後田町３丁目

綾羅木新町２丁目 後田町４丁目

綾羅木新町３丁目 後田町５丁目

綾羅木新町４丁目 大坪本町

綾羅木本町１丁目 卸新町

綾羅木本町２丁目 梶栗町１丁目

綾羅木本町３丁目 梶栗町２丁目

綾羅木本町４丁目 梶栗町３丁目

綾羅木本町５丁目 梶栗町４丁目

綾羅木本町６丁目 梶栗町５丁目

綾羅木本町７丁目 春日町

綾羅木本町８丁目 形山

綾羅木本町９丁目 形山町

綾羅木南町１丁目 形山みどり町

綾羅木南町２丁目 上新地町１丁目

綾羅木南町３丁目 上新地町２丁目

有冨 上新地町３丁目

生野町１丁目 上新地町４丁目

生野町２丁目 上新地町５丁目

伊倉 上田中町１丁目

伊倉新町１丁目 上田中町２丁目

伊倉新町２丁目 上田中町３丁目

伊倉新町３丁目 上田中町４丁目

伊倉新町４丁目 上田中町５丁目

伊倉新町５丁目 上田中町６丁目

伊倉町１丁目 上田中町７丁目

伊倉町２丁目 上田中町８丁目

伊倉町３丁目 蒲生野

伊倉東町 唐戸町

伊倉本町 川中本町

伊崎町１丁目 川中本町１丁目

伊崎町２丁目 川中本町２丁目

【山口放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

山口県下関市 山口県下関市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

川中豊町１丁目 筋ケ浜町

川中豊町２丁目 筋川町

川中豊町３丁目 大学町１丁目

川中豊町４丁目 大学町２丁目

川中豊町５丁目 大学町３丁目

川中豊町６丁目 大学町４丁目

川中豊町７丁目 大学町５丁目

関西町 大平町

関西本町 宝町

神田町１丁目 田倉

神田町２丁目 田倉御殿町１丁目

観音崎町 田倉御殿町２丁目

貴船町１丁目 竹崎町１丁目

貴船町２丁目 竹崎町２丁目

貴船町３丁目 竹崎町３丁目

貴船町４丁目 竹崎町４丁目

楠乃１丁目 武久町１丁目

楠乃２丁目 武久町２丁目

楠乃３丁目 武久西原台

楠乃４丁目 田中町

楠乃５丁目 壇之浦町

熊野町１丁目 千鳥ケ丘町

熊野町２丁目 中央町

熊野町３丁目 長府安養寺１丁目

熊野西町 長府安養寺２丁目

向洋町１丁目 長府安養寺３丁目

向洋町２丁目 長府安養寺４丁目

向洋町３丁目 長府印内町

金比羅町 長府江下町

幸町 長府扇町

栄町 長府逢坂町

桜山町 長府金屋町

笹山町 長府金屋浜町

汐入町 長府亀の甲１丁目

勝谷 長府亀の甲２丁目

勝谷新町１丁目 長府川端１丁目

勝谷新町２丁目 長府川端２丁目

勝谷新町３丁目 長府黒門町

勝谷新町４丁目 長府黒門東町

新垢田北町 長府黒門南町

新垢田西町１丁目 長府古城町

新垢田西町２丁目 長府紺屋町

新垢田西町３丁目 長府才川１丁目

新垢田西町４丁目 長府才川２丁目

新垢田東町１丁目 長府侍町１丁目

新垢田東町２丁目 長府侍町２丁目

新垢田南町１丁目 長府四王司町

新垢田南町２丁目 長府新四王司町

新垢田南町３丁目 長府新松原町

新地町 長府惣社町

新地西町 長府外浦町

新椋野１丁目 長府高場町

新椋野２丁目 長府珠の浦町

新椋野３丁目 長府土居の内町

山口県下関市 山口県下関市

【山口放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

長府豊浦町 幡生町１丁目

長府中尾町 幡生町２丁目

長府中土居北町 幡生本町

長府中土居本町 幡生宮の下町

長府中之町 岬之町

長府中浜町 羽山町

長府中六波町 稗田北町

長府野久留米町 稗田町

長府羽衣町 稗田中町

長府羽衣南町 稗田西町

長府浜浦町 稗田南町

長府浜浦西町 東神田町

長府浜浦南町 東勝谷

長府東侍町 東向山町

長府日の出町 東大和町１丁目

長府古江小路町 東大和町２丁目

長府豊城町 彦島海士郷町

長府前八幡町 彦島江の浦町１丁目

長府松小田北町 彦島江の浦町２丁目

長府松小田中町 彦島江の浦町３丁目

長府松小田西町 彦島江の浦町４丁目

長府松小田東町 彦島江の浦町５丁目

長府松小田本町 彦島江の浦町６丁目

長府松小田南町 彦島江の浦町７丁目

長府松原町 彦島江の浦町８丁目

長府満珠新町 彦島江の浦町９丁目

長府満珠町 彦島老の山公園

長府三島町 彦島老町１丁目

長府港町 彦島老町２丁目

長府南之町 彦島老町３丁目

長府宮崎町 彦島桜ケ丘町

長府宮の内町 彦島迫町１丁目

長府向田町 彦島迫町２丁目

長府八幡町 彦島迫町３丁目

冨任 彦島迫町４丁目

富任町１丁目 彦島迫町５丁目

富任町２丁目 彦島迫町６丁目

富任町３丁目 彦島迫町７丁目

富任町４丁目 彦島塩浜町１丁目

富任町５丁目 彦島塩浜町２丁目

富任町６丁目 彦島塩浜町３丁目

富任町７丁目 彦島杉田町１丁目

富任町８丁目 彦島杉田町２丁目

長崎新町 彦島角倉町１丁目

長崎中央町 彦島角倉町２丁目

長崎町１丁目 彦島角倉町３丁目

長崎本町 彦島角倉町４丁目

長門町 彦島竹ノ子島町

中之町 彦島田の首町１丁目

南部町 彦島田の首町２丁目

西入江町 彦島弟子待町１丁目

西大坪町 彦島弟子待町２丁目

西神田町 彦島弟子待町３丁目

延行 彦島弟子待東町

【山口放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

山口県下関市 山口県下関市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

彦島西山町１丁目 椋野町３丁目

彦島西山町２丁目 六連島

彦島西山町３丁目 名池町

彦島西山町４丁目 元町

彦島西山町５丁目 安岡駅前１丁目

彦島福浦町１丁目 安岡駅前２丁目

彦島福浦町２丁目 安岡町１丁目

彦島福浦町３丁目 安岡町２丁目

彦島本村町１丁目 安岡町３丁目

彦島本村町２丁目 安岡町４丁目

彦島本村町３丁目 安岡町５丁目

彦島本村町４丁目 安岡町６丁目

彦島本村町５丁目 安岡町７丁目

彦島本村町６丁目 安岡町８丁目

彦島本村町７丁目 安岡本町１丁目

彦島緑町 安岡本町２丁目

彦島向井町１丁目 安岡本町３丁目

彦島向井町２丁目 山手町

彦島山中町１丁目 大和町１丁目

彦島山中町２丁目 大和町２丁目

福江 山の口町

藤ケ谷町 山の田北町

藤附町 山の田中央町

豊前田町１丁目 山の田西町

豊前田町２丁目 山の田東町

豊前田町３丁目 山の田本町

古屋町１丁目 山の田南町

古屋町２丁目 横野町１丁目

細江新町 横野町２丁目

細江町１丁目 横野町３丁目

細江町２丁目 横野町４丁目

細江町３丁目

本町１丁目

本町２丁目

本町３丁目

本町４丁目

前勝谷町

前田１丁目

前田２丁目

丸山町１丁目

丸山町２丁目

丸山町３丁目

丸山町４丁目

丸山町５丁目

三河町

南大坪町

みもすそ川町

宮田町１丁目

宮田町２丁目

向山町

椋野椋野町

椋野上町

椋野町１丁目

椋野町２丁目

山口県下関市

山口県下関市

【山口放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

旭１丁目 清水３丁目

旭２丁目 末広１丁目

跡江 末広２丁目

有田 瀬頭１丁目

生目 瀬頭２丁目

浮田 大工１丁目

江平町１丁目 大工２丁目

江平中町 大工３丁目

江平西１丁目 高岡町飯田

江平西２丁目 高岡町内山

江平東１丁目 高岡町浦之名

江平東２丁目 高岡町小山田

江平東町 高岡町上倉永

老松１丁目 高岡町上倉永内の八重

老松２丁目 高岡町五町

大塚台西１丁目 高岡町下倉永

大塚台西２丁目 高岡町高浜

大塚台西３丁目 高岡町花見

大塚台東１丁目 高千穂通１丁目

大塚台東２丁目 高千穂通２丁目

大塚町権現前 高松町

大塚町城ノ下 橘通西１丁目

大塚町水流 橘通西２丁目

大塚町時宗 橘通西３丁目

大塚町宮田 橘通西４丁目

大塚町無量寺道下 橘通西５丁目

大橋１丁目 橘通東１丁目

大橋２丁目 橘通東２丁目

大橋３丁目 橘通東３丁目

柏原 橘通東４丁目

上野町 橘通東５丁目

川原町 千草町

祇園１丁目 中央通

祇園２丁目 鶴島１丁目

祇園３丁目 鶴島２丁目

祇園４丁目 鶴島３丁目

北高松町 富吉

霧島１丁目 中津瀬町

霧島２丁目 長嶺

霧島３丁目 西池町

霧島４丁目 西高松町

霧島５丁目 花殿町

小松 原町

小松台北町 広島１丁目

小松台西１丁目 広島２丁目

小松台西２丁目 船塚1丁目

小松台西３丁目 船塚2丁目

小松台東１丁目 船塚3丁目

小松台東２丁目 平和が丘北町

小松台東３丁目 平和が丘西町

小松台南町 平和が丘東町

桜ケ丘町 別府町

清水１丁目 細江

清水２丁目 松橋１丁目

【宮崎放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

松橋２丁目

松山１丁目

松山２丁目

丸島町

南高松町

宮田町

元宮町

和知川原１丁目

和知川原２丁目

和知川原３丁目

今町

梅北町

大岩田町

甲斐元町

上長飯町

下長飯町

高城町有水

高城町石山

高崎町江平

高城町大井手

高崎町大牟田

高城町桜木

高崎町東霧島

高崎町縄瀬

高崎町笛水

高城町穂満坊

高崎町前田

西町

豊満町

都島町

安久町

山田町中霧島

山田町山田

山之口町富吉

山之口町花木

山之口町山之口

宮崎県北諸県郡三股町 全域

宮崎県都城市

【宮崎放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

宮崎県宮崎市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

旭ケ丘１丁目

旭ケ丘２丁目

旭ケ丘３丁目

旭ケ丘４丁目

北根黒松

北根１丁目

北根２丁目

北根３丁目

北根４丁目

台原森林公園

鷺ケ森１丁目

鷺ケ森２丁目

藤松

双葉ケ丘１丁目

双葉ケ丘２丁目

東勝山１丁目

東勝山２丁目

東勝山３丁目

水の森１丁目

水の森２丁目

水の森３丁目

水の森４丁目

宮城県仙台市泉区 全域

【仙台放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年10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

宮城県仙台市青葉区
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

相生町 小立４丁目

青田１丁目 落合町

青田２丁目 篭田１丁目

青田３丁目 篭田２丁目

青田４丁目 篭田３丁目

青田５丁目 風間

青野 霞城町

青柳 柏倉

あかねケ丘１丁目 春日町

あかねケ丘２丁目 香澄町１丁目

あかねケ丘３丁目 香澄町２丁目

あけぼの１丁目 香澄町３丁目

あけぼの２丁目 片谷地

あこや町１丁目 上椹沢

あこや町２丁目 上反田

あこや町３丁目 上宝沢

旭が丘 北町１丁目

あさひ町 北町２丁目

あずま町 北町３丁目

荒楯町１丁目 北町４丁目

荒楯町２丁目 北山形１丁目

飯塚町 北山形２丁目

五十鈴１丁目 木の実町

五十鈴２丁目 木ノ目田

五十鈴３丁目 清住町１丁目

泉町 清住町２丁目

五日町 清住町３丁目

今塚 切畑

岩波 久保田１丁目

印役町１丁目 久保田２丁目

印役町２丁目 久保田３丁目

印役町３丁目 大字黒沢

印役町４丁目 江南１丁目

印役町５丁目 江南２丁目

内表 江南３丁目

梅野木前 江南４丁目

漆山 小姓町

上町１丁目 小白川町１丁目

上町２丁目 小白川町２丁目

上町３丁目 小白川町３丁目

上町４丁目 小白川町４丁目

上町５丁目 小白川町５丁目

江俣１丁目 寿町

江俣２丁目 小荷駄町

江俣３丁目 幸町

江俣４丁目 蔵王飯田

江俣５丁目 蔵王上野

円応寺町 蔵王成沢

大手町 蔵王西成沢

大森 蔵王半郷

沖町 蔵王温泉

小立１丁目 蔵王松ケ丘１丁目

小立２丁目 早乙女

小立３丁目 肴町

【山形放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

山形県山形市 山形県山形市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

桜田西１丁目 鈴川町３丁目

桜田西２丁目 鈴川町４丁目

桜田西３丁目 砂田

桜田西４丁目 諏訪町１丁目

桜田西５丁目 諏訪町２丁目

桜田東１丁目 瀬波１丁目

桜田東２丁目 瀬波２丁目

桜田東３丁目 瀬波３丁目

桜田東４丁目 千手堂

桜町 双月新町

志戸田 双月町１丁目

渋江 双月町２丁目

嶋北１丁目 双月町３丁目

嶋北２丁目 双月町４丁目

嶋北３丁目 大野目１丁目

嶋北４丁目 大野目２丁目

嶋南１丁目 大野目３丁目

嶋南２丁目 大野目４丁目

嶋南３丁目 高堂

嶋南４丁目 高堂１丁目

下椹沢 高堂２丁目

下条町１丁目 高原町

下条町２丁目 滝平

下条町３丁目 立谷川１丁目

下条町４丁目 立谷川２丁目

下条町５丁目 立谷川３丁目

下反田 伊達城１丁目

下東山 伊達城２丁目

下山家町 伊達城３丁目

釈迦堂 千歳１丁目

十文字 千歳２丁目

城南町１丁目 鉄砲町１丁目

城南町２丁目 鉄砲町２丁目

城南町３丁目 鉄砲町３丁目

城北町１丁目 十日町１丁目

城北町２丁目 十日町２丁目

常明寺 十日町３丁目

城西町１丁目 十日町４丁目

城西町２丁目 銅町１丁目

城西町３丁目 銅町２丁目

城西町４丁目 富の中１丁目

城西町５丁目 富の中２丁目

新開１丁目 富の中３丁目

新開２丁目 富の中４丁目

新開３丁目 樋越

陣場１丁目 鳥居ケ丘

陣場２丁目 中野

陣場３丁目 中野目

陣場新田 長町

陣場南 長町１丁目

末広町 長町２丁目

鮨洗 長町３丁目

鈴川町１丁目 長町４丁目

鈴川町２丁目 七浦

【業務開始日：平成30年10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

山形県山形市 山形県山形市

【山形放送局　営業部】
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

七日町１丁目 平清水１丁目

七日町２丁目 平清水２丁目

七日町３丁目 深町１丁目

七日町４丁目 深町２丁目

七日町５丁目 深町３丁目

滑川 双葉町１丁目

成沢西１丁目 双葉町２丁目

成沢西２丁目 船町

成沢西３丁目 古館

成沢西４丁目 穂積

成沢西５丁目 本町１丁目

成安 本町２丁目

南栄町１丁目 前田町

南栄町２丁目 松栄１丁目

南栄町３丁目 松栄２丁目

二位田 松波１丁目

西江俣 松波２丁目

錦町 松波３丁目

西田１丁目 松波４丁目

西田２丁目 松波５丁目

西田３丁目 松原

西田４丁目 松見町

西田５丁目 松山１丁目

西原１丁目 松山２丁目

西原２丁目 松山３丁目

沼木 馬見ケ崎１丁目

沼の辺町 見崎

灰塚 三日町１丁目

白山１丁目 三日町２丁目

白山２丁目 緑町１丁目

白山３丁目 緑町２丁目

長谷堂 緑町３丁目

旅篭町１丁目 緑町４丁目

旅篭町２丁目 南一番町

旅篭町３丁目 南三番町

花楯１丁目 南館

花楯２丁目 南館１丁目

浜崎 南館２丁目

東青田１丁目 南館３丁目

東青田２丁目 南館４丁目

東青田３丁目 南館西

東青田４丁目 南二番町

東青田５丁目 南原町１丁目

東原町１丁目 南原町２丁目

東原町２丁目 南原町３丁目

東原町３丁目 南松原１丁目

東原町４丁目 南松原２丁目

東山形１丁目 南四番町

東山形２丁目 美畑町

桧町１丁目 みはらしの丘１丁目

桧町２丁目 みはらしの丘２丁目

桧町３丁目 みはらしの丘３丁目

桧町４丁目 みはらしの丘４丁目

平清水 宮町１丁目

【山形放送局　営業部】

【業務開始日：平成30年10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

山形県山形市 山形県山形市
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

宮町２丁目

宮町３丁目

宮町４丁目

宮町５丁目

妙見寺

六日町

村木沢

元木１丁目

元木２丁目

元木３丁目

門伝

大字谷柏

薬師町１丁目

薬師町２丁目

山寺

やよい１丁目

やよい２丁目

山家本町１丁目

山家本町２丁目

山家町１丁目

山家町２丁目

八日町１丁目

八日町２丁目

芳沢

芳野

吉野宿

吉原１丁目

吉原２丁目

吉原３丁目

吉原南

流通センター１丁目

流通センター２丁目

流通センター３丁目

流通センター４丁目

若木

若葉町

若宮１丁目

若宮２丁目

若宮３丁目

若宮４丁目

和合町１丁目

和合町２丁目

和合町３丁目

【業務開始日：平成30年10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

山形県山形市

【山形放送局　営業部】
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

南五条西 北郷七条

南六条西 北郷八条

南七条西 北郷九条

南八条西 中央一条

南九条西 中央二条

南十条西 中央三条

南一条東 東札幌三条

南二条東 東札幌四条

南三条東 東札幌五条

南四条東 東札幌六条

南五条東 東米里

南六条東 米里

南七条東 米里一条

川北一条 米里二条

川北二条 米里三条

川北三条 米里四条

川北四条 米里五条

川北五条

川下

川下一条

川下二条

川下三条

川下四条

川下五条

菊水一条

菊水二条

菊水三条

菊水四条

菊水五条

菊水六条

菊水七条

菊水八条

菊水九条

菊水上町一条

菊水上町二条

菊水上町三条

菊水上町四条

菊水元町一条

菊水元町二条

菊水元町三条

菊水元町四条

菊水元町五条

菊水元町六条

菊水元町七条

菊水元町八条

菊水元町九条

菊水元町十条

北郷

北郷一条

北郷二条

北郷三条

北郷四条

北郷五条

北郷六条

【札幌放送局　北海道中央営業センター】

【業務開始日：平成30年10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

北海道札幌市中央区

北海道札幌市白石区

北海道札幌市白石区
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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

青波町 桜谷町

旭町 川の郷町

天山１丁目 三町１丁目

天山２丁目 三町２丁目

天山３丁目 三町３丁目

石手１丁目 食場町

石手２丁目 正円寺町１丁目

石手３丁目 正円寺町２丁目

石手４丁目 正円寺町３丁目

石手５丁目 正円寺町４丁目

石手白石 常光寺町

祝谷東町 浄瑠璃町

祝谷町１丁目 新石手

岩崎町１丁目 新立町

岩崎町２丁目 末町

上野町 杉立町

枝松１丁目 高井町

枝松２丁目 鷹子町

枝松３丁目 高野町

枝松４丁目 玉谷町

枝松５丁目 樽味１丁目

枝松６丁目 樽味２丁目

恵原町 樽味３丁目

大井野町 樽味４丁目

大橋町 束本１丁目

小野町 束本２丁目

勝山町１丁目 築山町

上市１丁目 津吉町

上市２丁目 道後公園

上川原町 道後鷺谷町

上高野町 道後多幸町

河中町 道後姫塚

祇園町 道後湯月町

来住町 道後湯之町

北梅本町 永木町１丁目

北久米町 中野町

九川 中村１丁目

久谷町 中村２丁目

窪野町 中村３丁目

久米窪田町 中村４丁目

桑原１丁目 中村５丁目

桑原２丁目 西石井町

桑原３丁目 錦町

桑原４丁目 西野町

桑原５丁目 畑寺１丁目

桑原６丁目 畑寺２丁目

桑原７丁目 畑寺３丁目

小坂１丁目 畑寺４丁目

小坂２丁目 畑寺町

小坂３丁目 東石井１丁目

小坂４丁目 東石井２丁目

小坂５丁目 東石井３丁目

此花町 東石井５丁目

小村町 東方町

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10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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【別紙１－１】

　業務開始時の対象地区一覧

東川町

東野１丁目

東野２丁目

東野３丁目

東野４丁目

東野５丁目

東野６丁目

日の出町

平井町

福音寺町

福見川町

藤野町

星岡１丁目

星岡２丁目

星岡３丁目

松末１丁目

松末２丁目

水口町

溝辺町

御宝町

水泥町

南梅本町

南久米町

南高井町

南土居町

持田町１丁目

紅葉町

宿野町

湯の山１丁目

湯の山２丁目

湯の山３丁目

湯の山４丁目

湯の山５丁目

湯の山６丁目

湯の山７丁目

湯の山８丁目

湯の山東１丁目

湯の山東２丁目

湯の山東３丁目

湯の山東４丁目

湯の山東５丁目

湯山柳

湯渡町

米野町

愛媛県東温市 全域

愛媛県伊予郡砥部町 全域

【松山放送局　営業推進部】

【業務開始日：平成30年10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

愛媛県松山市
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【別紙１－２】

新潟県長岡市 全域

新潟県三条市 全域

新潟県柏崎市 全域

新潟県小千谷市 全域

新潟県見附市 全域

新潟県燕市 全域

新潟県上越市 全域

新潟県三島郡出雲崎町 全域

千葉県成田市 全域

千葉県佐倉市 全域

千葉県印西市 全域

千葉県富里市 全域

千葉県印旛郡酒々井町 全域

千葉県印旛郡栄町 全域

栃木県足利市 全域

栃木県栃木市 全域

栃木県佐野市 全域

栃木県小山市 全域

栃木県下都賀郡野木町 全域

埼玉県さいたま市北区 全域

埼玉県川越市 全域

埼玉県上尾市 全域

埼玉県桶川市 全域

埼玉県北足立郡伊奈町 全域

大阪府大阪市都島区 全域

大阪府大阪市福島区 全域

大阪府大阪市西淀川区 全域

大阪府大阪市東淀川区 全域

大阪府大阪市旭区 全域

大阪府大阪市淀川区 全域

大阪府大阪市北区 全域

兵庫県姫路市 全域

兵庫県高砂市 全域

兵庫県宍粟市 全域

兵庫県赤穂郡上郡町 全域

兵庫県佐用郡佐用町 全域

対象地区一覧

【新潟放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区

【千葉放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区

【宇都宮放送局　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

【さいたま放送局　さいたま西営業センター】

契約期間中の変更可能地区

【大阪放送局　北大阪営業センター】

契約期間中の変更可能地区

【神戸放送局　営業部】
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【別紙１－２】

対象地区一覧

逢妻町１丁目 市木町３丁目

逢妻町２丁目 市木町４丁目

逢妻町３丁目 市木町５丁目

逢妻町４丁目 市木町８丁目

逢妻町５丁目 市木町９丁目

青木町１丁目 市木町１０丁目

青木町２丁目 五ケ丘１丁目

青木町３丁目 五ケ丘２丁目

青木町４丁目 五ケ丘３丁目

青木町５丁目 五ケ丘４丁目

秋葉町１丁目 五ケ丘５丁目

秋葉町２丁目 五ケ丘６丁目

秋葉町３丁目 五ケ丘７丁目

秋葉町４丁目 五ケ丘８丁目

秋葉町５丁目 井上町１丁目

秋葉町６丁目 井上町２丁目

秋葉町７丁目 井上町３丁目

秋葉町８丁目 井上町４丁目

秋葉町９丁目 井上町５丁目

秋葉町１０丁目 井上町６丁目

秋葉町１１丁目 井上町７丁目

秋葉町１２丁目 井上町８丁目

曙町１丁目 井上町９丁目

曙町２丁目 井上町１０丁目

曙町３丁目 井上町１１丁目

曙町４丁目 井上町１２丁目

曙町５丁目 井上町１３丁目

朝日ケ丘１丁目 井上町１４丁目

朝日ケ丘２丁目 伊保町

朝日ケ丘３丁目 今町１丁目

朝日ケ丘４丁目 今町２丁目

朝日ケ丘５丁目 今町３丁目

朝日ケ丘６丁目 今町４丁目

朝日町１丁目 今町５丁目

朝日町２丁目 今町６丁目

朝日町３丁目 今町７丁目

朝日町４丁目 今町８丁目

朝日町５丁目 岩倉町

朝日町６丁目 岩滝町

朝日町７丁目 上野町１丁目

荒井町 上野町２丁目

飯野 上野町３丁目

池田町 上野町４丁目

生駒町 上野町５丁目

石畳 上野町６丁目

石飛 上野町７丁目

石野町 上野町８丁目

泉町 上野町９丁目

泉町１丁目 鵜ケ瀬町

泉町２丁目 畝部西町

泉町３丁目 畝部東町

市木町 梅坪町１丁目

市木町１丁目 梅坪町２丁目

市木町２丁目 梅坪町３丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

梅坪町４丁目 大見町８丁目

梅坪町５丁目 小川町１丁目

梅坪町６丁目 小川町２丁目

梅坪町７丁目 小川町３丁目

梅坪町８丁目 小川町４丁目

梅坪町９丁目 小川町６丁目

梅坪町１０丁目 小川町７丁目

上挙母１丁目 鴛鴨町

上挙母２丁目 押沢町

上挙母３丁目 落合町

上挙母４丁目 乙部ケ丘１丁目

上原町 乙部ケ丘２丁目

栄生町１丁目 乙部ケ丘３丁目

栄生町２丁目 乙部ケ丘４丁目

栄生町３丁目 乙部町

栄生町４丁目 折平

栄生町５丁目 小呂町

永覚新町１丁目 貝津町

永覚新町２丁目 柿本町１丁目

永覚新町３丁目 柿本町２丁目

永覚新町４丁目 柿本町３丁目

永覚新町５丁目 柿本町４丁目

永覚町 柿本町５丁目

大滝町 柿本町６丁目

大池町 柿本町７丁目

大岩 柿本町８丁目

大内町 和会町

大島町 桂野町

大清水町 金谷町１丁目

大畑町 金谷町２丁目

大林町１丁目 金谷町３丁目

大林町２丁目 金谷町４丁目

大林町３丁目 金谷町５丁目

大林町４丁目 金谷町６丁目

大林町５丁目 金谷町７丁目

大林町６丁目 金谷町８丁目

大林町７丁目 加納町

大林町８丁目 神池町１丁目

大林町９丁目 神池町２丁目

大林町１０丁目 上丘町

大林町１１丁目 上川口

大林町１２丁目 上郷町

大林町１３丁目 上郷町１丁目

大林町１４丁目 上郷町２丁目

大林町１５丁目 上郷町３丁目

大林町１６丁目 上郷町４丁目

大林町１７丁目 上郷町５丁目

大見町１丁目 上高町

大見町２丁目 上渡合

大見町３丁目 亀首町

大見町４丁目 加茂川長

大見町５丁目 河合町１丁目

大見町６丁目 河合町２丁目

大見町７丁目 河合町３丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市
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対象地区一覧

河合町４丁目 小坂町９丁目

河合町５丁目 小坂町１０丁目

河合町６丁目 小坂町１１丁目

河合町７丁目 小坂町１２丁目

川田町１丁目 小坂町１３丁目

川田町２丁目 小坂町１４丁目

川田町３丁目 小坂町１５丁目

川田町４丁目 小坂町１６丁目

川田町５丁目 小阪本町１丁目

神田町１丁目 小阪本町２丁目

神田町２丁目 小阪本町３丁目

勘八町 小阪本町４丁目

木瀬 小阪本町５丁目

北一色 小阪本町６丁目

喜多町１丁目 小阪本町７丁目

喜多町２丁目 小阪本町８丁目

喜多町３丁目 越戸町

喜多町４丁目 古瀬間町

喜多町５丁目 琴平町

喜多町６丁目 寿町１丁目

京ケ峰１丁目 寿町２丁目

京ケ峰２丁目 寿町３丁目

京ケ峰３丁目 寿町４丁目

京ケ峰４丁目 寿町５丁目

京ケ峰５丁目 寿町６丁目

京ケ峰６丁目 寿町７丁目

京ケ峰７丁目 寿町８丁目

京町１丁目 駒新町

京町２丁目 駒場町

京町３丁目 小峯町

京町４丁目 衣ケ原１丁目

京町５丁目 衣ケ原２丁目

京町６丁目 衣ケ原３丁目

京町７丁目 衣ケ原４丁目

九久平町 衣ケ原５丁目

国附町 衣ケ原６丁目

久保町１丁目 挙母町１丁目

久保町２丁目 挙母町２丁目

久保町３丁目 挙母町３丁目

久保町４丁目 挙母町４丁目

幸海町 挙母町５丁目

鴻ノ巣町１丁目 幸町

鴻ノ巣町２丁目 坂上町

鴻ノ巣町３丁目 栄町１丁目

鴻ノ巣町４丁目 栄町２丁目

鴻ノ巣町５丁目 栄町３丁目

小坂町１丁目 栄町４丁目

小坂町２丁目 栄町５丁目

小坂町３丁目 栄町６丁目

小坂町４丁目 栄町７丁目

小坂町５丁目 桜町１丁目

小坂町６丁目 桜町２丁目

小坂町７丁目 篠原町

小坂町８丁目 幸穂台１丁目

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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対象地区一覧

幸穂台２丁目 浄水町

幸穂台３丁目 昭和町１丁目

幸穂台４丁目 昭和町２丁目

猿投町 昭和町３丁目

三箇 昭和町４丁目

三軒町１丁目 白川町

三軒町２丁目 白浜町

三軒町３丁目 城見町

三軒町４丁目 新生町１丁目

三軒町５丁目 新生町２丁目

三軒町６丁目 新生町３丁目

三軒町７丁目 新生町４丁目

三軒町８丁目 新生町５丁目

汐見町１丁目 新生町６丁目

汐見町２丁目 陣中町１丁目

汐見町３丁目 陣中町２丁目

汐見町４丁目 新町１丁目

汐見町５丁目 新町２丁目

汐見町６丁目 新町３丁目

志賀町 新町４丁目

四郷町 神明町１丁目

枝下町 神明町２丁目

渋谷町１丁目 神明町３丁目

渋谷町２丁目 水源町１丁目

渋谷町３丁目 水源町２丁目

清水町１丁目 水源町３丁目

清水町２丁目 水源町４丁目

清水町３丁目 水源町５丁目

清水町４丁目 水源町６丁目

清水町５丁目 水源町７丁目

清水町６丁目 住吉町

清水町７丁目 住吉町１丁目

下市場町１丁目 住吉町２丁目

下市場町２丁目 聖心町１丁目

下市場町３丁目 聖心町２丁目

下市場町４丁目 聖心町３丁目

下市場町５丁目 聖心町４丁目

下市場町６丁目 千石町１丁目

下市場町７丁目 千石町２丁目

下市場町８丁目 千石町３丁目

下川口 千石町４丁目

下林町１丁目 千石町５丁目

下林町２丁目 千石町６丁目

下林町３丁目 千石町７丁目

下林町４丁目 千足町

下林町５丁目 千足町１丁目

下林町６丁目 千足町２丁目

下林町７丁目 千足町３丁目

下室町 千足町４丁目

樹木町１丁目 千足町５丁目

樹木町２丁目 千足町６丁目

樹木町３丁目 千足町７丁目

樹木町４丁目 千足町８丁目

樹木町５丁目 千足町９丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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千足町１０丁目 田町２丁目

大成町 田町３丁目

大成町１丁目 田町４丁目

大成町２丁目 田茂平

大成町３丁目 田籾町

太平町 力石町

高丘新町 千鳥町

高岡町 長興寺１丁目

高岡本町 長興寺２丁目

高上１丁目 長興寺３丁目

高上２丁目 長興寺４丁目

高崎町 長興寺５丁目

高橋町１丁目 長興寺６丁目

高橋町２丁目 長興寺７丁目

高橋町３丁目 長興寺８丁目

高橋町４丁目 長興寺９丁目

高橋町７丁目 長興寺１０丁目

高原町１丁目 司町１丁目

高原町２丁目 月見町１丁目

高原町３丁目 月見町２丁目

高原町４丁目 月見町３丁目

高原町５丁目 土橋町１丁目

高原町６丁目 土橋町２丁目

高原町７丁目 土橋町３丁目

高町 土橋町４丁目

高美町１丁目 土橋町５丁目

高美町２丁目 土橋町６丁目

高美町３丁目 土橋町７丁目

高美町４丁目 土橋町８丁目

高美町５丁目 堤町

高美町６丁目 堤本町

高美町７丁目 貞宝町

宝町 寺下町

滝見町 寺部町１丁目

竹生町１丁目 寺部町２丁目

竹生町２丁目 寺部町３丁目

竹生町３丁目 寺部町４丁目

竹生町４丁目 寺部町５丁目

竹町 寺部町６丁目

竹元町 手呂町

田代町１丁目 天王町１丁目

田代町２丁目 天王町２丁目

田代町３丁目 天王町３丁目

田代町４丁目 天王町４丁目

田代町５丁目 天王町５丁目

田代町６丁目 天王町６丁目

田代町７丁目 渡合町１丁目

田代町８丁目 渡合町２丁目

田中町１丁目 渡合町３丁目

田中町２丁目 渡合町４丁目

田中町３丁目 渡合町５丁目

田中町４丁目 東新町１丁目

田中町５丁目 東新町２丁目

田町１丁目 東新町３丁目
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契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛知県豊田市 愛知県豊田市

73



【別紙１－２】

対象地区一覧

東新町４丁目 西中山

東新町５丁目 西広瀬町

東新町６丁目 西町１丁目

百々町１丁目 西町２丁目

百々町２丁目 西町３丁目

百々町３丁目 西町４丁目

百々町４丁目 西町５丁目

百々町５丁目 西町６丁目

百々町６丁目 西山町１丁目

百々町７丁目 西山町２丁目

百々町８丁目 西山町３丁目

百々町９丁目 西山町４丁目

渡刈町 西山町５丁目

渡刈町１丁目 日南町１丁目

渡刈町２丁目 日南町２丁目

渡刈町３丁目 日南町３丁目

渡刈町４丁目 日南町４丁目

渡刈町５丁目 日南町５丁目

渡刈町６丁目 野口町

常盤町１丁目 野見町１丁目

常盤町２丁目 野見町２丁目

常盤町３丁目 野見町３丁目

十塚町１丁目 野見町４丁目

十塚町２丁目 野見町５丁目

十塚町３丁目 野見町６丁目

十塚町４丁目 野見町７丁目

十塚町５丁目 野見町８丁目

富田町 野見町９丁目

巴町 野見町１０丁目

トヨタ町 野見町１１丁目

豊松町 野見町１２丁目

中垣内町 野見山町１丁目

中金町 野見山町２丁目

中切町 野見山町３丁目

長沢町 野見山町４丁目

中田町 野見山町５丁目

中根町 配津町

中町 白山町

鍋田町 迫

成合町 八幡町１丁目

西市野々 八幡町２丁目

西岡町 八幡町３丁目

錦町１丁目 花丘町１丁目

錦町２丁目 花丘町２丁目

西新町１丁目 花丘町３丁目

西新町２丁目 花丘町４丁目

西新町３丁目 花園町

西新町４丁目 花本町

西新町５丁目 林添町

西新町６丁目 東梅坪町１丁目

西新町７丁目 東梅坪町２丁目

西新町８丁目 東梅坪町３丁目

西新町９丁目 東梅坪町４丁目

西田町 東梅坪町５丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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東梅坪町６丁目 広川町９丁目

東梅坪町７丁目 広川町１０丁目

東梅坪町８丁目 広川町１１丁目

東梅坪町９丁目 広久手町１丁目

東梅坪町１０丁目 広久手町２丁目

東広瀬町 広久手町３丁目

東保見町 広久手町４丁目

東山町１丁目 広久手町５丁目

東山町２丁目 広久手町６丁目

東山町３丁目 広久手町７丁目

東山町４丁目 広路町１丁目

東山町５丁目 広路町２丁目

東山町６丁目 広路町３丁目

東山町７丁目 広田町

久岡町１丁目 広幡町

久岡町２丁目 広美町

久岡町３丁目 深田町１丁目

久岡町４丁目 深田町２丁目

久岡町５丁目 深田町３丁目

久岡町６丁目 深田町４丁目

久岡町７丁目 深見

日之出町１丁目 福受町

日之出町２丁目 藤沢町

平井町１丁目 扶桑町１丁目

平井町２丁目 扶桑町２丁目

平井町３丁目 扶桑町３丁目

平井町４丁目 扶桑町４丁目

平井町５丁目 扶桑町５丁目

平井町６丁目 扶桑町６丁目

平井町７丁目 扶桑町７丁目

平井町８丁目 扶桑町８丁目

平芝町１丁目 扶桑町９丁目

平芝町２丁目 扶桑町１０丁目

平芝町３丁目 双美町１丁目

平芝町４丁目 双美町２丁目

平芝町５丁目 双美町３丁目

平芝町６丁目 平和町１丁目

平芝町７丁目 平和町２丁目

平芝町８丁目 平和町３丁目

平戸橋町 平和町４丁目

平山町１丁目 平和町５丁目

平山町２丁目 平和町６丁目

平山町３丁目 平和町７丁目

平山町４丁目 平和町８丁目

平山町５丁目 豊栄町１丁目

平山町６丁目 豊栄町２丁目

広川町１丁目 豊栄町３丁目

広川町２丁目 豊栄町４丁目

広川町３丁目 豊栄町５丁目

広川町４丁目 豊栄町６丁目

広川町５丁目 豊栄町７丁目

広川町６丁目 豊栄町８丁目

広川町７丁目 豊栄町９丁目

広川町８丁目 豊栄町１０丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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豊栄町１１丁目 前山町３丁目

豊栄町１２丁目 前山町４丁目

豊栄町１３丁目 前山町５丁目

芳友町 桝塚西町

宝来町４丁目 桝塚東町

北曽木 松ケ枝町１丁目

細谷町１丁目 松ケ枝町２丁目

細谷町２丁目 松ケ枝町３丁目

細谷町３丁目 松平志賀町

細谷町４丁目 松平町

細谷町５丁目 松嶺町

細谷町６丁目 丸根町１丁目

細谷町７丁目 丸根町２丁目

穂積町 丸根町３丁目

保見ケ丘１丁目 丸根町４丁目

保見ケ丘２丁目 丸根町５丁目

保見ケ丘３丁目 丸根町６丁目

保見ケ丘４丁目 丸根町７丁目

保見ケ丘５丁目 丸山町１丁目

保見ケ丘６丁目 丸山町２丁目

保見町 丸山町３丁目

本地町１丁目 丸山町４丁目

本地町２丁目 丸山町５丁目

本地町３丁目 丸山町６丁目

本地町４丁目 丸山町７丁目

本地町５丁目 丸山町８丁目

本地町６丁目 丸山町９丁目

本地町７丁目 丸山町１０丁目

本地町８丁目 美里１丁目

本地町９丁目 美里２丁目

本地町１０丁目 美里３丁目

本新町１丁目 美里４丁目

本新町２丁目 美里５丁目

本新町３丁目 美里６丁目

本新町４丁目 瑞穂町１丁目

本新町５丁目 瑞穂町２丁目

本新町６丁目 瑞穂町３丁目

本新町７丁目 瑞穂町４丁目

本新町８丁目 水間町１丁目

本新町９丁目 水間町２丁目

本田町 水間町３丁目

本徳町 水間町４丁目

本町 水間町５丁目

舞木町 水間町６丁目

前田町１丁目 水間町７丁目

前田町２丁目 御立町１丁目

前田町３丁目 御立町２丁目

前田町４丁目 御立町３丁目

前田町５丁目 御立町４丁目

前田町６丁目 御立町５丁目

前田町７丁目 御立町６丁目

前林町 御立町７丁目

前山町１丁目 御立町８丁目

前山町２丁目 御立町９丁目

愛知県豊田市 愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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御立町１０丁目 御幸本町４丁目

御立町１１丁目 御幸本町５丁目

御作 御幸本町６丁目

緑ケ丘１丁目 御幸本町７丁目

緑ケ丘２丁目 美和町１丁目

緑ケ丘３丁目 美和町２丁目

緑ケ丘４丁目 美和町３丁目

緑ケ丘５丁目 室町１丁目

緑ケ丘６丁目 室町２丁目

緑ケ丘７丁目 室町３丁目

御船町 室町４丁目

宮上町１丁目 室町５丁目

宮上町２丁目 室町６丁目

宮上町３丁目 室町７丁目

宮上町４丁目 明和町１丁目

宮上町５丁目 明和町２丁目

宮上町６丁目 明和町３丁目

宮上町７丁目 明和町４丁目

宮上町８丁目 明和町５丁目

宮口町１丁目 明和町６丁目

宮口町２丁目 明和町７丁目

宮口町３丁目 元城町１丁目

宮口町４丁目 元城町２丁目

宮口町５丁目 元城町３丁目

宮口町６丁目 元城町４丁目

宮口町７丁目 元町

宮前町１丁目 元宮町１丁目

宮前町２丁目 元宮町２丁目

宮前町３丁目 元宮町３丁目

宮前町４丁目 元宮町４丁目

宮前町５丁目 元宮町５丁目

宮前町６丁目 元宮町６丁目

宮前町７丁目 森町１丁目

宮町１丁目 森町２丁目

宮町２丁目 森町３丁目

宮町３丁目 森町４丁目

宮町４丁目 森町５丁目

宮町５丁目 森町６丁目

宮町６丁目 森町７丁目

宮町７丁目 森町８丁目

美山町１丁目 八草町

美山町２丁目 矢並町

美山町３丁目 山中町

美山町４丁目 山之手１丁目

美山町５丁目 山之手２丁目

御幸町１丁目 山之手３丁目

御幸町２丁目 山之手４丁目

御幸町３丁目 山之手５丁目

御幸町４丁目 山之手６丁目

御幸町５丁目 山之手７丁目

御幸町６丁目 山之手８丁目

御幸本町１丁目 山之手９丁目

御幸本町２丁目 山之手１０丁目

御幸本町３丁目 横山町１丁目

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】
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横山町２丁目

横山町３丁目

横山町４丁目

吉原町

竜神町

若草町１丁目

若草町２丁目

若草町３丁目

若草町４丁目

若林西町

若林東町

若宮町１丁目

若宮町２丁目

若宮町３丁目

若宮町４丁目

若宮町５丁目

若宮町６丁目

若宮町７丁目

若宮町８丁目

愛知県日進市 全域

愛知県みよし市 全域

愛知県長久手市 全域

愛知県愛知郡東郷町 全域

愛知県一宮市 全域

愛知県江南市 全域

愛知県稲沢市 全域

愛知県岩倉市 全域

愛知県愛西市 全域

愛知県清須市 全域

愛知県あま市 全域

岐阜県岐阜市 全域

岐阜県大垣市 全域

岐阜県羽島市 全域

岐阜県瑞穂市 全域

岐阜県海津市 全域

岐阜県羽島郡岐南町 全域

岐阜県羽島郡笠松町 全域

岐阜県養老郡養老町 全域

岐阜県不破郡垂井町 全域

岐阜県不破郡関ケ原町 全域

岐阜県安八郡神戸町 全域

岐阜県安八郡輪之内町 全域

岐阜県安八郡安八町 全域

岐阜県本巣郡北方町 全域

契約期間中の変更可能地区

【名古屋放送局　名古屋中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区

愛知県豊田市

【名古屋放送局　名古屋駅前営業センター】

契約期間中の変更可能地区

【岐阜放送局　営業部】
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赤池町 伊崎町２丁目

垢田 石神町

垢田町１丁目 石原

垢田町２丁目 井田

垢田町３丁目 一の宮卸本町

垢田町４丁目 一の宮学園町

垢田町５丁目 一の宮住吉１丁目

赤間町 一の宮住吉２丁目

秋根 一の宮住吉３丁目

秋根上町１丁目 一の宮町１丁目

秋根上町２丁目 一の宮町２丁目

秋根上町３丁目 一の宮町３丁目

秋根北町 一の宮町４丁目

秋根新町 一の宮町５丁目

秋根西町１丁目 一の宮東町１丁目

秋根西町２丁目 一の宮東町２丁目

秋根東町 一の宮東町３丁目

秋根本町１丁目 一の宮本町１丁目

秋根本町２丁目 一の宮本町２丁目

秋根南町１丁目 今浦町

秋根南町２丁目 入江町

阿弥陀寺町 上条町

綾羅木 宇賀

綾羅木新町１丁目 後田町１丁目

綾羅木新町２丁目 後田町２丁目

綾羅木新町３丁目 後田町３丁目

綾羅木新町４丁目 後田町４丁目

綾羅木本町１丁目 後田町５丁目

綾羅木本町２丁目 宇部

綾羅木本町３丁目 王喜宇津井１丁目

綾羅木本町４丁目 王喜宇津井２丁目

綾羅木本町５丁目 王喜本町１丁目

綾羅木本町６丁目 王喜本町２丁目

綾羅木本町７丁目 王喜本町３丁目

綾羅木本町８丁目 王喜本町４丁目

綾羅木本町９丁目 王喜本町５丁目

綾羅木南町１丁目 王喜本町６丁目

綾羅木南町２丁目 王司上町１丁目

綾羅木南町３丁目 王司上町２丁目

有冨 王司上町３丁目

生野町１丁目 王司上町４丁目

生野町２丁目 王司上町５丁目

伊倉 王司川端１丁目

伊倉新町１丁目 王司川端２丁目

伊倉新町２丁目 王司川端３丁目

伊倉新町３丁目 王司神田１丁目

伊倉新町４丁目 王司神田２丁目

伊倉新町５丁目 王司神田３丁目

伊倉町１丁目 王司神田４丁目

伊倉町２丁目 王司神田５丁目

伊倉町３丁目 王司神田６丁目

伊倉東町 王司本町１丁目

伊倉本町 王司本町２丁目

伊崎町１丁目 王司本町３丁目

【山口放送局　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

山口県下関市 山口県下関市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

王司本町４丁目 上田中町８丁目

王司本町５丁目 亀浜町

王司本町６丁目 蒲生野

王司南町 唐戸町

阿内 川棚

大坪本町 川中本町

小月市原町 川中本町１丁目

小月駅前１丁目 川中本町２丁目

小月京泊 川中豊町１丁目

小月公園町 川中豊町２丁目

小月小島１丁目 川中豊町３丁目

小月小島２丁目 川中豊町４丁目

小月幸町 川中豊町５丁目

小月杉迫１丁目 川中豊町６丁目

小月杉迫２丁目 川中豊町７丁目

小月杉迫３丁目 関西町

小月高雄町 関西本町

小月茶屋１丁目 神田町１丁目

小月茶屋２丁目 神田町２丁目

小月茶屋３丁目 観音崎町

小月町 貴船町１丁目

小月西の台 貴船町２丁目

小月本町１丁目 貴船町３丁目

小月本町２丁目 貴船町４丁目

小月南町 清末

小月宮の町 清末鞍馬１丁目

小野 清末鞍馬２丁目

卸新町 清末鞍馬３丁目

梶栗町１丁目 清末鞍馬４丁目

梶栗町２丁目 清末鞍馬５丁目

梶栗町３丁目 清末五毛１丁目

梶栗町４丁目 清末陣屋

梶栗町５丁目 清末千房１丁目

春日町 清末千房２丁目

員光 清末千房３丁目

員光町１丁目 清末大門

員光町２丁目 清末中町１丁目

員光町３丁目 清末中町２丁目

員光町４丁目 清末中町３丁目

形山 清末西町１丁目

形山町 清末西町２丁目

形山みどり町 清末西町３丁目

上新地町１丁目 清末東町１丁目

上新地町２丁目 清末東町２丁目

上新地町３丁目 清末東町４丁目

上新地町４丁目 清末東町５丁目

上新地町５丁目 清末東町６丁目

上田中町１丁目 清末本町

上田中町２丁目 楠乃１丁目

上田中町３丁目 楠乃２丁目

上田中町４丁目 楠乃３丁目

上田中町５丁目 楠乃４丁目

上田中町６丁目 楠乃５丁目

上田中町７丁目 熊野町１丁目

【山口放送局　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

山口県下関市 山口県下関市
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対象地区一覧

熊野町２丁目 田倉

熊野町３丁目 田倉御殿町１丁目

熊野西町 田倉御殿町２丁目

向洋町１丁目 竹崎町１丁目

向洋町２丁目 竹崎町２丁目

向洋町３丁目 竹崎町３丁目

小串 竹崎町４丁目

木屋川本町１丁目 武久町１丁目

木屋川本町２丁目 武久町２丁目

木屋川本町３丁目 武久西原台

木屋川本町４丁目 田中町

木屋川本町５丁目 壇之浦町

木屋川南町１丁目 千鳥ケ丘町

木屋川南町２丁目 千鳥浜町

木屋川南町３丁目 中央町

金比羅町 長府安養寺１丁目

幸町 長府安養寺２丁目

栄町 長府安養寺３丁目

桜山町 長府安養寺４丁目

笹山町 長府印内町

汐入町 長府江下町

勝谷 長府扇町

勝谷新町１丁目 長府逢坂町

勝谷新町２丁目 長府金屋町

勝谷新町３丁目 長府金屋浜町

勝谷新町４丁目 長府亀の甲１丁目

白崎１丁目 長府亀の甲２丁目

白崎２丁目 長府川端１丁目

白崎３丁目 長府川端２丁目

白崎４丁目 長府黒門町

新垢田北町 長府黒門東町

新垢田西町１丁目 長府黒門南町

新垢田西町２丁目 長府古城町

新垢田西町３丁目 長府紺屋町

新垢田西町４丁目 長府才川１丁目

新垢田東町１丁目 長府才川２丁目

新垢田東町２丁目 長府侍町１丁目

新垢田南町１丁目 長府侍町２丁目

新垢田南町２丁目 長府四王司町

新垢田南町３丁目 長府新四王司町

新地町 長府新松原町

新地西町 長府惣社町

新椋野１丁目 長府外浦町

新椋野２丁目 長府高場町

新椋野３丁目 長府珠の浦町

筋ケ浜町 長府土居の内町

筋川町 長府豊浦町

大学町１丁目 長府中尾町

大学町２丁目 長府中土居北町

大学町３丁目 長府中土居本町

大学町４丁目 長府中之町

大学町５丁目 長府中浜町

大平町 長府中六波町

宝町 長府野久留米町

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

山口県下関市 山口県下関市

【山口放送局　営業部】
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対象地区一覧

長府羽衣町 乃木浜２丁目

長府羽衣南町 乃木浜３丁目

長府浜浦町 延行

長府浜浦西町 幡生町１丁目

長府浜浦南町 幡生町２丁目

長府東侍町 幡生本町

長府日の出町 幡生宮の下町

長府古江小路町 岬之町

長府豊城町 羽山町

長府前八幡町 稗田北町

長府松小田北町 稗田町

長府松小田中町 稗田中町

長府松小田西町 稗田西町

長府松小田東町 稗田南町

長府松小田本町 東神田町

長府松小田南町 東観音町

長府松原町 東勝谷

長府満珠新町 東向山町

長府満珠町 東大和町１丁目

長府三島町 東大和町２丁目

長府港町 彦島海士郷町

長府南之町 彦島江の浦町１丁目

長府宮崎町 彦島江の浦町２丁目

長府宮の内町 彦島江の浦町３丁目

長府向田町 彦島江の浦町４丁目

長府八幡町 彦島江の浦町５丁目

冨任 彦島江の浦町６丁目

富任町１丁目 彦島江の浦町７丁目

富任町２丁目 彦島江の浦町８丁目

富任町３丁目 彦島江の浦町９丁目

富任町４丁目 彦島老の山公園

富任町５丁目 彦島老町１丁目

富任町６丁目 彦島老町２丁目

富任町７丁目 彦島老町３丁目

富任町８丁目 彦島桜ケ丘町

豊浦町豊洋台新町 彦島迫町１丁目

豊浦町涌田後地 彦島迫町２丁目

長崎新町 彦島迫町３丁目

長崎中央町 彦島迫町４丁目

長崎町１丁目 彦島迫町５丁目

長崎本町 彦島迫町６丁目

永田郷 彦島迫町７丁目

永田本町１丁目 彦島塩浜町１丁目

永田本町２丁目 彦島塩浜町２丁目

永田本町３丁目 彦島塩浜町３丁目

永田本町４丁目 彦島杉田町１丁目

長門町 彦島杉田町２丁目

中之町 彦島角倉町１丁目

南部町 彦島角倉町２丁目

西入江町 彦島角倉町３丁目

西大坪町 彦島角倉町４丁目

西神田町 彦島竹ノ子島町

西観音町 彦島田の首町１丁目

乃木浜１丁目 彦島田の首町２丁目

【山口放送局　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

山口県下関市 山口県下関市
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彦島弟子待町１丁目 松屋本町１丁目

彦島弟子待町２丁目 松屋本町２丁目

彦島弟子待町３丁目 松屋本町３丁目

彦島弟子待東町 松屋本町４丁目

彦島西山町１丁目 松屋本町５丁目

彦島西山町２丁目 丸山町１丁目

彦島西山町３丁目 丸山町２丁目

彦島西山町４丁目 丸山町３丁目

彦島西山町５丁目 丸山町４丁目

彦島福浦町１丁目 丸山町５丁目

彦島福浦町２丁目 三河町

彦島福浦町３丁目 南大坪町

彦島本村町１丁目 みもすそ川町

彦島本村町２丁目 宮田町１丁目

彦島本村町３丁目 宮田町２丁目

彦島本村町４丁目 向山町

彦島本村町５丁目 椋野椋野町

彦島本村町６丁目 椋野上町

彦島本村町７丁目 椋野町１丁目

彦島緑町 椋野町２丁目

彦島向井町１丁目 椋野町３丁目

彦島向井町２丁目 六連島

彦島山中町１丁目 名池町

彦島山中町２丁目 元町

福江 安岡駅前１丁目

藤ケ谷町 安岡駅前２丁目

藤附町 安岡町１丁目

豊前田町１丁目 安岡町２丁目

豊前田町２丁目 安岡町３丁目

豊前田町３丁目 安岡町４丁目

蓋井島蓋井島町 安岡町５丁目

古屋町１丁目 安岡町６丁目

古屋町２丁目 安岡町７丁目

豊洋台１丁目 安岡町８丁目

豊洋台２丁目 安岡本町１丁目

豊洋台３丁目 安岡本町２丁目

細江新町 安岡本町３丁目

細江町１丁目 山手町

細江町２丁目 大和町１丁目

細江町３丁目 大和町２丁目

本町１丁目 山の口町

本町２丁目 山の田北町

本町３丁目 山の田中央町

本町４丁目 山の田西町

前勝谷町 山の田東町

前田１丁目 山の田本町

前田２丁目 山の田南町

松屋 ゆめタウン

松屋上町１丁目 横野町１丁目

松屋上町２丁目 横野町２丁目

松屋上町３丁目 横野町３丁目

松屋東町１丁目 横野町４丁目

松屋東町２丁目 吉田

松屋東町３丁目 吉見上

【山口放送局　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

山口県下関市 山口県下関市
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吉見古宿町 亀浦１丁目

吉見里町１丁目 亀浦２丁目

吉見里町２丁目 亀浦３丁目

吉見下 亀浦４丁目

吉見新町１丁目 亀浦５丁目

吉見新町２丁目 川上

吉見本町１丁目 川上北迫

吉見本町２丁目 川添１丁目

吉見竜王町 川添２丁目

吉母 川添３丁目

相生町 北小羽山町１丁目

上条１丁目 北小羽山町２丁目

上条２丁目 北小羽山町３丁目

上条３丁目 北小羽山町４丁目

上条４丁目 北琴芝１丁目

上条５丁目 北琴芝２丁目

朝日町 北条１丁目

あすとぴあ１丁目 北条２丁目

あすとぴあ４丁目 際波迫条

あすとぴあ５丁目 草江１丁目

あすとぴあ６丁目 草江２丁目

あすとぴあ７丁目 草江３丁目

居能町１丁目 草江４丁目

居能町２丁目 黒石北１丁目

居能町３丁目 黒石北２丁目

今村北１丁目 黒石北３丁目

今村北２丁目 黒石北４丁目

今村北３丁目 黒石北５丁目

今村北４丁目 厚南北１丁目

今村北５丁目 厚南北２丁目

今村南１丁目 厚南北３丁目

今村南２丁目 厚南北４丁目

今村南３丁目 厚南北５丁目

岩鼻町 厚南中央１丁目

上町１丁目 厚南中央２丁目

上町２丁目 厚南中央３丁目

鵜の島町 厚南中央４丁目

大小路１丁目 厚南中央５丁目

大小路２丁目 厚南中央６丁目

大小路３丁目 小串

沖宇部 五十目山町

沖ノ旦 琴崎町

恩田町１丁目 琴芝町１丁目

恩田町２丁目 琴芝町２丁目

恩田町３丁目 寿町１丁目

恩田町４丁目 寿町２丁目

恩田町５丁目 寿町３丁目

海南町 小松原町１丁目

上宇部 小松原町２丁目

上宇部開 幸町

上宇部ひらき台 笹山町１丁目

上野中町 笹山町２丁目

神原町１丁目 芝中町

神原町２丁目 島１丁目

【山口放送局　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

山口県下関市

山口県宇部市

山口県宇部市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

島２丁目 西梶返３丁目

島３丁目 錦町

下条１丁目 西岐波

下条２丁目 西岐波旭ヶ丘

昭和町１丁目 西岐波今村

昭和町２丁目 西岐波後岡ノ辻

昭和町３丁目 西岐波江頭

昭和町４丁目 西岐波大沢西

新天町１丁目 西岐波大沢東

新天町２丁目 西岐波岡ノ辻

新町 西岐波上萩原

末広町 西岐波下萩原

助田町 西際波台

中央町１丁目 西岐波萩原

中央町２丁目 西岐波浜中

中央町３丁目 西岐波緑が丘

常藤町 西小串１丁目

妻崎開作 西小串２丁目

寺の前町 西琴芝１丁目

常盤台１丁目 西琴芝２丁目

常盤台２丁目 西中町

常盤町１丁目 西平原１丁目

常盤町２丁目 西平原２丁目

床波１丁目 西平原３丁目

床波２丁目 西平原４丁目

床波３丁目 西本町１丁目

床波４丁目 西本町２丁目

床波５丁目 沼１丁目

床波６丁目 沼２丁目

中尾１丁目 沼３丁目

中尾２丁目 野中１丁目

中野開作 野中２丁目

中村１丁目 野中３丁目

中村２丁目 野中４丁目

中村３丁目 野中５丁目

中山上中山 野原１丁目

中山上中山上 野原２丁目

中山下中山 則貞１丁目

中山下中山上 則貞２丁目

鍋倉町 則貞３丁目

西岐波大沢 則貞４丁目

西宇部北１丁目 則貞５丁目

西宇部北２丁目 則貞６丁目

西宇部北３丁目 八王子町

西宇部北４丁目 浜田１丁目

西宇部北５丁目 浜田２丁目

西宇部北６丁目 浜田３丁目

西宇部北７丁目 浜町１丁目

西宇部南１丁目 浜町２丁目

西宇部南２丁目 東小羽山町１丁目

西宇部南３丁目 東小羽山町２丁目

西宇部南４丁目 東小羽山町３丁目

西梶返１丁目 東小羽山町４丁目

西梶返２丁目 東小羽山町５丁目

【山口放送局　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

山口県宇部市 山口県宇部市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

東梶返１丁目 明神町２丁目

東梶返２丁目 明神町３丁目

東梶返３丁目 明治町１丁目

東梶返４丁目 明治町２丁目

東岐波 山門１丁目

東際波台 山門２丁目

東小串１丁目 山門３丁目

東小串２丁目 山門４丁目

東琴芝１丁目 山門５丁目

東琴芝２丁目 若松町

東芝中町 山口県山陽小野田市 全域

東新川町

東須恵

東平原１丁目

東平原２丁目

東藤曲１丁目

東藤曲２丁目

東本町１丁目

東本町２丁目

東見初町

開１丁目

開２丁目

開３丁目

開４丁目

開５丁目

開６丁目

藤曲

藤曲居能町

風呂ヶ迫町

文京台１丁目

文京台２丁目

文京台３丁目

文京町

松崎町

松島町

松山町１丁目

松山町２丁目

松山町３丁目

松山町４丁目

松山町５丁目

岬町１丁目

岬町２丁目

岬町３丁目

港町１丁目

港町２丁目

南小羽山町１丁目

南小羽山町２丁目

南小串１丁目

南小串２丁目

南中山町

南浜町１丁目

南浜町２丁目

宮地町

明神町１丁目

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

山口県宇部市

山口県宇部市

【山口放送局　営業部】
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【別紙１－２】

対象地区一覧

赤江 大橋３丁目

旭１丁目 大淀１丁目

旭２丁目 大淀２丁目

跡江 大淀３丁目

有田 大淀４丁目

生目 薫る坂１丁目

生目台西１丁目 薫る坂２丁目

生目台西２丁目 柏原

生目台西３丁目 金崎

生目台西４丁目 上北方

生目台西５丁目 上野町

生目台東１丁目 川原町

生目台東２丁目 祇園１丁目

生目台東３丁目 祇園２丁目

生目台東４丁目 祇園３丁目

生目台東５丁目 祇園４丁目

池内町 北川内町

糸原 北高松町

浮田 京塚１丁目

瓜生野 京塚２丁目

江平町１丁目 京塚町

江平中町 清武町岡１丁目

江平西１丁目 清武町岡２丁目

江平西２丁目 清武町岡３丁目

江平東１丁目 清武町西新町

江平東２丁目 清武町あさひ１丁目

江平東町 清武町あさひ２丁目

老松１丁目 清武町池田台

老松２丁目 清武町池田台北

大瀬町 清武町今泉乙

太田１丁目 清武町今泉甲

太田２丁目 清武町今泉丙

太田３丁目 清武町加納１丁目

太田４丁目 清武町加納２丁目

大塚台西１丁目 清武町加納３丁目

大塚台西２丁目 清武町加納４丁目

大塚台西３丁目 清武町加納５丁目

大塚台東１丁目 清武町加納乙

大塚台東２丁目 清武町加納甲

大塚町権現前 清武町加納丙

大塚町城ノ下 清武町木原

大塚町水流 清武町正手１丁目

大塚町時宗 清武町正手２丁目

大塚町宮田 清武町正手３丁目

大塚町無量寺道下 清武町新町１丁目

大坪町 清武町新町２丁目

大坪町寺山大迫 清武町船引

大坪西１丁目 霧島１丁目

大坪西２丁目 霧島２丁目

大坪東１丁目 霧島３丁目

大坪東２丁目 霧島４丁目

大坪東３丁目 霧島５丁目

大橋１丁目 源藤町

大橋２丁目 江南１丁目

【宮崎放送局　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

宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

江南２丁目 橘通西４丁目

江南３丁目 橘通西５丁目

江南４丁目 橘通東１丁目

小松 橘通東２丁目

小松台北町 橘通東３丁目

小松台西１丁目 橘通東４丁目

小松台西２丁目 橘通東５丁目

小松台西３丁目 谷川１丁目

小松台東１丁目 谷川２丁目

小松台東２丁目 谷川町３丁目

小松台東３丁目 田野町あけぼの１丁目

小松台南町 田野町あけぼの２丁目

桜ケ丘町 田野町あけぼの３丁目

佐土原町石崎１丁目 田野町あけぼの４丁目

佐土原町石崎２丁目 田野町乙

佐土原町石崎３丁目 田野町甲

佐土原町上田島 田吉

佐土原町下田島 千草町

佐土原町下那珂 中央通

佐土原町西上那珂 月見ケ丘１丁目

佐土原町東上那珂 月見ケ丘２丁目

佐土原町松小路 月見ケ丘３丁目

塩路 月見ケ丘４丁目

島之内 月見ケ丘５丁目

清水１丁目 月見ケ丘６丁目

清水２丁目 月見ケ丘７丁目

清水３丁目 恒久

城ケ崎１丁目 恒久１丁目

城ケ崎２丁目 恒久２丁目

城ケ崎３丁目 恒久３丁目

城ケ崎４丁目 恒久４丁目

末広１丁目 恒久５丁目

末広２丁目 恒久６丁目

瀬頭１丁目 恒久南１丁目

瀬頭２丁目 恒久南２丁目

大工１丁目 恒久南３丁目

大工２丁目 恒久南４丁目

大工３丁目 鶴島１丁目

高岡町飯田 鶴島２丁目

高岡町内山 鶴島３丁目

高岡町浦之名 天満１丁目

高岡町小山田 天満２丁目

高岡町上倉永 天満３丁目

高岡町上倉永内の八重 天満町

高岡町五町 富吉

高岡町下倉永 中津瀬町

高岡町高浜 長嶺

高岡町花見 中村西１丁目

高千穂通１丁目 中村西２丁目

高千穂通２丁目 中村西３丁目

高松町 中村東１丁目

橘通西１丁目 中村東２丁目

橘通西２丁目 中村東３丁目

橘通西３丁目 新名爪

【宮崎放送局　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

宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

西池町 上長飯町

西高松町 神ノ山町

花殿町 久保原町

花山手西１丁目 五十町

花山手西２丁目 志比田町

花山手東１丁目 下長飯町

花山手東２丁目 庄内町

花山手東３丁目 関の尾町

原町 鷹尾１丁目

東大淀１丁目 鷹尾２丁目

東大淀２丁目 鷹尾３丁目

広島１丁目 鷹尾４丁目

広島２丁目 鷹尾５丁目

広原 高木町

福島町 高城町有水

船塚1丁目 高城町石山

船塚2丁目 高崎町江平

船塚3丁目 高城町大井手

古城町 高崎町大牟田

平和が丘北町 高城町桜木

平和が丘西町 高崎町東霧島

平和が丘東町 高崎町縄瀬

別府町 高崎町笛水

細江 高城町穂満坊

本郷１丁目 高崎町前田

本郷２丁目 高野町

本郷３丁目 太郎坊町

本郷北方 都北町

本郷南方 夏尾町

松橋１丁目 西町

松橋２丁目 平塚町

松山１丁目 豊満町

松山２丁目 御池町

丸島町 美川町

南方町 南鷹尾

南高松町 南横市町

宮田町 蓑原町

宮の元町 都島町

元宮町 都原町

吉野 安久町

淀川１丁目 山田町中霧島

淀川２丁目 山田町山田

淀川３丁目 山之口町富吉

和知川原１丁目 山之口町花木

和知川原２丁目 山之口町山之口

和知川原３丁目 横市町

今町 吉尾町

梅北町 吉之元町

大岩田町 宮崎県日南市 全域

乙房町 宮崎県西都市 全域

甲斐元町 宮崎県北諸県郡三股町 全域

菓子野町 宮崎県東諸県郡国富町 全域

金田町 宮崎県東諸県郡綾町 全域

上水流町

【宮崎放送局　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

宮崎県宮崎市

宮崎県都城市

宮崎県都城市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

宮城県仙台市青葉区 全域

宮城県仙台市泉区 全域

宮城県多賀城市 全域

宮城県富谷市 全域

宮城県宮城郡利府町 全域

山形県山形市 全域

山形県寒河江市 全域

山形県上山市 全域

山形県天童市 全域

山形県東根市 全域

山形県東村山郡山辺町 全域

山形県東村山郡中山町 全域

山形県西村山郡河北町 全域

【仙台放送局　営業推進部】

契約期間中の変更可能地区

【山形放送局　営業部】

契約期間中の変更可能地区

90



【別紙１－２】

対象地区一覧

旭ケ丘 菊水九条

大通東 菊水上町一条

北一条東 菊水上町二条

北二条東 菊水上町三条

北三条東 菊水上町四条

北四条東 菊水元町一条

北五条東 菊水元町二条

堺川 菊水元町三条

盤渓 菊水元町四条

伏見 菊水元町五条

双子山 菊水元町六条

円山西町 菊水元町七条

南十条西 菊水元町八条

南十一条西 菊水元町九条

南十二条西 菊水元町十条

南十三条西 北郷

南十四条西 北郷一条

南十五条西 北郷二条

南十六条西 北郷三条

南五条西 北郷四条

南六条西 北郷五条

南七条西 北郷六条

南八条西 北郷七条

南九条西 北郷八条

南一条東 北郷九条

南二条東 中央一条

南三条東 中央二条

南四条東 中央三条

南五条東 東札幌三条

南六条東 東札幌四条

南七条東 東札幌五条

宮が丘 東札幌六条

宮の森 東米里

宮の森一条 米里

宮の森二条 米里一条

川北一条 米里二条

川北二条 米里三条

川北三条 米里四条

川北四条 米里五条

川北五条 厚別北一条

川下 厚別北二条

川下一条 厚別北三条

川下二条 厚別北四条

川下三条 厚別北五条

川下四条 厚別北六条

川下五条 厚別中央一条

菊水一条 厚別中央二条

菊水二条 厚別中央三条

菊水三条 厚別中央四条

菊水四条 厚別中央五条

菊水五条 厚別町小野幌

菊水六条 厚別町下野幌

菊水七条 厚別西

菊水八条 厚別西一条

【札幌放送局　北海道中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

北海道札幌市中央区

北海道札幌市白石区

北海道札幌市白石区

北海道札幌市厚別区
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【別紙１－２】

対象地区一覧

厚別西二条 緑町東

厚別西三条 見晴台

厚別西四条 向ケ丘

厚別西五条 元江別

厚別東一条 元江別本町

厚別東二条 元野幌

厚別東三条 元町

厚別東四条 弥生町

厚別東五条 若草町

厚別山本

一条

二条

三条

四条

五条

六条

七条

八条

いずみ野

一番町

王子

大麻

大麻泉町

大麻扇町

大麻北町

大麻栄町

大麻桜木町

大麻沢町

大麻新町

大麻園町

大麻高町

大麻中町

大麻西町

大麻晴美町

大麻東町

大麻ひかり町

大麻南樹町

大麻宮町

大麻元町

工栄町

幸町

新栄台

対雁

高砂町

中央町

角山

錦町

野幌寿町

野幌町

野幌美幸町

野幌代々木町

萩ケ岡

牧場町

緑町西

【札幌放送局　北海道中央営業センター】

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

北海道札幌市厚別区
北海道江別市

北海道江別市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

青波町 桜谷町

旭町 川の郷町

天山１丁目 三町１丁目

天山２丁目 三町２丁目

天山３丁目 三町３丁目

石手１丁目 食場町

石手２丁目 正円寺町１丁目

石手３丁目 正円寺町２丁目

石手４丁目 正円寺町３丁目

石手５丁目 正円寺町４丁目

石手白石 常光寺町

祝谷東町 浄瑠璃町

祝谷町１丁目 新石手

岩崎町１丁目 新立町

岩崎町２丁目 末町

上野町 杉立町

枝松１丁目 高井町

枝松２丁目 鷹子町

枝松３丁目 高野町

枝松４丁目 玉谷町

枝松５丁目 樽味１丁目

枝松６丁目 樽味２丁目

恵原町 樽味３丁目

大井野町 樽味４丁目

大橋町 束本１丁目

小野町 束本２丁目

勝山町１丁目 築山町

上市１丁目 津吉町

上市２丁目 道後公園

上川原町 道後鷺谷町

上高野町 道後多幸町

河中町 道後姫塚

祇園町 道後湯月町

来住町 道後湯之町

北梅本町 永木町１丁目

北久米町 中野町

九川 中村１丁目

久谷町 中村２丁目

窪野町 中村３丁目

久米窪田町 中村４丁目

桑原１丁目 中村５丁目

桑原２丁目 西石井町

桑原３丁目 錦町

桑原４丁目 西野町

桑原５丁目 畑寺１丁目

桑原６丁目 畑寺２丁目

桑原７丁目 畑寺３丁目

小坂１丁目 畑寺４丁目

小坂２丁目 畑寺町

小坂３丁目 東石井１丁目

小坂４丁目 東石井２丁目

小坂５丁目 東石井３丁目

此花町 東石井５丁目

小村町 東方町

【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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【別紙１－２】

対象地区一覧

東川町 馬越町１丁目

東野１丁目 馬越町２丁目

東野２丁目 馬越町３丁目

東野３丁目 馬越町４丁目

東野４丁目 延喜

東野５丁目 大新田町１丁目

東野６丁目 大新田町２丁目

日の出町 大新田町３丁目

平井町 大新田町４丁目

福音寺町 大新田町５丁目

福見川町 片山１丁目

藤野町 片山２丁目

星岡１丁目 片山３丁目

星岡２丁目 片山４丁目

星岡３丁目 河南町１丁目

松末１丁目 河南町２丁目

松末２丁目 河南町３丁目

水口町 鐘場町１丁目

溝辺町 鐘場町２丁目

御宝町 北浜町

水泥町 北日吉町１丁目

南梅本町 北日吉町２丁目

南久米町 北日吉町３丁目

南高井町 北宝来町１丁目

南土居町 北宝来町２丁目

持田町１丁目 北宝来町３丁目

紅葉町 北宝来町４丁目

宿野町 共栄町１丁目

湯の山１丁目 共栄町２丁目

湯の山２丁目 共栄町３丁目

湯の山３丁目 共栄町４丁目

湯の山４丁目 共栄町５丁目

湯の山５丁目 鯉池町１丁目

湯の山６丁目 鯉池町２丁目

湯の山７丁目 鯉池町３丁目

湯の山８丁目 小泉１丁目

湯の山東１丁目 小泉２丁目

湯の山東２丁目 小泉３丁目

湯の山東３丁目 小泉４丁目

湯の山東４丁目 小泉５丁目

湯の山東５丁目 高地町１丁目

湯山柳 高地町２丁目

湯渡町 郷本町１丁目

米野町 郷本町２丁目

阿方 郷本町３丁目

五十嵐 米屋町１丁目

石井町１丁目 米屋町２丁目

石井町２丁目 米屋町３丁目

石井町３丁目 米屋町４丁目

石井町４丁目 栄町１丁目

石井町５丁目 栄町２丁目

泉川町１丁目 栄町３丁目

泉川町２丁目 栄町４丁目

馬越 しまなみヒルズ

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

愛媛県今治市

愛媛県今治市

【松山放送局　営業推進部】
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【別紙１－２】

対象地区一覧

神宮 八町西３丁目

玉川町摺木 八町西４丁目

蒼社町１丁目 八町西５丁目

蒼社町２丁目 別宮町１丁目

杣田 別宮町２丁目

大正町１丁目 別宮町３丁目

大正町２丁目 別宮町４丁目

大正町３丁目 別宮町５丁目

大正町４丁目 別宮町６丁目

大正町５丁目 別宮町７丁目

大正町６丁目 別宮町８丁目

大正町７丁目 別宮町９丁目

高橋 別名

玉川町大野 本町１丁目

玉川町鬼原 本町２丁目

玉川町葛谷 本町３丁目

玉川町桂 本町４丁目

玉川町高野 本町５丁目

玉川町小鴨部 本町６丁目

玉川町三反地 本町７丁目

玉川町長谷 湊町１丁目

玉川町中村 湊町２丁目

玉川町鍋地 南大門町１丁目

玉川町鈍川 南大門町２丁目

玉川町畑寺 南大門町３丁目

玉川町別所 南大門町４丁目

玉川町法界寺 南日吉町１丁目

玉川町八幡 南日吉町２丁目

玉川町御厩 南日吉町３丁目

玉川町與和木 美保町１丁目

玉川町龍岡上 美保町２丁目

玉川町龍岡下 美保町３丁目

近見町１丁目 玉川町御厩

近見町２丁目 宮下町１丁目

近見町３丁目 宮下町２丁目

近見町４丁目 宮下町３丁目

近見町５丁目 室屋町１丁目

常盤町５丁目 室屋町２丁目

常盤町６丁目 室屋町３丁目

常盤町７丁目 室屋町４丁目

常盤町８丁目 室屋町５丁目

徳重 室屋町６丁目

中寺 室屋町７丁目

中日吉町１丁目 矢田

中日吉町２丁目 山方町１丁目

中日吉町３丁目 山方町２丁目

八町東１丁目 山路

八町東２丁目 山路町１丁目

八町東３丁目 四村

八町東４丁目 安用

八町東５丁目 安用出作

八町東６丁目 石田

八町西１丁目 石延

八町西２丁目 今在家

【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

愛媛県今治市

愛媛県今治市

愛媛県西条市
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【別紙１－２】

対象地区一覧

円海寺 三津屋東

大新田 三津屋南

大野 壬生川

上市 宮之内

河之内 明理川

河原津 三芳

喜多台 愛媛県東温市 全域

楠 愛媛県伊予郡砥部町 全域

国安

桑村

黒谷

小松町

小松町北川

小松町新屋敷

小松町南川

実報寺

新市

新町

周布

高田

玉之江

旦之上

丹原町明河

丹原町明穂

丹原町池田

丹原町石経

丹原町今井

丹原町臼坂

丹原町川根

丹原町願連寺

丹原町北田野

丹原町来見

丹原町楠窪

丹原町久妙寺

丹原町鞍瀬

丹原町高知

丹原町志川

丹原町関屋

丹原町高松

丹原町田滝

丹原町田野上方

丹原町丹原

丹原町千原

丹原町寺尾

丹原町徳能

丹原町徳能出作

丹原町長野

丹原町古田

丹原町湯谷口

広江

広岡

福成寺

北条

三津屋

契約期間中の変更可能地区 契約期間中の変更可能地区

愛媛県西条市

愛媛県西条市

【松山放送局　営業推進部】
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧【業務開始地区：新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈谷郡刈谷村】 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 - - - 536 536 613 1,685 総数取次 -

衛星取次 - - - 368 368 420 1,156 衛星取次 -

支払再開 - - - 196 196 184 576 支払再開 -

口座/クレジット - - - 461 461 503 1,425 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 924 574 536 536 536 613 3,719 総数取次 110

衛星取次 625 394 368 368 368 420 2,543 衛星取次 82

支払再開 161 196 196 196 196 184 1,129 支払再開 23

口座/クレジット 685 485 461 461 461 502 3,055 口座/クレジット 84

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 924 574 536 536 536 613 3,719 総数取次 110

衛星取次 625 394 368 368 368 420 2,543 衛星取次 82

支払再開 161 196 196 196 196 184 1,129 支払再開 23

口座/クレジット 685 485 461 461 461 502 3,055 口座/クレジット 84

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 924 574 536 - - - 2,034 総数取次 110

衛星取次 625 394 368 - - - 1,387 衛星取次 82

支払再開 161 196 196 - - - 553 支払再開 23

口座/クレジット 685 485 461 - - - 1,631 口座/クレジット 84

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町）

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 - - - 598 579 618 1,795

衛星取次 - - - 348 348 370 1,066

支払再開 - - - 166 166 156 488

口座/クレジット - - - 506 493 512 1,511

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 850 637 579 598 579 618 3,861

衛星取次 394 370 348 348 348 370 2,178

支払再開 155 166 166 166 166 156 975

口座/クレジット 665 531 493 506 493 511 3,199

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 850 637 579 598 579 618 3,861

衛星取次 394 370 348 348 348 370 2,178

支払再開 155 166 166 166 166 156 975

口座/クレジット 665 531 493 506 493 511 3,199

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 850 637 579 - - - 2,066

衛星取次 394 370 348 - - - 1,112

支払再開 155 166 166 - - - 487

口座/クレジット 664 531 493 - - - 1,688

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧【業務開始地区：栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町】 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 - - - 489 489 489 1,467 総数取次 -

衛星取次 - - - 252 252 252 756 衛星取次 -

支払再開 - - - 167 167 167 501 支払再開 -

口座/クレジット - - - 423 423 422 1,268 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 698 628 558 489 489 489 3,351 総数取次 139

衛星取次 359 324 288 252 252 252 1,727 衛星取次 75

支払再開 122 167 167 167 167 167 957 支払再開 25

口座/クレジット 529 514 468 423 423 423 2,780 口座/クレジット 107

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 698 628 558 489 489 489 3,351 総数取次 139

衛星取次 359 324 288 252 252 252 1,727 衛星取次 75

支払再開 122 167 167 167 167 167 957 支払再開 25

口座/クレジット 529 514 468 423 423 423 2,780 口座/クレジット 107

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 698 628 558 - - - 1,884 総数取次 139

衛星取次 359 324 288 - - - 971 衛星取次 75

支払再開 122 167 167 - - - 456 支払再開 25

口座/クレジット 529 514 468 - - - 1,511 口座/クレジット 107

３２年度
想定業績

３３年度
想定業績

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部）

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 - - - 612 612 659 1,883

衛星取次 - - - 375 375 375 1,125

支払再開 - - - 150 159 159 468

口座/クレジット - - - 485 491 521 1,497

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,128 894 800 612 612 659 4,705

衛星取次 500 450 425 375 375 375 2,500

支払再開 158 159 150 150 159 159 935

口座/クレジット 821 673 606 485 491 521 3,597

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,128 894 800 612 612 659 4,705

衛星取次 500 450 425 375 375 375 2,500

支払再開 158 159 150 150 159 159 935

口座/クレジット 821 673 606 485 491 521 3,597

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 1,128 894 800 - - - 2,822

衛星取次 500 450 425 - - - 1,375

支払再開 158 159 150 - - - 467

口座/クレジット 821 673 606 - - - 2,100

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧【業務開始地区：大阪府大阪市都島区、北区の一部】 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 - - - 730 612 768 2,110 総数取次 -

衛星取次 - - - 378 326 399 1,103 衛星取次 -

支払再開 - - - 195 219 195 609 支払再開 -

口座/クレジット - - - 588 526 611 1,725 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 972 773 721 730 612 768 4,576 総数取次 167

衛星取次 426 383 357 378 326 399 2,269 衛星取次 93

支払再開 167 219 195 195 219 195 1,190 支払再開 27

口座/クレジット 727 629 582 588 526 612 3,664 口座/クレジット 124

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 972 773 721 730 612 768 4,576 総数取次 167

衛星取次 426 383 357 378 326 399 2,269 衛星取次 93

支払再開 167 219 195 195 219 195 1,190 支払再開 27

口座/クレジット 727 629 582 588 526 612 3,664 口座/クレジット 124

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 972 773 721 - - - 2,466 総数取次 167

衛星取次 426 383 357 - - - 1,166 衛星取次 93

支払再開 167 219 195 - - - 581 支払再開 27

口座/クレジット 727 629 582 - - - 1,938 口座/クレジット 124

３２年度
想定業績

３３年度
想定業績

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧【業務開始地区：兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町】 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 - - - 407 394 421 1,222 総数取次 -

衛星取次 - - - 219 219 233 671 衛星取次 -

支払再開 - - - 199 199 187 585 支払再開 -

口座/クレジット - - - 387 379 389 1,155 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 485 434 394 407 394 421 2,535 総数取次 94

衛星取次 207 233 219 219 219 233 1,330 衛星取次 41

支払再開 158 199 199 199 199 187 1,141 支払再開 30

口座/クレジット 416 405 379 387 379 389 2,355 口座/クレジット 76

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 485 434 394 407 394 421 2,535 総数取次 94

衛星取次 207 233 219 219 219 233 1,330 衛星取次 41

支払再開 158 199 199 199 199 187 1,141 支払再開 30

口座/クレジット 416 405 379 387 379 389 2,355 口座/クレジット 76

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 485 434 394 - - - 1,313 総数取次 94

衛星取次 207 233 219 - - - 659 衛星取次 41

支払再開 158 199 199 - - - 556 支払再開 30

口座/クレジット 414 405 379 - - - 1,198 口座/クレジット 79

３２年度
想定業績

３３年度
想定業績

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（愛知県豊田市の一部）

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 - - - 627 568 607 1,802 0

衛星取次 - - - 287 261 270 818 0

支払再開 - - - 161 152 134 447 0

口座/クレジット - - - 510 467 480 1,457 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 863 646 607 627 568 607 3,918 0

衛星取次 348 296 279 287 261 270 1,741 0

支払再開 141 152 152 161 152 134 892 0

口座/クレジット 652 516 491 510 467 479 3,115 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 863 646 607 627 568 607 3,918 0

衛星取次 348 296 279 287 261 270 1,741 0

支払再開 141 152 152 161 152 134 892 0

口座/クレジット 652 516 491 510 467 479 3,115 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 863 646 607 - - - 2,116 0

衛星取次 348 296 279 - - - 923 0

支払再開 141 152 152 - - - 445 0

口座/クレジット 650 516 491 - - - 1,657 0

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績

103



[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（愛知県一宮市）

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 - - - 691 648 691 2,030 0

衛星取次 - - - 433 433 433 1,299 0

支払再開 - - - 276 261 261 798 0

口座/クレジット - - - 630 592 621 1,843 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 950 691 648 691 648 691 4,319 0

衛星取次 541 433 433 433 433 433 2,706 0

支払再開 198 276 261 276 261 261 1,533 0

口座/クレジット 743 630 592 630 592 619 3,806 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 950 691 648 691 648 691 4,319 0

衛星取次 541 433 433 433 433 433 2,706 0

支払再開 198 276 261 276 261 261 1,533 0

口座/クレジット 743 630 592 630 592 619 3,806 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 950 691 648 - - - 2,289 0

衛星取次 541 433 433 - - - 1,407 0

支払再開 198 276 261 - - - 735 0

口座/クレジット 742 630 592 - - - 1,964 0

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町）

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 - - - 501 468 434 1,403 0

衛星取次 - - - 308 308 308 924 0

支払再開 - - - 166 166 156 488 0

口座/クレジット - - - 432 410 382 1,224 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 935 568 434 501 468 434 3,340 0

衛星取次 470 349 308 308 308 308 2,051 0

支払再開 158 166 166 166 166 156 978 0

口座/クレジット 709 476 388 432 410 382 2,797 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 935 568 434 501 468 434 3,340 0

衛星取次 470 349 308 308 308 308 2,051 0

支払再開 158 166 166 166 166 156 978 0

口座/クレジット 709 476 388 432 410 382 2,797 0

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 935 568 434 - - - 1,937 0

衛星取次 470 349 308 - - - 1,127 0

支払再開 158 166 166 - - - 490 0

口座/クレジット 709 476 388 - - - 1,573 0

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（山口県下関市の一部）

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 - - - 420 450 540 1,410

衛星取次 - - - 263 282 339 884

支払再開 - - - 146 146 138 430

口座/クレジット - - - 324 340 383 1,047

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 720 480 390 420 450 540 3,000

衛星取次 451 301 245 263 282 339 1,881

支払再開 138 146 146 146 146 138 860

口座/クレジット 480 357 308 324 340 383 2,192

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 720 480 390 420 450 540 3,000

衛星取次 451 301 245 263 282 339 1,881

支払再開 138 146 146 146 146 138 860

口座/クレジット 480 357 308 324 340 383 2,192

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 720 480 390 - - - 1,590

衛星取次 451 301 245 - - - 997

支払再開 138 146 146 - - - 430

口座/クレジット 480 357 308 - - - 1,145

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町）

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 - - - 477 477 477 1,431

衛星取次 - - - 322 322 322 966

支払再開 - - - 295 295 277 867

口座/クレジット - - - 458 458 446 1,362

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 734 541 477 477 477 477 3,183

衛星取次 429 386 365 322 322 322 2,146

支払再開 277 295 295 295 295 277 1,734

口座/クレジット 589 493 458 458 458 446 2,902

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 734 541 477 477 477 477 3,183

衛星取次 429 386 365 322 322 322 2,146

支払再開 277 295 295 295 295 277 1,734

口座/クレジット 589 493 458 458 458 446 2,902

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 734 541 477 - - - 1,752

衛星取次 429 386 365 - - - 1,180

支払再開 277 295 295 - - - 867

口座/クレジット 589 493 458 - - - 1,540

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（宮城県仙台市青葉区の一部、泉区）

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 - - - 488 473 504 1,465

衛星取次 - - - 261 261 261 783

支払再開 - - - 116 116 109 341

口座/クレジット - - - 343 334 348 1,025

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 693 520 473 488 473 504 3,151

衛星取次 325 277 245 261 261 261 1,630

支払再開 108 116 116 116 116 109 681

口座/クレジット 451 360 334 343 334 347 2,169

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 693 520 473 488 473 504 3,151

衛星取次 325 277 245 261 261 261 1,630

支払再開 108 116 116 116 116 109 681

口座/クレジット 451 360 334 343 334 347 2,169

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 693 520 473 - - - 1,686

衛星取次 325 277 245 - - - 847

支払再開 108 116 116 - - - 340

口座/クレジット 452 360 334 - - - 1,146

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績

108



[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧【業務開始地区：山形県山形市の一部】 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 - - - 533 419 648 1,600 総数取次 -

衛星取次 - - - 255 235 314 804 衛星取次 -

支払再開 - - - 105 105 99 309 支払再開 -

口座/クレジット - - - 369 304 432 1,105 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 981 572 495 533 419 648 3,648 総数取次 162

衛星取次 532 274 255 255 235 314 1,865 衛星取次 95

支払再開 84 105 105 105 105 99 603 支払再開 13

口座/クレジット 611 392 347 369 304 432 2,455 口座/クレジット 101

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 981 572 495 533 419 648 3,648 総数取次 162

衛星取次 532 274 255 255 235 314 1,865 衛星取次 95

支払再開 84 105 105 105 105 99 603 支払再開 13

口座/クレジット 611 392 347 369 304 432 2,455 口座/クレジット 101

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 981 572 495 - - - 2,048 総数取次 162

衛星取次 532 274 255 - - - 1,061 衛星取次 95

支払再開 84 105 105 - - - 294 支払再開 13

口座/クレジット 610 392 347 - - - 1,349 口座/クレジット 101

３２年度
想定業績

３３年度
想定業績

３０年度
想定業績

３１年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部）

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 - - - 560 542 542 1,644

衛星取次 - - - 384 384 384 1,152

支払再開 - - - 153 153 144 450

口座/クレジット - - - 455 443 437 1,335

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 792 596 578 560 542 542 3,610

衛星取次 454 407 384 384 384 384 2,397

支払再開 144 153 153 153 153 144 900

口座/クレジット 591 477 466 455 443 436 2,868

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 792 596 578 560 542 542 3,610

衛星取次 454 407 384 384 384 384 2,397

支払再開 144 153 153 153 153 144 900

口座/クレジット 591 477 466 455 443 436 2,868

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 792 596 578 - - - 1,966

衛星取次 454 407 384 - - - 1,245

支払再開 144 153 153 - - - 450

口座/クレジット 590 477 466 - - - 1,533

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－１]

対象地区・想定業績等一覧（愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町）

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 - - - 407 340 407 1,154

衛星取次 - - - 279 260 270 809

支払再開 - - - 133 138 126 397

口座/クレジット - - - 349 313 344 1,006

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 590 422 407 407 340 407 2,573

衛星取次 340 284 267 279 260 270 1,700

支払再開 123 124 138 133 138 126 782

口座/クレジット 454 352 353 349 313 344 2,165

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 590 422 407 407 340 407 2,573

衛星取次 340 284 267 279 260 270 1,700

支払再開 123 124 138 133 138 126 782

口座/クレジット 454 352 353 349 313 344 2,165

年度

期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

総数取次 590 422 407 - - - 1,419

衛星取次 340 284 267 - - - 891

支払再開 123 124 138 - - - 385

口座/クレジット 453 352 353 - - - 1,158

３３年度
想定業績

３１年度
想定業績

３２年度
想定業績

３０年度
想定業績
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[別紙２－２]

【新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈谷郡刈谷村】

構成項目

地上新規取次 662 1,462 1,462 799 4,385

地上転入取次 252 557 557 305 1,671

衛星新規取次 590 1,301 1,301 712 3,904

衛星転入取次 181 399 399 218 1,197

衛星契約変更取次 385 843 843 457 2,528

支払再開取次 576 1,129 1,129 553 3,387

新規契約同時口座取次 766 1,691 1,691 926 5,074

新規契約同時クレジット取次 298 657 657 359 1,971

支払再開同時口座取次 334 653 653 320 1,960

支払再開同時クレジット取次 27 54 54 26 161

1,051 2,319 2,319 1,268 6,957

184 362 362 177 1,085

121 268 268 146 803

539 1,057 1,057 518 3,171

【千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町】

構成項目

地上新規取次 833 1,793 1,793 959 5,378

地上転入取次 270 580 580 310 1,740

衛星新規取次 556 1,195 1,195 640 3,586

衛星転入取次 136 293 293 157 879

衛星契約変更取次 374 690 690 315 2,069

支払再開取次 488 975 975 487 2,925

新規契約同時口座取次 849 1,825 1,825 977 5,476

新規契約同時クレジット取次 332 715 715 382 2,144

支払再開同時口座取次 311 621 621 310 1,863

支払再開同時クレジット取次 19 38 38 19 114

1,094 2,354 2,354 1,260 7,062

133 265 265 133 796

81 169 169 88 507

365 730 730 365 2,190

平成32年度

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 計

総数取次

要求水準等

平成30年度 平成31年度 計

衛星取次

支払再開取次

衛星取次

平成33年度

平成33年度

総数取次

平成32年度

支払再開取次

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

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
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[別紙２－２]

【栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町】

構成項目

地上新規取次 663 1,514 1,514 851 4,542

地上転入取次 235 537 537 302 1,611

衛星新規取次 442 1,009 1,009 568 3,028

衛星転入取次 127 291 291 163 872

衛星契約変更取次 187 427 427 240 1,281

支払再開取次 501 957 957 456 2,871

新規契約同時口座取次 697 1,592 1,592 893 4,774

新規契約同時クレジット取次 263 600 600 338 1,801

支払再開同時口座取次 291 556 556 265 1,668

支払再開同時クレジット取次 17 32 32 15 96

887 2,026 2,026 1,139 6,078

156 298 298 142 894

35 79 79 45 238

573 1,095 1,095 522 3,285

【埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部】

構成項目

地上新規取次 847 2,117 2,117 1,270 6,351

地上転入取次 305 762 762 457 2,286

衛星新規取次 565 1,412 1,412 847 4,236

衛星転入取次 166 414 414 248 1,242

衛星契約変更取次 394 674 674 280 2,022

支払再開取次 468 935 935 467 2,805

新規契約同時口座取次 900 2,250 2,250 1,350 6,750

新規契約同時クレジット取次 307 767 767 460 2,301

支払再開同時口座取次 274 549 549 274 1,646

支払再開同時クレジット取次 16 31 31 16 94

1,102 2,754 2,754 1,652 8,262

140 279 279 139 837

22 52 52 29 155

460 919 919 459 2,757

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

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

計

平成33年度平成30年度 平成31年度 平成32年度

要求水準等

総数取次

衛星取次

支払再開取次

口座/クレ取次

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

計

要求水準等
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[別紙２－２]

【大阪府大阪市都島区、北区の一部】

構成項目

地上新規取次 850 1,843 1,843 993 5,529

地上転入取次 298 645 645 347 1,935

衛星新規取次 747 1,621 1,621 874 4,863

衛星転入取次 215 467 467 252 1,401

衛星契約変更取次 141 181 181 40 543

支払再開取次 609 1,190 1,190 581 3,570

新規契約同時口座取次 960 2,083 2,083 1,122 6,248

新規契約同時クレジット取次 397 861 861 464 2,583

支払再開同時口座取次 328 642 642 314 1,926

支払再開同時クレジット取次 40 78 78 38 234

1,204 2,613 2,613 1,408 7,838

185 361 361 176 1,083

33 69 69 36 207

423 827 827 404 2,481

【兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町】

構成項目

地上新規取次 554 1,150 1,150 595 3,449

地上転入取次 166 343 343 178 1,030

衛星新規取次 387 802 802 416 2,407

衛星転入取次 115 240 240 124 719

衛星契約変更取次 169 288 288 119 864

支払再開取次 585 1,141 1,141 556 3,423

新規契約同時口座取次 595 1,236 1,236 640 3,707

新規契約同時クレジット取次 205 426 426 221 1,278

支払再開同時口座取次 331 646 646 314 1,937

支払再開同時クレジット取次 24 47 47 23 141

705 1,462 1,462 757 4,386

144 281 281 137 843

38 76 76 38 228

357 697 697 340 2,091

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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

要求水準等

事業所契約取次加算

長期未収収納

要求水準等

平成30年度

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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
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[別紙２－２]

【愛知県豊田市の一部】

構成項目

地上新規取次 729 1,584 1,584 855 4,752

地上転入取次 289 629 629 340 1,887

衛星新規取次 628 1,366 1,366 738 4,098

衛星転入取次 156 339 339 183 1,017

衛星契約変更取次 34 36 36 2 108

支払再開取次 447 892 892 445 2,676

新規契約同時口座取次 730 1,589 1,589 858 4,766

新規契約同時クレジット取次 423 919 919 496 2,757

支払再開同時口座取次 279 558 558 278 1,673

支払再開同時クレジット取次 25 49 49 25 148

1,065 2,315 2,315 1,250 6,945

142 283 283 141 849

23 48 48 26 145

312 623 623 311 1,869

【愛知県一宮市】

構成項目

地上新規取次 917 1,951 1,951 1,034 5,853

地上転入取次 350 746 746 395 2,237

衛星新規取次 612 1,301 1,301 690 3,904

衛星転入取次 151 321 321 170 963

衛星契約変更取次 536 1,084 1,084 547 3,251

支払再開取次 798 1,533 1,533 735 4,599

新規契約同時口座取次 804 1,709 1,709 905 5,127

新規契約同時クレジット取次 496 1,055 1,055 559 3,165

支払再開同時口座取次 505 969 969 465 2,908

支払再開同時クレジット取次 38 73 73 35 219

1,224 2,603 2,603 1,380 7,810

228 437 437 210 1,312

63 132 132 69 396

633 1,216 1,216 583 3,648

支払再開取次

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

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

衛星取次

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 平成33年度 計

要求水準等

総数取次

衛星取次

支払再開取次

総数取次

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
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[別紙２－２]

【岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町】

構成項目

地上新規取次 622 1,482 1,482 860 4,446

地上転入取次 211 502 502 291 1,506

衛星新規取次 451 1,073 1,073 622 3,219

衛星転入取次 119 283 283 164 849

衛星契約変更取次 354 695 695 341 2,085

支払再開取次 488 978 978 490 2,934

新規契約同時口座取次 644 1,534 1,534 890 4,602

新規契約同時クレジット取次 268 638 638 370 1,914

支払再開同時口座取次 286 573 573 287 1,719

支払再開同時クレジット取次 26 52 52 26 156

830 1,975 1,975 1,146 5,926

157 315 315 158 945

50 115 115 64 344

467 937 937 469 2,810

【山口県下関市の一部】

構成項目

地上新規取次 542 1,154 1,154 611 3,461

地上転入取次 315 671 671 356 2,013

衛星新規取次 362 769 769 408 2,308

衛星転入取次 191 406 406 215 1,218

衛星契約変更取次 331 706 706 374 2,117

支払再開取次 430 860 860 430 2,580

新規契約同時口座取次 609 1,297 1,297 687 3,890

新規契約同時クレジット取次 159 338 338 179 1,014

支払再開同時口座取次 263 524 524 263 1,574

支払再開同時クレジット取次 16 33 33 16 98

735 1,563 1,563 828 4,689

138 276 276 138 828

62 132 132 70 396

398 796 796 398 2,388

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

総数取次

衛星取次

支払再開取次

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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

平成31年度 平成32年度 計平成33年度

要求水準等

平成30年度

長期未収収納

平成31年度 平成32年度 平成33年度 計

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

平成30年度

事業所契約取次加算

事業所契約取次加算

長期未収収納
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[別紙２－２]

【宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町】

構成項目

地上新規取次 559 1,243 1,243 685 3,730

地上転入取次 322 718 718 395 2,153

衛星新規取次 373 829 829 456 2,487

衛星転入取次 177 393 393 216 1,179

衛星契約変更取次 416 924 924 508 2,772

支払再開取次 867 1,734 1,734 867 5,202

新規契約同時口座取次 692 1,538 1,538 847 4,615

新規契約同時クレジット取次 100 223 223 123 669

支払再開同時口座取次 560 1,121 1,121 560 3,362

支払再開同時クレジット取次 10 20 20 10 60

718 1,596 1,596 879 4,789

225 450 450 225 1,350

72 160 160 88 480

468 935 935 468 2,806

【宮城県仙台市青葉区の一部、泉区】

構成項目

地上新規取次 542 1,166 1,166 624 3,498

地上転入取次 331 713 713 381 2,138

衛星新規取次 406 873 873 467 2,619

衛星転入取次 186 399 399 214 1,198

衛星契約変更取次 191 358 358 166 1,073

支払再開取次 341 681 681 340 2,043

新規契約同時口座取次 605 1,299 1,299 696 3,899

新規契約同時クレジット取次 204 440 440 235 1,319

支払再開同時口座取次 202 402 402 201 1,207

支払再開同時クレジット取次 14 28 28 14 84

801 1,723 1,723 922 5,169

125 250 250 125 750

45 94 94 49 282

369 738 738 368 2,213

平成31年度 平成32年度 計

要求水準等

平成30年度 平成33年度

計

要求水準等

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

平成32年度 平成33年度平成30年度 平成31年度

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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

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
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[別紙２－２]

【山形県山形市の一部】

構成項目

地上新規取次 612 1,396 1,396 784 4,188

地上転入取次 295 672 672 378 2,017

衛星新規取次 458 1,045 1,045 586 3,134

衛星転入取次 235 535 535 300 1,605

衛星契約変更取次 111 285 285 175 856

支払再開取次 309 603 603 294 1,809

新規契約同時口座取次 652 1,485 1,485 833 4,455

新規契約同時クレジット取次 258 589 589 330 1,766

支払再開同時口座取次 186 364 364 178 1,092

支払再開同時クレジット取次 9 17 17 8 51

918 2,095 2,095 1,176 6,284

111 217 217 106 651

46 105 105 60 316

169 330 330 161 990

【北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部】

構成項目

地上新規取次 664 1,457 1,457 793 4,371

地上転入取次 276 606 606 330 1,818

衛星新規取次 530 1,164 1,164 634 3,492

衛星転入取次 174 383 383 209 1,149

衛星契約変更取次 448 850 850 402 2,550

支払再開取次 450 900 900 450 2,700

新規契約同時口座取次 769 1,688 1,688 919 5,064

新規契約同時クレジット取次 246 540 540 294 1,620

支払再開同時口座取次 295 590 590 295 1,770

支払再開同時クレジット取次 25 50 50 25 150

908 1,993 1,993 1,085 5,979

133 266 266 133 798

54 115 115 61 345

446 892 892 446 2,676

平成32年度 平成33年度 計

総数取次

衛星取次

支払再開取次

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

要求水準等

平成30年度 平成31年度

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

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

118



[別紙２－２]

【愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町】

構成項目

地上新規取次 440 982 982 542 2,946

地上転入取次 205 456 456 251 1,368

衛星新規取次 371 827 827 456 2,481

衛星転入取次 138 308 308 170 924

衛星契約変更取次 300 565 565 265 1,695

支払再開取次 397 782 782 385 2,346

新規契約同時口座取次 542 1,207 1,207 666 3,622

新規契約同時クレジット取次 160 358 358 197 1,073

支払再開同時口座取次 297 586 586 288 1,757

支払再開同時クレジット取次 7 14 14 7 42

644 1,437 1,437 793 4,311

104 205 205 101 615

15 33 33 17 98

208 410 410 202 1,230

総数取次

要求水準等

平成30年度 平成31年度 平成32年度

衛星取次

支払再開取次

計

平成３０年度から平成３３年度想定業績等の内訳

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

平成33年度
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評価基準 [別紙３]

Ⅰ．第一次審査基準

ⅰ．組織の健全性の審査

１．財務安定性

２．反社会的勢力の排除

ⅱ．評価項目

１.事業目的・趣旨の理解

２.対象業務の内容

(3)管理体制

⑩法令や個人情報保護をはじめ、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

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

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

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

審査の観点

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

評価項目（①～⑩）

本事業を安定的に継続運営できる経営基盤、財務内容であると評価できること

反社会的勢力ではないこと、または反社会的勢力との関係を持っていないこと

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、
実現可能な提案であること

(1)業務の実施内容

(2)業務の実施体制
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評価基準 [別紙３]

Ⅱ．第二次審査基準

採点のポイント

１．事業目的・趣旨の理解 -

①

受信料の公平負担の徹底および契約率、支払率、収納率の向上を目指す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 0～240

②

変更する地区を含む対象地区の地域実情の分析に基づいた巡回方法が示され、効率的かつ効果的であると評価できること

訪問員が１日に必要な取次数から逆算した訪問数・面接数の確保に向けた巡回方法が示され、効率的かつ効果的であると評価できること

面接率の向上のための手法が示され、効果的であると評価できること

契約・収納業務従事者の訪問数等の活動内容を的確に把握できる手法が示され、効果的な管理手法であると評価できること

本事業の実施拠点や地域実情に応じた効果的な移動手段が示されていること

訪問員別や地域別の目標進捗管理の体制・手法が示され、効果的であると評価できること

事業所 対象地区における事業所への具体的な対応手法が示され、効果的であると評価できること

移動期
対策

大量移動期等、活動時期に応じた体制・手法が示され、効果的であると評価できること

オートロックマンションなど、面接困難な物件に対する対策手法が具体的かつ効果的であると評価できること

単身者など面接困難者への対策手法が効果的であると評価できること

提案 事業の効率的・効果的な実施に資する新たな業務モデルが提案され、効果的であると評価できること

品質 取次品質（衛星新規契約取次率、新規契約同時口座率、支払再開同時口座率）の数値目標とその達成に向けた手法が示され、効果的であると評価できること

（2）業務の実施体制 0～400

③

配置する要員数が十分であると評価できること

業務に応じた適切かつ効果的な要員配置がされていると評価できること

要求水準達成のために一人あたりの必要な取次計画が示され実現性が高いと評価できること

受信料の契約・収納業務に関して経験を有する人員や、本事業における施策に有効であると考えられる業務に携わったことがある人員が配置されていると評価で
きること

要求水準に対する実績の進捗状況等から、直ちに支援できるバックアップ体制が整備されている又は整備できることが示され、実効性が高いと評価できること

管理者等の配置が効果的で、管理体制が整備されていると評価できること

管理責任者の業務、役割、位置づけが明確に示され、管理体制が整備されていると評価できること

採用した人員の育成・指導を行う管理者等の人数が十分であり、高い取次スキルを有すると評価できること

採用した人員の育成・指導・管理を行う管理者等の配置について、過去の従事業務実績からマネジメントスキルを有する人員が具体的に示され、かつ高いスキル
を有すると評価できること

④

採用スケジュールの実効性が高いと評価できること

効果的な募集方法が提案されていること

本事業に適性がある人員を採用するための効果的な選考方法が提案されていること

本事業に適性がある人員をすでに確保しており、その中から本事業に配置可能な要員数が示され、要員体制構築の実現性が高いと評価できること

採用が計画通りに進まない場合や離職者が発生した場合の補充方法が示され、実効性が高いと評価できること

⑤

採用した人員が必要な知識・経験を習得するための研修スケジュールが示され、実現性が高いと評価できること

採用した人員が必要な知識・経験を習得するための研修内容が示され、実効性が高いと評価できること

⑥

管理責任者の知識・マネジメントスキルの向上を目的とした研修等が示され、実効性が高いと評価できること

業務を開始している人員のスキルを継続的に維持向上するための研修等が示され、効果的であると評価できること

要員の定着率向上を目指した意欲喚起策などの取り組みが示され、効果的であると評価できること

業績不振の人員に対する指導体制・方法について実効性があると評価できること

（3）管理体制 0～360

⑦

事務所内での資材管理の実施体制・手法が示され、実効性が高いと評価できること

報告書や各種帳票の作成等、日次・週次の事務処理業務の指導や管理手法・体制が十分に整備され、効果的であると評価できること

訪問活動中の帳票等の個人情報紛失を防止するための取り組みが示され、実効性が高いと評価できること

訪問する人員が活動中や帰社（帰宅）途上で貸与する物品の紛失を防止するための取り組みが示され、実効性が高いと評価できること

収納した現金の入金管理方法が示され、実効性が高いと評価できること

⑧

問い合わせやクレーム等、視聴者対応の実施体制が示され実現性が高いと評価できること

問い合わせやクレーム等、視聴者対応の実施方法が示され、実効性が高いと評価できること

訪問マナーの徹底やクレーム発生抑止に向けた具体的な取り組みや体制が示され、実効性が高いと評価できること

⑨

適正な取次を訪問員に徹底させるための具体的な取り組みや体制が示され、実効性が高いと評価できること

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）について、対象・実施時期（タイミング）や実施方法等の詳細が
示され、効果的な手法であると評価できること

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の実施体制・要員配置計画が詳細に示され、実効性が高いと評価できること

⑩ 法令や個人情報保護をはじめ、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

情報管理に関する具体的なマニュアル等が整備されていると評価できること

視聴者対応におけるトラブル防止に関する具体的なマニュアル等が整備されていると評価できること

事務所の設備等に対する物理的なトラブル防止対策が示され、実効性が高いと評価できること

視聴者対応や資材管理に関するトラブルが発生した場合の対応方法がマニュアル等により整備されていると評価できること

従業員の個人情報保護や法令遵守の意識向上のための研修等が示され、実効性が高いと評価できること

視聴者対応におけるトラブル防止に向けた研修等が示され、実効性が高いと評価できること

プライバシーマーク取得やISOの認定などセキュリティに関する事業者としての取り組みが評価できること

面接困難層
への取り組み

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

視聴者
対応

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

要員配置

管理者
などの
配置

人員の採用計画が示され、実現可能な提案であること

本事業を実施するために、企画競争参加者とし
てどのような組織体制（管理責任者及び実施責
任者を含めた従業人員の配置、組織内での指
揮監督権限、経験を有する担当者の支援体制
等）を整備するのか。また、施策を実施する時
期、件数、時間数等に関してどのようなスケ
ジュール及び計画で事業を実施するのか、以下
の点に留意し具体的に記載すること。
・本事業の実施体制を企画競争参加者の組織
全体の中でどのように位置づけているか。
・企画競争参加者側の管理・監督権限を有する
者（管理責任者）が本事業の実施責任者を含め
た実施体制に対する管理・監督、支援体制等の
サポート体制をどのように整備するのか。
・計画を遂行するため、どのような人員（員数、
資質、資格、実務経験、教育訓練等、専業、兼
業の区分等）を配置するのか。
・実施体制構築スケジュール・募集・研修をどの
ように実施するのか。

本事業を実施するにあたり、業務適正化の確保
や、法令遵守などについてどのような運営方法
や管理方法で実施するのか、以下の点に留意
し具体的に記載すること。
・報告書等の作成、契約・収納業務に付随する
視聴者対応、資材類の管理を実施するにあたっ
てどのような管理体制で行うのか。
・法令及び契約に基づき受託者が講ずべき措
置に定めた禁止事項の遵守や個人情報の取り
扱い、秘密の保持への対応をどのように行うの
か。
・企画競争参加者において自ら法令遵守態勢
の構築、個人情報保護をはじめとした情報セ
キュリティといった、企画競争参加者の事業運
営全般に関わる独自の取り組み内容。

放送受信料の契約取次・収納業務を実施する
にあたり、以下の点に留意し具体的に記載する
こと。
・公共放送、受信料制度への理解促進を図りつ
つ、要求水準（総数・衛星・支払再開・口座／ク
レジット）を達成するために、どのような手法で、
どのような全戸点検・契約勧奨・収納督励を行
ない、また、活動内容や目標進捗をどのように
管理していくのか
・視聴者の属性及び地域の実情等をどのように
分析し、その結果をどのように反映するのか。

配点

業務
適正

マニュアル

研修他

採用
計画

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

採用
研修

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

巡回手法
管理

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、実現可能な提案であること

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

公共放送の役割や受信料制度について正しく理解していること

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

育成
研修

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

管理体制
管理手法
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　従来の実施状況に関する情報

　１　該当地区における業績

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

3,763 3,540

2,105 2,146 1,895

1,174 1,285 1,485

3,674 3,810 3,642

2,713 2,609 2,441

（名古屋放送局名古屋中央営業センター　愛知県豊田市の一部）

4,451 3,968 3,469

2,054 2,130 1,844

723 802 735

4,108 3,684 3,345

（名古屋放送局名古屋駅前営業センター　愛知県一宮市）

3,610

1,808 1,724 1,274

1,114 1,141 1,290

3,482 3,571 4,200

（神戸放送局営業部　兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町）

2,854 2,651 2,375

2,577 2,407 2,832

1,024 941 978

3,746 4,319 3,946

（大阪放送局北大阪営業センター　大阪府大阪市都島区、北区の一部）

3,945 3,896 4,721

2,469 2,998 2,400

854 967 966

3,799 3,330 3,728

（さいたま放送局さいたま西営業センター　埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部）

3,680 4,427 4,035

2,178 1,790 1,822

955 921 996

4,512 3,870 3,666

（宇都宮放送局営業部　栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町）

3,802 3,369 3,814

2,784 2,155 1,807

701 803 775

3,856 3,748 3,169

（千葉放送局営業部　千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町）

4,701 3,995 3,711

2,943 2,534 2,049

598 641 664

２７年度 ２８年度 ２９年度見込

（新潟放送局営業部　新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈谷郡刈谷村）

4,041 3,898 3,218
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総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数

総数取次件数

衛星取次件数

支払再開件数

口座／クレ取次件数 2,942 2,925 2,692

（松山放送局営業推進部　愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町）

2,953 2,970 2,665

2,098 2,148 1,950

798 760 821

（注記事項）

（宮崎放送局営業部　宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町）

2,891 2,446 2,109

2,126 1,566 1,249

1,219 1,248 1,101

2,618

（山形放送局営業部　山形県山形市の一部）

3,724 3,117 3,290

2,924 2,478 2,032

（仙台放送局営業推進部　宮城県仙台市青葉区の一部、泉区）

3,488 3,058 2,793

2,057 1,765 1,503

（岐阜放送局営業部　岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町）

3,136 3,056 2,908

1,793 1,723 1,589

844 835 1,186

3,336 3,217 3,067

（山口放送局営業部　山口県下関市の一部）

3,010 2,527 2,142

2,075 1,723 1,320

2,422 2,293 1,875

810 744 675

3,567 3,152 2,647

716 716 573

2,878 2,398 2,030

（札幌放送局北海道中央営業センター　北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部）

3,698 3,487 2,737

2,541 1,951 1,954

401 647 478

3,685 3,111 3,313

531 685 556

3,422 2,865
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　２　「１」業績を従来の体制で実施した場合に要する人員数 　　　　　　（単位：人）

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

16.7 15.7 15.3

（神戸放送局営業部　兵庫県姫路市の一部、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡太子町）

0.6 0.8 0.8

- - -

22.8 22.6 26.0

（大阪放送局北大阪営業センター　大阪府大阪市都島区、北区の一部）

0.7 0.8 0.8

- - -

- - -

12.4 17.1 15.6

13.3 12.4 13.7

（さいたま放送局さいたま西営業センター　埼玉県さいたま市北区、上尾市の一部）

0.6 0.7 0.7

（宇都宮放送局営業部　栃木県栃木市の一部、佐野市の一部、小山市の一部、下都賀郡野木町）

0.7 0.7 0.8

- - -

- - -

10.5 9.9 9.7

9.8 9.1 7.1

（千葉放送局営業部　千葉県成田市、印西市、印旛郡栄町）

0.7 0.7 0.7

0.8 0.9 0.9

- - -

２７年度 ２８年度 ２９年度見込

（新潟放送局営業部　新潟県長岡市の一部、柏崎市、小千谷市、三島郡出雲崎町、刈谷郡刈谷村）

（名古屋放送局名古屋中央営業センター　愛知県豊田市の一部）

0.4 0.5 0.5

- - -

14.2 15.9 14.4

（名古屋放送局名古屋駅前営業センター　愛知県一宮市）

0.4 0.5 0.5

- - -

11.2 13.7 14.0

（岐阜放送局営業部　岐阜県大垣市、羽島市、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町）

0.7 0.8 0.8

- - -

12.1 12.1 11.5

（山口放送局営業部　山口県下関市の一部）

0.8 0.9 0.9

- - -

10.3 9.6 8.0
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常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等

常勤職員

非常勤職員

委託契約収納員等
（注記事項）
1.上記「1　該当地区における業績」を、従来の体制である「ＮＨＫ職員と委託契約収納員（個人委託）」で実施した
場合に必要となる人数を計上しています。

2.契約・収納業務に従事した職員については企画競争対象業務の業務の従事割合により換算した人数で計上し
ています。

3.他の業務と兼務している者がいる場合には、当該業務に携わる比率を考慮して算定されています。

（業務従事者に求められる知識・経験等）
・ＮＨＫの受信料制度に関する知識と理解を有していること　等

（業務の繁閑の状況とその対応）
　世帯が大量に移動する時期（３月～４月）や年末商戦等により受信機の普及が見込まれる時期などについて
は、契約勧奨業務が増加します。

（松山放送局営業推進部　愛媛県松山市の一部、東温市、伊予郡砥部町）

0.6 0.7 0.7

- - -

11.3 10.7 9.5

（宮崎放送局営業部　宮崎県宮崎市の一部、都城市の一部、北諸県郡三股町）

0.7 0.7 0.8

- - -

12.5 11.2 8.5

（仙台放送局営業推進部　宮城県仙台市青葉区の一部、泉区）

0.5 0.5 0.5

- - -

11.3 10.6 9.4

（札幌放送局北海道中央営業センター　北海道札幌市中央区の一部、白石区の一部）

0.7 0.7 0.7

- - -

16.5 15.5 12.3

（山形放送局営業部　山形県山形市の一部）

0.9 1.0 1.0

- - -

9.1 7.6 7.1
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　３　従来の実施に要した施設及び設備

　４　従来の実施方法等

　

（注記事項）
＜電子決済端末を除く営業システム＞＜対策資材＞については無償で貸与・提供します。電子決済端末は全て
有償で貸与します。なお、貸与台数は、受託者の提案等によりNHKが判断します。

概要図、業務フロー図は別紙に記載のとおりです。

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）
＜丁寧な説明と適正な対応＞
○公共放送・受信料制度についての丁寧な説明
○放送法・受信規約等に則った適正な対応

＜効果的な要員運用＞
○社会状況や地域の実情等に応じた効果的な要員の運用
○活動時間帯、巡回方法など効果的な契約・収納活動

＜活動・対応スキル向上に向けた指導＞
○効果的な活動方法、お客様への対応方法などの講習・指導
○契約・収納活動の把握・分析による業務改善

（注記事項）
従来の業務実施における基本情報は別紙に記載のとおりです。

現在、委託契約収納員等に貸与・提供している物品は次のとおりです。

＜営業システム＞
①携帯端末
②認証カード
③プリンタ
④ナビタン保護カバー
⑤盗難防止アラーム
⑥電子決済端末

＜対策資材＞
①収納印
②カバン
③各種帳票類
④ロール紙
⑤受信規約及びそれに替わる
　リーフレット
⑥バインダー
⑦番組リーフレット
⑧シール
⑨グッズ

＜その他＞
①業務従事証明書
②携帯端末マニュアル
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【従来の実施方法等】 放送受信料の契約・収納業務の概要図 
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【従来の実施方法等】 放送受信料の契約・収納業務の業務フロー（現行） 
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【従来の実施方法】 放送受信料の契約・収納業務の業務フロー 
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