
№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

1

資料名 : 入札説明書
ページ : Ｐ９
項目名 : 落札者の決定

落札者が「保留」になり見送られた場合は、次点者が繰り上がるの
か。

落札者の決定を「保留」した場合、当該契約の内容に適合した履行
がなされるか調査を行います。調査の結果、履行に問題ないと認め
られる場合は、当該事業者の落札となります。契約内容に適合した
履行がなされないおそれがあると認められる場合は、次点の事業者
が落札となります。

2

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

全戸点検の際、表札がない世帯は、端末上で支払いが確認できても
訪問が必要か。

転居や衛星放送の受信の確認のために、訪問が必要となる場合があ
ります。

3

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

全戸点検において端末データと現地氏名が一致した場合（お客様と
面談する必要がない場合）でも、携帯端末への入力（確認終了）が
可能か。

携帯端末には、全戸点検を行ったことを登録する機能があります。

4

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

地域スタッフの現在の業務上の移動手段は何か。例えば、エリア範
囲が広い際、原動機付自転車等の利用は可能か。

地域スタッフの現在の移動手段は、徒歩、自転車（原動機付含
む）、バイク、自動車と様々です。
本業務における移動手段は、特に制限がありません。受託者のご提
案によります。

5

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

年２回の未収対象者に対するＮＨＫからの収納督促方法は郵送か。
あるいは契約収納の巡回中に受託者が配布するのか。
また文書送付の時期と、地区毎に送付時期が異なるのかを知りた
い。

ＮＨＫでは、未収者に対して全国一括で郵送による文書督励をして
います。
文書送付時期については、受託者のご提案によります。

6

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

郵送料等一件当たりの発送単価はいくらか。
また、ＮＨＫに委託する場合の単価はいくらか。

ＮＨＫでは、未収者に対して全国一括で郵送による文書督励をして
いますが、通数と重量により費用が異なるため、当該地域における
発送単価はお答えすることができません。
受託者のご要望により、ＮＨＫの所定様式を使用し、ＮＨＫが実施
する施策と一緒に行うことは可能です。ただし、本事業は業務を包
括的に委託することとしているため、経費については、当該施策の
実施に要した全ての経費を負担していただきます。

7

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

以前から入居している未加入の視聴者の契約の際、期（２カ月）の
途中で加入頂いた場合の収納料金は当期（２カ月分）でよいのか。
また月の途中で入居した未加入の視聴者との契約の際、収納料金は
日割りでよいのか。

放送受信契約の契約締結年月は受信機の設置月となり、設置月以降
の受信料を収納します。
放送受信料額は月単位であり、日割りによる料額計算はできませ
ん。

「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答



№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答

8

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

月の途中の新規契約において、当月分の支払を拒否された場合、契
約収納員の判断で翌月1日からの契約としてよいのか。

前項の通りです。

9

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

訪問時「振込用紙払い」を希望された場合、その場で契約・収納員
が手渡し出来るのか、またはＮＨＫからの郵送か。
またその場合の実績の扱いはどうなるのか。

訪問時に視聴者が「振込用紙による支払い」を希望された場合、そ
の場で手書きの振込用紙を発行することが可能です。
振込用紙に受託者が手交したことを示す必要事項が記入されていれ
ば、受託者の実績となります。

10

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１
項目名 : ２（１）（ア）放送
受信料の契約・収納業務

「未収者」とは、通常「滞納者」と理解して支障はないか。
「書面による収納督励」は、現在ＮＨＫでは毎期文書の送付を行っ
ていると聞くが、「 低年２回の」実施については、ＮＨＫの「文
書請求」とは別のものか。
仕様書２頁(エ)「携帯端末」について、使用者の登録は事業者名で
もよいか。
データの交付・返戻は誰がどのように行うのか。また、毎月ではな
く、期毎(前期末)でも支障はないのか。

未収者とは、1年以上支払実績がない有料の受信契約者のことをい
います。

ＮＨＫでは、未収者に対して全国一括で郵送による文書督励をして
います。受託者のご要望により、ＮＨＫの所定様式を使用し、ＮＨ
Ｋが実施する施策と一緒に行うことは可能です。ただし、本事業は
業務を包括的に委託することとしているため、経費については、当
該施策の実施に要した全ての経費を負担していただきます。

携帯端末における使用者登録は、原則として従事する従事者名で行
います。

仕様書２（エ）に記載のとおり、業務データの交付・返戻は受託者
の業務となります。業務データの交付・返戻処理の実施時期等につ
いては、業務委託契約締結後にお渡しする「営業事務処理手順書」
にもとづき行っていただきます。

11

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ２
項目名 : ２（１）（イ）報告
書等の作成業務

携帯端末からの日次報告のデータ送信後、ＮＨＫ営業システムへの
反映、他の携帯端末への反映にどれくらいかかるのか。
また視聴者が振込票による入金を行った場合、ＮＨＫ営業システム
への反映、携帯端末への反映にどれくらいかかるのか。

携帯端末からのデータ送信により、携帯端末に登録された視聴者異
動情報は、オンライン処理でＮＨＫ営業システムに反映されます。
その後、他の携帯端末が送受信を行うことにより、 新の視聴者情
報が該当の携帯端末へ反映されます。

視聴者がコンビニエンスストア等で振込票により入金を行った場
合、年末年始等を除き数日後にＮＨＫ営業システムへ反映されま
す。ＮＨＫ営業システムに反映された後は、上記の仕様となりま
す。



№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答

12

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ２
項目名 : ２（１）（イ）報告
書等の作成業務

日次報告は、携帯端末による通信報告だけでよいのか。入金証など
の帳票類は週間報告の際の提出だけでよいのか。

仕様書２（１）（イ）に記載のとおり、日次報告にあたっては、Ｎ
ＨＫから貸与する送受信装置により視聴者異動情報を報告していた
だきます。週間報告にあたっては、日別内訳とともに放送受信契約
書・住所変更届などの帳票等を添付した上で、業務実施結果を所定
の報告書にまとめて提出していただきます。

13

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ２
項目名 : ２（１）（イ）報告
書等の作成業務

日次報告の集約を行うなど、ＮＨＫで日々の進捗管理を行うのか。 ＮＨＫにおいても、日次報告をもとに、日々の業績把握を行いま
す。

14

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ３
項目名 : ２（２）準備期間・
業務実施期間・契約期間等

準備期間中の訪問実施エリアは決まっているのか。 仕様書４に記載のとおり、受託者のご要望により、ＮＨＫが可能な
範囲において研修用の実施地域を提供させていただきますが、実施
地域については本事業の対象地区内とは限りません。

15

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ３
項目名 : ２（３）対象地区等

現在の地域別の人員の内訳を知りたい。 放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札実施要項の別紙４「２
従来の実施に要した人員」をご確認ください。

16

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ４
項目名 : ２（４）（ア）本事
業に関する要求水準

以前の入札におけるホームページで公開された質問と回答におい
て、｢視聴者からの郵送の場合で受託者の取扱印があるものについ
ては実績となる場合がある｣とあるが、なる場合とならない場合は
どのような状態か。契約（地上・衛星）、口座クレジットそれぞれ
確認したい。

すでに他の受託者等により取次されている場合、いずれの取次も実
績とはなりません。ただし、取次日が他の受託者等の取次日よりも
前の場合は、実績となります。

17

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ４
項目名 : ２（４）（ア）本事
業に関する要求水準

｢収納｣の実績について、「収納」の｢１｣とは｢１期｣（２カ月分）の
現金収納をいい、同一の未収対象者から「２期分(４カ月分)｣収納
した場合は｢２｣とカウントされるのか。
また奇数月契約の｢１カ月分の収納｣はどのようなカウントになるの
か。

収納口数は期を単位として計算します。よって、１期分（２か月
分）＝１、２期分（４か月分）＝２、となります。ただし収納月数
が１か月の場合、収納口数は１となります。

18

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ９
項目名 : ２（４）（イ）委託
費

委託費について、その支払方法は、毎月基本額(落札額)÷３８(か
月)×８０％が支払われ、残る２０％×２(か月)については期の要
求水準の各項目に照合し、その達成率(０．１％未満切捨て)に、例
えば総数なら１２．６４％÷６×基本額(以下同様)の増減措置を講
じた額から、既に支払われた８０％×２(か月)を差し引いた差額を
２か月ごとに支払う、との解釈でよろしいか。

委託費については、仕様書２（４）に記載のとおりです。



№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答

19

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ９
項目名 : ２（４）（イ）委託
費

準備期間内の実施スタッフの拘束・就業時間の費用と、同期間内に
取次した契約・収納についての事務費は、当該入札額に含めて積算
してよろしいのか。

準備期間内も含め一切の経費を記載していただきます。

20

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１０
項目名 : ３（１）受信契約者
等の情報

偶数月１日に提供される放送受信料の契約・収納業務に係る情報と
日々更新される視聴者の異動情報の違いは何か。

契約・収納業務は、１年を６期間で区切り活動しています。各期
（４～５月、６～７月、８～９月、・・・）の初頭日にあたる偶数
月１日には、携帯端末内にある前期分データを一旦返戻し、当期分
の対策地域の視聴者情報や請求情報を携帯端末へ送信します。
その後異動情報が発生すると、日々のデータ送受信により、携帯端
末内の情報が更新されます。

21

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１０
項目名 : ３（１）受信契約者
等の情報

｢未収情報｣や｢視聴者の異動情報｣は携帯端末以外のリスト等で頂く
ことができるのか。

仕様書３（１）に記載のとおり、企画提案等により必要に応じて電
子データ等を提供することは可能です。なお、その取扱いに関して
は「個人情報の取扱いに関する覚書」のとおりです。

22

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１１
項目名 : ３（２）本事業の実
施状況

受託者が独自でシステムを構築し、未収対象者の訪問回数や訪問時
間、担当者や特記事項の入力など運用上の管理で使用してよいか。

対策結果や対応履歴については、携帯端末に登録し日次報告が必要
となります。
訪問回数や訪問時間の管理についての独自システムを構築すること
は、受託者のご提案によります。個人情報の取扱いに関しては「個
人情報の取扱いに関する覚書」のとおりです。

23

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１１
項目名 :５．受託者に貸与・提
供する物品等

口座・クレジット決済用の携帯端末は全員に貸与されるのか。 仕様書５（１）に記載のとおり、一定数の電子決済端末を貸与しま
すが、全ての従事者に貸与できるとは限りません。

24

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ１３
項目名 : ８（３）再委託

個人との委託契約（直接雇用ではない）は「再委託」として可能
か。

受託者が個人と委託契約を結び、本事業の一部について再委託する
ことは可能ですが、その全部を一括して委託することはできませ
ん。
再委託をする場合は、再委託先が個人、法人のいずれにしても、仕
様書８（３）再委託の事項を遵守していただくことが必要です。

25

資料名 : 実施要項
ページ : Ｐ２
項目名 : ３（１）（イ）報告
書等の作成業務

日次報告については端末を使用してデータ送受信による報告を行う
事となっているが、日々において紙ベースでの業務報告書（日報）
のようなものでの報告提出を行う必要はあるのか。

仕様書２（１）（イ）に記載のとおり、日次報告にあたっては、Ｎ
ＨＫから貸与する送受信装置により視聴者異動情報を報告していた
だきます。週間報告にあたっては、日別内訳とともに放送受信契約
書・住所変更届などの帳票等を添付した上で、業務実施結果を所定
の報告書にまとめて提出していただきます。
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「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答

26

資料名 : 実施要項
ページ : Ｐ３
項目名 : ３（１）（エ）携帯
端末の使用に付随する業務

ＮＨＫ営業システムを使用する場合、営業時間内に自由に使用でき
るのか。使用時間などは各センターと調整しながら決めていく必要
があるのか。

使用時間は、対象地区を管轄する放送局・営業センターの営業時間
に準じます。営業時間の基本は９時３０分から１８時となります
が、１８時以降についても、ＮＨＫの職員がいる時間については使
用することができます。ただし、営業時間内であっても、システム
上の運用制限により使用できない場合があります。

27

資料名 : 実施要項
ページ : Ｐ１６
項目名 : ６．受託者に貸与・
提出する物品等

電話勧奨などの業務を実施する上で、当該業務エリア外の弊社事務
所に管理用ナビタンの貸与・保管は可能か。

仕様書５（１）に記載のとおり、携帯端末の貸与数については、実
施要項［別紙３］２に記載のある従来の実施に要した人員数程度を
考えていますが、 終的には受託者の提案内容等により判断させて
いただくことになります。提案内容等により、ＮＨＫが必要と認め
た場合は要員数を超えて携帯端末を貸与することがあります。
貸与された携帯端末については、「個人情報の取扱いに関する覚
書」にもとづき、安全に管理できることが必要です。

28

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙３
項目名 : 総合評価基準

総合評価基準、業務の実施体制の加点にある、「安定的かつ継続的
な要員体制であると評価できること。」とは、必須で示す、組織体
制（数値的な根拠を示す）の他に、どのようなものを求めているの
か。要員を多めにみるということか。

採点内容についてはお答えすることができません。

29

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙４
項目名 : １従来の実施状況に
関する情報

地域スタッフの方の固定給を確認したい。また歩合給（地上、衛
星、口クレ、収納、未収回収）はそれぞれいくらか。地域毎に異な
るのであれば、全国平均、または入札対象エリアの数値を確認した
い。

地域スタッフの報酬について、いわゆる固定給はありませんが、１
か月の中で契約取次または収納の実績がある場合、月額１５万円＋
歩合となっています。なお、歩合部分は業績によって異なり、月収
ベースではおおむね２５万円～４０万円程度です。

30

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙４
項目名 : ２従来の実施に要し
た経費

当該業務実施関係者分のＮＨＫ局内の地代家賃が要した経費には含
まれていない認識でよいか。

従来の実施に要した経費には、営業居室にかかる経費が含まれてい
ます。

31

資料名 : 委任状
ページ : 様式３
項目名 : 代表者名

委任状で代理人を定めれば、「様式４　入札書」「様式５　入札積
算内訳書」等提出書類に代理人の氏名と印だけでよろしいか。委任
後も代表者名と印も合わせて必要なのか。

委任状の提出がある場合、委任期間の入札に係る一切の権限が委任
者にあります。よって、同期間の提出書類は、委任状に記載された
代理人の氏名と印で可能です。

32

資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ３
項目名 : 携帯端末情報

携帯端末に視聴者の電話番号は１世帯あたり何件表示されているの
か（自宅・携帯など）。また、入力可能件数は１世帯あたり何件
か。

携帯端末では、１視聴者情報につき 大２件まで電話番号を表示・
登録することが可能です。



№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札」に対するご質問と回答

33

資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ３
項目名 : 携帯端末情報

携帯端末では日次集計件数（全戸点検数、総数取次数、衛星取次
数、収納数、未収回収数）が把握できるのか。また、何営業日前の
集計値を確認することができるのか。

携帯端末に入力した取次・収納件数については、活動日ごとにプリ
ンタから日別内訳がアウトプットされ、受託者の控えとして保存す
ることが可能です。

34

資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ１０
項目名 : 地域状況

契約件数のうち、口振クレジットの割合を確認したい。また訪問集
金はあるのか。訪問集金があれば件数を確認したい（大阪府門真、
大東、住吉、住之江、東淀川、名古屋市熱田区、港区、札幌市東
区、中央区、白石区分）

入札説明会において、「秘密保持に関する誓約書」の提出を確認し
たうえで公開した「［別冊］入札説明会資料」をご確認ください。

また、平成２０年１０月、放送受信料のお支払方法の一つである、
定期的な訪問により集金を行う「訪問集金」を廃止にしましたが、
「訪問集金」廃止後も、口座振替等の振替不能分や継続振込の未払
込分について、訪問による収納督励と現金の収納を行います。ま
た、要介護者の方や重度の障害者の方で、適用要件に該当する方
は、訪問による集金を行います。
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資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ１０
項目名 : 地域状況

契約担当と収納担当が分業しているというお話があったが、収納担
当の業務は主に「一部未納者からの収納」と「長期未収者からの収
納」になるのか。または「一部未納者」をさらに細分化し、「１期
未納」であれば契約担当が担当し、「２期以上未納」であれば収納
担当が担当するなどの手法か。

分業の場合、収納担当の主な業務は「一部未納者からの収納と口座
取次」「未収者からの収納と口座取次」です。
収納担当の手法については、受託者のご提案によりますが、一部未
納者のうち、「１期分未納」と「２期分以上未納」の請求情報を
別々の携帯端末に交付することはシステムの制約上できません。

36

資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ１０
項目名 : 地域状況

収納督励対象となる一部未納者の年間訪問対象件数は各市（大阪府
門真、大東、住吉、住之江、東淀川、名古屋市熱田区、港区、札幌
市東区、中央区、白石区）で年間何件か。説明会時に口頭にて周知
があったが確認したい。

対象数は日々異動していることから、入札説明会では、口座／クレ
ジット支払が振替不能、または継続振込支払で未払込となった、新
たに発生する一部未納者のおおよその発行枚数を説明しました。入
札説明会では、「秘密保持に関する誓約書」の提出を確認したうえ
で情報を公開しており、ここではお答えすることができません。

37

資料名 : ［別冊］入札説明会
資料
ページ : Ｐ１３
項目名 : 地域状況

地域別（熱田区・港区・弥富市・海部飛島村）の新規同時口座加入
率を知りたい。

入札説明会において、「秘密保持に関する誓約書」の提出を確認し
たうえで公開した「［別冊］入札説明会資料」をご確認ください。
なお、各地域別の数値をお答えすることはできません。


