
№ 項目 ご質問 ＮＨＫの回答

1

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

地上契約で口座またはクレジットカード払いをされているお客様の
衛星契約への変更において、同一の口座・クレジットカード払はど
のような手続きになるか。再度、お客様に申込書を記入していただ
く必要があるか。

地上契約から衛星契約への契約変更手続きは、契約書に視聴者のご
署名・押印をいただき、必要事項を記入していただく必要がありま
す。
なお、支払方法の変更がない場合、あらためて支払方法の変更手続
きを行う必要はありません。

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

衛星契約の変更時において、当期分の収納は発生するか。また地上
契約を年払いしている場合に、衛星契約の年払いを追加する場合、
計算方法はどのようになるか。

地上契約ですでに「支払済」または「請求済」の期間がある場合、
衛星契約への変更月（衛星受信設備設置月）から、地上契約でお支
払いいただいている最後の月までの月数に応じた差額の精算が必要
です。
差額分についてはその場で収納するか、翌偶数月に口座またはクレ
ジットカードへ請求します。計算方法については、ＮＨＫホーム
ページをご参照ください。
（http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/BSContractTop.html）

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

総数取次時におけるおおよその衛星契約比率を確認したい。 総数取次時における衛星契約の比率については、委託契約締結後に
お知らせします。

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

受託者が行う年２回の収納督励と、ＮＨＫが毎期送付する振込票の
送付はどのように違うか。
受託者がＮＨＫより振込用紙を受領し、受託者の創意工夫を加えて
郵送する方法か。また受託者が代行して発送することでＮＨＫの毎
期発送分が２回減るという考え方でよいか。

仕様書２（１）に記載のとおり、最低年２回の書面による収納督励
は、未収者が対象となります。一方ＮＨＫが毎期送付する振込用紙
（参考：実施要項［別紙４－別紙］【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）は、一部未納者が対象となりま
す。
未収者を対象とした書面による収納督励の方法については、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

未収者に対し、収納督励を年２回だけ法人委託にしているのは何故
か。毎期振込用紙を送付しているのであれば法人委託で行う２回分
と重複し非効率ではないか。

本事業に含めているのは、未収者に対する最低年２回の書面による
収納督励です。ＮＨＫが実施するのは一部未納者に対する書面での
収納督励であり、重複しません。

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

年間払、半年払も振込用紙があるか。また契約収納員が発行できる
か。

放送受信料の支払サイクルは、２か月払、６か月前払、１２か月前
払があり、いずれも振込用紙を発行することが可能です。
また訪問時に視聴者が「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。

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

障害者等一部訪問集金をされているが、その訪問集金も委託業務の
一部となるか。

「ふれあい収納（要介護者の方・重度の障害者の方で、適用要件に
該当する世帯への訪問による収納）」も、委託業務の一つです。

「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 : Ｐ２
項目名 : ２（１）（イ）報告
書等の作成業務

携帯端末からの契約収納要員の日次報告結果を翌営業日にデータで
受託者に送信いただけるか。また送信いただける場合、翌営業日朝
９時が可能か。

仕様書３（１）に記載のとおり、放送受信料の契約・収納業務に係
る情報は、受託者のご提案により、必要に応じ電子データで提供す
ることは可能ですが、対象地区を管轄する放送局・センターの営業
時間内に行います（営業時間：平日９時３０分～１８時）。また、
ＮＨＫ営業システムの運用制限により電子データの提供ができない
場合もあります。
なお、活動日ごとに取次・収納件数を表示する日別内訳をプリンタ
から出力し、受託者の控えとして保存する仕様となっており、日別
内訳を日別結果として利用することは可能です。

9

資料名 : 仕様書
ページ : Ｐ２
項目名 : ２（１）（エ）携帯
端末の使用に付随する業務

携帯端末のデータ更新(地区変更)は月一回等に限定せず、随時必要
に応じて依頼することが可能か。

仕様書３（１）に記載のとおり、原則として、偶数月１日に当該期
の対策地域の視聴者情報や請求情報を、携帯端末で提供します。そ
の後は、仕様書２（１）（イ）に記載のとおり、業務実施日の当日
または翌日に携帯端末を使用して日次報告を行い、携帯端末内の視
聴者情報等を更新します。
なお、期の途中において携帯端末の地域を変更することも可能です
が、地域変更のためのデータ返戻・交付処理を管理するＮＨＫ営業
システムが、システムの運用制限により利用できない期間もありま
すので、地域変更については事前調整が必要となります。

10

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

転入取次において、旧住所の支払方法が口座支払であり、かつ新住
所でも同一口座による支払いをお客様が希望された場合、コールセ
ンターに問い合わせて旧住所の契約状況が確認できたとしても、あ
らためて口座手続きが必要か。またこの場合の実績は、「口座・ク
レジット」が１となるのか。

転入取次において、旧住所の支払方法が口座支払であり、かつ新住
所でも同一口座による支払いをお客様が希望された場合、あらため
て口座手続きを行う必要はありません。

11

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

アウトバウンド用のデータはＮＨＫ外に持ち出せるのか。
または、受託者が要望した内容（例えば一定地区の未契約者一覧表
など）をデータにて頂くことができるか。

仕様書３（１）に記載のとおり、放送受信料の契約・収納業務に係
る情報は、受託者のご提案により、必要に応じてデータで提供する
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。

12

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

口座振替(クレジット）の決済の流れを確認したい。収納対象に
なったお客様が２期分まとめて口座振替（クレジット）した場合の
延滞金はつくか。また未収者が直近の１期分から口座振替（クレ
ジット）を希望する場合の手続きが可能か。可能な場合、未収分の
支払い方法について確認したい。

一部未納となった視聴者が、２期間分をまとめて口座またはクレ
ジットで決済する場合、延滞金はありません。
また、未収分の支払方法については、放送受信規約等に基づきお支
払いいただきます。

13

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

電子決済端末による当月分（または未収月分）の収納が可能か。ま
た電子決済端末を利用した収納により、口座（又はクレジット）払
申込書の記入は不要となるか。

電子決済端末により、当期分または過去分の受信料を収納すること
が可能です。
また、次回の支払方法を変更する場合は、さらに電子決済端末また
は書面を利用した手続きが必要です。



№ 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

14

資料名 : 実施要項
ページ : Ｐ１１
項目名 : ４（１） 入札参加資
格

東京で行われた入札説明会に参加したが、大阪または福岡の公開競
争入札に参加することは可能か。

入札説明書３頁に記載のとおり、入札の参加にあたっては、入札説
明会第１部への参加が必須となります。「放送受信料の契約・収納
業務（大阪府大阪市天王寺区・生野区・阿倍野区）一式」の入札説
明会はＮＨＫ大阪放送局で開催しましたので、大阪の入札説明会に
参加せず東京の入札説明会に参加した事業者が、大阪の入札に参加
することはできません。福岡も同様となります。

15

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
た人員

福岡放送局の場合、従来の実施に要した人員が２０年度から２１年
度にかけて１３．８人から１０．６人に減っている要因は何か。

平成２０年１０月、放送受信料の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」を廃止にしたことにともない、
委託契約収納員数に変動があります。
ただし、この人員数はあくまでＮＨＫが自ら実施していた際の標準
値であるため、本事業において受託者が投入すべき人員数を要求し
たものではありません。

16

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙４－別紙
項目名 : 【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）

対策要員がお客様との面談中に、現状確認のためコールセンターに
連絡する際、携帯電話からのフリーダイヤル（無料）が活用できる
か。

視聴者対応は、対策要員が携行するＮＨＫ営業システムの携帯端末
で対応状況等を確認しながら実施していただくものであり、その都
度現状確認のためコールセンターへ問合せる体制は構築していませ
ん。ただし、携帯端末で確認できない一部の情報については、対策
要員専用のフリーダイヤルへ、携帯電話を利用して問い合わせるこ
とが可能です。

17

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙４－別紙
項目名 : 【従来の実施方法
等】放送受信料の契約・収納の
業務フロー

現状未収者に対する振込用紙の郵送は全国一律で毎期送付している
か。毎期送付していない場合、年に何回送付しているか

一部未納者に対しては、全国一括で毎期郵送により収納督励を行っ
ています。

18

資料名 : 実施要項
ページ : 別紙４－別紙
項目名 : 【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

「従来の実施方法等」において、一部未収者に対する年５回の電話
督励は入札の仕様の一部か。また従来の方法では１回の電話督励に
つき全ての一部未収者に対して行っているか。

［別紙４－別紙］では、受信契約取次後に継続振込による請求と
なった世帯への、受信料の請求・督励に関する業務フローを掲載し
ています。この業務フローにおける電話督励は、本事業の対象業務
ではありません。
電話督励は、原則として、対象となる全世帯へ実施しています。

19

資料名 : 別冊入札説明会資料
ページ : Ｐ２
項目名 : 携帯端末情報

携帯端末に未契約者が表示されているが、未契約者でもお客様番号
はあるか。

システムの仕様については、委託契約締結後にお知らせします。

20

資料名 : 別冊「入札説明会資
料」
ページ : Ｐ１０
項目名 : 地域状況

現在のリスト登録者の電話番号登録率はどのくらいか。 当該地域における電話番号登録率は把握しておりません。
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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

21

資料名 : ７月１３日入札公告
において公表した「質問と回
答」
ページ :№５
項目名 :２（１）（ア）放送受
信料の契約・収納業務

「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。文書送付時期は受託者の提案によります」と回答してい
るが、郵送媒体は封書か、ハガキか。また郵送料金は受託者負担と
なるか。

郵送媒体については、受託者のご提案によります。
参考として、ＮＨＫが実施している、未収者に対しての全国一括で
の文書督励は、封書を利用しています。
また、郵送料金を含む全ての経費は、受託者に負担していただきま
す。
なお、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。

22

資料名 : ７月１３日入札公告
において公表した「質問と回
答」
ページ :№６
項目名 :２（１）（ア）放送受
信料の契約・収納業務

年２回の収納督励について「全ての経費を負担」と回答している
が、発送物の印刷・製作費はＮＨＫ負担でよいか。また、受託者提
案により、印刷物に文言の追加、封書等にお手紙を同封する場合の
印刷・製作費は受託者負担となるか。

入札説明書１（３）に記載のとおり、本事業の実施に必要な設備等
は、受託者負担となります。よって、年２回の書面による収納督励
における発送物の印刷・製作費は受託者負担となります。
また、受託者提案により追加する資材等の印刷・製作費も、受託者
負担となります
なお、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。


