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三原市水道事業料金等関連業務委託に係る公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 目的等 

三原市水道事業では，「三原市水道事業料金等関連業務委託」（以下「本業務」という。）

において，水道事業に関する経験と優れた能力を持つとともに，水道維持管理等において

も相当の知識を有する受注者を選定し，水道事業の安定運営と効率化，お客さまのサービ

スの向上を図ることを目的とします。 

また，三原市水道事業は，令和５年４月１日から広島県水道広域連合企業団（以下「企

業団」という。）による事業運営を開始し，本業務に関する全ての権利及び義務は，同日

をもって企業団へ承継されるため，根拠条例等についても企業団の条例等が適用される

こととなります。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

   三原市水道事業料金等関連業務 

(2) 業務実施区域 

   三原市内全域及び三原市水道事業が指示する区域 

(3) 業務内容 

水道料金等（水道料金及び各種手数料並びに三原市下水道事業から徴収事務等を委託

された下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料の徴収等に係る業務，メーター

管理業務，給水窓口業務を含む。）に関連する次の業務とします。（詳細は別紙「三原市

水道事業料金等関連業務委託仕様書」による。） 

ア 電話・窓口業務 

(ｱ) 窓口受付，収納受付 

(ｲ) 検針，滞納等電話対応 

(ｳ) 開閉栓受付，異動等受付及び入力 

イ 検針業務 

(ｱ) 検針作業全般（ハンディーターミナル等を含む） 

(ｲ) 検針情報管理（検針情報・順路図等のデータ化） 

(ｳ) 再調査（未検針･難検針の対応，宅内漏水の簡易漏水調査対応，無届転居等の対

応） 

ウ 開閉栓現地対応業務 

(ｱ) 開閉栓作業（休止中の異常対応含む） 

(ｲ) 現地精算作業 

エ 滞納整理業務 

  (ｱ) 滞納整理データ等の作成 

  (ｲ) 郵送，訪問及び電話による催告 

(ｳ) 給水停止等 
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オ 調定・請求・収納業務 

(ｱ) 料金システムによる調定確定処理 

(ｲ) 納入通知書，督促状，催告状，口座振替済通知書等の発送 

(ｳ) 収納金データの料金システム消込作業（納入通知書，口座振替収納，コンビニ 

収納（スマートフォン決済による収納を含む）） 

(ｴ) 使用者等に対する過誤納金の連絡及び還付充当調整 

カ メーター管理業務 

 (ｱ) 入出庫管理 

 (ｲ) 検満取替の管理 

キ 給水窓口業務 

 (ｱ) 各種申請書類等の受付及び審査 

(ｲ) 配管図閲覧者の対応 

(ｳ) 電話対応 

ク 上記に附帯する業務で，発注者が必要に応じ指示する業務 

(4) 契約期間 

   業務委託契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

（地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

(5) 準備期間 

業務委託契約締結日の翌営業日（発注者の翌営業日）から令和５年３月３１日までを

業務開始に向けた準備期間とし，準備期間中に要する費用は全て受注者の負担としま

す。 

 (6) 履行期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間とする。 

 (7) 本業務の実績等については，次のとおりです。 

ア 電話・窓口業務（令和 3 年度実績） 

 (ｱ) 電話対応：開閉栓受付 9,234 件，請求・収納案内 963 件，滞納整理 1,263 件， 

          その他 3,848 件 

 (ｲ) 窓口対応：料金等受領 2,625 件，滞納整理 585 件，総合案内 1,824 件， 

その他 23 件 

 (ｳ) インターネット対応：開閉栓受付等 363 件 

イ 検針業務（令和 3 年度実績） 

   (ｱ) 検針区域：三原市内全域，検針サイクル：隔月検針 

   (ｲ) 検針件数：奇数月 21,013 件（令和 4年 3 月検針数） 

           偶数月 23,730 件（令和 4年 2 月検針数） 

           自動検針件数 7件（毎月検針） 

   (ｳ) 再検針・異常水量調査件数 2,708 件（うち宅内簡易漏水調査 666 件） 

ウ 開閉栓（令和 3年度実績） 

(ｱ) 開栓件数 3,503 件（営業時間内 3,303 件，営業時間外 200 件） 
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(ｲ) 閉栓件数 3,746 件（営業時間内 3,600 件，営業時間外 146 件） 

   (ｳ) 現地精算を伴う閉栓 14 件（上記(ｲ)の閉栓件数に含まれないもの） 

エ 滞納整理 

(ｱ) 収納率の推移 

年度 収納率 

令和 3年度 98.8％ 

令和 2年度 98.7％ 

平成 31 年度 98.5％ 

(ｲ) 水道料金過年度未収金額（令和 4年 4月 1 日時点） 

年度 調定件数 金額 

令和 3年度分 5,572 件 32,585,974円 

令和 2年度分 177 件 631,294円 

平成 31 年度分 191 件 693,827円 

平成 30 年度分 165 件 600,253円 

平成 29 年度分 149 件 291,101円 

平成 28 年度以前分 482 件 1,671,642円 

(ｳ) 督促・催告・給水停止等（令和 3 年度実績） 

項目 件数 

督促状発送 15,525 件 

催告書発送 5,939 件 

給水停止最終通告 3,178 件 

給水停止訪問 403 件 

給水停止執行 290 件 

※給水停止執行条件 ３か月分以上滞納 

(ｴ) 調定・請求・収納（令和 3年度実績） 

項目 件数 

調定件数 469,252 件 

納付書発送件数 71,921 件 

口座振替依頼件数 394,807 件 

口座再振替依頼件数 5,341 件 

口座振替済通知書発送件数 5,143 件 

口座再振替済通知書発送件数 37 件 

納入通知書収納件数 15,757 件 

口座振替収納件数 407,894 件 

ｺﾝﾋﾞﾆ（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ含）収納件数 49,990 件 

過誤納金充当・還付件数 737 件 

※1 収納代理金融機関 

中国銀行，広島銀行，もみじ銀行，しまなみ信用金庫，呉信用金庫，広島信用

金庫，三原農業協同組合，広島中央農業協同組合，広島県信用組合，両備信用組

合，中国労働金庫，中国地方 5県内のゆうちょ銀行・郵便局 

        ※2 コンビニ収納（スマートフォン収納を含む。） 

収納代行会社 地銀ネットワークサービス(株) 
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    ※3 発注者の企業団参加に伴い，上記の「※1 収納代理金融機関」及び「※2コン

ビニ収納（スマートフォン収納を含む。）」に変更が生じる場合があります。 

オ メーター管理及び情報入力（令和 3年度実績） 

項目 件数 備考 

検満時の取付及び撤去 4,589 件 8 年 1回の取り替え 

随時の取付及び撤去 216 件 取付 62 件, 撤去 154 件 

購入 4,805 件  

参考：令和 5 年度から令和 7 年度の予定数量 

（検満時の取付及び撤去） 

令和 5年度 6,653 件，令和 6 年度 5,845 件，令和 7 年度 7,508 件 

（随時の取付及び撤去） 

[取付] 令和 5年度 68件，令和 6 年度 68 件，令和 7 年度 68 件 

[撤去]  令和 5年度 140 件，令和 6年度 140 件，令和 7年度 140 件 

カ 給水窓口業務（令和 3 年度実績） 

項目 件数 

給水装置工事申請（審査） 594 件 

給水装置工事完成届（検査） 534 件 

配管図閲覧 1,573 件 

給水工事協議申請等 事前協議 39 件 

分岐工事届 180 件/年 

 

３ 参加資格要件 

本業務のプロポーザルの参加資格は，次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 平成２９年４月 1 日以降に，給水戸数３０,０００戸以上の水道事業体が発注する検

針業務及び料金収納業務並びにメーター管理業務及び給水窓口業務の受注実績を有す

ること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

(3) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又は第６４４条の規定に基づく清算の

開始，破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規

定に基づく破産手続きの申立て，会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２

１条の規定に基づく再生手続きの申立てがなされた者（会社更生法又は民事再生法の

規定に基づく更生手続の開始をした者又は再生計画の認可決定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

(4) 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２項に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者又はこれらの

統制下にある者でないこと。 
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(5) 参加申込書の提出の日から契約締結までの間において，広島県又は三原市から指名

停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(6) 本業務を統括する本店，支店又は営業所が広島県内に所在していること。 

(7) 三原市税並びに消費税及び地方消費税の滞納者でない者（法人及びその代表者）であ

ること。 

(8) 三原市水道事業給水条例（平成１７年三原市条例第２５５号）で規定する水道料金，

加入金，手数料及び三原市下水道条例（平成１７年三原市条例第２３２号）で規定する

使用料（旧三原市及び旧本郷町の区域に係る使用料に限る。）並びに三原市漁業集落排

水処理施設設置及び管理条例（平成１７年三原市条例２１３号）で規定する使用料の滞

納者でない者（法人及びその代表者）であること。 

 

４ 業務に係る提案限度額 

提案限度額は２７９,０６０千円（３年間の合計額。消費税及び地方消費税額を除く。） 

とします。 

なお，提案見積書に記載する提案価格が，この提案限度額を超えた場合は無効としま 

す。 

 

５ 長期継続契約 

(1) 本件契約は，三原市水道部長期継続契約を締結することができる契約に関する規程

（平成２２年水道事業管理規程第２号）による契約であり，発注者の予算に関し議決権

を有する議会等において，本件契約に係る令和５年度予算が成立したときをもって効

力が生じるものとします。また，本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において，

本件契約に係る予算が減額又は削除された場合は，契約を変更又は解除することとな

ります。 

なお，契約の解除によって生じた本件契約の受注者の損害について，発注者はその賠

償の責めを負わないものとします。 

（2）発注者における令和５年度以降の予算（本業務委託契約に係る予算を含む。）は，企

業団議会において審議されることとなります。 

 

６ 契約保証金 

受注者は，契約金額の総額（消費税及び地方消費税額を含む。）の１００分の１０以上

の契約保証金を契約締結時までに納付するものとします。ただし，契約保証金に代わる担

保として金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また，次

の各号のいずれかに該当する場合は，その全部又は一部を免除ことができます。 

(1) 受注者が保険会社との間に発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し，当

該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。 

(2) 受注者が過去２年間に，当該契約と種類を同じくし，かつ規模を同等以上とする契約

を市又は国（特別の公法人で，その事業の執行について主務大臣の監督を受けるものを
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含む。）若しくは他の地方公共団体と２回以上にわたって締結し，これらをすべて誠実

に履行した者で，契約締結後契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる

とき。 

 

７ 業務委託料の支払 

業務委託料の支払いは月払いとし，業務開始月分から，翌月払いとします。 

 

８ 日程等の予定 

内  容 日 付 等 

公告 令和４年１１月２５日（金） 

質問書の提出期限 令和４年１２月２日（金）午後５時まで 

質問書に対する回答期限 令和４年１２月８日（木） 

参加申込書等の提出期限 令和４年１２月１２日（月）午後５時まで 

参加資格審査結果の通知 令和４年１２月１５日（木） 

業務提案書等の提出期限 令和４年１２月２６日（月）午後５時まで 

プレゼンテーションの実施 令和５年１月１０日（火）  

審査結果の通知 令和５年１月１６日（月） 

業務委託契約の締結 令和５年１月下旬 

履行期間開始 令和５年４月１日（土） 

なお，スケジュールは公告日現在の予定であり，やむを得ず変更する場合があります。 

 

９ 質問書の提出及び回答方法等 

(1) 質問内容 

本実施説明書に記載する業務提案書等作成，提出に必要な事項に限るものとし，審査

に係る質問は受け付けません。 

(2) 質問の提出方法等 

ア 提出書類 

質問書（別紙「様式第１号」）によるものとします。 

イ 提出期限 

令和４年１２月２日（金）午後５時まで 

ウ 提出方法 

持参又はＦＡＸ（いずれの方法も提出期限必着とします。） 

持参による場合の受付時間は，営業日の午前９時から午後５時までとします。また， 

ＦＡＸで提出する場合は，発信の旨を速やかに電話で連絡してください。 

エ 提出先 

〒723-0065 広島県三原市西野五丁目１４番１号 三原市水道部管理課料金係 

 ＦＡＸ：０８４８－６４－２１３５  電話：０８４８－６４－２２４３ 

(3) 質問に対する回答方法 

質問に対する回答は，令和４年１２月８日（木）までに三原市水道部ホームページ

（https://www.mihara-waterworks.jp）に掲載します。 



- 7 - 
 

10 参加申込書等の提出方法 

(1) 提出書類（各１部） 

ア  参加申込書（別紙「様式第２号」） 

イ  会社概要書（別紙「様式第３号」） 

ウ 法人登記簿謄本の写し（参加申込書を提出する日を基準として３か月以内に発行 

されたものに限ります。） 

エ 財務状況（直近３か年の各会計年度における損益計算書及び貸借対照表） 

オ 会社概要や業務内容等を記載したパンフレット，定款等 

カ 受注実績証明書（別紙「様式第４号」）及び業務委託契約書の写し 

キ 消費税及び地方消費税の納税証明書（参加申込書提出日以前３か月以内に証明さ

れたもの。写し可。） 

ク 三原市税の納税証明書（参加申込書提出日以前３か月以内に証明されたもの。写し

可。三原市に納税義務がない場合は不要。） 

 (2) 提出期限 

令和４年１２月１２日（月）午後５時まで 

(3) 提出方法 

持参又は郵送（いずれの方法も提出期限必着とします。） 

郵送による場合は簡易書留等により記録が残るようにすること。また，持参による場 

合の受付時間は，営業日の午前９時から午後５時までとします。 

(4) 提出先 

〒723-0065 広島県三原市西野五丁目１４番１号 三原市水道部管理課料金係 

 

11 参加資格審査結果の通知 

提出された参加申込書及び添付書類により，参加資格審査した結果を，令和４年１２月 

１５日（木）に，参加資格を有する者（以下「参加事業者」という。）と有しない者それ

ぞれに文書にて通知します。 

通知文は当日発送しますが，郵便事情により到着に多少のずれが生じる場合がありま

すので，ご了承ください。 

 

12 業務提案書等の作成及び提出方法 

(1) 業務提案書の提出部数及び様式等 

ア 提出部数 

８部（正本１部，副本７部，いずれも紙媒体で提出することとします。なお，正本 

には代表者印を押印してください。） 

イ 様式等 

(ｱ) 業務提案書は，この実施説明書の「13  評価項目等」に定める評価項目の順にす

べてをもれなく作成してください。 

(ｲ) 業務提案書は日本工業規格Ａ４版で両面印刷を基本とします。ただし，図表など
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はＡ３版片面印刷で折込み挿入も可とします。 

(ｳ) 目次を付け，各ページにページ番号を記入してください。 

(2) 提案見積書 

提案見積書（別紙「様式第５号」）は，本業務全体（３年間）に要する費用を積算し，

消費税及び地方消費税額抜きで記入してください。また，それに伴う提案見積内訳明細

書（様式自由）も同封してください。 

業務提案書とは別の封筒に封印の上，１部提出してください。 

(3) 提出方法等 

ア 提出期限 

令和４年１２月２６日（月）午後５時まで 

イ 提出方法 

持参又は郵送（いずれの方法も提出期限必着とします。） 

持参による場合の受付時間は，営業日の午前９時から午後５時までとします。 

ウ 提出先 

〒723-0065 広島県三原市西野五丁目１４番１号 三原市水道部管理課料金係 

 

 

13 評価項目等 

  (1) 評価項目等については，次表に掲げるとおりとする。 

区分 提案項目等 評価項目 評価の視点 配点 

書
類

評
価

項
目
 

会社概要及び

財務状況に関

する項目 

自己資本比率 

経常利益率 

業務履行実績 

安定して業務を遂行できる経営基

盤と，経験と知識を有しているか。 

 

 

 

 

10 

提
案

評
価

項
目
 

業務遂行体制

に関する項目 

①情報管理，個 

人情報保護 

情報管理，個人情報保護に対する

考え方及び対策が提案されている

か。 

25 

 ②人員配置，管 

理責任，業務 

継続体制 

業務を遂行するうえで必要な能力

及び人員の配置がされているか。

また，欠員が生じた場合の対応が

提案されているか 

指揮命令系統，管理体制が明確に

なっているか。 

 ③業務従事者へ 

の教育 

業務従事者への教育体制が充実

し，実現可能な提案となっている

か。 

 ④労働安全衛生 

管理 

業務従事者への教育体制が充実

し，実現可能な提案となっている

か。 

 ⑤損害補償事案 

への対応 

賠償保険等の保険に加入し，事案

発生時には適切な対応が可能か。 

業務に関する

項目 

①電話・窓口用 

の受付業務 

市民等からの電話や窓口での受付

は，どのように対応するのか。 

35 

 ②検針作業，検 

針情報管理 

検針作業や情報管理は，どのよう

に行うのか。 

r.kameya
四角形

r.kameya
四角形
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 ③開閉栓現地対 

応業務 

休止中の異常対応を含む開閉栓作

業について，どのように対応する

のか。また，現地精算作業について

は，どのように対応するのか。 

 ④滞納整理業務 滞納整理業務（催告，給水停止及び

解除）に，どのように取り組んでい

くのか。 

 ⑤調定・請求・ 

収納業務 

水道料金等の調定，請求，収納は，

どのように対応するのか。 

 ⑥メーターの在 

庫管理，検満 

取替計画 

メーターの入出庫及び在庫管理

や，検満取替の計画については，ど

のように対応するのか。 

 ⑦給水装置工事

申請等の受付 

・審査・検査 

申請書の受付から審査・検査，また

給水に関する問い合わせに，どの

ように対応し取り組んでいくの

か。また，配管閲覧者に対し，どの

ように対応するのか。 

自主的な取組

に関する項目 

①独創性 企業の持つ技術や経験を活かし，

より効果的な運用方法やコスト削

減策を具体的に提案しているか。 

10 

 ②企業としての 

地域貢献 

市内人材の活用方針及び発注者催

事への参加など，具体的な地域貢

献策を提案しているか。 

価
格

評
価

項
目
 

提案価格に関

する項目 

提案価格に関す

る評価 

提案内容に見合った適切な見積金

額となっているか。 

 

 

 

 

20 

評 価 配 点 合 計 100 

 

(2) 業務提案書に記載する項目は，上記(1)の項目全てをもれなく記載してください。評価

は主に業務に対する理解度，意欲，技術力，業務提案内容の的確性，人員配置の充実度，

独自性，提案見積書の経済性等を基準として評価します。また，提案内容全体として，

いかに本業務のサービス向上のために優れた提案がなされているかなどの点も考慮し

ます。 

 

14 業務提案書の審査及び評価の実施方法 

(1) 選定委員会 

三原市水道事業料金等関連業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）に 

おいて，プロポーザルにより優先交渉権者を選定します。 

(2) 審査及び評価の方法 

ア プレゼンテーションの実施 

(ｱ) 参加事業者のプレゼンテーションを，令和５年１月１０日（火）に実施する予定 

としています。詳細な日程等は別途通知します。 

(ｲ) 原則として，プレゼンテーションの順番は，業務提案書等の提出順とします。 

(ｳ) プレゼンテーション会場への入場は，４名以内としてください。 

(ｴ) プレゼンテーションにパソコンやプロジェクター等の機器を使用する場合は，

r.kameya
四角形

r.kameya
四角形
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参加事業者において準備してください。また，準備は，プレゼンテーション開始前

の１０分以内に行ってください。 

(ｵ) 各参加事業者のプレゼンテーションの持ち時間は５０分以内とし，概要説明を

２０分程度，質疑応答を３０分程度とします。 

(ｶ) プレゼンテーションの際，追加資料の提出は認めないこととします。 

(ｷ) プレゼンテーション及びプレゼンテーションの内容に関するヒアリングは参加 

事業者ごとに行い，原則非公開とします。 

 (ｸ) プレゼンテーションへの参加事業者が１者のみの場合でも，審査及び評価は実 

施します。 

イ 審査結果の通知 

(ｱ) 委員会での決定を受けて，参加事業者に対し選定結果を令和５年１月１６日（月） 

に通知する予定としています。 

(ｲ) 通知を受けた参加事業者は，当該通知を受け取った日の翌日から起算して７日 

以内に，選定結果について書面（様式自由）により説明を求めることができます。 

なお，選定結果は，当該参加事業者の評点項目点に限ります。 

  ウ 審査結果の公表 

    審査結果は，三原市水道部ホームページ（https://www.mihara-waterworks.jp）で 

公表します。公表内容は優先交渉権者名，全ての参加事業者の点数（優先交渉権者以

外はＡ社，Ｂ社，・・・と表示）とします。 

 

15 業務委託契約の締結 

優先交渉権者と，業務の詳細内容について，協議及び見積書徴取を実施し，令和５年

１月下旬を目途に，三原市水道事業契約規程（平成１７年３月２２日水道事業管理規程

第６号）に基づき，随意契約により業務委託契約を締結します。 

ただし，契約締結までの間において，優先交渉権者が「16 失格要件」に該当した場

合，業務の詳細内容の協議が整わない場合及び見積書徴取の結果契約締結ができない

場合は，次点者を優先交渉権者に繰り上げるものとします。 

 

16 失格要件 

参加事業者が，業務委託契約を締結するまでの間に，次に掲げる事由に該当した場合は， 

参加資格及び優先交渉権者の決定を取り消すこととします。 

(1)「３ 参加資格要件」に該当しなくなったとき 

(2) 参加資格等に瑕疵が認められたとき 

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき 

(4) 提出書類が提出期限までに提出されないとき 

 (5) その他不正あるいは公平性を欠く行為があったとき 
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17 その他 

(1) プロポーザル参加及び業務開始準備期間中に要する費用は，全て参加事業者及び受 

注者の負担とします。 

(2) 提出された参加申込書及び業務提案書等は，提出期限までに限り改変できるものと 

します。 

(3) 書面による申し出により，何時でもプロポーザル参加を辞退することができます。 

 (4) 提出された参加申込書及び業務提案書等は返却しません。また，提出書類の著作権 

は，参加事業者に帰属します。ただし，発注者は，本プロポーザル手続き及びこれに関 

する事務処理に必要な範囲において，複製，記録及び保存等を行う場合がありますので，

ご了承ください。 

(5) 提出書類，その他の確認のため追加資料の提出を求めることがあります。 

(6) 参加事業者の提案見積価格が著しく低価な場合は，発注者が業務委託の実現性につ

いて調査を行う場合があります。 

(7) 提出書類については，著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１８条第３項第３号

の意思表示がない場合，三原市情報公開条例（平成１７年条例第１２号）の規定に基

づき公開します。 

(8) 本実施説明書に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は，協議により定めます。 

 

18 問い合わせ先 

〒723-0065 広島県三原市西野五丁目１４番１号 三原市水道部管理課料金係 

電   話：０８４８－６４－２２４３ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８４８－６４－２１３５ 

 

 

 

 


