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岐 阜 市 上 下 水 道 営 業 関 連 業 務 委 託   基 本 仕 様 書 

第１章 一般事項 

第１節 目的 

この仕様書は、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者（ 以下本仕様書内において「 発注

者」 という。） の委託する検針・ 徴収・ 電算処理等委託業務（ 以下「 業務」 という。） につ

いて必要な事項を定める。  

第２節 契約期間 

１  履行期間 

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで（ 5か年）  

２  準備期間 

契約締結日より令和5年12月31日までは準備期間とする。なお、この準備期間中に

自己の負担と責任において、システムの構築及びテスト、従業員の確保・ 教育並びに前

受注者からの業務引継ぎ及びデータ引継ぎ等を行い、履行開始日以降の業務が円滑に遂

行できるよう最大限の対処を行うものとする。  

第３節 法令等の遵守 

業務受注者（ 以下「 受注者」 という。）は、業務の施行にあたり、次に掲げる法令等を遵

守しなければならない。  

(1)  水道法（ 昭和32年法律第177号）  

(2)  地方公営企業法（ 昭和27年法律第292号）  

(3)  下水道法（ 昭和33年法律第79号）  

(4)  地方自治法（ 昭和22年法律第67号）  

(5)  岐阜市水道給水条例（ 昭和36年岐阜市条例第34号） 及び岐阜市水道給水条例施

行規程（ 昭和62年岐阜市水道部管理規程第15号）  

(6)  岐阜市下水道条例（ 昭和36年岐阜市条例第35号） 及び岐阜市下水道条例施行規

程（ 昭和36年岐阜市水道部管理規程第3号）  

(7)  岐阜市上下水道事業部企業会計規程（ 昭和62年岐阜市水道部管理規程第7号）  

(8)  岐阜市個人情報保護条例（ 平成16年岐阜市条例第1号）  

(9)  岐阜市情報公開条例（ 昭和60年岐阜市条例第28号）  

(10)  岐阜市上下水道事業部徴収事務等委託規程（ 平成19 年岐阜市上下水道事業部管

理規程第6号）  

(11)  岐阜市セキュリティポリシー 

(12)  前各号に掲げるもののほか、業務に関連する法令等 
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第４節 情報の管理 

１  情報資産の管理 

  受注者は、本業務で取り扱う個人情報や機密情報、発注者から入手する資料及び作成

する資料（ 以下「 情報資産」 という。）等について、厳重に管理しなければならない。特

に個人情報を取り扱う場合には、別紙1「 個人情報取扱特記仕様書」 を遵守しなければ

ならない。  

  また、情報資産の保管管理については、発注者に対して一切の責を負うものとし、情

報資産における発注者が指定した目的以外の使用・ 複写・ 複製及び第三者へ提供するこ

とを禁止する。 

２  秘密の漏洩の禁止 

受注者は、業務の実施に際して知り得た情報に関し、譲渡、貸与、複写、閲覧、口頭

などいかなる手段においても、一切第三者に漏らしてはならない。  

また、知り得た情報を自己の利益のために用いてはならない。  

    なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。  

  ３  記録物の持ち出し禁止 

受注者は、電磁的記録、帳票、手書の書類、担当者のメモ類その他業務に伴う媒体、

帳票類（ 以下「 記録物」 という。） は、検針、徴収、発注者への移送その他業務遂行上当

然必要となる場合を除き、伝送、電磁的記録媒体、帳票などいかなる手段においても、

営業所以外の場所へ発注者の許可なく持ち出してはならない。 

なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

４  記録物の管理 

受注者は、記録物を汚損、亡失、盗難、流出等のおそれがないよう管理しなければな

らない。特に、電磁的記録については、特別なセキュリティ区画を設けるなどの措置を

講じなければならない。  

５  記録媒体の廃棄等 

受注者は、記録媒体等（ 端末装置等記録媒体を内蔵するものを含む。以下同じ。）につ

いて廃棄、譲渡、売却又はリース会社への返納等を行う場合は、記録媒体等を物理的に

破壊する、又はデータ消去ツールを利用するなどの方法により、データが復元できない

ような状態にしなければならない。また、電算出力帳票、手書の書類、担当者のメモ類

その他の個人情報を含む帳票等を廃棄する場合は、裁断、焼却、融解等情報が流出しな

いよう確実な方法を講じなければならない。 

第５節 従業員に守らせるべき事項 

受注者は、受注者が雇用する者（ 以下「 従業員」 という。） を指導、監督し、次に掲げる

事項を遵守させなければならない。なお、従業員の行為により、上下水道の使用者、管理
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人等（ 以下「 使用者等」という。）の苦情が発生した場合は、受注者の責任において対応し

なければならない。 

(1)  前２節に記載する事項 

(2) 業務従事中に受注者の定める制服を着用すること。 

(3)  業務従事中に身分証明書等を着用（ 携行） すること。  

(4)  業務従事中は他の営業行為をしてはならない。  

(5)  使用者等に対しては、岐阜市の業務を受託している者としてふさわしい態度、身

だしなみ及び言葉づかいをすること。  

(6)  業務の実施にあたり、いかなる理由においても水道料金、下水料金、督促手数料、

遅延損害金及び延滞金（ 以下「 水道料金等」 という。） 以外の金品その他のものを収

受してはならない。  

(7)  業務の実施にあたり、個人の所有物件を破壊しないよう細心の注意を払わなけれ

ばならない。 

(8)  前各号に掲げるもののほか、業務の実施にあたり必要な事項 

第６節 従業員教育等 

１  従業員教育 

受注者は、前節の遵守事項及び業務の処理手順その他業務に従事するにあたって必要

な事項について、従業員を十分教育しなければならない。 

２  業務引継ぎ 

受注者は、従業員が交代する場合には、引継ぎに伴う使用者等とのトラブルを起こさ

ないよう、新従業員に十分な教育を行うとともに、旧従業員に業務内容等の引継ぎを遺

漏なく させなければならない。 

第７節 事故報告等 

１  事故報告 

受注者は、次に掲げる事故等が生じた場合、直ちにその状況を発注者に報告するとと

もに、速やかに事故報告書を作成し提出しなければならない。 

(1)  領収書及び業務使用印の紛失 

(2) 身分証明書及びICカードの紛失 

(3) 受領した水道料金等の紛失、盗難 

(4)  業務に関する記録物等の紛失、滅失 

(5)  前各号に掲げるもののほか、発注者に報告する必要があると認められるもの 

  ２  事故等の処理 

前項に規定する事故等の処理については、発注者と受注者で協議のうえ行うものとす
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る。ただし、受注者において、事故発生時に何らかの措置を講ずる必要があると判断し

た場合には、受注者の責任において当該措置を行うものとする。  

第８節 帳票類 

１  印影の印刷 

  以下の帳票については、帳票発行時にプリンタにより公印の印影を印刷することとす

る。ただし、帳票については追加する場合がある。  

・ 各種納入通知書兼領収書（ 料金納付用、督促用、下水料金延滞金用など）  

・ 水道料金下水料金領収書 

・ 更正通知書、充当通知書 

・ 給水停止予告通知書、給水停止執行通知書 

・ 水道・ 下水道使用証明書 

・ 水道・ 下水料金完納証明書、水道・ 下水料金納付証明書 

  ２  インボイス制度への対応 

  以下の帳票はインボイス制度（ 適格請求書等保存方式） に対応しなければならない。

ただし、税務署等の指導により追加が必要となった場合は、別途協議する。  

なお、帳票への記載にあたっては、媒介者交付特例を採用することとし、税額の記載

は内税方式とする。 

・ 検針票又はこれに類する帳票 

・ 各種納入通知書兼領収書（ 料金納付用、督促用、下水料金延滞金用など）  

例） 納入通知書兼領収書（ 再発行を含む）、督促状など 

・ 領収書に該当するもの 

  例） 現地発行する領収書、口座振替結果のお知らせなど 

・ 更正通知書、充当通知書 

・ 水道・ 下水料金完納証明書、水道・ 下水料金納付証明書 

３  誤って発行した帳票 

誤って発行した帳票は、第４節第４項の例により確実に処分しなければならない。 

第９節 業務提携 

１  業務提携の承諾 

   受注者は、受注者の業務提携業者と共同で本業務委託を遂行する場合は、あらかじめ、

業務提携承諾願を提出して発注者の承諾を得なければならない。  

２  業務提携の手続き 

受注者は、本業務に関する業務提携先の行為について責任を負うとともに、業務提携

先との間に第３節から第５節までに記載する事項を含む規約を交わすこと。なお、契約
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書の写し及び規約の写しを速やかに提出すること。  

第１０節 再委託 

１  再委託等の承諾 

受注者は、受注した業務を第三者に委託し、又は代理（ 以下「 再委託等」 という。） さ

せてはならない。ただし、発注者が承認した場合は、この限りではない。なお、ただし

書の場合において、業務の一部を再委託等しようとするときは、あらかじめ、再委託等

承諾願を提出して発注者の承諾を得なければならない。  

２  再委託契約 

受注者は、本業務に関する再委託先の行為について責任を負うとともに、再委託先と

の間に第３節から第５節までに記載する事項を含む規約を交わすこと。なお、契約書の

写し及び規約の写しを速やかに提出すること。  

第２章 業務 

第１節 委託業務の範囲等 

１  委託業務の範囲 

   委託業務の範囲は、次のとおりとし、受注者は、別に定める業務委託契約書及び本仕 

様書を遵守し、業務を遂行するものとする。 

(1)  窓口業務 

(2)  検針業務 

(3)  料金計算業務 

(4) 収納業務 

(5)  滞納整理業務 

(6) 随時精算業務 

(7) メーター管理業務 

(8) 電算処理業務 

(9) 前各号に附帯するもので、発注者が必要に応じ指示するもの 

２  指定給水装置工事事業者 

受注者は、前項第7号の業務に着手する前に、岐阜市指定給水装置工事事業者の指定

を受けておかなければならない。  

第２節 業務の内容 

１  窓口業務 

(1) 電話対応 
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・ 使用開始及び休止（ 随時精算） の受付 

・ 送付先、使用者等の変更 

・ 漏水調査の案内（ 業者の電話番号の案内）  

・ 還付及び漏水修理後の減免の受付 

・ 口座振替の申込みの案内 

・ メーターに関する案内（ 補修鉄蓋の案内対応含む。）  

・ その他電話対応業務に関すること。  

(2)  水道料金等の窓口収納 

(3) 使用開始届、使用中止届及び水道料金等口座振替申込書等の受付 

(4) 水道・ 下水道使用証明書、水道・ 下水料金完納証明書及び水道・下水料金納付証明

書の申請書の受付及び交付 

(5) 対応記録の入力 

(6) 水道メーター及び井戸メーターの申請受付及び貸出 

 (7)  「 工事申込書及び施行承認申請書」 受付簿入力 

(8) 「 給水装置・ 排水設備工事設計書」 のスキャナー入力 

(9) 「 道路掘削受付簿」 の入力（ 業者用）   

(10)  「 代理人又は管理人選定届」 の管理 

(11)  上下水道事業部各課の案内及び取次ぎ 

(12)  水道週間等における普及啓発業務 

(13)  前各号に掲げるもののほか、窓口対応業務に関すること。  

なお、上記(6)から(10)までは、営業課内でのみ実施すること。  

２  検針業務 

(1) 水道メーター、井戸水メーター、時間計メーター等の指針値の読み取り（ 休止中を

含む。）  

(2)  検針データの入力 

(3) ご使用水量等のお知らせ及び納入通知書（ 現地発行） の作成並びに発送 

(4) 使用水量が著しく変動した時の原因調査及び時間計乗率の再調査 

(5) 漏水が疑われる場合の使用者等への調査及び修理依頼 

(6) 無届使用者等の氏名、電話番号及び使用開始年月日等の調査並びに通水停止 

(7) 発注者が指定する調査及びチラシ等の配布 

(8) 使用開始及び閉栓等に係る帳票の作成 

(9) 新規開栓における調査及び検針順路の決定 

  (10)  検針時にメーターの検定満期切れ、不廻り、破損等を見つけた場合の報告 

  (11)  共同住宅の入居の有無の確認 

 (12)  使用者の種別及び使用人員の確認 
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(13)  井戸水使用の有無及び使用状況の確認 

(14)  発注者の指示による検針従事者への教育及び指導 

(15)  検針順路の地図の作成及び修正 

(16)  前各号に掲げるもののほか、検針業務に関すること。 

３  料金計算業務 

(1) 検針後のデータ、提出書類等の記載内容の確認、審査及び再調査 

     （ 発注者の指定したものを除く 。）  

(2)  発注者の指示又は使用者等からの苦情等のあったものの再調査 

     （ 調査対象は、当該検針以前のものも含む。）  

   (3) 検針または水量認定による水道料金等の計算 

(4) 漏水等の異常を認識した場合の使用者等への連絡及び修理依頼 

(5) 使用人員及び使用状況の把握 

(6) 調定更正、還付及び充当に関する資料の作成 

(7) 更正通知書及び充当通知書及の作成並びに発送 

(8) 使用水量認定簿の作成 

(9) 調定月報及び年報の作成 

(10)  前各号に掲げるもののほか、料金計算業務に関すること。  

４  収納業務 

 (1)  水道料金等の収納消込み 

 (2)  コンビニエンスストア収納処理（ 環境整備、データの受信を含む）  

 (3)  クレジットカード収納処理（ 環境整備、データの送受信を含む）  

    ※ただし、現時点では未導入。令和6年中に導入見込み。 
 (4)  発注者の指示による過誤納金の還付及び充当に関すること。 

 (5)  口座振替及び再振替処理に関すること（ 環境整備、データの送受信を含む。）  

    ※  口座振替については、AnserDATAPORT（ 以下「 ADP」 という。）及びVALUXの双方
を利用したデータ伝送を想定すること。ただし、紙媒体や電磁的記録媒体によ

る授受の場合も考慮しておく こと。  

 (6)  納入通知書の作成及び発送 

(7) 納入通知書の再発行の受付、作成及び発送 

 (8)  預金口座振替依頼書及び口座振替済のお知らせ等の作成及び発送 

 (9)  あて先不明の納入通知書等の調査及び配布 

 (10)  発注者指示による点字文書作成 

 (11)  各種日報及び月報の作成（ 収納日報等）  

(12） 前各号に掲げるもののほか、収納業務に関すること。  

５  滞納整理業務 
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(1)  水道料金等の滞納整理（ 滞納整理票の作成を含む。）  

(2)  督促状及び延滞金納入通知書の作成及び発送 

(3) 催告書の作成及び発送並びに発注者の指示による催告に関する資料の作成 

(4) 給水停止予告通知書の作成及び発送 

(5) 給水停止執行通知書の作成及び発送 

(6) 給水停止の猶予、実施及び解除並びにその結果報告 

(7) 給水停止に関する資料作成 

(8) 納付誓約書（ 債務承認書） の受付及び管理 

(9) 滞納者管理（ 滞納理由及び居所の調査、給水停止実施後の調査等）  

(10)  納付相談の受付 

(11)  債権管理（ 時効の管理等）  

(12)  破産及び倒産等の情報収集及び発注者への報告 

(13)  不納欠損及び債権放棄等に関する資料作成及びシステム処理（ 時効の援用を含む。） 

(14)  各種日報、月報及び統計資料の作成（ 給水停止に関する報告書、滞納整理月報等）  

(15)  債権管理の引継 

受注者にて十分な対応を行ったが、徴収の見込みが無いと発注者が認めたものつい

ては、発注者又は発注者の指定する者（ 以下「 発注者等」という。）による対応に切り

替えることができるものとする。ただし、入金管理については、切り替え後も実施す

るものとし、発注者等からの問い合わせ及び調査依頼については、誠実に対応するこ

と。 

(16)  公示送達の資料作成 

(17)  支払督促や差押え分等に関する資料作成 

(18)  前各号に掲げるもののほか、滞納整理業務に関すること。  

６  随時精算業務 

(1) 使用者等からの転居等の受付 

(2) メーター指針値の読み取り及びデータ入力（ 料金計算）  

(3)  水道料金等の徴収又は収納（ 現地精算）  

(4)  水道料金等の未納の確認及び徴収 

(5) 転居先の調査及び随時精算（ 閉栓） 情報の入力 

(6) 納入通知書（ 納付制） の作成及び発送又は口座振替処理 

(7)  前各号に掲げるもののほか、随時精算業務に関すること。  

７  メーター管理業務 

(1) 検定満期メーター取替予定表作成 

(2) メーター取替えのお知らせ作成及び発送 

(3) 検定満期メーターの取替え 
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(4)  休止中メーター撤去 

(5) 故障メーター取替え 

(6)  メーターボックス内漏水等の調査及び修理（ メーター両端）  

(7)  開閉栓に伴うメーターの脱着及び閉栓検定満期メーターの回収 

(8) メーター取替え及び開閉栓に伴うメーター情報の入力 

(9) 発注者の指示による遠隔指示メーター及びその他私設メーターの検定満期切れ取

替通知の作成及び発送  

(10)  岐阜市上下水道事業部の倉庫内で管理されている在庫メーター数の月次報告 

(11)  前各号に掲げるもののほか、メーター管理業務に関すること。  

８  電算処理業務 

(1) システムの運用管理（ 付属機器を含む）  

(2)  システム改修 

・ 上下水道料金改定に伴うプログラム修正 

・ クレジットカード収納に関するプログラム修正 

・ 延滞金等に関するプログラム修正 

・ 消費税率改定等の法令改正に伴うプログラム修正 

・ 時効の変更等の法令改正に伴うプログラム修正 

・ 年号の変更に伴うプログラム修正 

・ その他、発注者と受注者が協議の上合意した事項 

(3) データの管理（ 保管、セキュリティ管理及び危機管理を含む。）  

(4)  マスタ管理（ 金融機関の統廃合、住居表示等の対応、新規マスタ作成、修正、給排

水工事設計書の管理等を含む。） 及びデータの入力 

(5) 水道料金等の計算 

(6) 電子データの作成（ 口座振替データ、クレジット請求データ等）  

    (7) 各種日報、月報及び年報の作成 

(8) 各種帳票の作成 

(9) 各種統計の作成 

(10)  資料（ データを含む。） の作成と提出 

受注者は発注者から次に掲げる資料（ データを含む。） の提出を求められた時は、

速やかに提出しなければならない。 

・ 上下水道料金改定等に伴う資料（ データを含む。）  

・ 突発的に必要となった資料（ データを含む。）  

・ その他発注者が必要とする資料（ データを含む。）  

(11)  各種データの分析 

(12)  前各号に号掲げるもののほか、電算処理業務に関すること。  
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第３節 営業所の設置 

 受注者は、岐阜市役所庁舎内（ 岐阜市司町40番地1、事務所スペース181. 60㎡） に営

業所を設置し、名称を「 岐阜市上下水道料金センター」（ 以下「 料金センター」 という。）

としなければならない。  

第４節 営業時間 

１  料金センターの営業時間 

(1) 平日の通常業務は、8時45分から 17時30分（ 木曜のみ20時） までとする。  

(2)  土曜、日曜及び祝日は、9時15分から 16時までとする。 

(3)  毎年12月29日から 1月3日までは休業日とする。そのほか、管理者がやむを得な

いと認めた場合は、休業することができる。ただし、不測の事態に備えた体制をとら

なければならない。  

(4)  給水停止を実施する日は木曜日とし、時間内は給水停止の解除等に対応しなければ

ならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、別日とすることができる。 

２  現場訪問時間 

現場訪問は、原則として営業時間内に行うものとする。ただし、発注者からの指示又

は使用者等からの依頼に応じて、柔軟に対応しなければならない。  

第５節 マニュアル等 

１  マニュアル 

受注者は、発注者の業務に支障が生じないよう、システム操作マニュアルその他のマ

ニュアルを作成し、発注者が指示する部数を提出しなければならない。  

２  教示 

受注者は、発注者の業務に支障が生じないよう、発注者の職員等にシステムの操作等、

必要な教示をしなければならない。  

３  受注者の業務処理フロー 

受注者は、受注者の業務処理フローを１部、発注者に提出しなければならない。なお、

業務処理フローに変更が生じたときは、同様に提出しなければならない。 

第３章 届出等 

第１節 業務に従事する者の選任 

１  業務責任者 

受注者は、委託業務全般について一切の管理を行い、業務の施行及び運営管理等を行
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う業務責任者を決め、「 業務責任者届」 を発注者に提出しなければならない。  

業務責任者は、国内において本業務でいう業務責任者として3年以上の経験を有する

者とし、営業所に常駐しなければならない。業務責任者が不在の時は、その代理人（ 第

3章第1節2及び3に記載する業務主任者として3年以上の経験を有する者） を置かな

ければならない。  

２  電算業務主任者 

受注者は、円滑に業務を遂行するため、電算処理業務及び情報処理システムのセキュ

リティ管理を統括させるため電算業務主任者を決め、「 電算業務主任者届」 を提出しな

ければならない。電算業務主任者は専任とし、電算処理業務及び情報処理システムのセ

キュリティ管理の実務経験を2年以上有する者とする。  

３  検針・ 料金計算業務主任者、収納業務主任者及び滞納整理業務主任者 

受注者は、検針・料金計算業務、収納業務及び滞納整理業務を統括させるため、検針・

料金計算業務主任者、収納業務主任者及び滞納整理業務主任者を決め、「 検針・料金計算

業務主任者届」「 収納業務主任者届」「 滞納整理業務主任者届」 を提出しなければならな

い。各主任者は、各業務の実務経験を2年以上有する者とする。  

検針・ 料金計算業務主任者は専任とし、収納業務主任者及び滞納整理業務主任者はそ

れぞれを兼任することができる。  

  ４  その他の従業員 

受注者は、業務を円滑に遂行するため必要な人員を受注者の責任において募集・ 採用

し、配置しなければならない。 

なお、上下水道事業部営業課にも 2名以上常駐させるものとする。  

第２節 届出 

１  業務責任者使用印の届出 

受注者は発注者への届出等、業務責任者が権限を有する書類に使用する印をあらかじ

め発注者へ届け出なければならない。 

２  業務使用印の届出 

受注者は、水道料金等の徴収又は収納の取扱いを行う営業所等で使用する印を「 業務

使用印届出書」 により、あらかじめ発注者へ届け出なければならない。  

３  連絡体制表 

受注者は、発注者が連絡を行うため必要となる連絡先を記した連絡体制表を、発注者

へ提出しなければならない。  

４  受注者は、情報セキュリティ対策の実施状況について、契約締結後一週間以内に「 情

報セキュリティ対策チェックシート」 (別紙2)を作成し、提出すること。再委託がある

場合、再委託先も「 情報セキュリティ対策チェックシート」 による点検を実施し、受注
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者の責任で問題のないことを確認の上、提出すること。  

第３節 身分証明書 

１  身分証明書の交付 

受注者は、業務の遂行にあたり、従業員の名簿を作成し、身分証明書発行願を添えて、

発注者に提出しなければならない。発注者は受注者に対し身分証明書発行許可書を交付

し、受注者は従業員に対し当該顔写真入りの身分証明書を交付するものとする。  

２  身分証明書の着用（ 携行）  

従業員は、業務に従事するときは前項に規定する身分証明書を常に着用（ 携行） しな

ければならない。  

３  身分証明書の回収 

受注者は、身分証明書を交付された従業員が業務に従事しなく なった場合は、速やか

に当該従業員の身分証明書を回収し、発注者に提出しなければならない。 

第４節 ICカード 

 １  I Cカードの交付 

発注者は、受注者の従業員のうち、岐阜市役所庁舎内におけるセキュリティエリアへ

の入退室が必要な従業員について、受注者からの申請により、従業員を指定して ICカ

ードを交付する。  

  ２  I Cカードの取扱い 

    交付されたICカードは、当該従業員のみ使用することができる。その他ICカードの

運用にあたっては、原則、新庁舎における ICカード運用のルールに従うものとする。  

  ３  I Cカードの回収 

    受注者は、ICカードを交付された従業員が業務に従事しなく なった場合は、速やかに

当該従業員のICカードを回収し、発注者へ返却しなければならない。  

  ４  I Cカードの紛失 

    I Cカードを紛失した場合は、受注者はICカードの再発行にかかる実費を負担しなけ

ればならない。 

第５節 届出事項の変更 

受注者は、本章における届出事項に変更があった場合には、速やかに発注者へ届け出な

ければならない。  

第４章 負担区分、目標等 
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第１節 負担区分 

業務に必要な物品、その他経費のうち、「 発注者が負担する物品等」（ 別紙3） に記載が

ないものは、受注者の負担とする。  

第２節 業務の目標 

１  用語の定義 

本節以降において、用語を以下のとおり定義する。  

(1)  前年度収納率 

前年度の期末（ 不納欠損処分前） における、前年度に調定された水道料金及び下水

料金（ 未納分のうち、納期未到来分を除く 。）の調定額合計に係る収入額を、調定額合

計で除して得られた数値をパーセント表示において小数点以下第3位を四捨五入して

得られる数値。ただし、発注者が指定するものが回収した金額による影響を除く もの

とする。 

(2)  現年度収納率 

当該年度の期末（ 不納欠損処分前） における、当該年度に調定された水道料金及び

下水料金（ 未納分のうち、納期未到来分を除く 。）の調定額合計に係る収入額を、調定

額合計で除して得られた数値をパーセント表示において小数点以下第3位を四捨五入

して得られる数値。ただし、発注者が指定するものが回収した金額による影響を除く

ものとする。  

(3)  過年度未収金 

過年度の水道料金及び下水料金の前年度の期末（ 不納欠損後） における未収金額。

ただし、前年度調定分については、当該年度の４月末時点の未収金額とする。  

(4)  過年度の未収金収納率 

当該年度の期末（ 不納欠損処分前） における、過年度未収金に対する収入額を、過

年度未収金で除して得られた数値をパーセント表示において小数点以下第3位を四捨

五入して得られる数値 

２  目標収納率、基準収納率 

発注者は受注者に対して、令和6年度以降の年度ごとに以下の方法により現年度目標

収納率及び現年度基準収納率を設定し当該年度の4 月に通知する。ただし、発注者は、

受注者と合意のうえで年度ごとに現年度目標収納率及び現年度基準収納率の設定方法

を変更することができる。  

(1)  現年度収納率 

①  令和6年度は、前年度収納率に0. 05を加えた数値を現年度目標収納率、前年度
収納率の実数を現年度基準収納率とする。  

②  令和7年度から令和9年度の間は、以下のとおりとする。 
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ア 前年度収納率が前年度目標収納率を超過した場合は、前年度収納率に対して

0. 05を加えた数値を現年度目標収納率、また前年度基準収納率に対し 0. 05を加

えた数値を現年度基準収納率とする。 

イ 前年度収納率が前年度基準収納率以上、前年度目標収納率以下の場合は、前年

度目標収納率及び前年度基準収納率にそれぞれ0. 02 を加えた数値を現年度目標

収納率及び現年度基準収納率とする。 

ウ 前年度収納率が前年度基準収納率未満の場合、現年度目標収納率、現年度基準

収納率は、前年度の率をそれぞれ据え置く 。  

③  令和10 年度については、契約期間中の収納率等を参考に、発注者と受注者が協
議の上、別途設定するものとする。  

④  ① ③上記 から において、前年度収納率において受注者の責めに帰すべき事由以外

で、大幅に収納率が増減したと発注者が認める場合の現年度目標収納率及び現年度

基準収納率は、発注者と受注者にて協議の上設定するものとする。  

(2)  過年度の未収金基準収納率 

過年度の未収金基準収納率を 40％とし、過年度の未収金目標収納率は設定しない。 

第３節 報奨金と違約金 

１  報奨金 

発注者は次の要件を全て満たした場合、受注者へ報奨金を支払う。  

(1)  過年度の未収金収納率が40％を超過していること。  

(2)  現年度収納率が現年度目標収納率を超過していること。  

２  違約金 

受注者は次の全ての要件に該当する場合、発注者へ違約金を支払わなければならない。 

(1)  過年度の未収金収納率が40％未満の場合 

(2) 現年度収納率が現年度基準収納率未満の場合 

３  違約金の免除又は軽減 

天災地変その他受注者の責任によらない理由により本節第２項の違約金が生じた場

合で、発注者がやむを得ないと認めた場合は、前号の違約金を免除又は軽減することが

できる。 

４  報奨金及び違約金の算定 

報奨金及び違約金の算定は、以下のとおりとする。ただし、前節第2項のただし書に

よる変更を行った場合には、算定方法を変更することができる。  

(1)  報奨金 

本節第１項に該当する場合、現年度収納率における当該年度実績から現年度目標収

納率を差し引いた値に対し、0. 01%につき 100, 000円 
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(2)  違約金 

本節第２項に該当する場合、現年度収納率における現年度基準収納率から当該年度

実績を差し引いた値に対し、0. 01%につき 100, 000円 

第４節 委託の検査等 

１  提出書類 

受注者は、指示された日までに次の書類を提出しなければならない。  

(1)  検針月報 

(2)  上下水道料金収納日報及び月報 

(3) 随時精算日報及び月報 

(4) 窓口月報 

(5)  メーター管理日報及び月報 

(6) 各種統計 

(7)  滞納整理業務に関する諸帳票 

(8) 前各号に掲げるもののほか、発注者が指定するもの 

２  定例業務調整会議 

月1回、発注者職員、業務責任者及び発注者が指定した者の出席により定例業務調整

会議を開催し、業務の執行について報告及び協議する。  

発注者は、前項の提出書類等を踏まえ、業務の進捗管理を行うとともに、必要がある

と認めるときは、受注者に業務に関する改善を指示することができる。  

３  検査 

(1)  受注者は、業務を完了したとき、当該年度の収納率の数値について、本章第２節第

２項に規定する目標収納率、基準収納率を踏まえて検査を受けなければならない。 

(2)  発注者は、本項第１号の規定の他、臨時に検査を行うことができる。  

第５章 システム等 

第１節 システム等の導入 

１  システムの構築 

      受注者は、業務を円滑に遂行できるシステム（ 以下、「 料金システム」 という。） を構

築しなければならない。当該システムは、コンビニ収納（ モバイル決済を含む）、クレジ

ットカード収納、料金の分納、過誤納金管理、時効管理、不納欠損、債権放棄、延滞金

管理、支払督促、差押え等にも対応できるものであること。また、お客様からの苦情、

要望等を迅速に把握するため、過去の対応状況や留意事項などをシステム使用者間で共

有できるものとすること。  
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２  機器の配置 

      受注者は構築した料金システムに係る端末等の機器を、業務上必要な場所に配置する

ものとする。なお、発注者職員用に当該業務に使用する料金システムを導入したパソコ

ン7台以上、プリンタ 2台を営業課内に設置しなければならない。  

また、市が指定するものからの使用開始・中止等情報の受信用並びに口座振替（ VALUX）

データ、コンビニエンスストア収納データ及びクレジットカード収納データの送受信用

の端末（ 以下、「 送受信用端末」 という。） を 1台以上料金センターに配置し、業務が遅

滞なく実施できる状態とすること。  

    ３  回線及び通信機器 

受注者は電話や料金システム、送受信用端末等に必要な通信回線や通信機器を調達し、

業務に支障が無いよう維持管理しなければならない。  

    ４  データのレイアウト  

受注者は、料金システムの改修を想定し、十分なデータフィールドを確保しなければ

ならない。  

５  危機管理対策及び費用負担区分 

受注者は、料金システムや送受信用端末（ 以下、「 料金システム等」 という。） の安全

対策について、受注者の責任と負担において、次の各号に掲げる事項を遵守し、又は対

策を講じなければならない。  

(1)  通信障害、ウィルス等への十分なセキュリティ対策 

  なお、一般の外部ネットワークと通信する場合は、ネットワーク出入口に、必要な

通信のみ許可（ 不要な通信は遮断） する設定を行うこと。また、パソコンにはウィル

ス対策を行い、常にパターンは最新であること。  

(2)  ハンディターミナルやスマートフォンなど検針機器の暗号化 

(3) サーバ設置場所における、地震や火災等の災害（ 以下「 天災等」 という。）に備えた

万全の対策 

(4) サーバを市内の営業所に設置しない場合は、天災等における通信障害対策及び通信

障害が起きた際の応急・ 復旧対策 

(5) 料金システムに係る通信回線は専用回線とし、障害・ 災害等により回線が遮断され

た場合も考慮して対策をとること。  

 (6)  その他情報漏洩に対する万全の措置を講ずること。  

第２節 システムの運用 

１  料金システムの運用 

料金システムは保守等の特別な理由がある場合を除き、24 時間稼動しなければなら

ない。  
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２  運用の記録 

受注者は、料金システムの保守や端末移設等の作業履歴を記録しておかなければな

らない。また、発注者の求めに応じ、これを提出するものとする。  

３  ユーザＩ Ｄの管理 

受注者は、ユーザＩ Ｄ並びにパスワードは料金システム利用者一人ずつ設定し、料金

システム利用者の異動等が発生した場合は、適宜迅速にユーザＩ Ｄ及びパスワードの追

加・ 削除を行わなければならない。なお、パスワードは定期的に更新するものとする。 

４  料金システムに関する問い合わせ 

受注者は、発注者からの料金システムの運用に関する問い合わせに対して、速やかに

回答しなければならない。  

５  消耗品の管理 

受注者は、料金システム等に係る消耗品について、在庫を適切に管理し、業務遂行に

影響が無いよう十分に注意しなければならない。なお、消耗品の購入費用は受注者の負

担とする。  

６  機器の設置変更等 

受注者は、機器の増設、移設、入替等が発生した場合は、機器の運搬、据付、撤去、

廃棄などを行わなければならない。  

また、必要に応じて料金システム等の設定作業等を行わなければならない。  

 ７  電磁的記録媒体の処分 

受注者は、不要となった電磁的記録媒体の処分にあたっては、確実な方法で完全に処

分するとともに、実施後、書面にて発注者に報告しなければならない。なお報告にあた

っては、処分方法（ 専用ソフトによるデータ消去、物理的破壊など）、時期、責任者等を

記載すること。 

８  契約満了及び契約途中での契約解除時の機器の全撤去 

受注者は、契約満了及び契約の途中での契約解除が発生した場合は、機器の撤去を行

い、現状に復元しなければならない。 

第３節 システムの保守 

１  保守体制 

受注者は、システム障害（ サーバ機のデータの破損・ 破壊、通信トラブル、機器の障

害、プログラムのバグ等）が発生した場合は、24時間体制で責任をもって速やかに復旧

を行える体制をとらなければならない。  

２  システム障害の対応 

受注者は、次の手順に従いシステム障害の対応を行うものとする。  

(1)  システム障害の発生時、発注者に対する状況報告 
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(2)  速やかなトラブルの原因調査及び復旧 

(3) 復旧作業完了後の動作確認 

(4) 発注者へ復旧済みの連絡 

(5) 発注者へ「 システム障害報告書」 を提出 

(6) 「 システム障害報告書」 の控えを保管するとともに再発防止に努める。  

第４節 データの保管 

受注者は、全てのデータのバックアップを日々 作成し、天災等においてもデータの破損、

紛失や情報漏洩等がないように適切に保管しなければならない。  

第５節 データの復旧 

受注者は、プログラムの不具合でデータに矛盾が起きるなど不整合が発生した場合は、

速やかにその状況を書面で発注者に通知し、修復しなければならない。  

なお、天災等を想定し、業務に支障が出ないよう、速やかに復旧できるよう対策を講じ

ておかなければならない。  

第６節 ウィルス対策 

１  ウィルス対策ソフトの導入 

受注者は、料金システムを使用する上で必要なすべてのパソコン及びサーバ並びに送

受信用端末に対し、ウィルス対策ソフトを導入し、適切に動作させなければならない。 

２  ウィルス対策ソフトの運用 

受注者は、ウィルス対策ソフトを効果的に機能させるため、定義ファイル等を定期的

に更新し、できる限り最新の状態を維持しなければならない。 

３  ウィルス対策ソフトのライセンス更新 

受注者は、ウィルス対策ソフトが期限切れにならないよう、適宜ソフトウェアの契約

更新を行わなければならない。 

第７節 セキュリティ要求事項 

１  法令違反等 

受注者は、業務を遂行する上で法令及び規定に違反した場合は、全責任を負うものと

する。  

２  セキュリティ事故等 

受注者は、業務を遂行する上でセキュリティ事故・ 事件及びセキュリティポリシー違

反があった場合は、速やかに発注者に通知するとともに、原因及び被害を調査、報告し、

事故等に対する最善の対策を講じなければならない。  
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３  監査 

発注者は、業務上必要な場合に、受注者及び受注者の再委託事業者に対し、監査を実

施することができる。この場合において、発注者は受注者に対し、監査結果を通知する

ものとする。 

第６章 委託料の支払い 

第１節 委託料の請求 

委託料は月払いとし、受注者は、各月の業務履行状況について発注者の確認を受けた後、

特約条項で定めた各該当年度の支払い予定額を月数で除した額（ 端数が生じる場合は当該

年度の最終支払時に清算する。以下「 当月支払額」という。） を委託料として、発注者の定

める手続きに従い請求するものとする。  

なお、当該年度最終の請求については、第４章第３節にいう報奨金の増額又は違約金の

減額を行った上で請求するものとする。  

第２節 委託料の支払い 

発注者は、受注者から請求を受けたときは、業務の履行内容を確認し、請求日から起算

して30日以内に支払うものとする。 

ただし、第１章第２節による業務の準備期間中については、委託料を支払わないものと

する。  

第７章 その他 

 第１節 著作権の帰属 

著作権の帰属は次に定めるところによる。 

(1)  発注者に帰属するもの 

・ システムコード仕様、システムデータ移行用レイアウト及び業務処理手順書の使用

権及び改変権 

・ システム画面デザインの使用権（ ただし、第三者に開示する場合には、受注者の承

諾を要する。）  

(2)  受注者に帰属するもの 

・システム設計書、システムフローチャート、プログラム仕様書、データベース記述、

プログラム等、業務遂行の上で、受注者が提供する電算システムに関する著作権 

第２節 業務引継ぎ 
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(1)  受注者は、契約の終了した日までに収納及び徴収した水道料金等を、発注者が指定

する日までに発注者指定の出納取扱金融機関へ納金すること。  

(2)  受注者は、契約の終了した日までに実施した委託業務に係る各種報告書を作成し、

発注者の指定する日までに発注者へ提出すること。  

(3)  受注者は、委託業務の契約が解除されたときは、速やかに委託業務に関する一切の

事務、発注者指定のレイアウトに変換した電子データ及び必要帳票類を発注者又は発

注者の指定する者に引き継がなければならない。  

(4)  受注者は、委託業務の契約の解除があったとき、履行期間内の発注者の指定する日

まで、発注者職員用に設置した当該業務に使用するシステムを導入したパソコン及び

関連機器を無償で貸し出しするものとする。 

(5)  受注者は、本業務の次期契約が受注者との間に締結されなかったとき、発注者が指

定する期間内に発注者及び発注者が指定する者に対し引継ぎを行うこと。  

(6)  前各号に掲げる受注者が措置しなければならない事項に係る資料等の運搬及び処

分は、受注者の責任において行うものとし、その経費は受注者が負担するものとする。 

第３節 企画提案事項の履行

１ 企画提案事項の履行

受注者は、岐阜市上下水道営業関連業務委託プロポーザルにおいて提出した企画提案

を誠実に履行するものとする。

２  企画提案事項実施内容の変更

受注者は、企画提案事項を実施するにあたり、その内容の変更を生じる場合は発注者

と協議し、承認を得るものとする。

３  緊急時等の支援体制

受注者は、岐阜市の水道施設において、地震、風水害、事故等による被害が発生した

場合における支援体制についての協定締結に向けて岐阜市と協議すること。

第４節 仕様書に定めのない事項 

この仕様書に定めのない事項については、岐阜市上下水道事業部の標準契約約款（ 委託

Ｂ）によるもののほか、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。なお、

緊急を要する場合は、発注者の指示するところによる。  


