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宮崎市上下水道局

料金センター等業務委託仕様書

令和 3年 6月

宮崎市上下水道局
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宮崎市上下水道局料金センター等業務委託仕様書

１ 委託業務名

宮崎市上下水道局料金センター等業務委託

２ 目 的

本業務委託は、宮崎市上下水道局（以下「局」という。）において本仕様書の第４項に掲げる

業務を一括して行い、市民サービス及び業務効率の向上を図る事を目的とする。

３ 履行期間及び移行準備期間

履行期間は、契約締結の日から令和 9年 3月 31日までとする。ただし、業務の開始日は令
和 4年 4月 1日とし、契約締結の日から令和 4年 3月 31日までは業務開始の移行準備期間（移
行準備期間に係る経費等は受注者の負担）とする。

４ 委託業務の範囲

委託業務の範囲は次のとおりとし、各業務の仕様はⅠからⅨにおいて記載する。

Ⅰ 検針業務

l 局の貸与する水道メーター（以下｢メーター｣という。）を検針し、使用水量を計量する

業務。

l 検針後の再調査とこれに伴う調定作成及び更正業務。

l 下水道使用料算定に必要な申告書を収集する業務。

Ⅱ メーター管理業務

l メーターの入出庫業務。

l メーターの検定期間満了に伴う交換業務及び交換業務に伴う補修工事。

l メーターのき損・紛失等（以下「メーターの紛失等」という。）の調査等。

l メーターの台帳管理。

Ⅲ 収納業務

l 宮崎市水道事業給水条例（昭和 34年条例第 3号）等に定める水道料金（以下「水道料
金」という。）、及び宮崎市下水道条例（昭和 52年条例第 63号）等に定める下水道使
用料並びに宮崎市農業集落排水処理施設条例（平成 3年条例第 42号）等に定める農業
集落排水処理施設使用料（以下「下水道使用料」という。）を算定・調定し、収納を管

理する業務。

l 下水道受益者負担金等（下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金、農業集落排水

事業分担金、給水負担金、修繕料、手数料、その他局が発行した納付書により納付を

要するものをいう。以下同じ。）の収納を管理する業務。

l 下水道使用料、下水道受益者負担金、下水道事業分担金、農業集落排水事業分担金の

督促手数料及び延滞金を徴収する業務。
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l 下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の納期前納付に伴う前納報奨金に関する

業務。（以下「受益者負担金前納報奨金に関する業務」という。）

Ⅳ 滞納整理業務

l 水道料金及び下水道使用料（以下「上下水道料金」という。）の滞納整理（給水停止業

務を含む。）に関する業務。

l 下水道受益者負担金等の滞納整理に関する業務。

l 延滞金の滞納整理に関する業務。

Ⅴ 使用開始・中止及び受付等の業務

l 給水装置の使用開始又は中止の届出、その他使用者、所有者又は管理者（以下「使用

者等」という。）からの各種届出を受付する業務。

l 給水装置工事に伴う新規水栓作成・水栓廃止業務。（水栓とは、局料金関連業務を支援

するコンピューターシステム「ＡＱＵＡＳＴＡＦＦ」（以下「料金システム」という。）

で管理する料金計算に必要な台帳情報をいう。）

l 排水設備工事完了届に伴う新規水栓作成・下水道情報登録・修正業務。

Ⅵ 上下水道料金及び下水道受益者負担金等のデータ処理に関する業務

l 料金システムによる電子計算処理業務。

l 宮崎市受益者負担金システム（以下「負担金システム」という。）によるデータ処理業

務。（賦課業務及び当初納付書発送業務を除く。）

l 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の統計処理業務。

Ⅶ コールセンター業務

l 局の代表電話（24‐1212）を受電し、上下水道に関する問い合わせや各課への交換業
務等に対応する業務。

Ⅷ 庁舎管理等業務

l 局庁舎の管理を行う業務。

l 局営業時間外の局施設等の異常の連絡等に対応する業務。

l その他受付業務。

Ⅸ その他付随する業務

l 上記の各業務を処理又は一括して処理する上で付随するその他の業務。

５ 業務実施の基本

(1) 受注者は、業務の実施にあたっては次の基本を遵守すること。

ア 使用者等に対して親切丁寧な対応を行い、使用者等の信頼を得るよう図ること。

イ 迅速、適切かつ正確に業務を遂行し、受注者において業務を完結すること。

ウ 業務遂行に支障が生じたときは、自らの責任と負担により直ちに正常に復すること。

エ 本仕様書に記載のない事項を想定するとともに、予期しない事態に対しても自らの責任

と負担により対処すること。

オ 業務を実施する上で発生した苦情、懸案又は損害等については受注者の責任で処理する

こと。

(2) 受注者は、目標収納率の向上努め、不納欠損比率の抑制に努めること。
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６ 業務実績件数

前項の各業務に関わる業務実績件数及び受注者準備品等は、資料1から資料13までのとおり。

７ 委託業務対象地域

宮崎市給水区域全域、天神地区及び持田地区とする。

８ 業務実施計画書等の提出

(1) 受注者は、第 4項の業務を実施するため移行準備期間中に業務実施計画書を作成し、局の
承認を受けること。業務実施計画書は、本業務の目的が達成できるよう本仕様書に記載のな

い事項についても想定し綿密に作成すること。

(2) 業務実施計画のうち、定例で行うことが必要な標準的な処理日程は局が指示する。

(3) 受注者は、本仕様書に定める業務に関しての各種業務マニュアルを移行準備期間中に作成

し局に提出すること。

９ 宮崎市上下水道局料金センター等の設置及び受注者負担の準備物等

(1) 受注者は、局 2階に「宮崎市上下水道局料金センター」（以下「料金センター」という。）
を設置するとともに、佐土原営業所、田野営業所、高岡営業所、清武営業所（以下「各営業

所」という。）に業務従事者を配置し委託業務を実施すること。

なお、使用者等へのサービス向上のため料金センター機能を分散する場合においては、分

散する業務内容、分散により期待されるサービス向上等について提案書により提案すること

（以下機能を分散した場合の業務場所を「分室」という。）。この場合においても料金センタ

ー業務従事者を必ず配置すること。

(2) 受注者は、庁舎管理業務を実施するにあたり局 1階当直室を使用する。
(3) 受注者は、委託業務を実施するにあたり必要な事務用品、情報通信機器、業務用車両、情

報回線等の備品・機器及びメーター倉庫を、自己負担で準備すること。

(4) 受注者は、９(1)に定める料金センター及び各営業所に勤務する業務従事者の駐車場、業務
用車両駐車場を自己負担で確保すること。

分室を設置する場合においては、当該業務に必要な業務スペース、業務用車両駐車場、来

客用駐車場及び業務従事者用駐車場等を自己負担で確保すること。

(5) 受注者は、料金センター設置にあたって市民や使用者等への周知のための広報等を実施し、

利便性を維持しながら市民や使用者等へ不利益を与えることのないよう「上下水道事業の総

合的な窓口」として機能するよう図ること。

(6) 料金センターが使用する電話回線については、市民や使用者等からの通話用に一般回線と、

局との連絡用に専用回線とをそれぞれ十分な容量をもって確保すること。

また、各営業所で料金問合せに対応するための一般電話回線を受注者負担で準備すること。

なお、料金センターが使用する電話番号のうち、2回線は現在使用中の番号 60‐6500及び
FAX60‐7201を引き続き使用し、料金センター業務に伴う通話料は受注者負担とする。

(7) コールセンター業務については、局の代表電話 24‐1212（ダイヤルイン）を引き続き使
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用すること。コールセンター業務に伴う通話料は受注者負担とする。

(8) 料金センターを拠点とした各営業所との通信回線については、10Mベース以上の専用回線
を使用し情報等の漏洩がないネットワーク環境を構築すること。

なお、検針データを取扱う場合は 100Mベース以上の回線とする。（分室を設置する場合も
同様とする。）。

(9) 受注者は、市民や使用者等からの問合せ等に対応するため電子メールアドレスを開設する

こと。開設費用及び回線使用料等の電子メールに関する一切の経費は受注者が負担する。

10 料金センター等の業務日及び業務時間

(1) 料金センター

ア 業務日

1月 1日から 1月 3日までを除く日とする。
イ 平日の業務時間

午前 8時 30分から午後 8時（給水停止実施日は午後 9時）までとする。
ウ 土日祝休日の業務時間

午前 8時 30分から午後 5時までとする。
エ その他の業務時間

使用者等の都合による場合又は受注者が必要と認める場合は、これらの時間帯以外で

も業務を行うことができる。

(2) 各営業所での窓口収納業務等

ア 業務日

各営業所の開庁日（土日祝休日及び年末年始を除く日）とする。

イ 業務時間

午前 8時 30分から午後 5時 15分（給水停止実施日は午後 8時）までとする。
ウ その他の業務時間

受注者は、ア及びイに定める業務日時以外に各営業所で委託業務を行う必要があると

きは、営業所工務課各営業所工務係の承認を受けて行うことができる。

(3) 庁舎管理等業務

ア 業務日

通年

イ 業務時間

局の営業時間外

11 業務従事者

(1) 受託業務を実施する業務従事者は、受注者において確保すること。また、本仕様書の料

金センター業務及び庁舎管理業務の体制イメージにかかわらず、本仕様書に記載している

業務内容を把握し、各々の委託業務について支障をきたさないよう必要人員を配置するこ

と。

(2) 業務従事者には、第 4項の各業務につき、業務に精通し十分な経験と知識及び技能を有
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する者を置くこと。特に料金システム運用に携わる従事者は、料金システム運用に十分対

応可能な者であること。

(3) 受注者は、業務従事者の中から現金等を取扱う現金取扱者を定め、他の従事者名簿とと

もに局に届け出し承認を受けること。また、異動等変更が生じたときは速やかに届け出し

局の承認を受けなければならない。

(4) 業務従事者には､局が承認し受注者が証した身分証明書を交付すること。業務従事者は、

身分証明書を携帯し業務にかかわって使用者等から提示を求められたときはこれを提示し

なければならない。また、同一業務に従事する者は統一された服装を着用しなければなら

ない。

(5) 受注者は、受託業務を効率的かつ円滑に履行するため、自己の責任において業務従事者

への業務内容の教育指導はもとより、次の内容の研修を適宜実施し、常に能力向上に努め

なければならない。

ア 局の事業全般に関する研修

イ 局料金課の業務に関する研修（根拠法令等を含む）

ウ 人権研修

エ 個人情報保護研修

オ 接遇研修

カ 交通安全研修等

(6) 受注者は、局職員研修の一環として料金センター業務の実施内容及び実施状況について

の現場研修を局の求めに応じて無償で行うこと。

(7) 受注者は、年間を通じ業務従事者の配置及びシフト編成等には十分配慮するものとし、

労働条件等が関係法令等に抵触しないよう体制を組むこと。

12 業務責任者

(1) 受注者は、業務従事者の中から仕様書等に定められた事項の処理にあたり、第 4項に定
める業務を管理施行するため業務統括責任者及び業務責任者をそれぞれ置かなければなら

ない。

(2) 受注者は、本業務の実施に責任を負い、業務責任者及び業務従事者を管理監督する業務

統括責任者を選任したときは業務経歴書その他必要な事項を届け出ること。

(3) 業務統括責任者及び業務責任者は、第 4項ⅠからⅥに定める業務のいずれかの業務につ
いて 2年以上の実務経験を有する者を選任すること。

(4) 業務統括責任者及び業務責任者は、局との連絡及び緊急の業務を処理できる体制をとる

こと。

13 事務連絡及び業務報告

(1) 受注者は、局に、毎日（局の営業時間内）業務報告を行うこと。ただし、業務上必要な

場合には適宜局へ連絡又は報告を行うこと。

(2) 受注者は、業務実施に関する報告書（業務日報・週報・月報等）を作成し局の確認を受

けること。
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14 その他の報告

受注者は、本仕様書に定めるもののほか、次の事項を発見したときは速やかに局に報告する

こと。

(1) 水道法（昭和 32年法律第 177号）、宮崎市水道事業給水条例、宮崎市下水道条例等の規
定に違反した行為又は給水装置、排水設備

(2) 使用状況データと著しく異なる使用状況

(3) 事故又は危険が予想される給水装置、排水設備

(4) 道路上における漏水、その他水道施設、下水道施設の異常

15 費用負担

委託業務に関わる費用は特に定めがない限り受注者の負担とする。ただし、局と金融機関等

との収納業務委託契約に伴う手数料は局の負担とする。

16 貸与及び支給品

(1) 局が受注者に貸与又は支給する委託業務に必要な物品及びデータ等（以下「物品等」と

いう。）は資料 3のとおりとする。
(2) 受注者は、物品等の引渡しを受けたときは速やかに受領するとともに受領証を局に提出

し、善良な管理者の注意をもって管理すること。

(3）受注者は、局から貸与又は支給を受けたものをき損、紛失し又は盗難にあった場合は速
やかに局に届け出るとともに、修復その他の措置（代品を納める、原状に復して返還する、

返還に代えて損害を賠償する等）を行う。

17 業務上の支障又は事故等の発生時の処置

受注者は、次に掲げる支障又は事故等が発生したときは直ちに局に報告するとともに、受注

者の責任において速やかに法的な整理も踏まえ適切な処理を講じること。

また、その状況及び対応処理等を併せて記載した報告書を局に提出すること。

ア 業務に関わるデータの亡失、盗難、き損等

イ 料金システム及び負担金システムの運用不調、事故及び端末等機器障害発生による停止

等

ウ 領収書その他の書類の亡失等

エ 収納した現金等の亡失、盗難等

オ 第 11項第４号の身分証明書の亡失、き損等
カ 委託業務中の交通事故、業務従事者等の違法行為

キ 庁舎及びその付属物に異常を認めたとき又は火災等の非常事態が発生したとき

ク 窓口・電話・訪問先等で、使用者等とのトラブルが発生したとき

ケ その他、業務に支障を及ぼす事態の発生又は発生が予想されるとき、第三者に影響を与

える事態の発生又は発生が予想されるとき
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18 検査等

(1) 局は、受注者の業務に関する帳簿、書類その他の物件について定期的に検査を行う。

また、局が必要と認めるときは臨時に検査を行うことができる。

(2) 局は、業務実施の状況及び収納率等を評価するための検証を行うことができる。

Ⅰ 検針業務

19 検針業務

(1) 検針業務では、検針の対象となるメーターごとに使用水量を確実かつ正確に計量するこ

と。

ア 検針の実施においては、メーターごとに口径及び番号を確認し、その指示数を正確

に記録すること。

イ メーターごとの検針により算出した使用水量に基づき上下水道料金等を算定するこ

と。

ウ メーターごとに指示数、使用水量及びその他の必要事項を記載した「使用水量等の

お知らせ」（以下「検針票」という。）を作成し、使用者等に手渡すか入手しやすい場

所に置くこと。ただし、使用者等からの届出等により別途送付等の措置が必要なもの

については速やかに処理すること。

エ 新規に設置されたメーターについては、登録されたデータと現地の建物名称・部屋

番号・店舗名･業種に誤りがないか確認すること。

オ 給水装置を設置していない者で汚水排除量の認定を行っている場合についても、局

が規定する汚水排除量の認定要綱等に基づき、当該地区の検針月に申告書・申請書を

収集するとともに、下水道使用料を算定すること。

(2) 受注者は、未検針、誤検針が発生しないための方策を講じるとともに、当該事例が発生

したときは受注者の責任において全て処理すること。

(3) 各営業所地域については、各営業所と連携し業務を遂行すること。

(4) 受注者は、局から独居老人等安否確認のための声かけ活動依頼があった使用者等につい

ては、検針時に独居老人等への声かけを行い安否を確認すること。

20 検針対象メーター

検針の対象は、次に掲げるメーターとする。

(1) 使用中（開栓中）の給水装置のメーター

(2) 集合住宅において各戸検針制度を採用している使用中（開栓中）のメーター

(3) 前各号以外のメーターで、撤去されていないメーター、閉栓中のメーター及び停水中の

メーター

21 定例検針日

定例検針の周期及び期日は次のとおりとする。

(1) 各メーターの定例検針は、局が定めた区域の区分に基づき対象地域を偶数月検針区域と
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奇数月検針区域に区分し、2ヶ月ごとに行う。ただし、別途指示する水栓については毎月
検針する。

(2) 検針は前記それぞれの月の 23日までに完了すること。
(3) 各メーターの定例検針期日は、前回検針日の前後 2日の範囲内とすること。ただし、月
を変更しての検針は、原則認めない。

22 検針計画

受注者は、検針経路を効率的に策定しこれに基づき検針計画を作成すること。

23 使用状況等の調査

(1) 検針時において次のアからカのいずれかに該当する場合は、使用者等との面談等により

必要な調査を行い、その原因を明らかにし料金システムに記録すること。

ア 使用水量が過去の使用実績等と比較して異常な場合

イ 給水装置からの漏水が疑われる場合

ウ 使用中止中･停水中にもかかわらず指針が変動している場合

エ 使用中の水栓で指針が変動していない場合

オ 建物が解体されるなど前回の検針以降に使用状況が変動している場合

カ 長期間中止中の水栓で、今後の使用に疑問がある場合

(2) 前号の場合は早急かつ確実に使用者等に必要な事項を通知すること。

(3) 前各号のほか、使用者等に特段の説明等を行う必要がある場合は、事後の対応も含めそ

れぞれの事由に適した措置を適宜講じること。

24 検針に支障が生じた場合等の対応

検針に支障が生じた場合は、使用者等と面談等の方法により連絡をとり必要な措置を講じる

こと。

25 検針済データの精査

(1) 検針済データについて、その結果を適宜精査し、より適正な検針データの確定に努める

こと。

(2) 各戸検針制度を採用している集合住宅において親メーターと子メーターの間に一定以

上の差水量が生じた場合には、使用者等と面談等の方法により連絡をとり必要な措置を講

じること。

(3) 検針時又は検針後のデータチェックにおいて、次の各号に該当するものについては、調

査（漏水調査、配管確認等の作業を含む）を行い、その原因を明らかにするとともに使用

開始中止の届出の登録や情報の修正を行うこと。

その調査においては、使用者等に対し十分な説明を行うとともに、申請書等の提出が必要

な使用者等については補助（申請書の回収を含む）し、完了まで責任をもって処理するこ

と。

(ｱ) 使用中止中の水栓で指針が変動している場合
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(ｲ) 前回水量と比して異常に水量が変動している場合

(ｳ) 使用中の水栓で指針が変動していない場合

(ｴ) 使用者名が異なっている場合

(ｵ) 建物名称、部屋番号、店舗名、業種等が変更されている場合

(ｶ) 定期検針と使用開始又は中止検針が近接し、料金算定に注意が必要な場合

(ｷ) メーター以降の宅内側で漏水しているおそれがある場合

(ｸ) 検針時又は検針後に使用者等から水量について申出があった場合

26 水道料金の調定

(1) 検針業務により算定した内容に基づき水道料金を調定すること。

(2) 局が指示する様式により調定集計表を提出し局の承認を得ること。

27 水道料金調定後の更正

水道料金調定後に使用水量の認定、更正、又は調定額の更正を行う場合には、すべての案件

について、必要な書類を添えて局に伺い書を提出し、局の承認を得ること。

(1) 使用水量の認定

次のアからエにおける使用水量の認定を行う場合は、局が定める規定等に基づき水量認

定等の事務処理を行うこと。

ア メーターに異常があった場合

イ 給水装置等の破損のため多量に漏水した場合

ウ 使用水量が不明な場合

エ その他使用水量を認定する必要がある場合

(2) 使用水量及び調定額の更正

使用水量及び調定額を減額又は増額更正する場合は、更正の理由を明確に示す書類を添

えて局の承認を得ること。

(3) 局承認後の処理

前各号の処理については、局の承認を受けた後、その結果を局の定める様式その他の方

法により使用者等に通知するとともに、その内容について使用者等に対し十分な説明を行

うこと。

28 下水道使用料の調定等に関する業務

受注者は、水道料金と合わせて下水道使用料の調定に関する事務を行うこと。この場合、特

に指示のない項目については、第 26項、第 27項の仕様と同様に処理すること。

29 汚水排除量

(1) 受注者は、検針で得られた水道の使用水量を基に、下水道使用料を調定し水道料金と合

わせて検針票、納付書、通知書等を作成すること。

(2) 水道水以外の水の使用で汚水排除量の認定を行っている場合は、局が規定する要綱等に

基づき、下水道使用料を調定した後に、検針票、納付書、通知書等を作成し送付すること。
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30 排水設備使用状況の調査

検針時に、新築、改築等で下水道を使用していると推察されるにもかかわらず下水道使用料

が賦課されていない場合、或いは解体等に伴い排水設備の使用実態がないにもかかわらず下水

道使用料が賦課されている場合など、下水道使用料の賦課状況と現場の状況が異なることを発

見したときは、局への状況連絡、届出の有無確認、使用者等への説明、申請書等の提出依頼な

どの対応後、適正に処理を行うこと。

31 下水道使用料の減免等

下水道使用料の減免申請、汚水排除量の減量認定申請、水道水以外の水の使用状況の新規及

び変更の届出があった場合は、使用者等への説明を行い、適正に処理すること。

32 更正処理後の対応

認定変更や減免により下水道使用料を更正した場合、或いは更正前の下水道使用料が未納の

場合は、納付書及び通知書を作成し送付すること。納付済み後の減額更正の場合は還付請求書

を、増額更正の場合は差額分の納付書を作成し送付すること。これらの処理は水道料金と合わ

せて適切な処理を行うこと。

Ⅱ 量水器（メーター）管理業務

33 計量器（以下、「メーター」という。）の管理

(1) メーター出庫

ア メーターを撤去している水栓に使用者等からの申請により、改めてメーターを設置

する業務。

イ 給水装置工事に伴い、給水装置工事事業者からの申請によりメーターを出庫し、メ

ーター出庫伝票を交付する業務。

ウ メーター設置に伴う水栓作成・使用開始業務。

(2) メーター閉栓入庫

ア 家屋解体又は長期不使用等の理由で使用者等の申出によりメーターを撤去する業務。

イ 工事業者が撤去したメーターの受け入れ業務。

ウ 使用中のものであった場合の中止処理業務。

(3) メーター在庫管理

メーターの出庫、入庫に伴う実際の在庫個数の管理を適切に行うとともに料金システム

と在庫数が一致するか定期的（月１回以上）に確認すること。また、在庫数が一致しない

場合は、原因が判明するまで追究すること。

(4) メーター紛失等に伴う業務

ア 検針の際にメーターの紛失等が疑われるものについては、調査を行い結果を局へ報

告すること。

イ メーターの紛失等により所有者等への費用弁償が発生する場合は、説明を行い納入
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されるまで対応すること。

34 メーターの検定有効期間満了に伴う交換業務（以下「検満計交」という。）

メーターの検定有効期間は、計量法（昭和 26年法律第 207号）に基づき 8年間と定められ
ており、この有効期間までに布設メーターを交換する。

ア 原則、下表の交換時期に該当するメーターを当年度検満計交予定分とし、検満データ

を作成すること。

イ 当年度検満計交予定数を基に、年間計画を作成し、その計画を大幅に変更及び遅延し

ないよう交換すること。

ウ 営業所地域の計画作成にあたっては、事前に営業所と打ち合わせた上で、計画書を営

業所に提出すること。

エ メーター交換を行う前には、使用者等に事前に通知すること。

また、交換作業を行う際は、在宅の使用者等には作業開始を必ず知らせた後、作業に着

手すること。

オ 交換の際は、メーターの入れ繰りがないよう防止策を講じるなど、十分に注意しなが

ら適切に処置を行うこと。

カ 長期間中止中の水栓で、今後の使用に疑問がある場合は、検満計交の必要性を考慮す

ること。また、その記録をシステムに登録すること。

キ メーター交換後に、取付・取外指針、新メーター番号、交換日のデータを料金システ

ムに登録すること。

ク 登録時に取替水量やメーター口径のデータをチェックし、エラーになったものは調

査・修正すること。

ケ 検満計交月報を作成すること。

コ 交換時の作業に伴う漏水が発生した場合又は交換に支障するような場合は、検満計交

に伴う補修工事を行うこと。

サ 検満計交に伴う補修工事の定義については、「検満補修業務にかかる基準」に基づくも

のとし、局指定給水装置工事事業者に再委託することができる。

シ 交換時の作業に伴う漏水が、施行不良と判断できる場合、漏水にかかる使用者への費

用弁償等は受注者の責任で行うこと。

ス 検満計交に伴う補修工事を施工した際は、補修工事報告書を施工月の翌月に提出する

こと。

メーター口径 交換時期

13 ㎜～25 ㎜ 検定満期満了月の 6ヶ月前

30 ㎜～40 ㎜ 検定満期満了月の 12 ヶ月前

50 ㎜～ 検定満期満了月の 24 ヶ月前
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35 不転・その他のメーター交換

メーターの故障による不転や表示部分の汚染による検針不能な場合等にメーターを交換する

業務。

ア 使用者等や検針員からメーターの不転・汚染等の連絡によりメーターを交換する業務。

イ 水量が不明な場合の認定処理を行う業務。

36 メーターの発注等

第 33項から第 35項までに定める業務によるメーターの在庫状況（新品・撤去）を把握し、
検満計交の計画等を総合的に勘案しながら、在庫不足にならないようにメーターの発注を局へ

依頼すること。

受注者の責に帰すべき事由により在庫不足等が生じる場合は、直ちに受注者の負担により適

切な処置を講じるとともに局へ報告を行うこと。

Ⅲ 収納業務

37 収納業務

上下水道料金及び下水道受益者負担金等の収納業務を行うこと。また、収納業務に関し不都

合が生じた場合は、直ちに受注者の負担により適切な処置を講じるとともに局へ報告を行うこ

と。

38 納入の通知等

(1) 上下水道料金を納付書制により納付している使用者等には、「上下水道料金等納入通知

書」を作成し通知すること。

(2) 上下水道料金を口座振替制により納付している使用者等には、検針票で料金及び振替日

等を通知すること。また、別途通知を希望する使用者等へは「お知らせ」（次回振替、振替

不能、再振替、振替済）を送付すること。なお、口座振替新規申込者には、送付希望の有

無にかかわらず「初回口座振替のお知らせ」を送付すること。

(3) 上下水道料金の毎月振替の登録をした使用者等には、振替周期が変更となった事をお知

らせする文書を送付すること。

(4) 一括請求登録者（複数の水栓を使用する使用者等からの申し込みによる）へは明細書を

送付すること。

(5) 「上下水道料金等納入通知書」及び「お知らせ」の返戻分については、調査の上再送付

するなど適切に処理するとともに返戻リストを局に提出すること。

39 窓口収納及び訪問徴収による払込処理

料金センター及び各営業所の窓口に収納担当従事者を配置すること。

(1) 窓口に来られた市民及び使用者等に対しては親切かつ丁寧な対応を行うとともに、上下

水道料金及び下水道受益者負担金等の収納にあたっては、迅速、適切かつ正確に収納処理

業務を遂行すること。
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(2) 窓口及び訪問徴収により収納した上下水道料金及び下水道受益者負担金等については、

1日分ごとに集計を行い翌日（金融機関休業日については翌営業日）に納入済通知書等の
必要な書類を添えて局の指定金融機関口座に払込処理を行うこと。

なお、収納した現金又は小切手の取扱いは、受注者が厳密な管理を行うとともに紛失等

の事故があったときは、全て受注者の負担により処理すること。

40 納入済通知書による収納データ取込処理

納入済通知書は、以下により収納取込処理を行うこと。

(1) 金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局収納分の取込処理

ゆうちょ銀行・郵便局で収納された納入済通知書を受領後、当該納入済通知書を㈱宮

崎銀行公金振込センター（以下「公金センター」という。）に送付しＯＣＲ読込処理を依

頼すること。金融機関で収納された納入済通知書は、直接公金センターでのＯＣＲ読込

処理が行われるのでＯＣＲ読込処理が行われた当該納入済みデータを毎日定時に公金セ

ンターから専用端末により受信し収納処理を行うこと。

(2) コンビニエンス・ストア及びスマートフォンアプリ収納分の取込処理

コンビニエンス・ストア及びスマートフォンアプリで収納された納入済通知書による

納入済みデータを毎日定時に局が指定する業者から専用端末により受信し収納処理を行

うこと。

(3) 当該収納処理が終了後にチェックリストを出力し局に提出すること。

41 口座振替による請求・収納処理

口座振替による請求・収納処理は、以下により行うこと。

(1) 口座振替データを作成し、金融機関伝送用端末より局が指定する業者に振替予定日の金

融機関 5営業日前の午前中までにデータを伝送すること。
(2) 口座振替中止が必要な場合には、口座振替停止依頼書を作成しＦＡＸにより当該金融機

関に振替予定日の金融機関 3営業日前の午前中までに依頼すること。
(3) 口座振替後は、金融機関伝送用端末で口座振替返却データを受信し収納処理を行うこと。

(4) 初回の振替が不能となったもののうち資金不足によるものは、再振替の処理を行うこと。

なお、処理方法は第 1号及び第 2号による。ただし、下水道受益者負担金等の再振替は
行わない。

(5) 初回振替が不能となったもののうち資金不足を除く理由によるものは、その理由に応じ

て金融機関や使用者等に確認後口座データの修正・再振替を行うか、「上下水道料金等納入

通知書」等を作成し通知すること。

42 収納確定処理

納入済通知書及び口座振替による収納データ取込処理が終了後、毎日定時に必要な帳票等を

出力し、局へ提出すること。
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43 収納状況の報告

収入日計表及び収入月計表を局の指示する区分により作成し、局の指定する期日までに提出

すること。

44 納入済通知書等の保管

納入済通知書その他関係帳票等は、受注者が収入日毎・月毎にまとめて保管するものとし、

廃棄については局の指示に基づき適正に処分すること。

45 下水道受益者負担金等の収納を管理する業務

受注者は、下水道受益者負担金等に関する業務として、第 40項に定める納入通知書による収
納データ取込処理、第 41項に定める口座振替による請求・収納処理、第 42項に定める収納確
定処理、第 43項に定める収納状況の報告、第 44項に定める納入済通知書の保管を行うこと。
ただし、下水道受益者負担金等の賦課業務及び当初納入通知書作成発送業務は局が行う。

なお、本業務は料金課、給排水設備課及び下水道整備課と連携を図って業務を行うこと。

46 受益者負担金前納報奨金に関する業務

(1) 受注者は、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の収納データの取込処理完了後、

納期前納付分について負担金システムにて報奨金額の算出を行うこと。

(2) 受注者は、報奨金額の算出完了後、「下水道事業受益者負担金前納報奨金交付申請書若

しくは下水道事業分担金前納報奨金交付申請書（以下「前納報奨金交付申請書」という。）」

を負担金システムより出力し、局で確認を受けた後、受益者及び納付管理人（以下「受益

者等」という。）へ発送する。

(3) 受注者は、受益者等より提出された前納報奨金交付申請書を受理後、負担金システムへ

申請日等の情報を入力し、毎日定時に報奨金交付申請書とともに必要な帳票等を出力し、

局へ提出すること。

(4) 受注者は局より前納報奨金の振り込み日の通知を受けた後、負担金システムへ前納報奨

金振込日を入力し、「前納報奨金の振り込みについて（お知らせ）」を出力し、局で確認を

受け、振り込みが完了した後に受益者等へ発送すること。

(5) 本業務は、下水道整備課と連携を図って業務を行うこと。

Ⅳ 滞納整理業務

47 滞納整理業務

(1) 受注者は、上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納付相談業務及び積極的な滞納整

理業務を行うこと。

(2) 滞納整理の対象は、受託した時点における未納、滞納分からとする。

(3) 滞納整理業務は、債権の消滅まで継続的に行うこと。

(4) 各営業所地域については、各営業所と連携し業務を遂行すること。
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48 督促

(1) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納入通知書に記載された期限内に納入がな

いとき、又は再度の口座振替において振替不能のときは、納入状況を確認の上、局の指定

する期日に督促状を作成し送付すること。

(2) 督促状の発送にあたっては、発送伺いを局に提出しその承認を得ること。

49 延滞金

(1) 下水道使用料及び下水道受益者負担金、下水道事業分担金について、延滞金を調定し、

納付書を作成、発送すること。

(2) 延滞金の納付書の発送にあたっては、発送伺いを局に提出しその承認を得ること。

50 滞納整理

(1) 滞納者に対しては、早期に電話、文書及び訪問による催告を行うこと。

(2) 前号の催告にもかかわらず滞納が続く場合は、夜間徴収及び休日訪問等により迅速な対

応を行うこと。

(3) 滞納者に対しては、納入期限が到来していない調定についても説明を行い計画的な納入

を指導すること。

(4) 受託業務の履行中に使用者等から生活困窮の相談があった場合は、適切に対応し局に報

告すること。

(5) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納入通知書は、誤送付がないよう確実に行

うとともに、不達により返送されたものについては調査の上再送付するなど確実に処理す

ること。また、督促状の返戻分については返戻リストを局に提出すること。

(6) 受注者は、滞納整理に関する通知文書に色紙を使用し又は色付き封筒等により通知する

等、滞納者にわかりやすい催告を行うこと。

51 無断転出等による滞納整理

無断転出等と思われる滞納者に対しては、転出先や連絡先・不動産業者等を充分調査し、使

用中止等の事務処理を行うとともに、積極的な滞納整理を行うこと。

52 給水停止に関する業務

(1) 給水停止

上下水道料金について、督促の納期限後においても納入がないときは次の手順により給

水を停止すること。

ア 「未納通知書・給水停止予告通知書」を作成後、封緘し滞納者に投函すること。

イ 「未納通知書・給水停止予告通知書」に記載された指定納期限までに納入がない場

合は、滞納者への電話或いは訪問による催告を行い自主的な納入を促すこと。

ウ 前号によっても納入がないときは、局に「停水対象者一覧表」及び「交渉経過書」

を添付した給水停止伺書を提出し、局の承認を得た後、予定期日に給水停止すること。

エ 給水停止実施後は、給水停止者リストを作成し局に報告するとともに所要の事務手
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続きを行うこと。

(2) 給水停止の猶予又は延期等

次の場合は、給水停止の猶予又は延期を行うとともに局に報告すること。

ア 滞納者が、支払期日を約束したとき。

イ 滞納者が、納入誓約書（兼納付計画書）を提出したとき。

(3) 給水停止の解除と留意事項

ア 給水停止を受けた滞納者が滞納料金を納入したときは、円滑かつ迅速に給水停止を

解除すること。

イ 給水停止を解除した場合、最新検針日の確認等を行い、調定漏れがないよう処理す

ること。

ウ 給水停止に関する滞納者との交渉内容は料金システムに登録し保存すること。

エ 給水停止中は、滞納者の居住確認、給水装置の状況などに留意し必要な措置を講じ

ること。

オ 給水停止及び開栓作業において、破損等が発生した場合は速やかに対処しなければ

ならない。なお、この復旧に係る費用については受注者の負担とする。

53 支払督促等の法的措置及び差押等の滞納処分（以下「法的措置等」という。）の

補助事務

(1) 滞納者の中から法的措置等の対象者抽出を行うこと。

(2) 電話又は訪問により滞納者の居住又は所在の確認を行うこと。

(3) 住民票、戸籍謄本及び土地建物登記簿謄本、商業登記簿謄本等の申請補助（可能な場合

は代行申請及び受領）を行うこと。

(4) 法的措置等に伴う関係書類の作成等の事前準備を行うこと。

Ⅴ 使用開始・中止（開閉栓）及び受付等の業務

54 開始・中止及び受付等の業務

(1) 受注者は、業務を迅速、確実に実施することにより、使用者等の水道使用の便に応じる

とともに使用状況、水栓情報の現況を把握すること。

(2) 各営業所地域については各営業所と連携し業務を行うこと。

(3) 口座振替の受付は下記により行うこと。

ア 受注者は、金融機関で受理後送付されてきた口座振替依頼書を料金システムに登録

すること。

イ 使用者等から口座振替依頼書を受領したときは、受付を料金システムに登録し、速

やかに金融機関に提出すること。

ウ 受注者は、使用者等から上下水道料金の毎月振替の登録又は解除の申し込みがあっ

たときは受付を料金システムに登録すること。

(4) 使用開始・中止等に伴う調定作成及び更正を行うこと。

(5) 排水設備の使用開始･中止･廃止届を受け付けたときは、既存水栓がある場合にはデータ
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の登録･修正を行うこと。また、水道水以外の水のみの使用者等及び新規水栓を作成する必

要がある使用者等については、下水のみの水栓を作成し使用開始等のデータを登録し、円

滑に使用料請求が行えるようにすること。

(6) 前号の届により、汚水排除量の申告又は汚水排除量の減量申請が必要な場合には、現地

確認及び、使用者等へ申告･申請に関する説明を行うとともに、局に現地調査の結果報告書

を提出すること。

(7) 下水道供用開始等に伴い地区を一括して排水設備の使用開始を行う場合は、事前に説明

文書を送付すること。対象水栓の特定、説明文書の作成及び送付をすること。

(8) 短期間で上下水道の使用開始・中止を繰り返すなどの場合は、継続使用とみなすことを

使用者等に十分説明すること。

また、その場合、速やかに調定の更正を行うこと。

55 開栓業務

受注者は、新規に給水を受ける使用者等や給水を中止している使用者等から給水を開始した

い旨の申し込みを受けたときは、次の方法により着実、円滑に給水を開始すること。

(1) 開栓の受付

ア 給水装置工事を伴う申し込みについては、給水装置工事事業者からの申請により水

栓の作成を行うものとし、その設置場所等の必要な項目を登録したあとで使用者等の

情報を登録すること。

イ 給水を中止している使用者等から開栓を受け付けたときは、開始指針を確認し、止

水栓の開栓作業を行うこと。

(2) 開栓作業

ア 漏水の有無及び給水装置の適正について確認すること。

イ メーターが取り外されているものについてはこれを設置すること。

また、既存のメーターの検定期間が６ヶ月以内に満期になるものについては、これを

新たなメーターと取り替えること。

ウ 開始検針は確認月日、開始指針及び漏水等の連絡など必要事項を料金システムに登

録すること。

(3) 次の場合には、それぞれ適切に処置すること。

ア 漏水の疑いのあるものについては、開栓申込者に連絡し、修理が必要なことを説明

し、漏水がなくなったことを確認の上、開栓すること。

イ 蛇口がないなど給水装置に支障がある場合は、上記と同様に説明を行い、支障がな

くなったことを確認の上、開栓すること。

56 閉栓業務

(1) 閉栓の受付

中止の受付時、閉栓作業の予定と完了等に関し業務管理を適切に実施するとともに、

確実に記録すること。

(2) 閉栓作業
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ア 閉栓申込者と日時等を合意した上で遅滞なく止水栓を閉止すること。

イ 中止指針を確認し閉栓時の使用水量及び上下水道料金を算出すること。

ウ メーターの撤去が必要な場合は、これを撤去すること。

エ 使用申込書兼口座振替依頼書を作成し、中止検針時に次回使用者の目につく場所へ

配付しておくこと。なお、中止検針がない下水のみの使用者については、中止日以降

に配付すること。

(3) 閉栓に伴う精算

ア 閉栓に際して現地において算出した上下水道料金等を徴収すること。

イ やむを得ない場合は口座振替又は納入通知書により徴収する。また、未納があると

きは、これを合わせて徴収すること。

57 その他の業務

(1) 水栓作成業務について

ア 受注者は、給水装置工事･排水設備工事に伴う給水装置・排水設備の新設･改造・撤

去・廃止の届出を受け付けたときは、その内容を確認し水栓の作成・廃止を行うこと。

イ 受注者は、水栓ごとの検針地区・検針順路・検針区番号・検針戸地図を決定し、各

データの修正・追加作業を行うこと。

ウ 排水設備の接続に伴い新規に下水道使用料の賦課を開始する場合、使用者等へ賦課

開始を通知すること。

（2）口座登録推進について
ア 受注者は、口座振替利用の推奨に努め口座振替利用者の増加を図ること。

イ 受注者は、使用者等が納付書制から口座振替制に、又は口座振替制から納付書制に

移行する際に必要な受付・記録等の業務を一貫して行うこと。

（3）集合住宅等の契約について
ア 受注者は、受水槽を設けて給水を受けるものの申し込みによる各戸検針契約や戸数

倍計算の契約について相談を受けたときは、その内容及び契約手続きについて説明す

るとともに必要な書類等の受け渡しを行うこと。

イ 受注者は、契約の内容の変更や解除についての受付処理を行うこと。

（4）使用開始申込書の配付について
受注者は、使用申込書兼口座振替依頼書を給水装置工事に伴う水栓作成時にも使用者

の目につく場所へ配付するか、指定給水装置工事事業者へ配付を依頼すること。

Ⅵ 上下水道料金及び受益者負担金等データ処理に関する業務

58 情報システム使用上の注意

受注者は、「宮崎市情報セキュリティポリシー」を遵守し、善良な管理者の注意をもって局の

情報システム及びネットワークを使用すること。
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59 料金システムの使用

受注者は、料金システムを使用し委託業務を一元的に処理すること。また、料金システム処

理については、本仕様書における各業務の集計・統計及び帳票類、通知書等を局の指示する様

式により作成発行すること。

なお、業務に必要な電算システム端末機器、プリンター類、ネットワーク機器、検針業務用

スマートフォン及び付属品等については受注者が準備するものとし、それら機器へのシステム

等の設定及び費用についても受注者で負担すること。（資料 5）
検針業務用スマートフォン及び付属品等については既存機器から機種変更となるため、シス

テムテスト等に供する必要があることから、令和 4年 1月 7日（金）までに受注者が準備する
ものとする。

60 負担金システムの使用

受注者は、負担金システムを使用し委託業務を処理すること。

61 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の統計処理

(1) 局の指定する使用水量・調定件数・調定金額・収入件数・収入金額等の統計資料を月ご

とに作成すること。また、予算・決算等に必要な統計資料を作成すること。

(2) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の改定が実施された場合は、料金改定前後とも

に、業務処理報告、各種統計書類を作成すること。

62 各種データの変更作成業務

(1) 区画整理に伴う住所変更や金融機関の統廃合等により、システムで管理する項目等の変

更が生じた場合は、局が指定する日までに提供されたデータを入力し変更すること。ただ

し、データ件数及び完了期日から入力による変更が困難と判断される場合は、局がバッチ

処理等により対応する。

(2) 農業集落排水事業から公共下水道事業への事業区分などの変更を行う場合は関連するデ
ータ修正を行うこと。

(3) 受注者は、局が必要とする資料データを局の指定する形式により作成すること

63 料金システム等の変更に伴う各種検証作業の実施

受注者は、消費税法等の改正、上下水道料金・下水道受益者負担金等の改定及び料金システ

ムサーバーのバージョンアップ等により、料金システム等が更新並びに変更される場合は、各

種検証作業に従事すること。

Ⅶ コールセンター業務

64 コールセンター業務

受注者は、局の代表電話（24‐1212）を受電し、次の業務を料金センターで行うこと。なお、
コールセンター業務に必要な機器等は受注者負担で準備すること。
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(1) 上下水道に関する問い合わせ対応業務

受注者は、上下水道局「上下水道事業の総合的な窓口」として上下水道に関する問い合

わせについて親切丁寧に対応すること。

(2) ワンストップサービスの実現

電話対応は、局から提供された上下水道業務に関するＦＡＱデータを基にＦＡＱ対応マ

ニュアル等を作成し、各種問い合わせに適切に対応すること。対応できない場合には、速

やかに関係する課・係に引き継ぐとともに、関係する課･係に依頼しＦＡＱデータの追加修

正を行いＦＡＱ対応マニュアルを常に最新状態に保つこと。

(3) 各課への交換業務

受注者は、各課への電話取次ぎ依頼があったときは各課に電話を転送すること。

(4) 繁忙期の対応

繁忙期の対応については、適正な人員配置を行い、サービスの低下を招かないこと。

Ⅷ 庁舎管理等業務

65 局庁舎の管理を行う業務

(1) 庁舎の開錠及び施錠を下表のとおり行うこと。

出入口等 曜日等 開錠 施錠

２階

正面玄関

（料金センター業務日）

月～金

（通常）
午前８時 午後８時

月～金

（停水日）
午前８時 午後９時

土・日・祝休日 午前８時３０分 午後５時

１階

南側出入口
月～金 午前８時 午後６時

土・日・祝休日 閉鎖

１階

「当直室」横出入口
月～金 午前８時 午後９時

土・日・祝休日 施錠

エレベーター
月～金 午前８時

料金センター業務

終了時間
土・日・祝休日 午前８時３０分

１階

「給排水設備課」南側
月～金 午前８時 午後５時１５分
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(2) 職員が退庁した後は、庁舎等の電灯を直ちに消灯すること。

(3) 庁舎の巡視及び点検を下表のとおり行うこと。

(4) 庁舎への入退出者を的確に把握し、不審者等の局庁舎への立ち入りを防止すること。

(5) 施錠時（施錠時間）における職員の入退庁の取扱いは、局が定める要領等に基づき対応

すること。

(6) 局敷地内及び局庁舎内の植物に水やりを行うほか、宮崎市花いっぱい推進事業で配付布

される花の種苗等の植栽管理を行うこと。

66 局営業時間外の局施設等の異常の連絡等に対応する業務

(1) 公道漏水及び管破損（配水管の分岐部から水道メーターまでの間の給水装置を含む。）

の通報・修繕等の申出があった場合は、現地調査を行い、その修繕の緊急性を判断し、緊

急を要する場合は、配水管理課漏水防止係（発生場所が旧４町域の場合は、営業所工務課

の各営業所工務係）の職員に連絡すること。また、事故等が起こらないような安全対策等

の初期対応を講じること。

(2) 給水装置（水道メーター以後の給水装置）の修繕の申出があった場合は、修繕の必要性

及び緊急性を判断し指定給水装置工事事業者を紹介する。なお、指定給水装置工事事業者

に連絡の取れない旨の申出があり、緊急を要し修繕を行った場合においては、修繕に要し

た費用を含め受注者の責任において処理すること。

(3) 排水設備の異常に関する連絡があった場合は、排水設備等工事指定店を紹介する。なお、

排水設備等工事指定店に連絡が取れない旨の連絡があり緊急に対応を行った場合において

は、その費用を含め受注者の責任において処理すること。

(4) 配水タンク施設の異常に関する電話通報（メッセージ）があった場合は、旧宮崎市内の

２次配水タンク施設については配水管理課配水施設係、旧４町域の配水タンク施設につい

ては営業所工務課各営業所工務係の職員へ連絡すること。

通用口
土・日・祝休日 閉鎖

巡視時間 回数 巡視・点検 箇所

平
日

午後９時

午後 11 時

翌日午前６時

３

各部屋（戸締り、電気、冷暖房）

洗い場（ガス、水道）

トイレ（戸締り）

屋上

駐車場

休
日
等
及
び

料
金
セ
ン
タ
ー
休
業
日

午前９時

午後１時

午後６時

午後９時

午後 11 時

翌日午前６時

６
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(5) 緊急を要する下水道関係の通報等があった場合は、現地調査を行い、管路・公共桝に関

する場合は下水道整備課、MP等の施設に関する場合は下水道施設課の職員に連絡するこ
と。また、事故等が起こらないような安全対策等の初期対応を講じること。

(6) 止水栓等の不良の連絡があった場合は、局の営業開始後、直ちに配水管理課漏水防止係

（発生場所が旧４町域の場合は、営業所工務課の各営業所工務係）の職員へ引き継ぐこと。

67 その他受付業務

(1) 局の営業時間外に郵便物が届いた場合は、局の営業開始後、直ちに総務課に届けること。

(2) 使用開始・中止（開閉栓）及び受付等の事務については、料金センター業務時間外に受

け付けたものについても第 54項、第 55項及び第 56項と同様の取扱とする。

Ⅸ その他付随する業務

68 各種料金等の還付・充当補助業務

(1) 受注者は、使用者等から上下水道料金及び下水道受益者負担金等の過誤納金について問

い合わせがあるときは、適正な対応を行うとともに必要に応じて局へ引き継ぐこと。

(2) 受注者は、上下水道料金及び下水道受益者負担金等の過誤納金の還付・充当の補助業務

を行うこと。

69 「水道料金等納付済連絡票」等の発行業務

受注者は、使用者等から依頼があるときは、「水道料金等納付済連絡票」「受益者負担金・分

担金納付済連絡票」「水道使用開始・中止受付書」の発行事務を行うこと。また、発行事務終了

後は、交付申請書を保管すること。

70 広報誌配付業務等

(1) 局の発行する広報誌を検針時に各家庭に配付すること。検針のない水道水以外の水のみ

の使用者等についても同様とする。なお、広報誌の配付回数は、年 2回の定期配付とする
が、局が臨時配付を必要と判断した場合には、定期配付を含め年 3回を限度とする。

(2) 上下水道料金改定や制度改定等の広報業務として、局の提供する広報チラシを使用者等

へ配付すること。

(3) 局の提供する広報チラシを第 56項第 2号エに定める閉栓作業の使用申込書兼口座振替
依頼書の配付時及び第57項第4号に定める使用開始申込書の配付時に併せて配付すること。

71 災害及び事故等に伴う住民への広報活動補助について

受注者は、災害及び事故等に伴う住民への広報活動の補助業務を行うこと。

72 住民説明会等での説明

受注者は、上下水道事業に関する住民説明会等において上下水道料金・下水道受益者負担金

等についての説明を行うこと。
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73 問い合わせ、苦情処理等への対応

(1) 受託業務に関する問い合わせ又は苦情等については、受注者が自己の責任において処理

を行うものとし、誠意を持って対応し十分に説明を行うこと。

(2) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の改定など、問い合わせ又は苦情が大量に集中

する場合でも、十分に対応できる体制をとること。

(3) 受注者は、本仕様書に記載されていない事項で本仕様書の業務に伴う業務、自らの提案

により行う業務、緊急の必要により行う業務等に関して、自らの責任で実施すること。

74 印刷物の作成及び発送等

(1) 料金センターの業務で使用する印刷物は、受注者負担により作成し発送すること（種類、

発送件数については資料 4及び資料 9参照のこと）。
また、銀行からの口座照会回答等に使用する返信用封筒についても、受注者負担で準備

すること。

(2) 宮崎市上下水道局公印規程（平成 2年企業管理規程第 4号）第 2条に定める公印が必要
な印刷物については、同規程第 7条第 2項の規定に基づき総務課長の承認を受けた上で発
行時にプリンターによる公印の印影を印刷すること。

(3) 上下水道料金改定や制度改定等に伴う印刷物の様式変更に対応すること。

75 申請書等の保存及び局への提出方法

(1) 受託業務の遂行にあたり、使用者等から提出された申込書・申請書・申告書等は、必要

に応じて、別に指示する形式（紙又はＰＤＦ）でファイルを作成し保存すること。

(2) 局に提出する報告書や保存書類を綴る際には金属製留め具等（ステープラー・クリップ

類）は使用しないこと。

付帯事項

76 契約期間満了時の業務引継ぎ

(1) 業務引継ぎは新受注者と現受注者の間で行うものとし、新受注者は第 3項に定める移行
準備期間中に現受注者から引継ぎを受けること。特に、使用者等との交渉事項及び懸案事

項等について正確な引継ぎを受けること。また、移行準備期間中の業務引継ぎ計画につい

て業務提案書により提案すること。

(2) 業務引継ぎの期間、内容、方法等については、局、新受注者及び現受注者で協議の上決

定する。

(3) 業務引継ぎに要する経費等は新受注者及び現受注者の負担とする。

77 委託契約に係る決算書の提出

(1) 受注者は、自己の各事業年度の決算が確定したときは、速やかに受託業務実施に係る収

支決算書及び関係書類（法人でない場合にはこれに準ずる書類）を局に提出するものとす
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る。

(2) 前項の提出書類作成にあたっては、受託業務実施に係わるものとそれ以外の事業を営む

場合、受託業務実施のみに係る収支状況が判る内容とすること。

78 契約解除時の業務引継ぎ

(1) 受注者は、契約が解除されたときは速やかに業務委託に関する一切の事務を局及び局の

指定するものに引き継がなければならない。

(2) 前号の引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。

79 法令の遵守

受注者は、本委託業務の履行にあたり宮崎市水道事業給水条例、宮崎市下水道条例及びその

他関係法令等を理解し、かつ、遵守しなければならない。

また、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、
宮崎市個人情報保護条例（平成 14年条例第 2号）、宮崎市個人情報保護条例施行規則（平成 21
年規則第 9号）及びその他関係法令等を遵守し個人情報の保護について特に留意しなければな
らない。

80 秘密の保持等

(1) 受注者は、業務の履行に際して知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。委託期

間の満了後又は契約解除後も同様とする。

(2) 受注者は、料金システム及びその他のシステムが保有する情報並びにこの契約を履行す

るために用いた資料及びその結果等について転写、複写、閲覧又は貸出をしてはならない。

ただし、局が認めた場合はこの限りでない。

(3) 受注者は、業務完了後は使用した情報等を抹消、焼却及び切断等再生使用不可能な方法

により処分しなければならない。

(4) 受注者は、業務を履行した電子機器等の修理及び破棄等をする場合においては、前号の

方法により処分するものとし、処分完了後は局へ証明書を提出すること。

81 金品等の収受の禁止

受注者は業務の遂行に関連していかなる理由でも使用者等から上下水道料金及び下水道受益

者負担金等以外の金品その他のものを収受してはならない。

82 業務の安全衛生管理及び危険防止の措置

受注者は、業務従事者の安全衛生管理については関係法令に従い行わなければならない。ま

た、業務を行う場所若しくはその周辺に危害を与えるおそれがある場合には危険防止に必要な

措置を講じ事故発生を防止しなければならない。

83 請負賠償責任保険等への加入

受注者は、請負賠償責任保険に加入するなど業務中の不測の事故等に対応すること。
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84 本仕様書に定めのない事項

本仕様書に定めのない事項については局及び受注者協議の上処理する。ただし、緊急を要す

る場合は受注者が自己責任において処理し局に報告すること。
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資 料 １

上下水道業務（令和元年度）

業 務 名 等 件 数 等

１ 検針 １，３４７，４０４件

２ 受付件数 ５３，８９９件

電話 ４５，７８７件

はがき １，９０１件

窓口 ４，２００件

現地 ４件

FAX １，７７７件

メール ２３０件

３ 水道料金等調定件数

内訳 納付制

内訳 口座制

１，３０３，４４２件

２２６，７６９件

１，０７６，６７３件

４ 水道メーター出庫受付件数 １，３４７件

５ 下水道使用開始処理件数 ４，６２３件

６ 減免等受付件数 ３，３１４件

７ 調定更正処理件数 ２，１２６件

８ 上下水道料金過誤納処理件数 １，４４１件

９ 事故受付件数 ８，６７７件

漏水 ５，０５９件

表現漏水 ２３７件

不表現漏水 ４４０件

異常無 １，０１１件

修理済み・その他 ３，３７１件

水量調査 ３，６１８件

１０ 督促状発行件数 ９３，３０１件

１１ 未納のお知らせ 発行件数 ２７，１０１件

１２ 給水停止予告通知書 発行件数 １１，３４９件

１３ 給水停止 伺件数 ４，９７０件

１４ 滞納件数（令和 2年 3月末現在） １３，９７６件

１５ 閉栓に伴う現地精算件数 １５５件

１６ 水道メーター布設状況 ２２５，３５３件

１７ 年度末量水器在庫数 １９，２００個

１８ 水道料金等納付済連絡票発行件数 １６０件
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（参考）

下水道事業受益者負担金関連業務（令和元年度実績）

給水人口 ３９４，８６０人

給水戸数 １８０，９０６戸

業 務 名 等 件 数 等

１

負担金調定件数

内訳 納付制

内訳 口座制

５，５５２件

４，９０２件

６５０件

２ 督促状発行件数 １，６９３件

３ 催告状発行件数 １，７４０件
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資 料 ２

上下水道業務（令和２年度）

業 務 名 等 件 数 等

１ 検針 １，３５４，０８２件

２ 受付件数 ５３，１５７件

電話 ４３，４１９件

はがき １，９８５件

窓口 ３，９６８件

現地 ２件

FAX １，９０３件

メール＋インターネット １，８８０件

３ 水道料金等調定件数

内訳 納付制

内訳 口座制

１，３３７，１０７件

２２８，１４７件

１，１０８，９６０件

４ 水道メーター出庫受付件数 １，３８８件

５ 下水道使用開始処理件数 ４，９４６件

６ 減免等受付件数 ２，６６２件

７ 調定更正処理件数 ５，３７８件

８ 上下水道料金過誤納処理件数 １，１６５件

９ 事故受付件数 ７，０４３件

漏水 ３，８４９件

表現漏水 ２４５件

不表現漏水 １６８件

異常無 ７７８件

修理済み・その他 ２，６５８件

水量調査 ３，１９４件

１０ 督促状発行件数 ８０，５３９件

１１ 未納のお知らせ 発行件数 １６，１７５件

１２ 給水停止予告通知書 発行件数 ２１，３４７件

１３ 給水停止 伺件数 ３，４１７件

１４ 滞納件数（令和 3年 3月末現在） １１，９８１件

１５ 閉栓に伴う現地精算件数 ９３件

１６ 水道メーター布設状況 ２２６，５３５件

１７ 年度末量水器在庫数 １９，３９１個

１８ 水道料金等納付済連絡票発行件数 １５６件
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（参考）

下水道事業受益者負担金関連業務（令和２年度実績）

給水人口 ３９５，４９８人

給水戸数 １８２，８４５戸

業 務 名 等 件 数 等

１

負担金調定件数

内訳 納付制

内訳 口座制

４，７８８件

４，２２６件

５６２件

２ 督促状発行件数 １，２１５件

３ 催告状発行件数 １，５１２件
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資 料 ３

貸与又は支給する委託業務に必要な物品及びデータ等

メーター貯蔵品資料

貸与するもの

１ 上下水道料金データ 1式

２ 検針区番号データ 1式

３ 検針戸番図データ １式

４ 量水器 貯蔵品 各口径（下記資料参照）

５ 上下水道業務に関するＦＡＱデータ

６ １階当直室前玄関及び業務を遂行する室の鍵

支給するもの

１ 宮崎市市税等・上下水道料金口座振替依頼書・自動払込申込書（３枚複写）窓口設置用

口径

令和元年度末 令和２年度末

新品・

修理品
撤去品 合計

新品・

修理品
撤去品 合計

13 11,634 2,018 13,652 10,011 3,622 13,633
20 1,547 2,487 4,034 2,889 1,323 4,212
25 869 306 1,175 36 1,176 1,212
30 23 5 28 5 23 28
40 113 52 165 54 108 162
50 44 28 72 52 21 73
75 9 39 48 11 36 47
100 0 11 11 0 10 10
125 1 5 6 1 5 6
150 0 8 8 1 7 8
200 0 1 1 0 0 0
合計 14,240 4,960 19,200 13,060 6,331 19,391
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資 料 ４

令和元年度 印刷物等の印刷実績・参考件数

№ 件 名

規 格

原稿サイズ、

用紙の種類等

現受注者

令和元年度

印刷実績

参考件数

1
口座振替推進月間用口座振替依

頼書（はがき）

212×152

３色刷 110K
28,000

2 窓開き封筒（未納お知らせ等） 120×235ｍｍ 89,000

3 目隠しシール
135×95

２色印刷
60,000

4
上下水道使用開始届料金口座

振替依頼書（中止・新設）

Ａ５ ３色刷

両面 110K
45,000

21,360

2,971

中止

新設

5 引越案内チラシ Ａ４ ３色刷 ※コピー対応

6
宮崎市上下水道料金等納入通

知書（単票）

Ｙ13×Ｔ7

２色刷
100,000 68,457 発送件数

7

汎用連帳（次回振替、再振替、振替

済の各お知らせ用）

(検満メーター交換のお知らせ)

Ｙ13×Ｔ6 170,000

8
領収書（上下水道料金・下水

道負担金等）

３枚複写 50 部/冊

B6 4×50

0

※在庫あり

9 窓開き封筒（納付書発送用） 120×162mm 18,000

10
宮崎市上下水道料金等納入通

知書（連帳）
Ｙ13×Ｔ6 ２色刷 325,000 219,464 発送件数

11
ご使用水量のお知らせ別送分

（単票）
Ｙ13×Ｔ7 10,000 9,998 発送件数

12
ご使用水量のお知らせ

(ロール紙)

３色刷 両面

IP 高保存性用紙

三菱製紙 AFP-235 相当

17,000 1,347,404 検針件数

13
排水設備工事に伴うお知らせ 封書（一括開始）

ハガキ

0

※在庫あり
1,043 発送件数

14
白ロール紙 ご使用水量のお知

らせと同サイズ
1,300

検針データプ

ルーフ用

15
上下水道使用開始届料金口座

振替依頼書用ビニル袋

262×170

チャック付 1穴
22,000

16 下水負担金督促状（県外郵振） ２色刷 0

17 下水分担金督促状（県外郵振） ２色刷 0

18 下水負担金督促状（県内） ２色刷 3,000
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19 下水分担金督促状（県内） ２色刷 500

20
催告状

（県外郵振・負担金・分担金）

２色刷 両面
0

21
催告状

（県内・負担金・分担金）

２色刷 両面
0

22
納付書

（負担金・分担金）県外
0

23
納付書

（負担金・分担金）県内

２色刷
0

24

窓空き封筒（県外発送用・負

担金・分担金）（報奨金交付申

請書・振込のお知らせ）

120×235mm

3,000

25 返信用封筒 120×235mm 4,000

26
配水設備使用開始のお知らせ

（ハガキ）
5,000

27 漏水点検のお願い Ａ４ 30,000
28 水道メーター交換のお知らせ Ａ５ 30,000
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令和２年度 印刷物等の印刷実績・参考件数

№ 件 名

規 格

原稿サイズ、

用紙の種類等

現受注者

令和 2年度

印刷実績

参考件数

1
口座振替推進月間用口座振替依

頼書（はがき）

212×152

３色刷 110K
28,000

2 窓開き封筒（未納お知らせ等） 120×235ｍｍ 16,000

3 目隠しシール
135×95

２色印刷
25,000

4
上下水道使用開始届料金口座

振替依頼書（中止・新設）

Ａ５ ３色刷

両面 110K
40,000

25,586

1,388

中止

新設

5 引越案内チラシ Ａ４ ３色刷 ※コピー対応

6
宮崎市上下水道料金等納入通

知書（単票）

Ｙ13×Ｔ7

２色刷
60,000 63,908 発送件数

7

汎用連帳（次回振替、再振替、振替

済の各お知らせ用）

(検満メーター交換のお知らせ)

Ｙ13×Ｔ6 120,000

8
領収書（上下水道料金・下水

道負担金等）

３枚複写 50 部/冊

B6 4×50

0

※在庫あり

9 窓開き封筒（納付書発送用） 120×162mm 20,000

10
宮崎市上下水道料金等納入通

知書（連帳）
Ｙ13×Ｔ6 ２色刷 300,000 219,366 発送件数

11
ご使用水量のお知らせ別送分

（単票）
Ｙ13×Ｔ7

0

※在庫あり
3,694 発送件数

12
ご使用水量のお知らせ

(ロール紙)

３色刷 両面

IP 高保存性用紙

三菱製紙 AFP-235 相当

9,000 1,354,082 検針件数

13
排水設備工事に伴うお知らせ 封書（一括開始）

ハガキ

0

※在庫あり
885 発送件数

14
白ロール紙 ご使用水量のお知

らせと同サイズ

0

※在庫あり

検針データプ

ルーフ用

15
上下水道使用開始届料金口座

振替依頼書用ビニル袋

262×170

チャック付 1穴
10,000

16 下水負担金督促状（県外郵振） ２色刷 300

17 下水分担金督促状（県外郵振） ２色刷 300

18 下水負担金督促状（県内） ２色刷 1,000
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19 下水分担金督促状（県内） ２色刷 300

20
催告状

（県外郵振・負担金・分担金）

２色刷 両面
0

21
催告状

（県内・負担金・分担金）

２色刷 両面
0

22
納付書

（負担金・分担金）県外
0

23
納付書

（負担金・分担金）県内

２色刷
2,000

24

窓空き封筒（県外発送用・負

担金・分担金）（報奨金交付申

請書・振込のお知らせ）

120×235mm

4,000

25 返信用封筒 120×235mm 2,000

26
配水設備使用開始のお知らせ

（ハガキ）

0
※在庫あり

27 漏水点検のお願い Ａ４ 20,000
28 水道メーター交換のお知らせ Ａ５ 27,000
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資 料 ５

受注者準備：必要機器構成（費用は受注者負担）

宮崎市上下水道料金システム及び負担金システムは無償貸与する

システム回線

料金センターを拠点とした各営業所との通信回線については、10Mベース以
上の専用回線を使用し情報等の漏洩がないネットワーク環境を構築するこ

と。

なお、検針データを取扱う場合は 100Mベース以上の回線とする。（分室を設
置する場合も同様とする。）

・パソコン

必要スペック：

CPU：Core（TM）i3-4100M(2.50GHz)以上

メモリ：4GB 以上

ＯＳ：Windows10

ブラウザ：Internet Explorer11 以上

Office ：Microsoft Office Home&Business 2019 以上

その他：DVD-ROM、マウス、テンキーボード（ノート型の場合）

※業務に必要の無いソフトはインストールしないこと。

・収納データ用ＵＳＢメモリ

・連帳用プリンタ

必要スペック：リコー製 Pro F2110Y

その他 ：リコー製 Pro F2110Y トナー

・連帳用圧着機、切断機（ドライシーラー）

現行使用機器：プレッスルマルチ（トッパンフォームズ株式会社製）

型番 ：６８５２ＳＴ（現行使用機器）

・レーザープリンタ

必要スペック：モノクロページプリンタ（ネットワークプリンタ）

※「ＥＡＮ－１２８コンビニバーコード」対応必須。

型式：ＸＬ－９４４０

その他：拡張給紙ユニット、両面ユニット、手差トレイ

プリンタ RAM モジュールー256MB
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・検針スマホ 42 台、マルチパック充電器 7台

品 名 型 式 数量

ARROWS BZ01 本体 ASMB01V01 42

AC アダプタ（USB ケーブル添付） FARM06A06 42

microSDHC カード 32GB Class10 SD 変換 Adapter 付 AD-MRHAM32G/10 42

Patio Printer FHTPR431 42

マルチパック充電器(6 個同時充電) FHTMB331 7

キャリングケース FHTPCS431 42

ネックストラップ FHTNS321 42

リチウムイオンバッテリパック 644210 42

OS ダウングレードサービス(OS10→OS9) ASMBC0013 42

BUFFALO USB3.1Gen1 ケーブル(AtoC)1.0m ブラック BSUAC31110BK 4

BZ01 セキュリティ対策カスタマイズマスタ作成基本 ASMBC0001 1

BZ01 セキュリティ対策カスタマイズマスタ作成追加 ASMBC0002 2

BZ01 カスタマイズマスタのインストール ASMBC0003 42

※参考：上記の検針スマホ４２台、マルチパック充電器７台の長期保証サービスは、任意での購入となる。

現行ハンディの保守サービスとは違い、スマートフォンの初期不良による保証サービスの延長となる。

そのため、故意（タッチパネルの破損など）や劣化（電池劣化）の場合は対象外となる。

品名 型式

長期保証サービス（1年⇒3年へ） ASMBL0001

長期保証サービス（1年⇒5年へ） ASMBL0003

・バーコードリーダー

・ネットワーク接続

上下水道局ネットワークに接続するにあたり、VPN（バーチャルプライベート

ネットワーク）を構築できるルータ等のネットワーク機器を設置し、局が指

定する料金サーバや受益者負担サーバ等に限定してアクセスできるように設

定すること。

・その他

料金システムのライセンス使用料は局で負担する。
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資料 ６

検満計交に伴う補修工事実績

検満計交予定数

口径 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度

13 20,865 22,010 28,702 28,143 27,785

20 2,436 6,555 3,543 6,927 5,087

25 748 784 344 1,032 942

30 17 8 14 8 29

40 170 285 274 238 306

50 145 133 34 88 101

75 38 42 25 62 41

100 9 12 0 5 4

125 0 2 0 0 0

150 0 4 0 1 1

200 0 0 0 0 0

合計 24,428 29,835 32,936 36,504 34,296

年度 令和元年度 令和２年度

検満計交数 31,797 29,373

工事件数 72 53

工事金額 1,980,664 1,594,471
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資料 ７

令和元年度 各営業所における収納・滞納整理業務の実務状況

単位：件

令和２年度 各営業所における収納・滞納整理業務の実務状況

単位：件

業 務 内 容 佐土原 田 野 高 岡 清 武

窓口収納 2,436 1,280 412 3,462

訪問（①＋②＋③＋④） 4,737 3,341 2,297 5,984

不在（文書・メモ等投函）① 3,826 2,728 1,503 4,729

在宅（面接指導） ② 757 387 543 466

在宅（徴収あり） ③ 94 118 202 177

現地調査（所在確認等） ④ 60 108 49 612

電話催告 2,188 1,277 435 781

給水停止伺い 146 84 7 166

給水停止執行 100 55 4 136

業 務 内 容 佐土原 田 野 高 岡 清 武

窓口収納 1,727 965 358 2,607

訪問（①＋②＋③＋④） 4,563 2,793 2,194 4,107

不在（文書・メモ等投函）① 4,021 2,340 1,495 3,508

在宅（面接指導） ② 377 317 476 266

在宅（徴収あり） ③ 77 83 167 71

現地調査（所在確認等） ④ 88 53 56 262

電話催告 2,409 1,008 395 933

給水停止伺い 88 84 0 145

給水停止執行 51 39 0 109
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資料 ８

令和 3年 3月 31 日現在

１ 水道料金収納率

２ 給水停止伺の状況

３ 下水道使用料収納率

年 度 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和２

現年度(%) 89.53 90.27 90.13 90.07 89.85

過年度(%) 94.90 95.70 96.42 96.88 96.79

年 度 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和２

停水伺件数 6,734 5,064 5,159 4,970 3,417

年 度 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和２

現年度(%) 89.67 89.75 89.49 89.61 90.33

過年度(%) 95.06 95.08 96.25 96.30 95.94
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資料９

１ 前納報奨金支払い実績件数

２ 前納報奨金支払予定件数

３ 令和２年度前納報奨金交付業務に伴う封筒、使用用紙の参考件数

４ 令和２年度前納報奨金交付業務に伴う通信運搬費（参考）

年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度

件数 ８００件 ４８３件 ５０８件

年 度 令和 3年度 令和 4年度 令和5年度 令和6年度 令和 7年度 合計

件数 ２００件 ２００件 ２００件 ２００件 ２００件 １，０００件

件名 規格、原稿サイズ等 参考件数

１ 窓開き封筒（報奨金交付申請書） 120 ㎜×235 ㎜ ５６２件

２ 窓開き封筒（振り込みのお知らせ） 120 ㎜×235 ㎜ ５０８件

３ クラフト封筒（申請書返送用） 長３ ５６２件

４ ＰＰＣ用紙（報奨金交付申請書等） Ａ４ ５６２件

５ ＰＰＣ用紙（振り込みのお知らせ等） Ａ４ ５０８件

件名 通信運搬費 備考

１ 報奨金交付申請書 ４７，２０８ 円 ８４円×５６２件

２ 振り込みのお知らせ ４２，６７２ 円 ８４円×５０８件

３ 料金受取人払郵便（返信用） ４２，６７２ 円 ８４円×５０８件
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資 料 10

庁舎管理関連業務（令和２年度実績）

資 料 11

下水道にかかる時間外・休日における緊急出動対応件数

資 料 12

安全対策必要資材

受 付 処 理 内 容 件 数

１ 公道漏水 １７０件

２ 宅内（一次側） １５６件

３ 宅内（二次側） ２８件

４ 管破損 ２３件

５ 水道使用開始 ２件

６ 中止届 ０件

７ その他（水が出ない、ﾎﾟﾝﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞ等） ３１８件

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

平日夜間 ４ ９ ４

休日 ７ １２ ４

合計 １１ ２１ ８

１． バリケード（夜間対応） ２個

２． カラーコーン（夜間対応） ５個

３． ヘルメット ２個

４． 安全ベスト ２着

５． 懐中電灯 ２個

※その他身の安全を守るために必要なもの。
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資 料 １３

１ 上下水道料金の口座振替登録者に占める毎月振替登録者の割合

（％）

２ 上下水道料金の口座振替に伴う帳票類の発行件数

（件数）

資 料 １４

延滞金の納入通知書発行件数見込み

（件数）

※延滞金は令和 3年 4月 1日より請求開始。

口座振替登録者に占める、

毎月振替登録者の割合

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度

2.89 5.61 8.18 10.64 13.10

帳票の種類 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

次回の口座振替のお知らせ 29,226 31,994 30,287 29,792 28,179
口座振替済通知書 92,961 94,961 96,245 98,250 100,376
再振替のお知らせ 25,241 23,569 20,849 18,312 14,340
口座振替済通知書（再振分） 7,512 7,130 7,100 6,867 6,381

令和 3年度 令和 4年度
上下水道料金 172 172
受益者負担金・分担金 4 8


