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宮崎市上下水道局料金センター等業務委託

プロポーザル受託候補者 選定基準

１ 評価項目及び配点

評価項目及びその配点は、次の表のとおりとする。（合計 600点満点）

評価 項目 配点 小計

会社内容に関
する事項 ①会社概要及び財務状況 10

400点

業務体制 ②業務実施計画及び業務遂行体制 30

業務委託に関
する事項

③検針業務に対する考え方 30

④量水器（水道メーター）管理業務に対する考え方 20

⑤収納業務に対する考え方 20

⑥滞納整理（給水停止を含む）業務に対する考え方 40

⑦使用開始・中止及び受付等の業務に対する考え方 30

⑧上下水道料金及び下水道受益者負担金等データ処理に関す
る業務に対する考え方 20

⑨コールセンター業務に対する考え方 30

⑩庁舎管理等業務に関する考え方 30

⑪その他付随する業務に対する考え方 20

⑫業務従事者への教育指導及び研修体制に対する考え方 20

個人情報保護 ⑬個人情報保護に対する考え方 30

危機管理 ⑭防災、災害及び緊急時等危機管理に対する考え方 20

雇用計画 ⑮雇用計画における地域精通度 40

その他の業務
提案

⑯その他の業務提案 10

⑰参考見積価格 200 200点

合 計 600点
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２ 評価方法

業務提案書に記載された内容及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容について各

委員が評価項目ごとに評価する。

参考見積価格を除く各評価項目については、次に示す５段階評価による得点化方法に

より点数化する。

３ 評価のポイント

提案内容全体として、いかに本市上下水道事業業務等のサービス向上のために優れた

提案がなされているか、公営企業の業務受託者として法令遵守の管理体制等を考慮する。

各項目の作成において、審査ポイントとなる点を次に記す。

①会社概要及び財務状況 （配点：10点）

会社の規模、経営状況を総合的に判断し、将来にわたり安定して業務を行い得る経

営基盤があるかということを重視して評価する。

②業務実施計画及び業務遂行体制 （配点：30点）

業務実施計画及び業務遂行体制について、市民サービスの向上が図られ、業務遂行

体制が効率的で、適切な人材配置がされているか等、公共事業の業務受託者としての

適格性を評価する。

(1) 各業務を、どのような計画に基づき行うのか。（市民サービスの向上につなが
る計画であるか。）

(2) 人員の配置計画（シフト編成、人員確保（再委託する場合を含む。）、緊急時
（トラブル含む。）体制、繁忙期体制）が、具体的に記載され適切な計画とな

評 価 評価の意味合い 得点化方法

Ａ
優秀である。/高度の能力を有している。
局の期待を大きく上回る提案であり十分な効果が
期待できる。

配点 × 100％

Ｂ
満足できる。/十分な能力を有している。
局の期待を上回る提案であり効果が期待できる。

配点 × 80％

Ｃ
平均的である。
局の期待するレベルの提案である。

配点 × 60％

Ｄ
物足りなさ感じる。/能力が若干乏しい。
局の期待を下回るレベルの提案である。

配点 × 40％

Ｅ
評価の対象外。/ほとんど効果が期待できない。（記
載がない場合も含む）

配点 × 0％
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っているか。

(3) 業務における指揮命令系統と責任体制はどのようになっているか。
(4) 当該受託業務に関する事務処理及び苦情等に優れた対処案を有し、万全な体

制を講じることができるか。

(5) 「宮崎市上下水道局料金センター等委託業務仕様書」に定める業務統括責任
者及び業務責任者を常勤で専任配置することができるか。（知識、経験年数、

業務責任者の数など）

(6) 当該業務について、２年以上の実務経験を有する従業員が何人配置されてい
るか。

(7) 急な欠員が発生した場合において、即座に適切に対応できるバックアップ体
制がとれているか。

(8) 公共事業の業務受託事業者として法令遵守等の管理体制をどのように考えて
いるか。

(9) 法的対応が必要になった場合に、業務受託者として、どのような対応がとれ
るか。

(10)市民や使用者等への周知は、どのような方法・方策が考えられているか。
(11)料金センターの運営計画（契約締結から業務開始までの移行体制及び計画を

含む）は、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

い適切な提案がなされているか。

(12)当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。

③検針業務に対する考え方（配点：30点）

検針・調査業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 検針員にどのような人材を配置するか。（経験年数、人員数など）
(2) 検針員の業務管理をどのように行うのか。
(3) 異常水量（水量の大幅増減）・漏水調査に対して、どのような対応がとれるか。
(4) 検針の遅れに対してどのように対応するか。
(5) 使用者等からの検針に係る苦情等にどのように対応するか。
(6) 誤検針をなくすための対策がとられているか。
(7) 当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。

④量水器（メーター）管理業務に対する考え方（配点：20点）

量水器（メーター） 管理業務に関しては、 以下の項目を重視し評価する。
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(1) 検定有効期間満了に伴う計量器の交換業務の体制について。
(2) 交換前の利用者等への周知について。
(3) 交換作業及び補修工事の地元業者への再委託の考えについて。
(4) 量水器（メーター）の入出庫業務について、適切な人員配置がなされている

か。（経験年数、人員数など）

⑤収納業務に対する考え方（配点：20点）

収納業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 現金の取扱及び収受は、正確性、迅速性、安全性など適正な管理体制が取ら
れているか。

(2) 目標収納率は、妥当性のある数値が設定されているか。また、目標収納率を
下回らないような工夫がされているか。

(3) いかに誤りのない業務処理を行うかについての提案があるか。
(4) 当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。
(5) 口座振替制度の普及推進についてどのような対策が図れるのか。
(6) 各営業所での窓口収納体制や業務執行時の連携について、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適切な提案がされているか。

⑥滞納整理（給水停止を含む）業務に対する考え方（配点：40点）

滞納整理（給水停止を含む）業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 滞納整理員にどのような人材を配置するか。（経験年数、人員数など）
(2) 滞納整理員の業務管理をどのように行うのか。
(3) 滞納整理（給水停止を含む）業務は、適正な事務手続を経たうえで、どのよ

うに合理的な手法で行われるか。

(4) 生活困窮者、生活弱者と思われるケースで相談があった場合、局との連絡体
制が考慮されているか。

(5) 無届けにより転居や転出した滞納者の調査をどのような方法で行うのか。
(6) 不納欠損を生じさせないための工夫、方策について、どのような提案がある

か。

(7) 滞納整理において色紙や色付封筒を使用するなどの催告方法は、実現可能で
滞納者にわかりやすい催告方法となっているか。

(8) 苦情、不当要求行為等に関してどのような対応を行うのか。
(9) 当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。
(10)営業所における給水停止実施日の業務体制及び業務内容は、適切な提案であ

るか。また、給水停止実施日等の時間外業務を行う場合に、お客様が営業所

以外の他部署に行くことがないよう庁舎安全管理のための措置が考慮されて
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いるか。

⑦使用開始・中止及び受付等の業務に対する考え方（配点：30点）

使用開始・中止及び受付等の業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 受付や料金受理時について、接遇等専門的知識や経験を有している人員の配
置をどのように行えるか。（経験年数、人員数など）

(2) 開閉栓（中止精算）業務にどのような人材を配置するか。（経験年数、人員数
など）

(3) 誤開栓・誤閉栓をなくすための対策がとられているか。
(4) 受付業務（口座振替手続等を含む）について、いかに誤りのない処理を行う

のか。

(5) 繁忙期における開閉栓（中止精算を含む）業務は、どのような体制で行うの
か。

(6) 当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。

⑧上下水道料金及び下水道受益者負担金等データ処理に関する業務に対する考え方（配

点：20点）

上下水道料金及び下水道受益者負担金等データ処理に関する業務に関しては、以下

の項目を重視し評価する。

(1) 電算システム等の取扱いに習熟した者の配置をどのように行えるのか。（経験
年数、人員数など）

(2) データ処理にあたり誤りをなくすための対策がとられているか。
(3) 各業務処理のスケジュール管理をどのように行うのか。
(4) 当該業務の改善又は効率化に対し、どのような優れた提案があるか。

⑨コールセンター業務に対する考え方（配点：30点）

コールセンター業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 「上下水道事業の総合受付窓口」機能としての提案が行われているか。
(2) ＦＡＱデータを活用したワンストップサービスの提案は、実現可能なものか。
(3) 繁忙期の対応についての提案が行われているか。

⑩庁舎管理等業務に関する考え方（配点：30点）

庁舎管理等業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。
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(1) 庁舎管理及び料金センター時間外の受付に対する提案が行われているか。
(2) 局営業時間外の局施設等の異常への初期対応について人員配置などの提案は、

実現可能なものか。

(3) 当該業務の異常発生時の対応で、事故防止に関する有効な対策が提案されて
いるか。

⑪その他付随する業務に対する考え方（配点：20点）

その他付随する業務に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 窓口及び電話対応における接遇並びに検針及び催告等における使用者宅への
訪問について、具体的にトラブル回避のためのマニュアル等が整備されてい

るか。

(2) 業務に関する情報を業務従事者間で共有後、連携及び協力していくための工
夫などが具体的に提案されているか。

(3) 移行準備期間中の業務引継ぎ計画は、実現可能で適切な提案であるか。
(4) 広報誌をどのような体制で配布するか。
(5) 災害及び事故等に伴う断水広報活動について、人員配置を迅速に行えるか。
(6) 住民説明会について、適切な人員を参加させることができるか。
(7) 加入する保険は、不測の事故等に対応するため十分な補償内容となっている

か。

(8) 付随する業務で、期待を上回る優れた提案があるか。

⑫業務従事者への教育指導及び研修体制に対する考え方（配点：20点）

業務従事者への教育指導及び研修体制・内容に関しては、以下の項目を重視し評価

する。

(1) 業務を遂行する上でどのような教育指導及び研修計画があるか。
(2) 人材育成に向けた教育指導及び研修体制についてどのように行うのか。
(3) 事故防止及び事故発生後の再発防止について、どのような教育指導を行うか

の計画を持っているか。

⑬個人情報保護に対する考え方（配点：30点）

個人情報保護に関しては、以下の項目を重視し評価する。
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(1) 個人情報保護関連の認証を取得しているか。
(2) 業務を実施する上でどのような個人情報の管理体制が取られているか。
(3) 個人情報を外部へ持出す際の具体的な方法が定められているか。
(4) 個人情報の廃棄に関する具体的な方法が記載されているか。
(5) 業務従事者に個人情報の取扱いに関する誓約書の提出を義務付けているか。
(6) 盗難による個人情報の流出に対して、適正な対応が記載されているか。
(7) 個人情報保護に関する教育をどのように行うか、具体的に記載されているか。

⑭防災、災害及び緊急時等危機管理に対する考え方（配点：20点）

危機管理全般について、公共事業の一翼を担う者として適切であるかどうかを重視

し評価する。

(1) 地震、火災等の災害に備え、十分な防災対策を講じるとともに、災害が発生
した場合を想定した対策があるか。

(2) 業務中の事故、システム故障など、起こりうるあらゆる緊急事態に対して、
公共事業の一翼を担う者として適正な対応が取れるか。

(3) その他危機管理全般に関する業務提案について。
(4) 地震等により、断水となった場合、応急給水活動など水道事業に関する活動

への協力体制は、どのように考えているか。

(5) 口蹄疫等の発生により業務ができなくなった場合の、事後検針などの体制を
どのように考えているか。

⑮雇用計画における地域精通度（配点：40点）

雇用計画における地域精通度に関しては、以下の項目を重視し評価する。

(1) 宮崎市民の雇用計画についてどのように考えているか。（人数、条件等）
(2) 経験者（検針業務、滞納整理業務、電話受付業務等）の雇用をどのように考

えているのか。（人数、条件等）

(3) 検定有効期間満了に伴う計量器の交換業務等について、地元業者に再委託す
る場合の方針・計画内容について。

(4) 正職員に占める離職者の割合は高くないか。
(5) 業務従事者に占める宮崎市民の割合をどのように考えているか。
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⑯その他の業務提案 （配点：10点）

(1) 料金センター業務の効率化、利用者サービスの向上の実現に直結する、実現
可能で具体的な企画・提案を高く評価する。

(2) 「宮崎市上下水道局料金センター業務委託仕様書」に記載されていない業務
で、期待を上回る優れた業務提案があるか。

⑰参考見積価格(配点 200点)

参考見積書の点数は次式による

※価格評価点は、小数点以下第一位を四捨五入し、整数とする。

なお、提案価格が提案上限額を超える場合は、失格とする。

価格評価点＝配点（200点）×（最低提案価格÷当該提案価格）


