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第１章 一般的事項  
１ 目的  

この水準書は、大仙市上下水道局（以下「発注者」という。）が事務の効率化とお客

さまサービスの向上を目的に委託する次の各号の事業における水道料金、下水道等使用

料、各種手数料及びその他事業収益(以下「水道料金等」という。)の徴収業務委託（以

下「委託業務」という。）について必要な事項を定める。 

なお、水準書は発注者が受託事業者（以下「受注者」という。）に要求する最低限の

水準を示すものであり、同等以上の業務の改善や効率化、お客さまサービスの向上、収

納率の向上等につながる提案を求める 

 

(1) 水道事業 

上水道事業、簡易水道事業 

(2) 下水道事業 

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、特定地域生活排水処理事業、 

農業集落排水事業 

 

２ 委託業務の対象区域  

大仙市内全域および発注者の定めた区域とする。  

 

３ 委託の期間  

令和５年４月１日～令和１０年３月３１日までとする。  

ただし、契約締結日から業務委託開始までの期間は、研修および業務開始準備期間と

し期間内の日程および内容については、発注者と受注者の協議によるものとする。 

 

４ 委託業務の範囲  

委託業務の範囲は次のとおりとし、受注者は、別に定める業務委託契約書およびこの

水準書に従い、執行するものとする。  

(1) 窓口、受付業務  

(2) 開閉栓業務 

(3) 検針業務 

(4) 調査業務 

(5) 収納業務 

(6) 調定業務および更正に係る業務 

(7) 滞納整理および給水停止業務 

(8) メーター管理等業務 

(9) 給水装置の管理業務 

(10)排水設備の管理業務 

(11)電子計算処理業務（料金システムを含む） 

(12)にごり水等への対応業務  

(13)事務引継 

(14)その他  

 

５ 法令の遵守  

受注者は委託業務の執行にあたり、委託業務に関する関係法令、大仙市水道事業給水

条例、大仙市下水道条例等関係条例、その他の規則規程および発注者が必要に応じて指

示する事項を順守しなければならない。 
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６ 業務の執行場所  

原則として、大仙市役所庁舎内上下水道局執務室(大仙市大曲花園町1-1)において業務

を行うこと。庁舎スペースの一部を上下水道お客様センターとして使用する。 

 

７ 業務時間  

 業務時間については、次のとおりとする。 

なお、業務上必要な場合は、次に揚げる窓口営業時間に関わらず業務を行わなければ 

ならない。 

(1) 原則として、平日の窓口営業時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとす

る。ただし、発注者の指示があった場合は、営業時間延長を行うものとする。 

(2) 平日時間外や休業日に庁舎内で業務を行う場合は、発注者と協議のうえ業務責任者

の十分な管理のもと行うこと。また、年度末及び年度初めの窓口営業時間は市民課

窓口と合わせて対応すること。 

(3) 休業日は、原則として、発注者の休業日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法

律に規定する休日、発注者が休日扱いとする日）と同日とする。 

 

８ 電子計算処理システム  

委託業務の執行に係る水道料金電子計算処理システム（以下「電算システム」とい

う。）は、受注者が用意するものとする。この電算システムには検針・滞納・精算業務

に使用するハンディターミナル等（以下「ＨＨＴ」という。）を含むものとする。ま

た、現行システムからデータを受注者の電算システムへ移行する場合は、漏れなく移行

し、移行後に支障が発生しないようにすること。 

ただし、発注者が現行の電算システムから抽出したデータを受注者の電算システムへ

移行する場合の移行費用については、受注者の負担とする。 

 

９ 業務責任者 

(1) 受注者は、業務従事者の中から水準書に定められた事項の処理にあたり、委託業務

の管理運営のため業務責任者を選任しなければならない。 

(2) 業務責任者は、料金徴収等業務について過去3年以上の実務経験を有し、かつ常時

雇用関係にあるものとする。  

 

１０ 業務責任者の役割 

(1) 業務責任者は、業務従事者の指揮、監督を行い、事故等の防止に努めなければなら

ない。 

(2) 業務責任者は、業務の執行場所に常駐すること。ただし、都合により不在となる場

合は、実務経験がある業務従事者等を代理とすること。 

 

１１ 業務従事者  

(1) 受注者は、自己の責任において委託業務の執行に必要な業務従事者（臨時に雇用す

る者を含む。）を確保しなければならない。なお、増員および欠員の補充は、受注

者において募集し、採用するものとする。 また、可能な限り本市在住者又は本市

在住予定者を優先して雇用するように配慮するものとする。 

(2) 受注者は、給水装置及び排水設備の管理業務において、給水装置工事主任技術者及

び排水設備工事責任技術者の有資格者を確保し、その者の監督のもと業務を行うも

のとする。 

(3) 受注者は、業務の執行にあたり業務従事者（変更）届を発注者へ提出しなければな

らない。 

(4) 受注者は業務従事者の身分証明書を作成し、また、その身分証明書は発注者による
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承認を受けなければならない。  

 

１２ 現金取扱者および印影の届出 

(1) 受注者の業務責任者は、委託業務に係る現金取扱のため、業務従事者の中から現金

取扱員を指定し、発注者に届出すること。また、変更が生じた場合も同様とする。  

(2) 受注者は委託業務執行のために使用する業務使用印鑑および業務従事者が使用する

印影(任意様式)をあらかじめ発注者へ届け出なければならない。 

(3) 現金取扱者は、領収日付印を管理し、保管する。  

 

１３ 委託業務監督者  

(1) 発注者は、受注者又は業務責任者を指示監督するため、委託業務監督者を選任す

る。  

(2) 委託業務監督者は、大仙市上下水道局経営管理課長とする。ただし、経営管理課長

は必要に応じて他の職員を選任することができる。 

    

１４ 委託業務監督者の役割  

委託業務監督者は、次の各号に掲げる権限を有する。 

(1) 受注者又は業務責任者に対する指示、承諾および協議  

(2) 定期監査等による契約書および仕様書に基づく業務執行状況の検査  

(3) 契約書および仕様書に基づく業務執行のための帳票類の承認  

(4) その他、発注者が指示する業務の統制および連絡調整  

 

１５ 届出の変更 

受注者は、次に掲げる場合は、速やかに発注者へ届け出なければならない。 

(1) 受注者の名称、所在地、代表者、電話番号、業務責任者、現金取扱者、業務使用印

鑑、領収日付印又は業務従事者等に変更があったとき。  

(2) 上記に定める事項のほか、委託業務の執行上、発注者が必要であると認めたとき。  

 

１６ 遵守事項 

受注者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 身分証明書の携行と被服着用 
ア 使用者等を訪問するときは、発注者が証明した身分証明書を常に携行すること。

また、使用者等から身分証明書の提示を求められたときは速やかに提示し、これ

を拒んではならない。 

イ 使用者と接するときは、常に顔写真入りの名札を着用することとし、当人と判断

できるようにすること。 

(2) 現場訪問時の対応  

ア 現場訪問で使用者等の土地又は建物等に立入する場合、立入目的を告げて、業務

に必要な範囲を超えて立ち入らないこと。  

イ この業務の執行にあたっては、態度および言動に十分注意するとともに、みだし

なみにも注意し、公共料金をお客様から頂戴しているという意識を常に持ち、他

の批判を受けないように配慮すること。  

(3) 業務専念義務  

業務従事中は、受託業務以外の営業行為をしてはならない。  

(4) その他 

ア 委託業務の執行にあたり、いかなる理由においても水道料金等以外の金品その他

のものを収受してはならない。 

イ 委託業務の執行に当たり、第三者の所有物件を破壊しないように細心の注意を払
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わなければならない。 

ウ 受注者の過失により、第三者の所有物件に損害を与えた場合は、速やかに発注者

へ報告するとともに受注者がその損害を賠償しなければならない。 

 

１７ 秘密の保持 

受注者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 委託業務の執行に当たり知り得た事項は、一切第三者に漏らしてはならない。 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。  

(2) 電算システムに入力されている情報、この契約を執行するために用いた資料および

その結果等については、発注者の許可なく第三者のために転写、複写、閲覧又は貸

出等を行ってはならない。  

(3) 委託業務完了後は発注者の指定により保管を要するとされたものを除き抹消、焼却

および切断等、再生使用不可能な方法により処分しなければならない。  

 

１８ 個人情報の保護  

受注者は委託業務の執行に伴い、個人情報を取り扱うときは大仙市情報セキュリテ

ィポリシー、大仙市個人情報保護条例および関係規定を遵守しなければならない。  

 

１９ 再委託等の禁止 

受注者は、業務の一部または全部を第三者（以下「丙」という。）に委任し、又は

請け負わせ（以下「再委託等」という。）てはならない。ただし、発注者と受注者

の協議により、予め書面により発注者の承諾を得た場合には、再委託できるものと

する。 

 

２０ 経費の負担  

(1) 経費の負担区分は、別紙「経費の負担区分について」に従うものとする。 

(2) 業務に使用する消耗品等は、受注者の負担とする。 

(3) その他業務の性質上、必要と認められる経費等については、発注者と受注者の協議

により、定めるものとする。ただし、緊急を要する場合は発注者の指示による。 

 

２１ 賠償保険への加入  

受注者は、事故等の損害の賠償に備え、委託業務における賠償責任保険に加入しな

ければならない。  

 

 

 

第２章 委託業務の内容  
水道料金等に係る委託業務の内容は、受注者が最低限度満たすべき業務内容であり、そ

の具体的手法については受注者の技術提案によるものとする。 

また、委託期間において、以下に掲げる業務を行うことはもとより、効率的事務の執行

や顧客満足度の向上、サービスの充実につながる提案を求めるものとする。 

 

※水道料金等 

水道料金（上水道、簡易水道）、下水道使用料、農業集落排水使用料、浄化槽使用

料、設計審査手数料、工事検査手数料、分岐工事立会料、申請料(道路占用)、指定給

水装置工事事業者指定手数料、排水設備工事店指定手数料、督促手数料、その他雑収

益をいう。 
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１ 窓口、受付業務 
(1) 水道使用開始届、中止届、変更届の受付(ＦＡＸ対応含む)  

(2) 下水道、農業集落排水施設、戸別浄化槽の使用開始届および中止届等の受付 

(3) 使用者、送付先、所有者、使用人数等の変更  

(4) 納入通知書の再発行業務  

(5) 水道料金等使用料領収証明書発行業務(証明に伴う決裁事務は発注者が行う。) 

(6) 漏水調査受付および漏水修理報告書の受付 

(7) 使用者からの苦情、問合せ等への対応  

(8) 建設水道事務所等との未納明細依頼書等のＦＡＸ受送信業務 

(9) 電話転送等を使用し２０：００まで開閉栓の作業結果についての対応を行う事。 

(10) 水道施設及び下水道施設埋設確認への対応 

(11)給水装置及び排水設備等図面の閲覧及び写し交付への対応 

(12)指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の申請（更新）の受付 

(13)給水装置工事及び排水設備等計画確認申請書等の受付 

(14) その他、受付業務に関する附帯業務 

 

２ 開閉栓業務  

(1) 使用開始又は使用中止に伴うメーターの指針の読み取り、パイロットの確認  

(2) 開栓作業又は閉栓作業 

(3) 漏水、メーター不良、破損、検定期限満了メーター等の発注者への報告  

(4) 開栓時指針、閉栓時指針の記録、入力および受付票の保管 

(5) その他、発注者が指示する開閉栓等に附帯する業務  

 

３ 検針業務  

(1) 検針員の指導および監督  

(2) 検針スケジュールの作成および進捗状況管理 

(3) 検針前準備（データ作成、ＨＨＴ準備・保管、管理等） 

(4) 新設分検針順路の決定 

(5) 入力地図の作成および修正 

(6) 各戸検針作業（指針読取、パイロット確認、ＨＨＴへのデータ入力等。） 

(7) 水道料金等のお知らせ出力および投函  

(8) 検針データ取込処理および入力作業  

(9) 検針時のメーター不良、破損、検定期限満了メーター等の報告  

(10)積雪等による推定検針、認定処理 

(11)検針に係る苦情処理等の対応  

(12)検針後のデータ精査および書類等の確認  

(13)その他、検針業務・検針後のデータ処理に関する附帯業務 

 

４ 調査業務 

(1) 定例検針後の再調査（使用実績が著しく変動した場合の原因調査） 

(2) 漏水等の調査および使用者等へのお知らせ（使用者等からの依頼を含む。）  

(3) 異常水量の調査および使用者等へのお知らせ（使用者等からの依頼を含む。） 

(4) 家屋取壊しや火災による家屋消失等、使用者情報の調査  

(5) 新設分の調査 

(6) 条例違反の発見および報告  

(7) 無断使用者および無断転出者並びに発注者が指定する使用者等の調査  

(8) 検針後のデータ確認後、必要な場合に再調査  

(9) 発注者の指示又は使用者からの苦情等があった検針内容について再調査 
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(10)漏水、道路陥没など市民からの連絡に基づく現地確認、第三者への被害拡大防止の

ための安全確保に関する初動調査及び報告 

(11)その他、調査業務に関する附帯業務 

 

５ 収納業務  

(1) 水道料金等納入通知書の調達・発注 

(2) 水道料金等納入通知書の作成発送および二重納付防止のための抜き取り 

(3) 工事検査手数料等の収納簿作成 

(4) 宛先不明分の納入通知書の調査、再発送又は配布 

(5) 水道料金等納入通知書の収納  

(6) 業務使用印および領収日付印の保管および管理 

(7) 日計表の作成および収納金やつり銭の計算および確認  

(8) 収納金を科目ごとに仕分けした伝票の作成 

(9) 収納金の発注者が指定する金融機関への払い込み及び内訳の作成  

(10)収納原符の消込（ＯＣＲ又はバーコードリーダー等）および保管  

(11)口座振替業務  

ア 窓口、電話等による口座手続業務 

イ 口座振替申込書の受付処理 

ウ 口座振替手続完了通知書の作成および発送 

エ 口座振替不能対象者への納入通知書の発送 

オ 口座引継業務(入力処理を含む。) 

カ 口座振替申込受付データ入力 

キ 口座振替払いの方への精算のお知らせ作成および送付 

(12) 口座振替データ作成 

(13) 口座振替データ交換 

(14) 口座振替データのシステムへの消込  

(15) 口座振替領収書作成  

(16) コンビニ収納の速報・確報データの受信および取込処理 

(17) 月別集計表等の作成 

(18) 還付・充当業務 

ア 水道料金等の還付、充当の原因が生じた場合の調書作成(決裁は発注者が行う。) 

イ 通知の作成並びに使用者等へ通知(還付・充当終了後の電算システム上の処理を含

む。) 

ウ 還付・充当の発生件数と金額のデータ管理 

(19) 各種統計資料作成業務 

(20) 口座振替納付の促進 

(21) その他、収納業務に附帯する業務  

 

６ 調定業務および更正に係る業務  

(1) 発注者が定めるスケジュールに基づく調定および更正に係る調定簿資料作成・報告 

(2) 仮調定および本調定の確定処理 

(3) 冬期間推定者へのお知らせの作成および配布または送付 

(4) 冬期推定処理および精算処理 

(5) 汚水排除量の認定および確認 

(6) 水量認定および更正(誤検針、漏水および不納欠損等)の資料作成・報告・使用者へ

文書通知 （認定・更正に伴う決裁は、発注者が行う。） 

(7) 月別の各種統計資料作成業務  

(8) その他、調定および更正に附帯する業務 
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７ 滞納整理業務および給水停止業務  

(1) 発注者が定めるスケジュールに基づく督促状兼納入通知書および催告状等の発送

(滞納整理による発送不要分抜き取り作業を含む)  

(2) 宛先不明分の各種通知書等の確認および発送又は配布 

(3) 現地訪問、電話等による水道料金等の未収金の納入催告および徴収 

(4) 現金の保管および管理  

(5) 未納者の転出先の追跡調査の補助および送付先変更データ入力 

(6) 滞納整理の交渉等の記録および発注者への報告 

(7) 分納誓約および債権管理に関わる業務の補助  

(8) 支払督促等に関わる資料作成業務  

(9) 給水停止予告書および給水停止通知の作成・配布(分納誓約等納付約束不履行者へ

の執行を含む。) 

(10)給水停止執行および解除(執行については、発注者に事前に報告し決裁を得るこ

と。) 

(11)給水停止報告書の作成および発注者への報告 

(12)給水停止に対する苦情、問合せ等の対応 

(13)破産、倒産および免責状況に関する官報の閲覧、システムへの情報入力および配当

要求にかかる資料作成業務  

(14)不納欠損にかかる資料の作成（不納欠損に伴う決裁は、発注者が行う。） 

(15)各種統計資料作成業務  

(16)その他、滞納整理業務に関する附帯業務  

 

８ メーター管理等業務 

(1) 発注者との連絡調整、出庫および連携業務(口径変更等の情報入力処理) 

(2) 取付・取替および検満メーター取替等のメーターの入出庫 

(3) メーカーからの入庫および仕分け作業 

(4) メーターの在庫管理、定例報告書および資料の作成 

(5) 検満メーター交換計画書の作成および検満取替作業 

(6) 取換対象メーターの使用者へのお知らせの作成および送付  

(7) 検満取替作業完了後の使用者へのメーター取替のお知らせ票配布 

(8) メーター取替票等の取込処理  

(9) 取替メーターの入力結果確認およびデータ再入力  

(10)引上げメーターの管理および保管、搬出  

(11)メーター取替に伴う使用者等からの苦情又は問い合わせの対応  

(12)新設又は改造に伴うメーターの引渡しおよびデータ作成入力、  

(13)交換・撤去等に伴うメーターの受取およびデータ作成入力  

(14)メーターの取付、取替又は取外しに伴うメーター情報の入力  

(15)仮メーターおよび臨時メーターの出庫  

(16)長期未使用施設のメーター調査および撤去 

(17)その他メーター管理に関する附帯業務  

 

９ 給水装置の管理業務 

(1) 給水装置工事台帳受付簿の作成及び管理 

(2) 給水装置工事台帳の内容審査及び指導 

(3) 給水装置工事の検査（再検査含む）及び指導 

※検査は、工事事業者が発注者の指定する水圧をかけて行う 

(4) 本管からの給水管取り出し工事の立ち会い及び指導 
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(5) 申請者への給水装置工事図面の提供 

(6) 給水装置工事台帳及び図面の電子化及び水栓番号の関連付け 

(7) 水道施設の埋設確認対応業務 

(8) 給水装置工事事業者の登録（更新）受付及び関連業務の補助 

(9) 指定給水装置工事事業者への指導 

(10)その他給水装置の管理業務に関する附帯業務 

※指導及び監督は、発注者の水道技術管理者の意見を仰ぎ行うものとする 

 

１０ 排水設備の管理業務 

(1) 排水設備等計画確認申請受付簿の作成及び管理 

(2) 排水設備等計画確認申請書の内容審査及び指導 

(3) 排水設備等計画確認通知書の作成（決裁は、発注者が行う） 

(4) 排水設備等工事完了届の内容審査及び指導 

(5) 排水設備等工事の検査（再検査含む）及び指導 

※検査は、工事店が用意する検査器具を用いて行う。 

(6) 排水設備等工事の検査調書の作成（決裁は、発注者が行う） 

(7) 申請者への排水設備等工事完成図面の提供 

(8) 排水設備等工事書類の電子化及び管理番号の関連付け 

(9) 下水道施設の埋設確認対応業務 

(10) 排水設備指定工事店の登録（更新）受付及び関連業務の補助 

(11) 排水設備指定工事店への指導 

(12) その他排水設備の管理業務に関する附帯業務 

※指導及び監督は、発注者の意見を仰ぎ行うものとする。 

 

１１ 電子計算処理業務  

別紙「電子計算処理システム水準書」により業務を行うものとする。 

 

１２ にごり水等への対応業務  

(1) お客様からの苦情受付、記録および報告 

(2) お客様からの苦情等による現地確認 

(3) 緊急時および災害時における給水活動支援および広報活動支援 

(4) その他、発注者が指示する附帯業務   

 

１３ 事務引継 

(1) 受注者は、委託業務の期間が満了したとき又は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を発注者又は発注者の指定する者に業務に支障をきた

す事のないよう引き継がなければならない。業務の引継に際して、業務マニュアル

の整備を行うこと。なお、これに要する費用は受注者が負担する。 

(2) 受注者は、契約の解除があった場合は、執行期間内の発注者が指定する期日まで、

電算システム又は機器を原則として、発注者に無償で貸出するものとする。また、

引渡しする電算システムまたは電子データは無償で発注者の指定した仕様によるも

のとすること。 

 

１４ その他  

(1)加入接続促進業務等 

  ア  加入及び接続状況の台帳整備 

(ア) 上下水道事業の普及状況、加入状況及び接続状況等について台帳を整備し、デー

タにより一括管理すること。 
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   (イ) 市内全域の状況について毎年度データ更新を行うこと。 

(ウ) 各種統計資料や分析資料を作成できるようにすること。 

イ 接続促進業務 

(ア) 未接続世帯の状況把握（現地調査）及び結果分析。 

(イ) 新規供用開始区域等の発注者が定める重点区域における接続促進資料等の配布。 

(ウ) 戸別訪問による接続勧奨活動は、別途費用とし、発注者と協議して実施するこ

と。 

ウ 不正接続調査業務 

(ア) 下水道の無断使用者の定期的な調査（下水道の賦課漏れ調査を含む。）。  

(イ) 地下水での下水道使用者の定期な訪問調査の実施。 

 

  エ 下水道施設・設備の異常確認業務 

（ア）訪問等の巡回中、下水道施設・設備に異常を確認した際は発注者に報告するこ

と。 

 

(2)予算・決算関連事務の補助業務 

ア 予算関連資料の作成 

イ 決算関連資料の作成（不納欠損資料を含む） 

ウ 料金算定及び料金改定シミュレーション資料の作成 

エ その他予算・決算に関する附帯業務 

 

(3)附帯業務 

１から１３に関連する附帯業務の内容については、必要に応じ、発注者と協議して

定める。  

 

 

第３章 収納率等  
１ 収納率の向上  

受注者は、発注者の指定する水道料金等の収納率を下回らないこととし、また、さら

なる収納率の向上に努めなければならない。 

 

第４章 委託料の支払い等  
１ 委託料の請求  

委託料は月払いとし、受注者は年間委託料総額の１２分の１の委託料を発注者所定

の手続きに従い、請求すること。  

２ 委託料の支払  

発注者は、受注者から請求を受けたときは、委託業務の執行内容を確認し、請求書

を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

第５章 その他 
１ 事故発生時の報告書の提出  

受注者は、次の各号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、事故報告書を作成のうえ提出しなければならない。 

(1) 領収証書および日付印の紛失等  

(2) 身分証明書の紛失等  

(3) 収納した水道料金等の紛失、盗難等  

(4) 委託業務に関する電子データおよびその関連文書等の紛失、滅失および毀損等  
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(5) 委託業務の執行に当たり受注者が知り得た事項、または電算システム内に入力され

ている情報、並びに受注者の保有する個人情報の漏えいが確認された場合 

(6) 開閉栓業務等により給水装置等を破損させた場合  

(7) その他、発注者に報告する必要があると認めたもの  

 

２ 事故等の処理  

(1) 前項に規定する事故等の処理について、発注者と受注者の協議のうえ行う。 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

は、受注者の責任において当該措置を行なう。  

(2) 受注者の責任により発注者又は丙に損害を与えた場合は、受注者はその損害を賠償

する。  

 

３ 苦情等の対応  

業務の履行にあたっての苦情や問合せについて誠意をもって、受注者で解決にあた

り、必要に応じてその内容を速やかに発注者に報告すること。  

 

４ 電子データおよび関連文書の保存  

受注者は、電子データおよび関連文書を、発注者の指定する期日まで保存しなければ

ならない。  

 

５ 業務状況報告会議の実施  

(1) 発注者は、受注者の業務内容および帳簿並びにその他の事項について、受注者と報

告会議を毎月開催する。  

(2) 発注者は、必要と認めたときは、受注者と臨時に業務に関する会議を開催できる。  

 

６ 報告書等の提出  

受注者は、次に掲げる書類等を作成し、発注者に報告すること。なお、作成に要する

費用は、受注者が負担すること。業務報告書（月次報告書）は翌月１０日までに発注者

に提出すること。 

(1) 業務日報  

(2) 業務報告書（月次報告書）  

(3) 業務完了報告書（年度末単位） 

 

７ 事業評価  

発注者は、本業務の施行にあたり、毎年度事業評価を行う。 

 

８ 危機管理対応  

（1）次に掲げる事項のうち、発注者が必要と認めたとき、業務責任者は業務従事者を招

集し発注者と連携して対応すること。（業務時間外を含む。）  

ア 市の区域内で、地震や風水害等による自然災害が発生、または、発生するお

それがあるとき。 

イ 発注者において災害対策室、災害対策部、災害対策本部のいずれかが設置さ

れたとき。  

ウ 施設の老朽化や管理瑕疵等により、にごり水、断水、または漏水事故が発生

したとき。 

 

９ 災害時応援に係る協力 

   大規模な災害発生時には、受注者は発注者の指示に従い、給水活動等に可能な限り
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協力すること。 

 

１０ 定めのない事項  

本水準書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議のうえ行う。なお、特

別な理由および緊急を要する場合は、発注者の指示により対応すること。  
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経費の負担区分について  

【発注者が負担するもの】 

 項目／負担区分 

 

備考 

１ 庁舎関係  (1) 庁舎全体の維持管理費 

(2) 庁舎全体の光熱水費 

(3) メーター在庫保管場所  

(4) 受注者使用の車両にかかる駐車場 

２ 収納手数料 (1) 口座振替手数料 

(2) 郵便振替手数料 

(3) コンビニ収納代行手数料等 

(4) コンビニ収納管理システム利用料 

(5) その他収納に関する手数料 

３ メーター  メーター購入に要する経費 

４ 電算システム関連 現行の電算システムからのデータ抽出費 

５ 事務機器等 (1) パソコンデスク 既存品 

(2) 受付用ローカウンター、椅子 

(3) 現金保管用手提金庫 既存品 

(4) 上下水道台帳システム用パソコン及び

スキャナー 一式 

６ その他の費用 発注者が必要と認める経費 
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【受注者が負担するもの】  

項目／負担区分 

 

備考 

１庁舎関係  (1) お客様センター固定電話料金  

(2) インターネット使用にかかる経費 

(3) 受注者が雇用する職員が通勤に使用す

る車両等の駐車場 

２印刷製本費 (1) 水道料金等納入通知書(コンビニ対応) 

(2) 督促状兼納入通知書 

(3) 催告状 

(4) 給水停止予告通知書 

(5) 口座振替申込書 

(6) 手書領収書 

(7) ＨＨＴ用検針のお知らせ 

(8) メーター取替伝票  

(9) 封筒（通常分、窓空き封筒) 

３通信運搬費 (1) 水道料金等納入通知書にかかる郵送料  

(2) 督促状兼納入通知書、催告状、給水停

止予告にかかる郵送料  

(3) 閉栓に伴う水道料金等精算のお知らせ  

にかかる郵送料 (口座振替払) 

(4) 検満メーター交換お知らせに係る経費 

(5) 冬期推定のお知らせに係る経費  

(6) 受注者使用の携帯電話料金 

４車両維持管理費  (1) 受注者使用の車両購入費又は車両維持

費  

(2) 受注者使用の車両にかかる燃料費およ

び諸経費  

(3) 自動車保険料、損害保険料 

(4) その他車両に係る付属品 

５保険料 (1) 委託業務従事者各種保険および委託業

務に伴う賠償責任保険等 

６電算システム関連  (1) 電算システム等に係る経費（サーバ

ー、クライアント、プリンター、ＨＨ

Ｔ等の機器を含む） 

(2) 電算システム等の保守に係る経費 
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(3) ＯＣＲまたはバーコードリーダーに係

る経費 

(4) 検針およびその周辺機器(バッテリー

等)に係る経費 

(5) ＯＳ更新に係る経費 

(6) 発注者が現行の電算システムから抽出

したデータの移行費用 

(7) ネットワーク回線に係る経費 

(8) その他電算システムの運用に係る経費 

８事務用備品 (1) 発注者が貸出する備品以外の備品(事務

机、椅子、キャビネット、カウンター

等) 

(2) 携帯電話 

(3) コピー機、ファックス等業務補助用具 

(4) レジスター 

９事務用消耗品 (1) 現金取扱領収日付印 

(2) 電算システムに係る消耗品 

(3) プリンタートナー 

(4) 業務に必要なコピー用紙 

(5) 滞納整理業務に係る費用 

(6) 検針業務に係る費用 

(7) その他業務用消耗品 

１０被服関係  (1) 従業員用被服(制服、名札、腕章、雨

具、防寒具等) 

１１その他  (1) 発注者と受注者の協議により必要と認

める事務及びお客様センター設置に係

る経費  
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電子計算処理システム水準書 

 

本水準書は、大仙市水道料金等徴収業務委託に係る各業務で使用する電子計算処理シ

ステム(以下「電算システム」という。)の構築や運用、その他電算処理業務を行うにあたり、

大仙市上下水道局（以下「発注者」という。）が受託事業者（以下「受注者」という。）に要

求する仕様を定めるものである。 

 

第1章 電算システムの内容 

１ 電算システムの概要 

(1) 電算システム構築業務 

ア システム設計 

イ システム開発 

ウ ネットワーク設計および環境設定 

エ 現行電算システムからの移行作業 

オ システム検証（テスト稼動） 

カ システム仕様書および資料の作成並びに提出 

(2) 電算システム維持管理業務 

ア 電算システムの維持管理 

イ ネットワークの維持管理 

ウ ウィルスパターンファイルの更新 

エ システムログの取得および検査 

オ システム障害対応（復旧作業） 

(3) 電子計算処理業務 

ア スケジュール資料の作成および提出 

イ 随時・日次・月次・年次の計算処理 

ウ 日次集計表および報告書等の作成処理および提出 

エ 月次集計表および報告書等の作成処理および提出 

オ 年次集計表および報告書等の作成処理および提出 

カ 成果品チェック作業 

キ 大量印刷処理および圧着加工処理 

(4) システムデータおよび帳票管理業務 

ア システムデータの管理 

イ 帳票保管および管理 

ウ システムデータのバックアップ作業（日次・月次・年次）並びに保管および管理 

(5) 支援業務 

ア 電算システム操作説明書類等の作成および提出 
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イ 担当職員に対する電算システム操作研修 

ウ 新機能追加対応 

エ システム担当職員の配置 

オ 業務改善提案等 

(6) 電算システム開発範囲 

ア 料金システム（上下水道・臨時給排水） 

イ ＯＣＲ、バーコードリーダー収納システム 

ウ コンビニ収納システム 

エ 検針・滞納・精算システム（ハンディターミナル等（以下「ＨＨＴ」という。）を

含む。） 

オ メーター管理システム 

 

 

第２章 電子計算処理システムの設備等 

１ 業務の執行場所 

(1) 電子計算処理業務（納入通知書等の例月一括印刷処理等を含む）は、原則として情

報セキュリティ対策(24時間 365日監視体制)および災害対策を講じた場所（データ

センター等）で行わなければならない。 

(2) データを格納するサーバー類の設置、運用方法は、受注者の執務スペース内にサー

バー類を設置するオンプレミス方式、外部データセンター内に設置するハウジング

方式、またはクラウドコンピューティング方式（IaaS 等）のいずれかとすること。

ただし、いずれの場合も情報セキュリティ対策や地震、雷、火事等の災害対策を万

全に施すこと。 

(3) クラウドコンピューティング方式を採用する場合、システム用サーバーを設置する

データセンターは、日本の法令が適用される国内のデータセンターとし、各機器を

操作又はアクセスするための入退室が厳格に管理されているものとすること。 

 

２ 電子計算処理の機器等（データセンター等設備機器） 

(1) 機器の性能については、発注者の所有するデータ（現有の調定データ・納入済デー

タ・未納データ）を引き継いだうえで契約期間は、安全かつ安定的に処理できるも

の（サーバー等）とする。 

(2) 無停電電源装置およびバックアップ装置を用意すること。 

(3) 障害発生時に早期に切替えて稼働できるバックアップサーバー等を用意すること。

また、回線および電源並びに機器等の冗長化を図ること。 

(4) 遠隔地バックアップの定期的な実施をすること。 

(5) 印刷装置は、納入通知書等を大量印刷する場合の高速印刷機と窓口対応用の印刷機
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等を適宜に設備すること。また、コンビニ収納、マル公収納に係る様式承認及びバ

ーコードテストを実施すること。 

(6) テスト機および代替機を常時準備しておくこと。 

(7) 不正アクセス対策やウイルス対策を施すこと。 

(8) 業務執行場所への侵入者対策を施すこと。 

 

３ 電算システム等 

電算システムおよび、プリンター等を次の各号により用意すること。 

(1) 発注者に設置するクライアントおよびプリンター等の数は、円滑な受託業務を行う

ために必要な台数とする。 

(2) 検針・滞納・精算等に使用するＨＨＴは、円滑な受託業務を行うのに必要な台数を

準備すること。 

(3) ＯＣＲ装置またはバーコードリーダーを用意すること。 

(4) ウイルス対策を施すこと。 

(5) その他、必要な機器等を用意すること。 

 

４ 通信回線 

(1) データセンター等を業務履行場所以外に設ける場合の接続回線は、市の庁内ネット

ワーク、インターネット及びその他のネットワークとは接続しない独立回線とし、

専用線または、ＶＰＮ等の閉域網を使用することで通信内容の機密性を確保するこ

と。 

(2) 専用回線は電算システムを最適に稼動できる通信速度を確保すること。 

 

 

第３章 電算システムの稼動等 

 

１ クライアントの使用場所 

クライアントの使用場所は次のとおりとするが、発注者の組織機構の改編により使用

場所が変更となった場合は対応すること。 

(1) 上下水道お客様センター 

(2) 上下水道局水道課（１階）、下水道課・経営管理課（２階） ２台程度  

 

２ 電算システム稼動時間 

電算システムの運用は原則として次のとおりとする。 

(1) 稼動時間は原則として受注者の営業時間内とするが、システムのメンテナンス、ハ

ードウェアの保守作業等を考慮し、適宜運用すること。 
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(2) システムのサポートは、常に通常運用ができるような体制を整えること。ただし、

業務上必要である場合、または緊急を要するときはその限りではない。 

 

 

第４章 電算システムの機能 

 

１ 電算システム等の全般に関する事項 

電算システムは検針情報、調定情報、収納情報および滞納情報等を一元管理できるもの

とし、次に掲げる事項が対応可能であること｡また、水道事業と下水道事業のそれぞれ

の業務特性および法令等に配慮し、両者の特性を十分に勘案したものとすること。 

(1) 上下水道一括賦課徴収に対応していること。 

(2) 水道情報と下水道情報を個別に管理できること。 

(3) 情報セキュリティを考慮し、電算システムのアプリケーションおよびデータはサー

バーで集中管理させ、クライアントにはデータを常駐させないこと。 

(4) クライアントは、インターネット接続（閲覧・メール送受信）ができない仕様とし、

業務上インターネット接続が必要な場合は、別のパソコンを用意し、そのパソコン

は水道料金等に係る電算システムと接続をしないこと。 

(5) 電算システムを円滑に運営する上で、サポート済の最良な OSおよびデータベースで

動作すること。 

(6) 電算システムは、発注者の職員および業務従事者ごとに使用制限を付加することが

できること。 

(7) 変更履歴について、処理内容、処理日および処理者等をクライアント上で確認する

ことができること。 

(8) 操作画面は、原則として GUI（グラフィック・ユーザー・インターフェース）メニュ

ー選択等の採用により簡易に操作ができ、初心者でも短期研修で操作を習得するこ

とが可能なこと。 

(9) 画面展開においては、検索履歴を残しておくことができ、再度検索画面に入力する

ことなく、履歴を使用して、同じ情報が閲覧できるなど効率的であること。 

(10) 法令の改正、料金等の改正、制度の新設および見直し等に伴うシステムの拡張、改

造等に対応できるよう拡張性、柔軟性を考慮したシステム構築に努めること。なお、

拡張・改造等に係る経費については、発注者と協議するものとする。 

(11) マッピングシステム等の発注者の運用するシステムへ指定されたフォーマットでデ

ータを渡すことができること。これに係る経費は無償とする。 

 

２ 料金システムに関する事項 

(1)受付業務に関する事項 
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ア 開栓（再開栓を含む）処理 

(ア) 新設の施設番号の登録は、原則として発注者の指示する付番表に従い行うこと。 

(イ) 電話等での開栓（再開栓）受付が画面を見ながら容易にできること。 

(ウ) 再開栓処理に必要な使用者情報を引き継ぐことができる。 

(エ) 開栓（再開栓）作業等の予約管理ができること。 

(オ) 検索結果から使用者情報等は、速やかな展開でできること。 

(カ) 件数等の集計リスト出力ができること。 

 

イ 閉栓処理 

(ア)閉栓理由、閉栓方法(丙止水栓止、シールリング止等)、納付区分、転居先等の

情報入力ができること。 

(イ)電話等での閉栓受付が画面を見ながら容易にできること。 

(ウ)閉栓作業等の予約管理ができること。 

(エ)検索結果から使用者情報等は、速やかな展開でできること。 

(オ)件数等の集計リスト出力ができること。 

 

ウ 検索、照会処理 

(ア)複数検索条件の指定で絞り込みができること。 

(イ)調定情報は、所有する全データが確認できること。 

(ウ)収納情報は、所有する全データが確認できること。 

(エ)過誤納金は、過誤納対象調定の抽出、還付情報および充当情報が詳細に分かるこ

と。 

(オ)検索結果から使用者情報等は、速やかな展開でできること。 

(カ)下水道情報は排水設備計画確認申請書を提出した指定工事店のコードを入力で

きること。 

 

エ 異動処理 

(ア)使用開始情報、使用中止情報、使用者・施設情報の変更等の登録ができること。 

(イ)異動処理画面への展開または実行には、パスワードが必要であること。 

(ウ)異動前の全ての情報は、履歴情報から画面で確認できること。 

(エ)全ての項目について修正ができ、修正した履歴（日時、ログインユーザー名）お

よび修正前のデータを保存することができること。 

(オ)開始申込書、使用中止届等を印刷できること。 

 

オ 納入通知書等再発行処理 

(ア)各種通知、納入通知書等が出力でき、発行日・納入期限等の履歴管理ができるこ
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と。 

(イ)内金支払い時の一部納付にも対応した納入通知書が発行できること。 

(ウ)発行件数等のリスト出力ができること。 

(エ)納入通知書はコンビニ収納、郵便局のマル公収納に対応できること。 

 

カ その他 

納入済証明書等の発行ができること。 

 

 (2)検針業務に関する事項 

ア 検針処理 

(ア)検針データを容易に作成することができ、ＨＨＴへのデータ送信ができること。 

(イ)ＨＨＴから検針結果データが受信できること。 

(ウ)検針結果の一覧表および異常水量の一覧等、帳票出力が可能なこと。 

(エ)検針結果データの精査ができ、料金更正が可能なこと。但し、パスワードの付加

等により、更正が可能な者を限定できること。 

(オ)クライアントからも「使用水量のお知らせ票」を過去にさかのぼって出力できる

こと。 

(カ)検針日変更のお知らせが印刷できること。 

 

イ 検針業務に関する計算処理 

(ア)検針予定データの作成は、スケジュールに基づき処理し、ＨＨＴへ送信すること。 

(イ)ＨＨＴで実施した検針済みデータの料金システムへの取込は、スケジュールに基

づき処理をすること。 

 

(3)調定業務に関する事項 

ア 調定処理 

(ア)ＨＨＴから受信した検針結果データに基づいて調定することができること。 

(イ)手入力により調定入力ができること。 

(ウ)調定の年度管理が可能であること。 

(エ)冬期推定処理および精算処理ができること。(お知らせの出力を含む。) 

(オ)下水認定水量、下水世帯人員データで下水道使用料を自動料金計算ができること。 

(カ)前回検針日と今回検針日の間に下水道に接続した使用者の下水道使用料につい

て、自動料金計算ができること。 

(キ)下水道使用料の減免は、汚水排除量を個別入力することで自動料金計算ができる

こと 

(ク)納入通知書（大量印刷・単票印刷）の出力ができること。 
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(ケ)納入通知書を送付先単位にも出力できること。 

(コ)納入通知書の発行および再発行並びに発行日・納入期限の履歴管理ができること。

本調定以前に発行した場合は、スケジュールに基づく納入通知書印刷は不要にで

きること。 

(サ)水道料金・下水道等使用料の減免等の調定更正が調定した年度を問わず可能なこ

と。但し、パスワードの付加等により、更正が可能な者を限定できること。更正

方法については、発注者が指定する方法とすること。 

(シ)同一調定月に同一施設に対して複数の調定を作成できること。 

(ス)使用状況等により認定処理ができること。 

(セ)事由ごとの認定一覧リストが出力できること。 

(ソ)複数の子メーターを合算した調定ができること。 

(タ)督促手数料、延滞金の管理ができること。 

(チ)未賦課による追徴、誤調定等による一部追徴などが発生した場合、遡及賦課調定

をすることができること。また、遡及賦課のうち、当初賦課から年度をまたいで

遡及賦課したものは、過年度損益修正益として集計できること。 

(ツ)前年度以前にされた調定が未収となっており、その調定が減額され、未収金が減

額される場合は、減額分を集計できること。 

 

イ 調定業務に関する計算処理 

(ア) 調定は、スケジュールに基づき処理すること。 

(イ) 納入通知書の出力および圧着加工は、スケジュールに基づき処理すること。その

際、遠隔地からの発送となる場合については、郵送にかかる期日について勘案し

て対応すること。 

(ウ) 金融機関への口座振替データ作成処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

 

(4)収納業務に関する事項 

ア 収納消込処理 

(ア) 調定に対して収納消込み処理ができること。 

(イ) 分納収納消込みが原則１２回以上できること。 

(ウ) コンビニ収納とマル公収納に対応していること。コンビニ収納の速報、確報デー

タを受信した場合は、それぞれ仮収納、本収納で区分し入金処理ができること。

受信にかかる機器及び回線等は、発注者と協議するものとする。 

(エ) ＨＨＴ滞納整理システムは、ＨＨＴより収納済みデータを受信でき、仮入金処理

ができること。 

(オ) バーコードもしくはＯＣＲでの消込み処理が可能なこと。 

(カ) 口座振替済データでの消込み処理が可能なこと。 
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(キ) 手動での消込み処理が可能なこと。 

(ク) 二重入金および調定額を超える入金について消込み処理ができ、過誤納金処理を

同時に行えること。 

(ケ) 現システムで作成された納入通知書（バーコードもしくはＯＣＲ）の消し込みが

行えること。 

(コ) 過年度損益修正益として調定されたものについては、発注者の運用する財務会計

システムへのデータ受渡しの際、過年度損益修正益として消し込む事が可能であ

ること。 

 

イ 過誤納金処理 

(ア) 還付および充当の処理ができ、通知書、リスト等の出力ができること。 

(イ) 還付および充当の情報（発生日、対象金額、連絡日等）を画面で照会できること。 

(ウ) 還付発生件数と金額、および、充当処理件数と金額の管理が年度毎にできること。

処理件数と金額については、処理と使用者への還付の内訳がわかること。 

(エ) 還付および充当処理の入力日の相違等によって、発注者の運用する財務会計シス

テムと電算システムの間で、収納金額、未収金額等に差異が生じないこと。 

(オ) 過年度の収納済調定が誤調定等により減額され、還付および充当される場合は、

減額分を過年度損益修正損として集計できること。  

 

ウ 口座処理 

(ア)口座振替と納付制を調定月毎に選択できること。 

(イ)未納全て又は、前月分のみを再振替ができること。 

(ウ)口座振替依頼、口座再振替依頼等のデータを作成することができること。 

(エ)磁気媒体等で口座振替のデータ受け渡しができること。 

(オ)口座振替依頼、口座振替済、口座振替不能、口座再振替の各通知書の出力ができ

ること。  

(カ)口座振替依頼、口座振替済、口座振替不能、口座再振替の処理件数、処理金額（税

込・税抜）等のリスト、銀行ごとの集計表が出力できること。 

(キ)口座振替分の領収書の発行および発行履歴管理ができること。 

 

エ 分納処理 

(ア)分納の納入通知書の出力ができること。 

(イ)分納情報リストの出力ができること。 

(ウ)分納した場合の消費税額を画面上で確認できること。  
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オ 収納業務に関する計算処理 

(ア) コンビニ収納データについては、毎営業日処理すること。 

(イ) バーコードもしくはＯＣＲで処理した収納済みデータの料金システムへの取込

は、毎営業日処理すること。 

(ウ) ＨＨＴで実施した場合の収納済みデータの料金システムへの取込は、毎営業日処

理すること。 

(エ) 口座振替処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

(オ) 口座振替不能分（残高不足）の再振替処理は、スケジュールに基づき処理するこ

と。 

(カ) 入金日計・収納状況集計処理は、毎営業日処理すること。 

 

(5)滞納整理業務に関する事項 

ア 督促・催告処理 

(ア) 督促状兼納入通知書・催告状の出力ができること。 

(イ)督促状兼納入通知書・催告状の発行管理ができ、画面で参照できること。 

(ウ)発行件数等のリストが出力できること。 

(エ)督促状兼納入通知書・催告状等の出力および圧着加工は、スケジュールに基づき

処理すること。 

 

イ 給水停止処理 

(ア)給水停止予告について、給水停止予告書の出力、発行管理等ができること。 

(イ)給水停止について、給水停止通知書の出力、発行管理等ができること。また、月

例処理以外でも出力ができること。 

(ウ)給水停止処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

 

ウ 滞納整理管理 

(ア)調定年度、科目ごとに未納者および退去済未納者のリストの照会、出力ができる

こと。 

(イ)滞納整理の訪問記録や交渉記録を登録および照会できること。 

(ウ)交渉記録情報を日付別で管理し、一覧リストが出力できること。 

(エ)原則として、ＨＨＴへ滞納データおよび収納データの送受信ができること。 

(オ)年度途中に時効となった調定は、不納欠損処理までの間、画面上に時効である旨

を明示し、納入通知書等が発行できないようにすること。納付があった場合につ

いては、収納消込時にエラーとし、過納状態とすること。 
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エ ＨＨＴに関する事項 

(ア)電算システムとのデータの送受信が容易にできること。 

(イ)滞納データは、第三者に参照や改ざんできないように全て暗号化されていること。 

(ウ)交渉経過を簡単（選択方式等）に即時入力できること。 

(エ)領収書等はナンバーリング管理し、紛失および不正防止等の対策を行うこと。 

(オ)明示的な画面構成により、操作が簡単であること。 

(カ)予定・約束管理が細かなレベルで行え、過去の交渉経過も容易に参照可能である

こと。 

(キ)特定の未納者を訪問したい場合、住所・氏名や施設番号等の複数の方法により検

索が可能なこと。 

(ク)滞納データの作成および収納データの吸い上げについては、複数かつ同時に実行

できること。  

 

オ 不納欠損処理 

(ア) 不納欠損処理ができること。その際、水道料金のみ、または下水道等使用料のみ

の不納欠損が可能であること。 

(イ) 欠損予定、欠損確定のリストを出力できること。 

(ウ) 不納欠損処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

 

(6)臨時給排水に関する事項 

臨時給排水については、料金システムを使用し、料金区分を臨時用とすることで対

応することを原則とする。 

ア 臨時給排水に関する業務 

(ア) 調定、収納、還付等の事項については、料金システムと同様とすること。 

(イ) 長期間（３ヶ月以上）の臨時使用の場合にも対応できること。 

(ウ) 臨時給排水に使用した施設番号について、臨時給排水中止後に次期使用者がいな

くとも自動で検針リストに記載され、使用中止中の水栓として検針を行えること。 

(エ) 臨時給排水使用中止後、次使用者の料金区分が一般用である場合でも、臨時給排

水使用分は臨時用として統計資料へ集計されること。 

(オ) 臨時給排水の中止予定日を過ぎた使用者のリストが出力されること。 

(カ) 中止精算処理ができること。 

(キ) 料金システムを使用せず、臨時給排水のみのシステムを構築・運用する場合は、 

一般使用時期と臨時使用時期が重複しない対策をシステムにおいて講じること。 

 

(7)下水道に関する事項 

ア 下水道情報は排水設備計画確認申請書を提出した指定工事店のコードを入力でき
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ること。 

 

３ ＨＨＴによる検針・滞納・精算システムに関する事項 

 

(1)各ＨＨＴシステムに、操作マニュアルを用意すること。 

 

(2)ＨＨＴ検針システム 

ア 未検針分のデータのチェックが行えること。 

イ 検針もれの有無が判断できること。 

ウ 水量チェック（前回・前年同時期など）が容易にできること。 

エ お客様氏名、施設番号、メーター番号等で容易に検索ができること。 

オ 親子メーターの計算に対応していること。 

カ ＨＨＴでお知らせ票の印刷ができること。 

キ ＨＨＴに複数の検針ブロックを取り込み、検針場所により検針データの切替えが

可能なこと。 

ク ＨＨＴで今回分の使用水量を計算して、料金表示までできること。 

ケ 検針不能の場合は、その理由をお知らせ票に印刷できること。 

コ お知らせ票には、今回の請求料金、前々月の口座引き落としのお知らせを同時に出

力できること。 

サ 使用中止中の水栓についても、検針が可能であること。 

シ ＨＨＴから、メーター場所、メーター位置等を確認できること。 

ス ＨＨＴで指針入力値の異常データや操作ミスの際には警告音等を発すること。 

セ 原則として、ＨＨＴで検針員への注意事項は、ポップアップ等で画面表示できるこ

と。 

ソ 検針済一覧、未検針一覧、お知らせ票再印刷がＨＨＴで容易にできること。 

 

(3)ＨＨＴ滞納整理システム 

ア お客様名、施設番号、メーター番号等で容易に検索ができること。 

イ ＨＨＴで精算の領収書が印刷できること。 

ウ 収納済一覧、訪問済一覧、領収書再印刷がＨＨＴで容易にでき、領収書発行・取消

し枚数の確認ができること。 

 

(4)ＨＨＴ精算システム 

ア お客様名、施設番号、メーター番号等で容易に検索ができること。 

イ 水量チェック（前回・前年同時期などを基準に日割算出）ができること。 

ウ ＨＨＴで領収書、または精算時の金額、使用水量等が記載されたお知らせの印刷が
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できること。 

エ 収納済一覧、訪問済一覧、領収書再印刷がＨＨＴで容易にでき、領収書発行・取消

し枚数の確認ができること。 

 

(5)ＨＨＴの情報セキュリティについて 

ア ＨＨＴによる検針システム、滞納整理システム、精算システムにおいて、ＨＨＴ紛

失に備えて、パスワード入力ミスを複数回行った場合にはロックするなどの対策

を取ること。 

イ ＨＨＴ内のデータは全て暗号化されていること。 

 

４ メーター管理システムに関する事項 

(1) 料金システムと連携できるメーター管理システムによる情報の一元管理ができるこ

と。 

(2) 交換履歴の管理ができること。 

(3) 検定期限満了メーター、メーター一覧リストの出力ができること。 

(4) メーター交換のお知らせが印刷できること。 

(5) 検定期限前に引き上げたメーターの有効期限を管理できること。 

(6) メーターの在庫管理が出来ること（口径別、メーカー別等）。 

(7) 入出庫個数管理が出来ること。 

(8) 入庫・出庫伝票が出力できること。 

(9) メーター管理に関する計算処理 

ア メーターの新規登録、メーター交換登録処理等は、随時処理すること。 

イ 検定期限満了に伴うメーターの交換登録処理等はスケジュールに基づき処理する

こと。 

 

５ 統計業務等に関する事項 

(1) 各種統計資料を出力できること。 

(2) 統計データを CSV形式で出力できること。（データの二次加工が可能であること。） 

(3) 統計業務に関する計算処理 

ア 月間統計処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

イ 年間統計処理は、スケジュールに基づき処理すること。 

ウ 発注者が依頼した資料。 

 

６ 帳票および資料の作成 

次に掲げる業務に付随する帳票および資料を作成するものとする。 ただし、発注者と

受注者で協議し、変更できるものとする。 
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(1)電算システム 

ア 受付業務 

イ 検針業務 

ウ 調定業務 

エ 収納業務 

オ 滞納整理業務 

カ 臨時給排水料金関係業務 

(2)メーター管理業務 

(3)統計業務 

(4)その他、業務に必要とする帳票および資料 

 

７ その他および電算システムの準備に関する事項 

(1) その他機能 

ア 料金改定等のマスターデータ変更については、発注者および受注者の双方が充分

な協議により詳細仕様を策定し、変更を行うものとする。 

イ データを適宜バックアップでき、障害発生時には速やかに対応し通常業務を運用

可能とすること。 

ウ 銀行等の合併等による使用者情報の変更は、金融機関からの変更用データに基づ

き更新ができること。 

(2) 電算システムの拡張性・柔軟性 

ア 将来の事業区域の拡大、給水人口等の増加やサービス拠点追加等による電算シス

テムの拡張・変更等に、過大な投資をすることなく柔軟に対応できるよう努めるこ

と。 

イ 保守・修正・機能追加が容易であるような工夫がなされていること。ただし、修正・

機能追加については度合いにより、発注者および受注者の協議にて行うものとす

る。 

(3) 電算システムに移行する場合は、委託業務開始前 2 ヶ月以上の期間、十分な試験処

理を行い、現システムと整合していることを確認すること。 

(4) システム移行後、欠陥が判明した場合又は発注者の求める水準に達していない場合

は、速やかに対応すること。その場合の費用は受注者の負担とする。 

(5) 業務委託開始前に業務従事者へ十分な操作研修会を実施すること。 

(6) 電算システムおよび導入機器について知識を有する責任者を選出し、各システムの

障害に対応するとともに、緊急を要するシステム機能追加作業等に支障がないよう

に準備すること。 

(7) 障害時は常時適切な部署で受付、対応できることとし、迅速に復旧すること。 
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(8) バックアップデータの保管先は、原則として自然災害を被る可能性が低い遠地とす

ること。 

(9) バックアップデータの保存期間は、発注者の指定する期間とすること。 

(10) 電算システムの保守・管理等については、業務に影響を与えないよう受注者が行う

こと。 

(11) 契約完了後の物件撤去に要する費用は、受注者の負担とする。 

 

 

第５章 その他 

１ 協議・協力 

水準書に定めのない事項については、発注者および受注者で協議、協力し、本番稼動ま

でに対応できるようにするものとする。協議結果については、覚書等を交わすこととす

る。 

 

２ 稼動準備 

受注者は、委託業務に係る設備および電算システム（上下水道料金システム・臨時給排

水料金システム・ＯＣＲ、バーコード収納システム・コンビニ収納システム・ＨＨＴ検

針システム・ＨＨＴ滞納システム・ＨＨＴ精算システム・メーター管理システム）を用

意し、運用管理の準備、運用要員の確保・研修等を行い円滑な業務委託の実施に向け遺

漏のないよう努めなければならない。 

 

３ 状況報告 

本番稼動までの間、受注者は発注者の要請により随時、進捗状況を報告するものとする｡ 

 

４ システムフロー図等の作成 

受注者は、本番稼動までに委託業務に係る電算システム処理フロー図および業務説明

書を作成し、発注者に提出しなければならない。 

 

 


