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第１章 総則  

（趣旨） 

第１条 この仕様書は、関市（以下「委託者」という。）が委託する関市上下水道

使用料徴収業務（以下「本業務」という。）について必要な事項を定める。 

（法令遵守） 

第２条 受託者は、本業務の実施に当たっては、次の法令等を遵守しなければな

らない。 

 （１） 水道法 

 （２） 地方公営企業法 

 （３） 下水道法 

 （４） 地方自治法 

 （５） 関市水道事業給水条例 

 （６） 関市下水道条例 

 （７） 関市農業集落排水処理施設条例 

 （８） 関市コミュニティ・プラント条例 

 （９） 関市会計規則及び関市水道事業会計規程 

 （１０） その他本業務に関連する法令等 

（業務の区域） 

第３条 本業務の区域は、関市全域とする。 

（各地域事務所の取扱い） 

第４条 受託者は、関市の各地域事務所と連絡調整を図り、各地域の本業務に関

するサービスの水準を低下させないように努めなければならない。 

２ 受託者は、本業務の実施方法等の変更が生じた場合には、速やかに各地域事

務所に変更事項の説明等を行わなければならない。 

 

第２章 業務の実施体制 

（業務の実施場所等） 

第５条 受託者は、岐阜県関市若草通３丁目１番地の関市役所北庁舎２階におい

て本業務実施の事務所を設置するものとする。 

２ 事務所の名称は、「関市水道お客様センター」とし、本業務の受託者であるこ
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とを表示しなければならない。 

３ 事務所には、本業務の実施に必要な人員を配置し、営業時間内においては無

人にしてはならない。 

４ 事務所の使用期間は、委託期間内とし、関市役所本庁の庁舎及び敷地の使用

に当たっては、委託者の運用に従わなければならない。 

（営業日、営業時間等） 

第６条 本業務の営業日及び営業時間は、関市役所の開庁日及び開庁時間と同じ

とする。 

２ 受託者は、前項に規定する営業日でない日又は営業時間でない時間（以下こ

れらを「営業時間外」という。）であっても、上下水道の使用者からの電話に

対応し、必要に応じて出動できる体制を取らなければならない。 

３ 受託者は、営業時間外に本業務を行う場合は、あらかじめその内容を委託者

に届け出て、承認を得るものとする。 

４ 受託者は、異常及びトラブルの発生に伴う緊急対応等により、営業時間外に

本業務を行った場合は、速やかにその内容を委託者に報告しなければならない。 

（総合行政情報システム） 

第７条 本業務の実施に必要な電算システムは、委託者が貸与する総合行政情報

システムを使用するものとする。 

（業務監督者） 

第８条 委託者は、受託者に対して指示、監督、協議、連絡調整等をするため、

関市基盤整備部水道課長を業務監督者として選任する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要に応じて水道課長以外の職員を業

務監督者として選任することができる。 

（業務従事者） 

第９条 受託者は、自己の責任において、本業務に従事する業務従事者を確保し

なければならない。業務従事者の増員及び欠員の補充についても同様とする。 

２ 受託者は、本業務の実施に当たっては、業務従事者届を速やかに委託者に提

出しなければならない。業務従事者の採用、異動、退職等があった場合につい

ても同様とする。 

（業務責任者） 
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第１０条 受託者は、業務従事者の中から本業務の実施を管理するための業務責

任者を選任しなければならない。 

２ 業務責任者は、本業務を管理し、業務従事者を指導、監督しなければならな

い。 

（再委託の届出） 

第１１条 受託者は、本業務の一部について再委託する場合には、委託者の承認

を得たうえで業務再委託届を提出しなければならない。  

（指定給水装置工事事業者の指定） 

第１２条 受託者は、本業務を行うために関市指定給水装置工事事業者の指定を

受けなければならない。 

（連絡体制） 

第１３条 受託者は、関市役所の開庁時間内において、委託者との連絡体制を整

えなければならない。 

２ 受託者は、関市役所の開庁時間外においても開庁時間内に準じた連絡体制を

整え、常に委託者と連絡がとれるようにしなければならない。 

３ 受託者は、委託者から連絡するための連絡先を記載した連絡体制表を委託者

に提出しなければならない。 

 （身分証明書） 

第１４条 委託者は、受託者の申請により業務従事者に身分証明書を交付するも

のとする。 

２ 業務従事者は、本業務を行う場合は、身分証明書を常に携帯し、使用者等か

ら請求されたときは、これを提示しなければならない。 

３ 受託者は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該身分

証明書を委託者に返却し、記載事項を変更した身分証明書の交付を受けなけれ

ばならない。 

４ 受託者は、本業務の契約期間が満了したとき又は本業務の契約が解除された

ときは、速やかにすべての業務従事者の身分証明書を委託者に返却しなければ

ならない。 

 

 （業務担当者） 
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第１５条 受託者は、業務従事者のうち個人情報、現金及び電算システムを取扱

う者について、業務従事者届にその旨を記載し委託者に届け出をしなければな

らない。 

 （業務従事者の服装） 

第１６条 業務従事者は、本業務を行うときは、あらかじめ委託者の承認を受け

た統一的な服装を着用しなければならない。  

（事故、過失、不正行為の防止） 

第１７条 受託者は、本業務の実施において事故、過失、不正行為（以下「事故

等」という。）などの発生防止に努めなければならない。  

（事故等発生時の報告） 

第１８条 受託者は、次に掲げる事故等が生じた場合は、直ちにその状況を委託

者に報告するとともに、事故報告書を提出しなければならない。 

 （１） 納入済通知書及び領収印の紛失 

 （２） 証明書の紛失 

 （３） 収納した料金の紛失、盗難 

 （４） 本業務に関する電子データ及びその関連文書等の紛失 

 （５） 個人情報の漏洩及び流出 

 （６） 交通事故等 

 （７） その他必要があると認められるもの 

（事故等の処理） 

第１９条 前条に規定する事故等の処理については、委託者と受託者が協議の上、

行うものとする。ただし、受託者において事故等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、受託者の責任において当該措置を行うもの

とする。 

（繁忙期の連携） 

第２０条 受託者は、繁忙期において人員が不足すると予測される場合において

は、一時的に業務従事者を増員することができる。ただし、事前にその者の業

務従事者届を提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。 

 

（緊急時の連携） 
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第２１条 受託者は、災害時、緊急時において委託者と連携し支援する体制を構

築するよう努めること。 

（委託者との協定） 

第２２条 受託者は、本業務の内容が委託者の行う業務に関連した事項に対して、

積極的に委託者と協定を締結するよう努めるものとする。 

（受託者からの提案） 

第２３条 受託者は、本業務の効率化、サービスの向上等のための改善策の提案

に努めるものとする。  

 

第３章 業務の内容 

 

（業務の範囲） 

第２４条 受託者は、別表第１に定める業務を行うものとする。 

（経費の負担区分） 

第２５条 本業務に係る経費の負担区分は、別表第２に定めるとおりとする。た

だし、別表第２に定めるもののほか必要と認められるものについては、委託者

と受託者が協議の上、経費の負担区分を定めるものとする。 

２ 受託者は、別表第２に定めるもののうち、委託者が貸与する物品に故障、異

常等があったときは、速やかに委託者に報告するとともにその指示に従わなけ

ればならない。 

（業務計画書） 

第２６条 受託者は、業務着手前に業務計画書を提出し、業務を計画どおり進め

るよう努めること。 

２ 受託者は、委託者の求めに応じて別紙第１の各業務について詳細な業務計画

書を提出するものとする。 

３ 受託者は、業務計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度、変更計画

書を提出しなければならない。 

（窓口業務） 

第２７条 受託者は、窓口に常時２名以上の従事者を配置し、来訪者及び電話で

の応対ができる体制を構築しなければならない。 
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２ 受託者は、窓口業務従事者に対し接遇研修等の適切な教育を実施し、円滑な

窓口業務が行われるよう努めなければならない。 

（休日窓口） 

第２８条 受託者は、関市役所が休日に窓口業務を行う場合には、これに合わせ

て、上下水道の開始休止等の受付、料金の収納等の窓口業務を実施しなければ

ならない。 

（検針業務） 

第２９条 受託者は、検針時において業務従事者に身分証明書を携帯させ、服装

は統一した清潔な衣類を着用させること。 

２ 受託者は、着任時及び年１回以上、検針業務従事者に対し、個人情報の取扱

い及び使用者からの問い合わせに対応できるよう教育しなければならない。ま

た、検針業務従事者による誤検針、事故等の防止に努めなければならない。 

３ 受託者は、関市全域を奇数月上旬、中旬、下旬及び偶数月上旬、中旬、下旬

の６つの区域に分けて検針し、検針の翌月にその使用水量に応じた料金を使用

者に対し賦課する。 

４ 受託者は、必ず期間内に検針業務を完了させなければならない。 

５ 受託者は、検針異常を確認した場合には、現地確認のうえ使用者への連絡な

ど早期対応に努めなければならない。 

６ 受託者は、何らかの理由により検針不能などの問題がある場合には、委託者

に報告し、解決方法について協議しなければならない。 

（夜間納付相談） 

第３０条 受託者は、上下水道使用料（以下「料金」という。）の夜間納付相談を

毎月１回以上実施しなければならない。また、実施する際には、事前に承認を

得るものとする。 

（調定収納業務） 

第３１条 受託者は、検針から収納まで一連の業務を計画どおり進めるよう努め

なければならない。 

（目標収納率） 

第３２条 受託者は、委託者と協議して、年度ごとに料金の目標収納率を設定し、

当該目標収納率の達成に努めなければならない。 
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（現金の収受及び管理） 

第３３条 受託者は、適切に現金の収受及び管理をし、ミスや不正行為が発生し

ないよう最善の努力をしなければならない。 

（納付書等の処理） 

第３４条 受託者は、納付書等の誤記載、誤送付が発生しないよう最善の努力を

しなければならない。 

（使用の開始休止） 

第３５条 受託者は、使用の開始休止の申し込みを受け付けしたものの中で、申

込者がその当日の開始休止を希望した場合、午前までに受け付けしたものにつ

いては、原則としてその日中に開始休止作業を完了しなければならない。 

２ 開始休止業務従事者は、現地において使用者に会った時には料金及び給水装

置の維持管理等について説明をしなくてはならない。 

３ 受託者は、開始休止業務従事者に対し使用者からの問い合わせに対応できる

よう教育しなければならない。 

（滞納整理） 

第３６条 受託者は、月１回以上の夜間納付相談窓口の際、訪問、電話等の方法

により滞納金の自主納付を促すよう努めなければならない。 

２ 受託者は、未納額及び使用者の状況等に応じて債権を分類及びリスト化し、

委託者に報告しなければならない。 

３ 受託者は、委託者が法的手段により滞納金を回収しようとする場合には、法

的、専門的な知識の習得及び手段の実施について委託者に協力するものとする。 

（給水停止） 

第３７条 受託者は、給水停止の執行について、前月までに給水停止執行予定日

及び給水停止対象者を委託者に報告すること。また、給水停止執行１０日前に

おいて、最新の給水停止対象者を委託者に報告し、承認を得たうえで給水停止

を執行するものとする。 

２ 給水停止の執行日には午後８時３０分まで滞納金の収納を受け付け、午後９

時まで業務従事者を待機させなければならない。 

３ 受託者は、委託者の求めに応じて給水停止件数を報告するものとする。 

４ 受託者は、給水停止執行後、給水が再開されない箇所については現地確認を
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行わなければならない。 

（井戸の廃止に伴う現地確認） 

第３８条 受託者は、井戸の廃止申請があった場合には必ず現地に赴き、その廃

止を確認しなければならない。 

（水道メーター、井戸水メーターの交換） 

第３９条 受託者は、水道メーター、井戸水メーターの交換スケジュールに従い、

定められた期限までに円滑に業務を完了しなくてはならない。 

２ 受託者は、メーター交換を再委託した場合においても、受託者自身の責任に

おいて迅速な情報交換、技術、接遇の改善等に努め、トラブルや苦情等が発生

しないよう努めなければならない。 

（現場での対応） 

第４０条 受託者は、業務上使用者等の敷地内へ立ち入るときは、目的を告げ、

物件等を破損しないよう細心の注意をしなければならない。 

（トラブルや苦情等への対応） 

第４１条 受託者は、トラブルや苦情等に迅速に対応し、早急な問題解決及び被

害の拡大防止に努めなければならない。 

２ 受託者は、苦情や個別の事例について、対応内容を委託者に報告し、その内

容を記録保存しなければならない。 

 

第４章 業務の管理 

（禁止行為） 

第４２条 受託者は、業務従事中に物品の販売、配送その他の営業行為をしては

ならない。 

２ 受託者は、本業務の実施に関連して、いかなる理由でも使用者等から上下水

道料金以外の金品その他のものを収受してはならない。 

（業務の報告） 

第４３条 受託者は、別表第１に示す業務について、業務の件数等を示す日報及

び月報を作成し、委託者に提出しなければならない。又、委託者は、業務の実

施状況の確認及び管理の適正を期することを目的として、定期に又は必要な場

合には随時、業務の内容について報告を求め、実施について調査することがで
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きる。 

（定期会議の開催） 

第４４条 委託者と受託者は、本業務の実施状況等について協議等をするため、

定期会議を開催するものとする。 

 


