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関市上下水道使用料徴収業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 関市における水道事業及び下水道事業等（以下「上下水道事業」という。）の効率化、サ

ービス水準の向上を目的として上下水道使用料徴収業務について平成３１年１０月からの

受託者を募集します。 

委託する業務については広範囲で専門的な知識と技術を必要とするため、経験豊富な民間

事業者である関市指名登録業者の中から公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行

います。 

以下に定める要件及び方法により、応募者から提出される書類と提案を採点し、最も優秀

であると判断された参加者を目的達成に最適な受託者として選定します。 

  

１ 発注主管課 

関市基盤整備部水道課  

 

２ 委託業務について 

（１）業務名  

関市上下水道使用料徴収業務（以下「当該業務」という。）  

（２）業務場所 

①主たる事務所  岐阜県関市若草通３丁目１番地 関市役所 北庁舎２階 

②対象区域    関市全域 

（３）委託期間 

平成３１（西暦２０１９）年１０月１日から平成３６（西暦２０２４）年９月３０日 

まで 

（４）委託の目的 

  関市基盤整備部（以下「市」という。）が行う上下水道事業等について、使用の開

始から休止までの一連の手続きと作業を迅速丁寧に行うこと、上下水道に関する問い

合わせや相談に対応し使用者へのサービスの質の向上を図ること及び上下水道使用

料の収納率を維持もしくは向上させ、健全な事業の持続を図ることを目的として当該

業務を委託します。 

（５）業務内容 

   ①検針業務  

②窓口業務 

③収納業務  

④滞納整理業務 

⑤開始休止等業務 

⑥水道メーター交換業務 

⑦①から⑥までの業務に付帯する業務 

※詳細は「関市上下水道使用料徴収業務委託仕様書（以下「関市仕様書」という。）」

参照 
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３ プロポーザルの種類 

プロポーザルの種類は、公募型プロポーザルとします。なお、審査にあたり事業所名

等は開示します。  

 

４ プロポーザルの事務局 

本プロポーザルの事務局は関市基盤整備部水道課に置きます。 

 

５ 参加資格要件 

   プロポーザルに参加するにあたり、次に掲げる条件をすべて満たすことが必要です。 

（１）平成３１年３月１日現在において、関市競争入札等参加者選定要綱に規定する関市競

争入札等参加者名簿に登録されていること。 

（２）委託期間開始日現在で３年以上の雇用関係があり、かつ、公共料金徴収業務について

３年以上の実務経験を有する者を配置できること。 

（３）給水装置工事主任技術者を１名以上配置できること。 

（４）個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他個人情報の適正な保護及び管

理のために必要な措置を講ずることができること。 

 

６ 参加事業者の制限 

次のいずれかに該当する場合は、プロポーザルに参加することができません。 

（１）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている場合 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定に基づき、

公告日から契約日までの間において、関市を含む普通地方公共団体から指名停止を受け

ている場合 

（３）関市暴力団排除条例（平成２４年関市条例第２９号）第２条に規定する暴力団、暴力

団員又は暴力団員等を含んでいる場合 

 

７ 参加事業者の失格要件 

参加申込書を提出してから受託者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当した

場合は、失格又は審査の対象から除外となります。  

（１）企画提案書等に記載すべき事項に不足がある場合  

（２）一つの参加事業者が複数の提案をした場合  

（３）業務価格の上限を超える見積金額での提案をした場合 

（４）提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をした場合  

（５）提出書類に虚偽の内容が記載されている場合  

（６）特別な理由なく説明会に参加しなかった場合 

（７）参加事業者が不渡り手形又は不渡り小切手を出した場合 

（８）経営状況の悪化などの理由により契約の履行が困難と認められる状態に至った場合 

（９）審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

（10）著しく信義に反する行為があった場合  
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８ 参加に関する留意事項 

（１）参加事業者は、企画提案書等の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾したもの

とみなします。 

（２）参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とします。 

（３）提案した内容は、実現を約束したものとみなします。 

（４）この実施要領に基づき参加事業者から提出される書類の著作権は、作成者に帰属しま

す。ただし、採用した企画提案書等の著作権は、市に帰属することとなります。採用・

不採用にかかわらず、市は本プロポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、企画

提案書等の内容を無償で使用できることとします。  

（５）この実施要領に基づき参加事業者から提出される書類は、提出期限までの期間に限り

補正することができます。提出期間終了後は変更することができないものとし、返却は

しません。  

（６）市が必要と判断した場合には、追加書類の提出を求め、又は記載内容に関する聞き取

り調査を行うことがあります。  

（７）第三者より選定に係る情報公開請求があった場合は、関市公文書公開条例（平成９年

関市条例第４４号）に基づき企画提案書等を公開することがあります。  

 

９ 事業者選定に係る日程 

プロポーザル実施要領の公表 

質問の受付開始 
平成３１年 ２月１５日（金）  

参加申込み受付開始 平成３１年 ３月 １日（金） 

参加申込み期限  平成３１年 ３月１２日（火）午後３時まで  

説明会（関市役所） 平成３１年 ３月１２日（火）午後３時から 

質問の受付期限 平成３１年 ３月１９日（火）午後５時まで  

質問の回答（公表） 平成３１年 ３月２２日（金）  

１次審査書類の提出期限 平成３１年 ４月 ９日（火）午後５時まで 

１次審査結果の通知 平成３１年 ４月１２日（金） 

企画提案書の提出期限  平成３１年 ４月２５日（木）午後５時まで  

プレゼンテーション及びヒアリング審査  平成３１年 ５月１７日（金）予定 

契約予定事業者の決定、結果通知及び公表 平成３１年 ５月１７日（金）以降  

委託契約の締結 平成３１年 ６月 １日（金）以降 

業務委託の開始 平成３１年１０月 １日（火） 

※状況により日程を変更する必要があるときは、別途通知します。  
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１０ 参加の申込み 

（１）提出書類   

参加申込書（様式１）１部  

（２）提 出 先 

〒501-3894 岐阜県関市若草通３丁目１番地 関市基盤整備部水道課 

（３）提出方法 

 持参又は郵送 

（４）提出期限 

 平成３１年３月１２日（火）午後３時 

 

１１ 説明会   

（１）日時場所 

平成３１年３月１２日（火）午後３時 関市役所６階 ６－大会議室  

（２）説明の内容 

    委託する業務についての関市の現状の実施方法についての質問にお答えします。な

お、即答できない内容については、後日提出される質問書への回答にあわせて回答し

ます。参加事業者は特別な理由がある場合を除き、必ず説明会に参加してください。  

   また、説明会への参加は２名までとしてください。 

 

１２ 質問の受付・回答 

（１）提出書類 

    質問書（様式２） 

（２）提 出 先 

関市基盤整備部水道課メールアドレス 

e-mail:suido@city.seki.lg.jp  

（３）提出方法 

 電子メール 

ただし、必ず電話で送信の報告をしてください。 

（４）提出期限 

 平成３１年３月１９日（火）午後５時 

（５）回答方法 

  質問はまとめて電子メールにより全参加事業者へ回答します。ただし、市が軽易な 

事項と判断するものについては、その都度個別に回答することがあります。  

 

１３ 選定方法  

（１）選定手順 

【１次審査】 

１４のア～クの１次審査書類については事務局が採点します。この時、応募者が５

者以上の場合には、その得点が上位の４者を２次審査の参加者とします。 

 【２次審査】 

その後、２次審査の参加者から提出された企画提案書及びプレゼンテーションにつ
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いて（２）の評価基準にしたがい、関市上下水道使用料徴収業務委託プロポーザル選

定委員会（以下選定委員会という。）において評価及び採点を行います。 

（２）選定における評価基準（配点） 

 【１次審査】 

  ・企業評価                ２５点 

・従業者及び従事者配置評価        ２５点 

   ・見積金額                ３０点 

 【２次審査】 

 ・企画提案書及びプレゼンテーション   １２０点 

                   合計２００点 

（３）選考の公開 

  選定委員会での選考は、非公開とします。 

 

１４ １次審査書類の提出  

（１）提出書類 

 ア（様式３）１次審査書類提出届 １部 

    イ（様式４）会社概要 ８部 

    ウ（様式５）業務実績 ８部  

   エ（様式６）業務責任者の経歴 ８部 

   オ（様式７）従事者配置予定表 ８部 

   カ（様式８）従事者配置予定表に関する事項 ８部 

   キ（任意様式）決算関係書類（写し） １部 

 ク（任意様式）会社等の概要を示すパンフレット等 ８部  

   ケ（任意様式）見積書 １部 

（２）提 出 先 

 １０（２）に同じ。 

（３）提出方法 

 持参又は郵送 

（４）提出期限 

 平成３１年４月９日（火）午後５時 

 

１５ 見積書 

    見積書に記載する見積金額は平成３１年１０月１日から平成３６年９月３０日ま

での委託にかかる合計金額（消費税及び地方消費税を除く）とし、内訳として各年度

にかかる概算の委託料を記載してください。 

 

１６ １次審査結果の通知 

    １次審査結果については平成３１年４月１２日（金）にすべての参加者に電話及び

電子メールにより通知します。 
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１７ ２次審査書類の提出 

１次審査の結果、２次審査に参加することとなった参加事業者は下記のとおり２次

審査書類を提出してください。  

（１）提出書類 

    ア（様式９）企画提案書提出届 １部 

 イ（様式１０）企画提案書 ８部 

    ウ（任意様式）契約仕様書（案） １部 

（２）提 出 先 

 １０（２）に同じ。 

（３）提出方法 

 持参又は郵送 

（４）提出期限 

 平成３１年４月２５日（木）午後５時 

 

１８ 企画提案書 

 企画提案書は関市仕様書に記載されたものに加えた提案事項を中心に説明する内

容としてください。図、イラストなどの使用、文字サイズ、文字数、色等の制限はあ

りませんがＡ３サイズ４枚までとしてください。また、審査の便宜上、用紙の両面を

使用せず、片面印刷としてください。 

 

１９ 契約仕様書（案） 

    契約仕様書（案）の様式は任意としますが、必ず関市仕様書の内容を含む内容とし

てください。なお、関市仕様書に含まれない提案部分については着色又は下線等で区

別ができるようなものとしてください。なお、用紙のサイズはＡ４サイズとします。 

 

２０ 辞退届  

本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、平成３１年５月８日（水）までに辞退

届（様式１１）を提出してください。 

 

２１ プレゼンテーション及びヒアリング審査  

（１）実施日  

平成３１年５月１７日（金） 午後 

    ・日時、場所等の詳細は決定次第通知します。 

・説明２０分以内、ヒアリング審査１０分程度とします。 

・パワーポイント等を使用する場合は各自パソコンを持参してください。 

・スクリーン、プロジェクターは市が用意します。 

（２）プレゼンテーションの内容 

    プレゼンテーションの内容は企画提案書に記載された内容とし、特に関市仕様書に 

含まれない提案部分を中心に説明をしてください。選定委員会が企画提案書及びプレ 

ゼンテーションの内容について採点を行います。なお、当日企画提案書以外の資料を 

使用することは認めません。 
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（３）プレゼンテーションの順序 

プレゼンテーションの順序は平成３１年３月１２日（火）開催予定の説明会の場で

抽選により決定します。特別な理由により説明会に出席できなかった場合にはその事

業者からプレゼンテーションを行うこととします。 

（４）プレゼンテーションの出席者 

    プレゼンテーションの出席者は４名以内とし、プレゼンテーションは本業務に配置 

予定の業務責任者が行ってください。 

 

２２ 契約予定事業者の決定  

１次審査と２次審査の合計得点が最も高い者を契約予定事業者として決定し、次に

得点の高い者を次点の事業者として決定します。最高得点が同点であった場合は、見

積金額がより廉価であった事業者を契約予定事業者とし、さらに見積金額が同額であ

った場合は、選定委員会の投票で決定します。 

なお、参加事業者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとしますが、

選定については選定委員会で決定するものとします。 

 

２３ 選定結果 

（１）選定結果の通知 

    選定結果は、電話及び結果通知書を送付してお知らせします。なお、得点について    

   の公表及び通知はしません。 

（２）選定結果の公表 

    選定結果は関市ホームページで公表します。また、落選した事業者の事業者名は公

表しません。 

 

２４ 業務にかかる委託料の上限額 

当該業務にかかる概算業務価格の上限は下記の金額とします。１次審査書類として

提出された見積書の金額をもとに、契約予定事業者から再度見積書を徴収して契約を

締結します。なお、支払いの時期については市と協議することとします。  

平成３１年１０月～平成３６年９月の合計 ４６４，３００，０００円 

※上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。 

 

２５ 契約仕様書の提出 

 契約予定事業者は、提出した契約仕様書（案）を市と協議の上で再度見直します。その後

１週間以内に契約仕様書を作成し提出してください。 

 

２６ 資格、実績等を証する書類 

契約予定事業者は、提出書類に記載された公的認証、保有する資格、業務実績等を証する

書類を提出してください。 
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２７ プロポーザルの瑕疵 

（１）本プロポーザルにおける参加事業者の提出書類及び内容に瑕疵があることが判明した

場合は、その瑕疵について選定委員会で協議し対応を決定します。 

（２）選定委員会は、必要に応じて参加事業者に対し、（１）の瑕疵についてヒアリングを

行います。 

（３）選定委員会は、（１）の瑕疵が重大又は悪質であり、プロポーザルの公平性、公正性

を著しく損なうおそれがあると認める場合は、本プロポーザルに係る既決定事項を取り

消します。 

 

２８ 契約の締結  

 審査により契約予定事業者に決定した者と契約締結の交渉を行います。ただし、当該交渉

が不調の時は、次点者と契約締結の交渉を行います。なお、契約内容は事業者から提出され

た契約仕様書に基づきます。そのため、当初の関市仕様書の内容に変更が生じる可能性があ

ります。また、契約仕様書に記載のないものについては市と協議することとします。 

 

２９ 異議申立て 

参加事業者は審査結果について説明を求めることのほか、一切の異議を申し立てることは

できません。 

 

３０ 準備期間及び費用 

（１）委託業務の契約締結日から委託業務開始日までの期間は準備期間とし、原則として当

該準備期間に要する経費等は受託事業者の負担とします。 

（２）準備期間中は、必要に応じて受託事業者の業務従事者を業務場所へ派遣し、必要な事

務を期間内に習得するよう努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

問合せ先 

   〒５０１－３８９４ 

岐阜県関市若草通３丁目１番地  

関市基盤整備部水道課  担当  塚原  

ＴＥＬ  ０５７５ -２３ -６７８０  

    ＦＡＸ  ０５７５ -２３ -７７４１  

     e-mail  suido@city.seki.lg.jp 

 


