
鹿沼市上下水道料金等賦課徴収等業務委託仕様書 

 

この仕様書は、鹿沼市長（以下「甲」という。）が委託する鹿沼市上下水道料金等賦課徴収

等業務について、受託事業者（以下「乙」という。）が業務を履行することについて、必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

第 1章 一般事項 

 

（委託業務名） 

第1条 委託する業務の名称は「鹿沼市上下水道料金等賦課徴収等業務委託」（以下「委託業務」

という。）とする。 

 

（法令等の遵守） 

第2条 乙は、委託業務を遂行するにあたり、水道法（昭和 32 年 6 月 15 日法律第 177 号）、

鹿沼市水道事業給水条例（平成 7年 6月 21日条例第 24号）（以下「条例」という。）、

同施行規程（平成 7 年 6 月 21 日水道事業管理規程第 1 号）（以下「規程」という。）、

鹿沼市水道事業会計規程（昭和 43年 4月 1日水道事業管理規程第 1号）、鹿沼市水道

事業事務委託規程（平成 13 年 3 月 30 日水道事業管理規程第 1 号）、鹿沼市簡易水道

事業給水条例（平成 17年 9月 30日鹿沼市条例第 73号）、下水道法（昭和三十三年法

律第七十九号）、鹿沼市下水道条例（昭和 50年 12月 24日条例第 41号）、鹿沼市農業

集落排水処理施設条例、鹿沼市公共設置型浄化槽の維持管理に関する条例、鹿沼市公共下

水道事業受益者負担に関する条例及びその他関係法規並びにこれらの規程に基づく甲

の指示を遵守し、誠実に委託業務を行わなければならない。 

 

（委託期間） 

第3条 委託期間は、令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までとする。 

 

（委託事務の範囲） 

第 4条 委託業務の範囲は、次の各号のとおりとする。 

（1） 水道料金等（水道料金、公共下水道処理施設使用料（特定環境保全公共下水道処理施

設使用料及び地域下水処理施設（流通センター処理施設）使用料を含む）・農業集落排

水処理施設使用料・公共設置型浄化槽施設使用料及び下水道事業受益者負担金を含む。

以下同じ。）窓口業務 

（2） 開閉栓業務 

（3） 水道メーターの検針業務 

（4） 水道料金等調定業務 

（5） 水道料金等の収納及び消し込み業務並びに水道加入金等の受領 



（6） 水道料金等の未納整理業務 

（7） 給水停止の業務 

（8） 給水装置に係る業務 

（9） 給水装置工事申込に関する業務 

（10） 検定満期メーター交換管理業務 

（11） 量水器の出庫状況の管理に関する業務 

（12） 公共下水道、特定環境保全処理施設公共下水道の検針業務 

（13） 前各号に係る電算処理業務 

（14） 前各号に付帯する業務（上下水道事業に係る統計等の入力・管理も含む） 

（15） その他、甲が必要に応じ指示する業務 

 

（業務場所） 

第 5条 乙は、甲が指定する鹿沼市千手町 2599番地 鹿沼市上下水道部庁舎内で委託業務を

行う。庁舎内に事務スペ－スを確保し、机・椅子等の事務用備品は甲が乙に提供する。 

2 業務場所の名称は、「鹿沼市上下水道お客様センター」とする。 

3 なお、業務執行場所においては、本委託に係る事務以外は行わないものとする。 

 

（備品等） 

第 6条 委託業務の経費負担区分は別紙１のとおりとし、その他、必要な備品等がある 

場合は甲乙協議のうえ決定するものとする。 

2 甲は、委託業務に使用する閉栓キャップ、閉栓キャップの鍵及びバルブ開閉器を用意し、

乙に貸与する。 

3 乙は、月末における閉栓キャップの在庫数を、翌月５日までに甲に報告するものとする。 

4 乙は、貸与された閉栓キャップ、閉栓キャップの鍵及びバルブ開閉器について善良な注意

をもって管理し、委託契約期間が満了するとき又は委託業務に係る契約が解除されたとき

は甲に返還しなければならない。 

5 開栓時に水道使用者に配布するお知らせ等は、甲が用意するものとする。 

6 その他業務に必要な下記の物品等は、乙が用意するものとし、その経費は乙が負担する。 

(1) 自動車（年式・形式は問わないが、宇都宮ナンバーの軽自動車とすること。二輪車は認 

めない。） 

(2)携帯電話 

(3)検針員ユニフォーム 

(4)委託業務に必要な住宅地図等事務用品及び消耗品 

7 乙が用意した物品等は、委託業務の遂行に支障がないよう常に正常かつ円滑に稼働する状

態に保守及び維持管理を行うものとする。 

 

 

 



（機材の貸与等） 

第 7 条 料金システム及び検針システムは既設のシステムを使用するものとし、甲は乙に無

償でこれを使用させる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 8 条 委託業務のうち、水道料金等賦課徴収等業務に係る営業日及び営業時間は、次のと

おりとする。 

（1） 営業日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）に定める休日及び年末年始（12 月 29 日から翌年 1月 3 日まで）

を除く。 

（2） 営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分までとする。ただし、給水停止執行日は

営業時間を延長するものとする。 

(3)  前号の規定にかかわらず、甲乙協議のうえ、営業日以外の日または営業時間以外の時

間に委託業務を行うことができる。 

(4)  営業日の 12時～13時に関しては、業務に支障が出ないよう十分に配慮するものとす

る。 

2  委託業務のうち、水道開閉栓業務に係る営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（1） 営業日 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める休日及び年末

年始（12月 29日から翌年 1月 3日まで）並びに土曜日・日曜日を含む年間 365日対

応するものとする。 

（2） 営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分までとする。ただし、業務時間内に委託

業務が終了しない場合は、委託業務終了まで延長するものとする。 

（3） 開栓及び閉栓作業完了後に、開栓及び閉栓の不良による事故が発生した場合は、前号

の営業時間にかかわらず速やかに対応するものとする。 

 

（業務区域） 

第 9 条 委託業務の対象区域は、甲の水道給水区域及び下水道施設処理区域、農業集落排水

処理区域、特定環境保全処理区域及び地域下水道処理区域内とする。ただし、甲が必要と

認めるときは、上下給水区域外における業務を行うことができる。 

 

（業務従事者） 

第 10条 乙は、委託業務の実施に支障が生じないよう、自己の責任において、委託業務に従

事する者（臨時に雇用する者を含む。以下「業務従事者」という。）を適切に配置しなけれ

ばならない。なお、地元雇用確保のため、検針員を除く業務従事者の 2分の 1以上は鹿沼

市内在住者とし、検針業務従事者についても、鹿沼市内在住者を優先的に雇用するものと

する。 

2 乙は、業務従事者の中で、水道法（昭和 32年 6月 15日法律第 177号）に定める給水装置

工事主任技術者の資格を有する者を 1名以上配置し、免状の写しを提出するものとする。 



3 検針員を除く業務従事者の 3 分の 2 以上は、水道料金等賦課徴収業務の実務経験を 1 年

以上有すること。 

4 乙は、業務従事者の名簿を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 

5 乙は、確実に業務を履行するため、委託業務開始から最低 6か月間以上は業務従事者の

ほかに業務に精通する正規社員 2名以上を常駐させ、バックアップ体制・応援体制を確

保するものとする。 

 

（業務主任者） 

第 11条 乙は、委託業務を適切に実施するため、次に該当する業務従事者の中から業務主任

者を選任し、甲に届け出承認を得なければならない。この場合において、業務主任者に選

任した者が条件を満たしていることを証する経歴書を併せて提出するものとする。なお、

第 10条第 2項に掲げる給水装置工事主任技術者を兼務できるものとする。 

（1） 委託業務の実務経験を 5年以上有すること。 

（2） 業務主任者の経験を 3年以上有すること。 

2 業務主任者は、委託業務全般について一切の管理を行わなければならない。また、乙は、

業務主任者が不在となる場合においても、委託業務の実施に支障が生じないように必要な

措置を講じなければならない。 

3 乙は業務主任者を変更する場合は、事前に甲の承認を得なければならない。 

 

（領収日付印） 

第 12 条 乙が、水道使用者及び下水道使用者等（以下「使用者等」という。）から水道料金

及び下水道使用料等以下「料金等」という。）を収納する際に使用する領収日付印は、甲が

用意し、乙に貸与する。 

2 乙は、貸与された領収日付印について善良な注意をもって管理しなければならない。 

 

（変更の届出） 

第 13条 乙は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに甲に届け出なければならない。 

（1） 乙の名称、所在地、電話番号若しくは代表者に変更があったとき。 

（2） 前号のほか、必要と認められる事項。 

 

（身分証明書） 

第 14条 甲は、乙の業務従事者に対し、その旨を示す身分証明書を交付する。 

2 業務従事者は、委託業務に従事するときは、前項の身分証明書を常に着用し、使用者等か

ら請求があったときは、これを提示しなければならない。 

3 乙は、交付された身分証明書を紛失又はき損等により使用に耐えない場合は、直ちに甲に

報告し、再交付を受けるものとする。 

（報告の義務） 

第 15 条 乙は、その月の委託業務が完了したときは、翌月 15 日までに業務完了報告書を甲



に提出し、甲の検査を受けるものとする。 

第 16条 乙は、委託業務に関する苦情及びトラブルが生じたときは、速やかにその内容を甲

に報告しなければならない。 

第 17条 乙は、委託業務の実施にあたり、次の各号に掲げる事項を発見した場合は、速やか

に甲に報告するものとする。 

（1） 第 2条に掲げる条例及び規程等に違反する行為 

（2） 公道上における漏水 

（3） その他水道の給水異常に関する事項 

 

（事務室等の管理） 

第 18 条 乙は、甲が指定した事務スペ－スを整理整頓し、適切に管理しなければならない。   

2 乙は、甲から提供された事務機器を細心の注意を払って取り扱わなければならない。 

3 乙は、委託業務を実施するために用いる資料、各種届書、その他計算結果など電子計算機

に入力されている情報及び甲から交付された帳票類その他関連文書（以下「電子デ－タ等」

という。）を破壊しないよう常に細心の注意を払って取り扱うとともに、紛失しないよう適

切に管理しなければならない。廃棄については適時、甲の指定する施設へ乙が持込み処分

を行うこと。       

4 乙は、料金等を収納したときは、甲に引き継ぐまでの間、自らの責任において、紛失また

は盗難にあわないよう適切に管理しなければならない。 

 

（秘密保持の義務） 

第 19条 乙は、委託業務の実施に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らし、また

は不当な目的に使用してはならない。委託契約が終了し、または解除された後も同様とす

る。 

2 乙は、業務従事者及び業務に従事した者に対し、前項を遵守させなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 20 条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）及び鹿沼

市個人情報保護条例（平成 10 年 9 月 3 日条例第 28 号）の規定に従い、委託業務の実施

を通じて知り得た個人情報を保護するために次の各号に留意するとともに、必要な措置

を講じなければならない。 

（1） 電子デ－タ等は、甲に帰属するものとする。 

（2） 電子デ－タ等は、甲の承認を得ずに第三者のために転写、複写、閲覧、貸出、その他

行為をしてはならない。 

（3） 委託業務の実施上やむを得ない場合を除くほか、電子デ－タ等を持ち出してはならな

い。 

（4） 持ち出した電子データ等は、必ず返納しなければならない。 

2  前項各号に掲げるもののほか、甲と協議のうえ、個人情報の適切な管理のために必要な



措置を講ずること。 

 

（引継ぎ） 

第 21条 乙は、委託業務の開始前に前受託者から速やかに業務の履行に必要なマニュアル等

の引継ぎを受けて研修を行い、業務の遅延やサ－ビスの低下を招いてはならない。引継ぎ

については現行業務に支障をきたさないよう配慮すること。 

2 乙は、委託契約期間が満了するとき又は委託業務に係る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及び電子デ－タ等を新たな受託者に無償で引継ぎ、支障な

く業務が履行できるようにしなければならない。また、貸与された事務機器等を甲に返還

しなければならない。 

 

（受託者の創意工夫） 

第 22条 乙は、委託業務の実施にあたり、常に創意工夫を心がけ、甲と協力して業務の効率

化を目指さなければならない。 

 

  



第 2章 委託業務の内容 

 

（委託業務の実施） 

第 23条 窓口業務は次のとおりとする。 

（1） 開栓及び閉栓の受付 

（2） 各変更届の受付 

（3） 水道メーター撤去の受付 

（4） 漏水相談 

（5） 納入証明書の発行および手数料の収納 

（6） 水道料金等の収納 

（7） 加入金等の収納 

（8） その他、窓口に関する業務 

2 水道使用開始の開栓閉栓業務は次のとおりとする。 

（1） 開栓リストの作成 

（2） 現地での開栓作業（365日対応） 

（3） 作業実施報告書の作成並びに宿直への提出及び説明 

（4） その他、開栓作業に関する業務 

（5） 閉栓リストの作成 

（6） 現地での閉栓作業（365日対応） 

（7） 作業実施報告書の作成並びに宿直への提出及び説明 

（8） その他、閉栓作業に関する業務 

3 水道メーターの検針業務は次のとおりとする。 

（1） 検針データの作成 

（2） 定例検針 

（3） 再検針、再調査 

（4） その他、検針に関する業務 

4 水道料金等の調定業務は次のとおりとする。 

（1） 水道料金等の算定 

（2） 水道料金等の随時算定 

（3） 調定金額の更正 

（4） 減免申請又は漏水等による減免処理 

（5） 調定処理データの会計システムへの反映 

（6） その他、調定に関する業務 

5 水道料金等の収納及び消し込み業務並びに水道加入金等の受領は次のとおりとする。 

（1） 納入通知書の配布 

（2） 返戻された納入通知書の調査 

（3） 口座振替データの作成及び金融機関へのデータ送信 

（4） 口座再振替の対応 



（5） 水道料金等の収納及び消込業務全般 

（6） 中止精算（現地精算対応） 

（7） その他、収納及び消込に関する業務 

6 水道料金等の未納整理業務は次のとおりとする。 

（1） 督促状等の通知発送に関する業務 

（2） 中抜け未納者への対応 

（3） その他、未納整理に関する業務 

7 給水停止の業務は次のとおりとする。 

（1） 滞納者への給水停止の実施 

（2） 給水停止予告者リストの作成 

（3） 給水停止に関する通知の作成及び配布 

（4） その他、給水停止に関する業務 

8 給水装置工事受付業務に関する窓口及び電話対応業務（補助）は次のとおりとする。 

（1） 給水装置工事業者からの電話及び窓口対応 

（2） 配管図閲覧対応（事前調査、軽微な協議等含む） 

（3） 給水装置工事申込書の受付 

（4） 申込手数料・加入金・検査手数料の納付書発行および収納に関する事務 

9 給水装置工事受付管理システムへの入力業務 

（1） 給水装置工事のシステム入力 

（2） メーター管理情報のシステム入力 

（3） 給水装置工事申込書に係る書類全般のスキャナー入力及び竣工日のシステム入力 

10 検定満期メーター交換管理業は次のとおりとする。 

（1） 発注者から示された条件に基づく、交換対象メーターの抽出及びリストの作成 

（2） 交換対象者へのお知らせ配布 

（3） 交換業者との連絡調整 

（4） メーター交換に関する使用者からの問い合わせ対応 

（5） 交換メーターのデータを料金システムへ入力 

（6） 止水栓故障等、交換不能メーターに関する甲への取り次ぎ 

（7） その他、検定満期メーター交換管理に関する業務 

11 量水器の出庫状況の管理については次のとおりとする。 

（1） 量水器の出庫状況の記録 

（2） 毎月末、量水器の在庫状況の記録 

12 公共下水道施設、特定環境保処理施設、農業集落排水施設に関する業務は次のとおりと

する。 

（1） 使用開始届・中止届の受理 

（2） 開始・中止リストの作成 

（3） システムへの入力 

（4） 公共下水道施設のみ一時休止の処理 



（5） その他、開始・中止に関する業務 

（6） 督促状の作成・発送 

（7） 催告状の作成・発送補助 

（8） その他、督促状送付及び催告状送付補助に関する業務 

（9） 変更届等の受付・作成・発送・受理 

（10） 変更受付リストの作成 

（11） システムへの入力 

（12） 決定通知の発送（農業集落排水のみ） 

（13） 固定排水量認定者への確認業務 

（14） その他、各種変更届等受付に関する業務 

（15） 賦課徴収人数確認書類の作成・発送・受理補助 

（16） その他、賦課徴収人数確認に関する補助業務 

13 公共設置型浄化槽施設の変更届等の入力業務は次のとおりとする。 

（1） システムへの入力 

（2） その他、変更届等の入力に関する業務 

14 公共下水道、特定環境保全処理施設公共下水道の検針業務は次のとおりとする。 

（1） 鹿沼市内指定箇所の訪問検針 

（2） FAXによる検針報告の受信管理 

（3） システムへの入力 

（4） 検針後のお知らせの作成・発送 

（5） その他、検針に関する業務 

15 受益者負担金等に関する業務は次のとおりとする。 

（1） 納入通知書の配布 

（2） 返戻された納入通知書の調査 

（3） 水道料金等の収納及び消込業務全般 

（4） その他、収納及び消込に関する業務 

（5） 紙の賦課徴収簿への納入確認印の押印 

（6） その他、賦課徴収簿の管理業務 

（7） 賦課地籍・地積の照合（法務局での地積調査を除く。） 

（8） その他、賦課処理補助業務 

（9） 督促状の作成・発送 

（10） 催告状の作成・発送補助 

（11） その他、督促状送付及び催告状送付補助に関する業務 

 

（収納率の目標） 

第 24条 乙は、料金等の収納業務における収納率について、甲の設定した目標を達成するた

め、適当と認められるあらゆる措置を甲と協力して講じるものとする。 

 



（委託業務の業務量） 

第 25 条 委託業務の実績は別紙 2、別紙 2-1、別紙 2-2 のとおりであるので、委託期間内の

業務量はこれを参考に見積もること。見積もった業務量と実施した業務量に差が生じた場

合でも委託契約金額の変更は行わない。また、業務が集中し営業時間内に委託業務が完了

しない場合も同様とする。ただし、業務量に著しい増減がある場合は、甲乙協議するもの

とする。 

第 26条 乙は、業務従事者変更に伴い必要となるシステム研修は、甲の承認を得て実施する

ものとし、その費用は乙の負担とする。また、委託期間内の業務履行にあたり必要に応じ

て発生するシステムサポートについても同様とする。 

 

 

第 3章 受託者の義務 

 

（遵守事項） 

第 27条 乙は、委託業務を実施するときは、次の各号を遵守しなければならない。 

（1） 業務従事者の服装については、制服を着用するものとする。制服が着用できない場合

は甲と同様とし、使用者等に不快感を与えないものとする。 

（2） 業務従事者は、甲が交付した身分証明書を常に着用しなければならない。 

（3） 業務従事者は、態度及び言葉づかいに十分注意するとともに、使用者等の誤解を招く

ような言動をしないこと。 

（4） 業務従事者は、料金等以外の金品その他のものを収受しないこと。 

 

（現場訪問の留意事項） 

第 28条 乙は、業務従事者が使用者等を訪問するときは、次の各号に留意しなければならな

い。 

（1） 訪問する時間は、原則として営業時間内とする。営業時間外に訪問するときは、使用

者等と訪問の約束がある場合を除き、常識の範囲内とする。 

（2） 使用者等の土地及び建物に立ち入るときは、立入目的を告げ、必要な範囲を超えて立

ち入らないこと。 

（3） 個人の所有物を損壊しないよう細心の注意を払うこと。 

 

（業務専念の義務） 

第 29条 業務従事者は、委託事務に従事中は、他の営業行為をしてはならない。 

 

 

  



第 4章 委託料の請求及び支払 

（委託料） 

第 30 条 委託業務の委託料（以下「委託料」という。）は、委託業務に必要な諸経費を含む

ものとし、委託料の請求及び支払は、次の各号のとおりとする。 

（1） 委託料は、乙の請求に基づき、毎月支払うこととし、１ヶ月あたりの金額は、委託業

務の委託契約金額を委託月数で等分した額とする。ただし、その額に 1 円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨て、委託期間の最終月分の委託料で調整するもの

とする。 

（2） 乙は、甲から検査合格の通知を受けたときは、甲が指定する請求書をもって委託料

を請求するものとする。 

（3） 甲は、乙から前号の請求書を受理したときは、その日から 30日以内に委託料を支払

うものとする 

 

 

第 5章 その他 

 

（事故発生の通知） 

第 31条 乙は、委託業務の処理又は実施に際し事故が発生したときは、速やかに甲に報告す

るとともに、事故報告書を作成し提出しなければならない。 

2 前項の事故が、個人情報の漏えい、盗難、滅失、き損等であるときは、直ちに甲に報告し、

甲の指示に従わなければならない。 

 

（損害賠償責任） 

第 32条 乙は、委託業務の実施にあたり、乙の過失により甲又は第三者に損害を与えたとき

は、その賠償責任を負う。 

2 前項の場合、第三者との間に紛争を生じたときは、甲乙協力して処理解決にあたるものと

する。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第 33条 乙は、委託業務に係る委託契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡、又は継承

させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

（再委託の禁止） 

第 34条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。た

だし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

（委託契約の解除）  

第 35条 甲は、乙が委託業務に係る委託契約を遵守できないと認めるときは、当該契約を解



除することができる。契約の解除により甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償

しなければならない。賠償額は甲乙協議して定めるものとする。 

 

（疑義） 

第 36条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議し、決定するもの

とする。ただし、特別な理由があるとき又は緊急を要するときは、甲の指示に従うものと

する。 



別紙１ 

経費の負担区分について 

 

  経費負担の区分については、以下のとおりとする。なお、下記の記載以外の経費の負担

については、甲の指示に従うものとする。 

 

◎甲が負担するもの 

区  分 備    考 

事務所家賃 指定する場所に事務所を設置すること 

事務所光熱水費 事務所の電気料、ガス使用料、水道料金、下水道使用料 

セキュリティ費 事務所の防犯警備に係る経費 

建物維持管理費 事務所のある建物に係る維持管理費、清掃に係る経費 

消防機器点検費 事務所内に設置してある消防機器点検に係る経費 

乙営業車両駐車場 指定する場所に営業車両を置くこと 

電算システム機器費等 電算システム一式、ハンディターミナル一式 

通信費 事務所で使用する固定電話、ファックス等に係る経費 

収納手数料 

以下の手数料は、金融機関と契約して支払う 

①口座振替手数料 

②郵便振替手数料 

③コンビニエンスストア収納代行手数料 

④スマートフォン等収納事務手数料 

印刷製本費 

① 納入通知書兼領収書 

② 水道料金等督促状及び催告状 

③ 汎用ハガキ（青色）※口座再振替通知等に使用 

④ 汎用ハガキ（赤色）※未納のお知らせ等に使用 

⑤ 口座振替のお願い 

⑥ 検針票（ロール紙） 

⑦ 複数水栓使用者への納入通知書兼領収書 

⑧ 口座振替依頼書 

⑨ 窓あき封筒 

⑩ その他、甲が必要と判断するもの 

事務用備品 

机、椅子、什器類、コピー機、ファックス、レジスター、

給水停止用品、現金取扱領収日付印 

※その他の必要な備品については、甲乙協議し決定する 

郵便物等発送料 

業務上必要な郵便物等の発送料 

① 水道料金等入金のお願い（口座分） 

② 水道料金等納入通知書 

③ 水道料金等督促状及び催告状 



④ 給水停止の通知 

⑤ 水道料金等のお知らせ 

⑥ メーター交換のお知らせ 

⑦ その他、甲乙協議のうえ業務上必要と判断するもの 

 

 

◎乙が負担するもの 

区  分 備    考 

営業車両 営業車両の調達、維持管理に係る経費、燃料費 

通信費 
業務に使用する携帯電話等に係る経費 

※インターネット使用に係る経費を含む 

保険料 業務上発生する不測の事態を補完する各種保険料 

被服費 業務従事者、検針員の被服に係る経費 

事務用品費 

社内管理用パソコン、金庫、コピー用紙、圧着はがき作

成用シーラー 

※その他の必要な備品については、甲乙協議し決定する 

 

 



別　紙 ２

水道料金等賦課徴収等業務の業務量（年間目安）
(単位：件）

作業頻度 年間業務量

2ヵ月に1度 190,500

2ヵ月に1度 14,500

205,000

納付制 2ヵ月に1度 55,300

口座振替 2ヵ月に1度 134,000

納付制 2ヵ月に1度 900

口座振替 2ヵ月に1度 3,200

納付制 2ヵ月に1度 2,300

口座振替 2ヵ月に1度 12,200

現金 随時 7,900

口座振替 2ヵ月に1度 133,050

コンビニ 随時 48,950

現金 随時 180

口座振替 2ヵ月に1度 3,150

コンビニ 随時 710

現金 随時 720

口座振替 2ヵ月に1度 12,100

コンビニ 随時 1,700

2ヵ月に1度 2,650

2ヵ月に1度 8,900

2ヵ月に1度 370

2ヵ月に1度 2,500

2ヵ月に1度 580

随時 900

随時 4,000

随時 4,050

随時 140

随時 2,500

随時 5,000

随時 1,300

デ
ー

タ
処
理

調定変更等

開　　　　　　始

休　　　　　　止

給水停止・解除

変　　　　　　更

メ－タ－交換等

粟　　　　野

計

検
針

再振替通知件数

西部地区簡水

上水道

調
　
　
　
　
定

上水道

西部地区簡水

鹿　　　　沼

粟野簡水

未
納
整
理

停水執行件数

入　金　件　数

収
　
　
　
　
納

粟野簡水

予告発送件数

督促状発送件数

催告状発送件数



（1） 量水器の出庫状況を記録する。

（2） 毎月末、量水器の在庫状況を記録する。

　　　・月初め、量水器の前月中の出庫状況と前月末の在庫状況を突合の上、会計担

当者に前月分の出庫集計表を提出する。

　600件/年量水器出庫状況の管理関連業務

給水装置関連業務

給水装置工事申込等関連業務

別紙２－１　給水受付関連業務　業務量について

検定満期メーター交換管理関連業務

（1） 電話及び窓口対応補助

（2） 配管図閲覧対応（事前調査、軽微な協議等含む）

（１）給水装置工事申込書の受付

・乙は指定給水装置工事事業者より申し込まれた給水装置工事申込書の内容確認及び

審査を行い給水係へ承認を依頼すること。

（2）　申込手数料・加入金・検査手数料の納付書発行および収納に関する事務

・乙は給水係から承認された給水装置工事申込書により申込手数料・加入金・検査手

数料の納付書発行および収納に関する事務を行うこと。

・加入金、検査手数料の納付後の新規メーター出庫に関する事務を行うこと。

（3）　　給水装置工事受付管理システムへの入力事務

・乙は、給水装置工事受付システムへ給水装置工事申込に関する必要事項を入力するこ

と。（メーター管理情報、給水装置工事申込書に係る書類全般のスキャナー入力及び

竣工日のシステム入力等）

（1） 発注者から示された条件に基づく、交換対象メーターの抽出及びリストの作成

（2） 交換対象者へのお知らせ配布

（3） 交換業者との連絡調整及び交換用メーター出庫、交換済メーター返却処理

（4） メーター交換に関する使用者からの問い合わせ対応

（5） 交換メーターのデータを料金システムへ入力

（6） 止水栓故障等、交換不能メーターに関する甲への取り次ぎ

（5） その他、検定満期メーター交換管理に関する業務

　1700件/年

　600件/年

　5000件/年



調定 26,000件/2ヵ月

納入通知書等 26,000件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

口座振替 19,000件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

収納 26,000件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

督促状 20件/2ヵ月（下水単独） 一部、水道料金と同時徴収あり

催告状 各20件 年2回

開始・中止届 100件/2ヵ月 随時

下水のみ一時休止 10件/1ヵ月 随時

各種変更届 20件/1ヵ月 随時

固定排水量認定 50件 年1回

検針（訪問検針） 60件/検針月

検針（FAX報告） 20件/検針月

賦課人数調査 800件 2～３年に1回（不定期）

調定 900件/2ヵ月

納入通知書等 900件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

口座振替 820件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

口座不能通知 15件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

収納 900件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

督促状 35件/2ヵ月（農集排単独）一部、水道料金と同時徴収あり

催告状 各20件 年2回

開始・中止届 5件/2ヵ月 随時

各種変更届 20件/2ヵ月 随時

賦課人数調査 900件 2～３年に1回（不定期）

調定 140件/2ヵ月

納入通知書等 140件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

口座振替 120件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

口座不能通知 5件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

収納 140件/2ヵ月 一部、水道料金と同時徴収あり

督促状 5件/2ヵ月（浄化槽単独） 一部、水道料金と同時徴収あり

催告状 各5件 年2回

各種変更届 1件/1ヵ月 随時

調定 200件/年間 年4回

納入通知書等 200件/年間 年4回

収納 400件/年間

督促状 各40件 年4回

催告状 各30件 年2回

地図台帳色塗り等 100件/年間

納付確認（窓口） 130件/月 随時

公共下水道

(特定環境保全処理施

設、地域下水道処理施

設（流通センター）含

む)

農業集落排水

別紙２－２　下水道関連業務　業務量について

公共設置型浄化槽

受益者負担金


