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【資料３】                             

水道事業給水装置等関連業務包括委託仕様書 

（趣旨） 
第１条 この仕様書は、多賀城市上下水道部（以下「委託者」という。）が委託する水道事業給水装置
等関連業務包括委託（以下「委託業務」という。）について必要な事項を定める。 

（委託業務の目的） 
第２条 委託業務は、給水装置工事の申請窓口において、水道法（昭和３２年法律第百七十七号）、多賀
城市水道事業給水条例（昭和５５年条例第２３号。以下「条例」という。）、多賀城市水道事業給水条
例施行規程（昭和５６年 水道事業所規程第 2 号）及び多賀城市給水装置工事設計施行基準（平成
９年施行）等を遵守するほか、民間企業の技術と知識を活用して円滑かつ効率的に行うことを目的と
する。 

（委託契約・期間） 
第３条 委託業務の期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年とする。 
2 契約締結日の翌日から令和４年３月３１日までの間は、委託業務の準備期間とする。 
3 前項の準備期間に要する経費については受託者の負担とする。 

（委託業務の執務場所） 
第４条 委託業務の執務場所は、多賀城市上下水道部庁舎（以下「庁舎」という。）とする。 

（委託業務の範囲） 
第５条 委託業務の範囲は次に定めるものとする。 
１ 委託業務区域 
多賀城市給水区域（多賀城市域全域のうち、下馬一丁目、二丁目、三丁目の全部、同四丁目及び五
丁目の一部、丸山一丁目の一部、笠神一丁目、二丁目、四丁目の全部、同三丁目及び五丁目の一部を
除く区域）、その他委託者が必要に応じて指定する区域において委託業務を履行するものとする。 

２ 委託業務内容 
(1) 給水装置工事事業者への埋設管調査対応 
(2) 給水装置工事事業者以外への埋設管調査対応 
(3) 給水装置工事申込書、変更申込書、給水装置工事申込取消届等の受付 
(4) 設計審査・工事検査手数料、水道加入金、水資源開発負担金等の納入通知書兼領収書の発行 
(5) 給水装置工事竣工届、検査受付及び検査対応 
(6) 給水装置使用開始届の受付、確認及び書類の管理 
(7) 苦情等・漏水受付、現地確認、対応及び報告書の作成 
(8) 一時給水願出書の受付、審査、量水器の出庫及び書類の管理 
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(9) 所有者変更等の受付及び一覧表の作成 
(10) せん孔立会願の受付及びせん孔立会い対応 
(11) 断水立会願及び配布ちらしの受付、断水立会い対応並びに止水栓・仕切弁の操作 
(12) 給水管破損届の受理、現地確認、対応及び破損に係る水量等の確認 
(13) 水道管修繕等受付業務（２４時間受付、現地対応） 
(14) 残留塩素測定及び定期ドレン業務 
(15) 貯水槽水道の現地調査等業務 
(16) 公道内配水管等修繕業務 
(17) 鉛製給水管解消業務 
(18) 水圧測定業務 
(19) 検査満了量水器の交換業務 
(20) 事故量水器の交換、引上げ、取付業務 
(21) その他関連する業務 

日報・月報・年報等の資料作成及び報告、その他委託者が指示する統計資料等の作成 

（営業日時等） 
第６条 委託業務の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 
ただし、委託業務上必要な場合においては、委託者と受託者の協議により変更することができる。 
(1) 委託業務の営業日時は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までとす
る。 

(2) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）は、休業日とする。 
(3) 休業日、営業時間外においても、漏水等の緊急対応、災害発生時、防災訓練等については協力す
ること。 
(4) 前項までに掲げた営業日及び営業時間にかかわらず、受託者は、委託者と協議の上、委託業務を
行うことができる。 

（委託業務従事者） 
第７条 受託者は、自己の責任において、必要に応じて委託業務に従事する者（以下、「委託業務従事者」
という。）を確保しなければならない。 
２ 受託者は、委託業務の履行にあたり委託業務従事者の名簿を作成し、委託業務開始の２週間前まで
に委託者に提出しなければならない。 
３ 受託者は、委託業務開始後、委託業務従事者の異動等があった場合は速やかに委託業務従事者の名
簿（変更）を委託者に提出しなければならない。 
また、異動等があった場合でも委託業務に支障が出ないように対応しなければならない。 

４ 委託者は、委託業務従事者が委託業務の履行にあたり著しく不適当と認められる場合は、受託者に 
対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 
５ 給水装置の申し込み受付及び検査に従事する者は、給水装置工事主任技術者又は同等以上の資格 
を有する者に行わせなければならない。 
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６ 受託者は、準備期間において予め窓口従事者の確保・研修等を行い、円滑な委託業務の履行に向 
け遺漏のないよう努めなければならない。 

（業務責任者等） 
第８条 受託者は、委託業務の管理に関する業務を担当させるため、水道技術管理者となる資格を有す
る者を業務責任者として配置しなければならない。 
  また、委託業務を指導する給水装置工事主任技術者の資格を有する者を副業務責任者として配置
しなければならない。 
２ 受託者は、委託業務の履行にあたり前項に規定する水道技術管理者となる資格を有する者及び給
水装置工事主任技術者の氏名その他必要な事項を記載した選任届を委託業務開始の２週間前までに
委託者に提出しなければならない。 

（身分証明書） 
第９条 委託業務従事者は、受託者の発行した顔写真付身分証明書を常に携帯しなければならない。 
 また、給水装置使用者等から身分証明書の提示を求められた時は、速やかにこれを提示しなければな
らない。 

（委託業務の計画） 
 第１０条 委託業務の計画は、別に示す給水装置工事申請窓口業務マニュアルを基に受託者が計画する
こと。 

（マッピングシステム） 
第１１条 マッピングシステムによる埋設管調査対応、給水管引込状況調査対応は、委託者が導入して
いるマッピングシステムを使用するものとする。 

（日報、月報の提出及び打合せ会議等） 
第１２条 受託者は日報については翌日（休業日の場合はその翌営業日）午前１０時まで、月報につい
ては翌月の３日（休業日の場合はその翌営業日）までに委託業務に係る報告書（日報及び月報）を委
託者に提出し確認を受けるとともに、委託者と受託者の遂行に係る進捗状況の報告、業務課題の検討
等のための定例打合せ会議を毎月１回開催しなければならない。 

（電子データ、文書の保存） 
第１３条 受託者は、委託業務に係る電子データ及び文書を、委託者が指定する期日まで保存しなけれ
ばならない。 

（多賀城市情報セキュリティポリシーの遵守） 
第１４条 受託者は、委託業務の遂行に当たり、多賀城市情報セキュリティポリシーを遵守しなければ
ならない。 
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（個人情報の保護に係る受託者の責務） 
第１５条 受託者は、委託業務の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、委託業務に関して知り得
た情報等の秘密保持に関し、別記「個人情報取扱特記事項」の各事項を遵守し、個人情報の漏洩、滅
失及びその他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 

（暴力団の排除） 
 第１６条 受託者は、委託業務の履行に当たり、暴力団等による不当要求又は妨害（以下「不当介入」
という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに
警察へ通報等を行うものとする。  

  2 受託者は、前項の規定により警察に通報等を行った場合には、速やかに多賀城市上下水道部施設
整備課長（以下「担当課長」という。）にその内容を書面により報告するものとする。 

  3 受託者は暴力団等による不当加入を受けたことにより委託業務の遅れが生じる等の被害が生じた
場合は、担当課長と協議を行うものとする。

（経費の負担） 
 第１７条 委託業務に係る経費の負担区分、受託者が委託業務において無償で利用可能な施設は【資
料５】経費の負担区分を参照のこと。 
2 仕様書等に明示されていない事項で、委託業務の性質上必要なものは、委託者と受託者が協議す
るものとする。 
3 委託者が費用を負担する光熱水費（電気料等）及び通信費（電話代等）については、委託業務の目
的から、受託者は費用の節減に努めるものとする。 

   ただし、委託業務で成果を上げるための使用は妨げない。 

（委託業務内容の詳細） 
第１８条 委託業務内容の詳細は次に定めるものとする。ただし、各業務の数量については【資料４】
給水装置等関連業務実績一覧表を参照のこと。 
(1) 給水装置工事事業者への埋設管調査対応 
マッピングシステムによる埋設管調査 
給水管引込状況調査への対応 
配水管竣工図・給水台帳等の検索及び写しの提供 

(2) 給水装置工事事業者以外への埋設管調査対応 
マッピングシステムによる埋設管調査 
給水管引込状況調査への対応 
配水管竣工図の検索及び写しの提供 
委任状持参者に対する給水台帳等の検索及び写しの提供 

(3) 給水装置工事申込書、変更申込書、給水装置工事申込取消届（条例第 9条第２項）等受付 
     ※給水装置工事申込書受付は月曜日、水曜日、金曜日に行うものとする。 
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(4) 設計審査・工事検査手数料、水道加入金、水資源開発負担金等の納入通知書兼領収書の発行 
納付額の算定、納付書の発行、消込処理、データ整理（条例第３４条、第３４条の２、第３５条） 

(5) 給水装置工事竣工届、検査受付及び検査対応（条例第９条第２項） 
給水装置工事竣工書類審査（記入内容の確認、使用材料の確認、施工写真の確認、図面の確認） 
竣工検査（量水器出庫、量水器・止水栓のオフセット、水圧確認、残留塩素の確認、給水器具
の取付状況の確認、水抜き栓の確認等）、竣工書類の整理・保管 
※竣工検査は火曜日、木曜日に行うものとする。 

(6) 給水装置使用開始届の受付、確認及び書類の管理 
給水装置使用開始届の受付、量水器の出庫 

(7) 苦情等・漏水受付、現地確認、対応及び報告書の作成 
苦情等の電話対応、現地確認と対応、報告書の作成 
※苦情対応については内容により委託者職員同行の上、現地確認を行う。 

(8) 一時給水願出書の受付、審査、量水器の出庫及び書類の管理 
工事用水開始申込みに伴う量水器の出庫及び在庫管理・出庫状況報告、量水器出庫台帳の作成 

(9) 所有者変更等の受付及び一覧表の作成 
(10) せん孔立会願の受付及びせん孔立会い対応（給水装置工事設計施行基準） 

せん孔立会願の受付、立会い（施工状況の確認）、残留塩素確認 
(11) 断水立会願及び配布ちらしの受付、断水立会い対応並びに止水栓・仕切弁の操作 

断水立会願の受付、断水範囲の確認、配布ちらしの受付、断水立会い、止水栓・仕切弁操作 
断水は原則月曜日から木曜日の午後１時３０分からとする。 
※断水作業については内容により委託者職員同行の上、作業を実施する。 

(12) 給水管破損届の受理、現地確認、対応及び破損に係る水量等の確認 
給水管破損届の受理、現地確認と対応、破損に係る水量等の確認（条例第２９条）、事務処理、 
データ入力 

(13) 水道管修繕等受付業務（２４時間受付、現地対応） 
住民等から漏水、出水不良、水質異常等の通報に対して２４時間電話による対応（夜間・休日
については自宅待機とし、市役所警備員から業務用携帯に連絡が入るものとする。）、現場確認・
修繕対応 

(14) 残留塩素測定及び定期ドレン業務（水道法第２０条第１項） 
残留塩素測定（毎日検査１５箇所、指定された給水栓水で測定）、定期ドレン（指定された排泥

弁で実施）、報告書の作成業務 
(15) 貯水槽水道の現地調査等業務（条例第４１条第１項） 

       ビル、マンション等の貯水槽水道の管理状況調査 
 (16) 公道内配水管等修繕業務（公道内給水管修繕工事の取扱い基準） 

公道内に布設されている配水管及び給水装置の漏水等の修繕、配水管、給水管の末端ドレン用
排水弁の修繕、既存仕切弁、空気弁等の弁筐の高さ調整及び弁筐の破損に伴う修繕、既存給水管
の出水不良に伴う給水管の再分岐、既存分岐止め 

(17) 鉛製給水管解消業務 
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量水器廻り及び配水管等から分岐した給水管から量水器までの区間に使用されている鉛製給水
管からポリエチレン管へ布設替えする解消工事。 

(18) 水圧測定業務 
消火栓等を利用した配水管内の水圧測定。 

(19) 検査満了量水器の交換業務 
       検査満了量水器交換、検査満了量水器交換に係る事前確認、チラシの配布、仕切弁操作、交換

後の水質確認。大型量水器については、遠隔メーターの交換（配線共） 
資料４に記載の数量は予定数量であり、事業量に応じて精算するものとする。 

(20) 事故量水器交換、引上げ、取付業務 
      事故（故障等によるもの）量水器交換・引上げ・取付業務 
 (21) その他関連する業務 

日報・月報・年報等の資料作成及び報告、その他委託者が指示する統計資料等の作成 

（服装及び言動） 
第１９条 受託者は委託業務遂行にあたり、給水装置使用者等と接する際は服装や身だしなみに注意
するとともに、誤解を招かないよう態度や言動に十分注意すること。 

（現地訪問時の対応） 
第２０条  現地訪問は、原則として営業時間内に行うものとし、営業時間外であったとしても社会通
念上許容される時間帯であること。 

  ただし、時間指定又は緊急の場合については、この限りではない。 
２ 現地訪問で給水装置使用者等の土地又は建物等に立ち入る時は、身分証明書を掲示して立ち入り
の目的を告げ、必要な範囲を超えて立ち入らないものとする。 

（業務専念義務） 
第２１条 受託者は、委託業務従事中に他の営業行為等をしてはならない。 

（委託料の支払い） 
第２２条 委託者は、受託者から委託業務料の請求を受けたときは、委託業務の履行内容を確認し、請
求書を受領した日から３０日以内に支払うものとする。 

（事故発生時の報告書の提出） 
第２３条 受託者は、次の各号に掲げる事故等が生じた場合、直ちにその状況を委託者に報告するとと
もに、速やかに事故報告書を作成し提出しなければならない。 
(1) 納入通知書兼領収書及び収受印の紛失等 
(2) 身分証明書の紛失等 
(3) 受付した各種届出書、各種申請書、竣工関係書類の紛失等 
(4) 委託業務に関する電子データ及びその関連文書等の紛失、滅失及びき損等 
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(5) その他、委託者に報告する必要があると認めるもの 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 
第２４条 委託業務の実施に際し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）について必要を生じた
経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき理由により生じ
た場合は、委託者が負担するするものとし、その額については、委託者と受託者と協議するものとす
る。 

（事務引継） 
第２５条 受託者は、契約期間が満了する前に委託業務に関する一切の事務を委託者及び委託者の指
定する者に誠意を持って引継がなければならない。 
また、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委託者及び委託者の指定
する者に引継がなければならない。 
  なお、実施に係る経費は受託者の負担とする。 

（問い合わせ・苦情等の対応） 
第２６条 委託業務の履行にあたっての問い合わせや苦情については、誠意をもって解決にあたり、そ
の内容を速やかに委託者に報告しなければならない。 

（委託業務の再委託等） 
第２７条 受託者は、委託業務の全部及び一部を第三者に委託し、または請負わせてはならない。ただ
し、委託業務の一部について、予め委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 
なお、再委託業者の選定にあたっては、多賀城市内の業者を優先して選定するものとする。 

（補則） 
第２８条 この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議のうえ、決定するものとす
る。ただし、緊急を要する場合については委託者の指示するところによる。 
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【資料４】 

給水装置等関連業務実績一覧表 

番号 項目／年度 
前仕様書

（件数）

Ｈ31年度

（実績）

Ｒ２年度

（実績）

Ｒ４年度

～Ｒ８年

度平均 

（件数）

１ 給水装置工事事業者の埋

設管調査対応（指定店）
４００ ４３９ ３６５ 約４００

２ 一般窓口の埋設管調査対

応 
８００ ４８１ ２７７ 約４００

３ 給水装置工事申込書等受

付、設計審査 
４００ ４０５ ４１５ 約４００

４ 
納付書発行（手数料他）  ７１８ ６６４  ６５３ 約６５０

5-1
一時給水願 １９０ ２３５ １９５ 約２１０

5-2
メーター出庫個数 ４６０ ４７８ ４５６ 約４６０

６ 
所有者変更届 ３２０ ４３０ ３７１ 約４００

7-1
穿孔立会受付 ９０ １１３ １１０ 約１１０

7-2
穿孔現場立会 ９０ １１４ １３３ 約１１０

8-1
断水願い受付 ３０ ３０ １７ 約２５

8-2
断水現場立会 ３０ ２８ ２７ 約２５

9-1
給水管破損届 １０ １４ ３２ 約２０

9-2
破損現場立会 １０ ５ １６ 約２０

10-1
竣工届受付 ４００  ３８４ ４１５ 約４００

10-2
竣工検査 ４００ ３９１ ４１８ 約４００
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１１ 使用開始届 
４００ ３１６ ３４０ 約４００

番号 項目／年度 
前仕様書

（件数）

Ｈ31年度

（実績）

Ｒ２年度

（実績）

Ｒ４年度

～Ｒ８年

度平均 

（件数）

12-1
平日・休日受付(待機) ３６５ ３６５ ３６５ ３６５

12-2
平日・休日受付現地確認 － １７１ １２７ 約１５０

13-1
夜間漏水受付(待機) ３６５ ３６５ ３６５ ３６５

13-2
夜間現場確認 １５ １１ １１ 約１５

14-1
残留塩素測定（１５） ５，４８０ ５，４９０ ５,４７５ 約 5,475

14-2
定期ドレン（２７） ３２４ ３６９ ３７２ 約３２４

15-1
貯水槽水道事前確認 ２７４ ４０ ２４ 約３０

15-5
貯水槽水道現地確認 ２０ ２９ ３１ 約３０

１６
水圧調査測定 ２０ ２１ ２２ 約２０

１７ 有効期限切れメーター交

換 
３，２９４ ３，４００ ３,２２２ 約 3,200

１８
事故メーター交換 ７３ １９ ３１ 約２５

１９
月集計業務 １２ １２ １２ 約１２

２０
公配修受付件数 ２２ ２３ ２２

約２５

(※ア)

２１
鉛製給水管解消件数 ２５０ ３０８ ３１２

約２５０

(※イ)

１ 見積りについては、令和４年度から令和８年度までの５年間とする。 

２ ※ア、※イは受付解消件数であり、工事費は覚書締結による。なお、※イについては令和 7 年度以降の

数量は令和 6年度までに解消した時は０件の予定。



10 

【資料５】 

経費の負担区分 

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、委

託者の指示に従うものとする。 

○委託者が負担するもの 

区 分 備 考 

庁舎維持管理費 多賀城市上下水道部庁舎（以下「庁舎」という。）に係る維持管理費

光熱水費 庁舎の電気料、ガス料金、水道料金、下水道使用料 

通信費 庁舎の電話使用料（受託者の携帯電話代を除く） 

ＦＡＸ及びシステム通信費 

現行システム関連費 ①マッピングシステム維持管理に係る経費 

②回線費用 

③保守費用 

セキュリティ費 庁舎の機械警備に係る経費 

清掃費 庁舎の清掃に係る経費 

消防機器点検費 庁舎に設置してある消防機器点検に係る経費 

受託者が委託業務で使用する

車両の駐車場 

庁舎の既存の駐車場を利用。ただし、台数は自動車２台までとする。

なお、バイク、自転車の駐輪場については委託者と受託者で協議する。

来庁者（お客様）駐車場 庁舎の駐車場を利用 

郵便物等郵送料 業務上必要と認める郵便物の郵送料 

印刷製本費 納入通知書兼領収書 

消耗品費 コピー用紙、コピー機用トナー 

システム関連備品 事務整理用のＬＡＮ接続用パソコン×２台 

受付窓口用プリンター×１台 

受付窓口用マッピングシステム用パソコン×２台 
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事務用備品 【貸与するもの】 

①事務用机×４台 

②事務用椅子×４台 

③打合せ用机（1800w×450D）×２台 

④打合せ用椅子×６台 

⑤更衣室ロッカー × 委託業務従事者の人数分 

⑥キャビネット（900w×400D×1800H）×２台 

⑦キャビネット（900w×400D×900H）×２台 

⑧カウンター（1800w×750D）×１台 

⑨カウンター脇机（1200w×600D）×１台 

⑩カウンター用椅子×２脚 

⑪カウンターお客様用椅子×２脚 

⑫お客様待機用椅子×４脚 

⑬電話×２台 

【受注者と共用するもの】 

コピー機、ファックス 

図書費 【受注者と共用するもの】 

住宅地図 

（注）事務用備品については予定数量であり、詳細は委託者と受託者との間で協議する。 

○委託者が負担するもの（現地用） 

区 分 備 考 

測定機器類 金属探知機、漏水探知機 

○受託者が利用可能な施設 

区 分 備 考 

委託業務の執務室 庁舎 ２階 約３２㎡（面積：通路部分除く、通路：委託者と共用）

更衣室 庁舎 １階及び２階（委託者と共用） 

トイレ 庁舎 １階及び２階（委託者と共用） 

給湯室等 庁舎 １階及び２階 給湯室及び施設整備課流し台（委託者と共用）
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○受託者が負担するもの（執務室内） 

区 分 備 考 

通信費 受託者の携帯電話代（現地用も含める） 

事務用品 パソコン及びプリンター（委託業務以外の受託者の経理等で使用する

もの） 

被服費 委託業務従事者の被服、名札等 

什器 電卓、文具類、収受印等各種ゴム印、プリンタートナー・コピー用紙

（委託業務以外の受託者の経理等で使用するもの）、卓上用・キャス

ター付きの書類整理用品、冷蔵庫、ポット、掃除機等 

車両維持費（現地用も含める） 受託者が使用する車両に係る全ての経費。 

① 車両購入（リース）費 

② 車検及び定期点検整備費用 

③ 燃料費 

④ 自動車保険料 

⑤ アルコール検知器 

⑥ その他車両に係る付属品及び消耗品等 

○受託者が負担するもの（現場用） 

区 分 備 考 

被服費 ヘルメット、安全靴、安全長靴、雨合羽、防寒着、軍手等 

工具 開栓器具、各種工具類、懐中電灯、誘導灯、カラーコーン、バリケー

ド、スコップ、脚立等 

測定機器類 残留塩素濃度計・試薬・手付ビーカー、デジタル濁色度計、測定機器

で使用する各種付属品、カメラ、SD カード、コンベックス等 


