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【資料１】 
水道事業給水装置等関連業務包括委託公募型プロポーザル実施要領 

１ 目 的 
この要領は、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。）を実施するにあた
り、業務の円滑かつ効率的な運営を図り、より一層の水道事業の効果的な経営に資することを目的とし
て、民間事業者が有するノウハウや実績のほか経営状況、業務に関する技術計画書内容の妥当性及びそ
の実現性、業務課題についての理解度等を総合的に勘案し、目的達成のために最適な民間事業者をプロ
ポーザル方式により選定する場合の手続について必要な事項を定める。 

２ 委託業務内容等 
(1) 委託業務名称 
水道事業給水装置等関連業務包括委託 

(2) 委託業務の履行場所 
執務場所は多賀城市上下水道部庁舎内とし、委託業務の履行場所範囲は多賀城市給水区域、その他
委託者が必要に応じて指定する区域 

(3) 委託業務の項目 
ア 給水装置等関連窓口業務 
イ 給水装置工事検査対応 
ウ 苦情等・漏水受付及び現地確認、対応及び報告書の作成 
エ せん孔、断水立会い確認 
オ 水道管修繕等受付業務（２４時間受付、現地対応） 
カ 残留塩素測定及び定期ドレン業務 
キ 貯水槽水道の現地調査等業務 
ク 公道内配水管等修繕業務 
ケ 鉛製給水管解消業務 
コ 水圧測定業務 
サ 検査満了量水器の交換業務 
シ その他の業務 
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 

※業務内容の詳細については【資料３】水道事業給水装置等関連業務包括委託仕様書を参照のこと。 

(4) 予定契約(履行)期間 
契約締結日  令和４年３月１日（予定） 
履行準備期間  契約締結日の翌日から令和４年３月３１日まで 
業務履行期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 
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(5) 委託料の上限額 
  令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間の委託業務に係る委託料の上限額は、 
４１６，６１０，０００円（消費税及び地方消費税を除く）とする。 

  なお、公道内配水管等修繕業務及び鉛製給水管解消業務については、毎年度の事業量が特定できな
いため、見積金額は下表に記載した 1年間の事業費で積算すること。 
また、公道内配水管等修繕業務及び鉛製給水管解消業務の 1 件ごとの事業費算出にあたっては、
別途、協議により工種ごとの単価を定めた覚書を締結し、これに基づいて精算するものとする。 

業務名 
1 年間の事業費の計上額 

（消費税及び地方消費税を除く） 
公道内配水管等修繕業務 １０，０００，０００円 
鉛製給水管解消業務 １５，０００，０００円 

３ 参加資格要件 
参加申込みをしようとする者は、以下の（１）～（８）に掲げる要件をすべて満たしていること。 
(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のいずれにも該当しないこと。 
(2) 会社更生法第１７条に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法第２１条１項に基づく再生手続
開始の申立てがなされている者でないこと。 
(3) 多賀城市有資格業者に対する指名停止措置基準（平成１５年多賀城市告示第２６号）に定める指名
停止及び指名回避の期間中でない者であること。 
(4) 国税及び地方税に滞納がないこと。 
(5) 多賀城市入札契約暴力団等排除措置要綱（平成２０年多賀城市告示第１１６号）別表の措置要件の
いずれにも該当していない者であること。 
(6) 個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざん防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のための必
要な措置を講ずることができる者であること。 
(7) 給水人口が５万人以上の規模を有する国内水道事業体の給水区域全域又は、国内水道事業体の給
水区域の一部（当該給水区域の一部に係る給水人口が５万人以上であるものに限る。）において給水
装置に関する業務を３年以上受託している者であること。(本店又は他の事業所での実績も含む) 

(8) 常時雇用関係があり、業務を統括できる水道技術管理者となる資格を有する者 1 名と、窓口業務
を指導する３年以上の給水装置に関する業務の経験を有した給水装置工事主任技術者１名以上を配
置できる者であること。 
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４ 選定スケジュール 

※日程は、手続の進捗状況や都合により変更する場合がある。 
※参加申込み等の際に提出された書類については、審査の適否に関わらず返還しないものとする。 

項  目 日  程 備  考 

プロポーザル実施の公告及
び多賀城市のホームページ
に公表 

令和３年１２月２４日(金) 水道事業給水装置等関連業務包括委託
公募型プロポーザル実施要領、水道事
業給水装置等関連業務包括委託仕様書
等 

参加申込期限 令和４年１月１９日(水) 
午後５時まで 

多賀城市上下水道部施設整備課に持参
すること 

参加資格審査の結果通知の
発送予定日 

令和４年１月２１日(金)  

業務提案書作成等に関する
質問の受付 

令和４年１月２４日(月) 
午前８時３０分から 
令和４年１月２６日(水) 
午後５時まで 

様式８号を使用・参加資格要件適合者
のみ受付 

業務提案書作成等に関する
質問等に対する回答予定日 

令和４年１月２８日(金) 他の参加者からの質問内容を加えて回
答 

業務提案書の提出期限 令和４年２月４日(金) 
午後５時まで 

業務提案書は多賀城市上下水道部施設
整備課に持参すること 

参加要請書の発送予定日 令和４年２月８日(火) 参加者個別プレゼンテーション及びヒ
アリング実施通知書 

参加者個別プレゼンテーシ
ョン及びヒアリング実施日 

令和４年２月中旬 
※実施日は別途通知する。 

決定通知書、非選定通知書
の発送予定日 

令和４年２月下旬  

委託契約締結予定日 令和４年３月１日(火)  
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５ 参加申込み手続 
参加を希望する者は、以下の書類を提出すること。 
(1) 提出書類   
ア プロポーザル参加申込書                    ・・・・・(様式第１号) １ 部 
イ 誓約書                            ・・・・・(様式第２号) １ 部 
ウ 会社概要                           ・・・・・(様式第３号) １ 部 
※事業内容及び会社沿革については、パンフレット等に代えることは差し支えない。 

エ 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)           ・・・・・・・・（原本）１ 部 
オ 財務状況関係書類 
直近２か年の各事業年度における決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書） 

・・・・・・（任意様式）１ 部 
カ 直近２か年の「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の滞納がないことの証明書 

・・・・・・・（原本）各１ 部 
キ 給水装置に関する業務受託実績表（５万人以上の事業体における受託実績及び引き 
続き３年以上の受託実績）                     ・・・・・(様式第４号) １ 部 
ク キの業務受託実績を証する契約書等の写し             ・・・・・・・・・・・ １ 部 
ケ 労働条件関係書類  
労働関係に基づく各種規則や協定の整備状況が確認できるもの。（就業規則、労働基 
準法第３６条の時間及び休日労働に関する協定内容）      ・・・・・（任意様式）１ 部 

コ 賠償保険加入状況 
不足の事態に対応するための賠償保険の加入状況（加入予定のものも含む。）につい 
て確認できるもの。                     ・・・・（保険証書の写し等）１ 部 
サ 参加申込書提出時点で、配置予定の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業務経歴書           ・・(様式第５号、様式第６号) 各 １ 部 
シ  水道技術管理者となる資格取得要件、又は水道技術管理者としての経験が確認できるもの 
及び給水装置工事主任技術者免状等の写し                 ・・・・・各 １ 部 

(2) 提出期限 
令和４年１月１９日（水）午後５時まで 

(3) 提出方法 
土曜日、日曜日、祝日（以下「休日」という。）を除く平日午前８時３０分から午後５時までに下
記の提出先に持参すること。なお、提出書類の不足や必要事項の記載漏れがある場合は、参加申込み
を受付けない。 
(4) 提出先 
多賀城市中央二丁目２５番７号 
多賀城市上下水道部施設整備課（事務局：給排水係） 
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６ 参加辞退 
 本プロポーザルの参加要請を受けた民間事業者（以下「参加者」という。）は、プロポーザル参加辞
退届を提出することにより、本プロポーザルへの参加を辞退することができる。 
 なお、多賀城市上下水道部より配布された情報等は全て返却するものとする。 

プロポーザル参加辞退届・・・・・・(様式第７号) 

７ 参加資格審査及び結果通知 
(1) 参加資格審査 
参加申込者から提出された書類をもとに、参加資格審査を行う。 

(2) 審査結果の通知 
参加申込者に対し、参加資格審査結果通知書を郵送する。 

(3) 審査結果通知発送予定日 
令和４年１月２１日（金） 

８ 業務提案書作成等に関する質問及び回答 
業務提案書の作成等にあたり質問を行う場合は、以下の方法により行うこと。なお、受信確認のた
め、質問書を電子メールで送付後、事務局に電話で確認すること。 
なお、質問を受付けるのは参加資格審査の結果、適合とされたものに限る。 
(1) 提出方法 
質問書に必要事項をすべて記入のうえ電子メールに添付し提出すること。 
なお、電子メールの表題は「業務提案書作成等に関する質問」とすること。 
                  プロポーザルに関する質問書・・・・・・(様式第８号) 

(2) 提出先メールアドレス 
多賀城市上下水道部施設整備課（事務局：給排水係） 
komu@city.tagajo.miyagi.jp 

(3) 提出期間 
令和４年１月２４日(月) 午前８時３０分から令和４年１月２６日(水)午後５時まで 

(4) 質問及び回答の公表 
各参加者からの質問内容を、質問者名を伏したうえ一覧表にまとめ、令和４年１月２８日(金)に参
加者全員にメールにて回答する。 
※質疑応答の趣旨と直接関係のないと思われる質問、単なる意見表明等や今後の選定作業の公平
性が損なわれる内容と判断される質問等については、回答を行わない。 
※他の参加者からの質問内容に対する回答も併せて回答書に記載します。 
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９ 業務提案書の提出 
参加者は以下のとおり業務提案書を提出するものとする。 
(1) 提出書類 
ア 見積書 
委託業務見積金額は、委託業務全体の５年間に要する費用（消費税及び地方消費税を除 
く。）について提出すること。       
見積書は、業務提案書とは別に厳重に封緘のうえ提出すること。 

・・・・・・（様式第９号）１部 
イ  業務提案書 （正本）                  ・・・・・・（様式第10号）１部 
ウ 業務提案書 （副本）                 ・・・・・・（様式第11号）９部 
 ※業務提案書の詳細は「１３ 業務提案書の記載項目」を参照 
エ プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書    ・・・・・・（様式第１2号）１部 

(2) 提出期限 
令和４年２月４日(金)午後５時まで 

(3) 提出方法 
休日を除く平日午前８時３０分から午後５時までに下記の提出先に持参すること。 

(4) 提出先 
多賀城市中央二丁目２５番 7号 
多賀城市上下水道部施設整備課（事務局：給排水係）  

(5) 業務提案書の作成 
【資料３】の「水道事業給水装置等関連業務包括委託仕様書」等の内容を踏まえ、１３ 業務提案

書の記載項目並びに【資料２】の「水道事業給水装置等関連業務包括委託公募型プロポーザル実施要
領 様式集」に従い、記載漏れ等のないように作成すること。 

１０ 提出された書類の取扱について 
(1) 提出された書類は、審査終了後においても返却はしない。 
(2) 提出後における記載内容の変更や追加、差し替えは認めない。ただし、評価に必要と認められる場
合には資料の追加提出を求めることがある。 
(3) 提出された書類は、当該参加者選定及び契約締結後における業務履行評価以外には使用しない。 
(4) 提出された書類に含まれる内容や個人情報等は、多賀城市情報公開条例及び個人情報保護条例に
基づき適正に管理する。 

１１ 参加要請書の通知 
 (1) 参加要請書  

参加者に対し、参加者個別プレゼンテーション及びヒアリングの実施を案内する参加要請書を郵
送する。 

  (2) 参加要請書の発送予定日 
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令和４年２月８日(火) 

１２ 審査方法等 
(1) 参加者から提出された業務提案書の内容及び個別ヒアリングを踏まえ、水道事業給水装置等関連
業務包括委託事業者選定審査委員（以下「選定審査委員」という。）において審査を行い、最も評価
の高い参加者の特定を行う。 

(2) 業務水準の維持及び申請窓口業務の円滑な実施を目的に、各選定審査委員の評価合計の平均が６
割を下回った場合は事業者選定の選定対象に含めないものとする。 
(3) 参加者個別プレゼンテーション及びヒアリングの実施（以下「プレゼンテーション」という。） 
選定審査委員は、審査にあたり、参加者が提出した業務提案書の内容について、プレゼンテーショ
ンを実施する。 
(4) プレゼンテーションの日程 
ア 日時及び場所 
    日時 令和４年２月中旬   

場所 多賀城市中央二丁目２５番３号 多賀城市市民活動サポートセンター ３階大会議室 
※開始日時等の詳細は別途通知する。 

イ 実施時間 
    各参加者のプレゼンテーション時間は４０分以内とし、その後ヒアリングを２０分程度とする。 
ウ プレゼンテーションの内容 
   業務提案書の記載項目順ごとに（ｱ）については簡潔に説明し、（ｲ）、（ｳ）、（ｴ）にについて重点
的にプレゼンテーションを行うものとする。 
(ｱ) 会社概要、財務状況関係等 
(ｲ) 業務実施体制 
(ｳ) 業務の執行に関する企画・技術計画案 
(ｴ) 民間の専門的知識、技術力の活用、地域貢献等 

 エ プレゼンテーションの出席者 
   参加者の出席者は３人までとし、プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書を業務提案

書提出時に提出すること。                                      ・・・・・（様式第１2 号） 
 オ その他 
   希望する参加者は、プロジェクター等の電子機器を用いて行うことができるものとする。ただ

し、使用する機器については、参加者が用意すること。 
(5) 審査方法と受託候補者の選定方法 
選定審査委員の各委員が、参加者から提出された業務提案書を審査し、内容等に関するプレゼンテ
ーションを実施した上で、審査基準に基づき評価及び採点を行い、その評価結果を水道事業の管理
者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）に報告する。 
得点を合計して各選定審査委員の総合得点を算出し、総合得点が最も高い参加者を選定する。 

(6) 管理者は選定審査委員から評価結果の報告を受け、最も評価の総得点が高い参加者を受託候補者
に選定する。  
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１３ 業務提案書の記載項目 
業務提案書を作成するに当たっては、本実施要領及び仕様書に記載されている内容等 
を十分に反映させることが基本となるので、内容等をよく確認して作成すること。 
業務提案書には様式第１０号および様式第１１号の表紙を付け、目次や各ページには、 
ページ番号を付すこと。記載内容については、以下に沿い作成すること。  

・・・・・・（様式第１０号および様式第１１号） 
(1) 会社概要、財務状況関係等 
ア 会社概要                              ・・・・・・(様式第３号)  
※事業内容及び会社沿革については、パンフレット等に代えることは差し支えない。 

イ 財務状況関係書類                                     ・・・・・・・（任意様式） 
 ※直近２か年の各事業年度における決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書）
ウ 類似業務の受託実績                       ・・・・・（様式第１３号） 
エ  コンプライアンス                       ・・・・・（様式第１４号） 
(ｱ) 法令遵守（コンプライアンス）に対する基本方針や取り組みを具体的に明記する 
こと。 
(ｲ) 反社会的勢力との関係遮断の取り組みの有無を明記するとともに、考え方や取組 
方針等を具体的に示すこと。 

(2) 業務実施体制                    
ア 組織体制及び人員・人材の配置                  ・・・・・（様式第１５号） 
(ｱ) 業務実施に係る組織体制を組織図により示すこと。なお、業務に配置する予定人数 
を併せて明記すること。 
(ｲ) 配置予定の各人員の業務経験年数や職歴、資格等を明記すること。（受託後に採用 
予定の場合はその旨を明記） 
(ｳ) 業務運営に対する貴社のバックアップ体制等について、内容や方法等を具体的に示
すこと。 

イ 業務実施準備計画                        ・・・・・（様式第１６号） 
(ｱ) 資機材の調達から、人員・人材の確保など業務を実施するにあたり必要と思われる 
すべての準備事項を具体的に明記し、計画的なスケジュールを示すこと。 
(ｲ) 業務履行までの人員・人材の確保方法について具体的に示すこと。 
(ｳ) 市内雇用や継続雇用についての方針や考え方を示すこと。 
(ｴ) 営業日、営業時間、運営方法等の計画を具体的に示すこと。 
(ｵ) 履行準備にあたり実施する予定の従事者研修の内容やスケジュールを明記すること。 
また、受託後の従事者能力の向上に対する考え方や具体的な計画を併せて示すこと。 

ウ 個人情報保護体制                        ・・・・・（様式第１７号） 
(ｱ) 個人情報保護に対する考え方や基本方針を明記し、業務履行場所における業務上の 
 秘密、個人情報漏洩防止に対する考え方や取組方針を示すこと。 
(ｲ) 具体的な漏洩防止対策及びその体制等を示すこと。 
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エ 危機管理体制                        ・・・・・（様式第１８号） 
(ｱ) 業務履行場所の運営において想定しうるリスク及びリスクに対する取組方針をす 
べて明記すること。 
(ｲ) 業務履行場所における危機管理体制等を具体的に示すこと。 
(ｳ) 想定するリスクに対する予防措置、発生時、事後対応方法を具体的に示すこと。 

(3) 業務の執行に関する企画・技術計画案               ・・・・・（様式第１９号） 
ア 業務に対する考え方を示し、達成すべき目標や成果を具体的に明記すること。 
イ 業務のサービス水準を維持向上させる取組方針や具体的な方法等を示すこと。 
ウ 市内に布設された配水管や給水装置の維持管理方法について具体的に示すこと。 
エ 業務執行に対する評価、検証方法、仕組み等を示すこと。 
(4) 民間の専門的知識、技術力の活用、地域貢献等            ・・・・・（様式第２０号）  
ア 民間の専門的知識、技術力を最大限に生かす方策を示すこと。 
イ 貴社が考える効果的な発注者との連携や協力方法について具体的に示すこと。 
ウ 地域貢献、社会貢献に関する提案。地域の人材、企業などの各種地域資源の活用に 
 ついて具体的に示すこと。 
エ 災害時における発注者との連携・協力体制を示すこと。 
(5) 本業務提案書の作成形態 
ア 業務提案書等の作成にあたっては、日本語を使用し、日本工業規格Ａ４版、印刷の 
向きは縦とし、文字方向は横書き、左側長辺綴じとする。 
イ 文字の大きさは１０．５ポイント以上とすること。ただし、図表等に使用する文字 
 の大きさは任意として構わないが、容易に判別できる大きさとすること。 
ウ 参加者名は業務提案書正本の表紙にのみ記載し、業務提案書の内容に参加者名を判 
別できる情報は記載しないこと。 

(6) プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書 
 プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書を業務提案書提出時に提出すること。 
                                                                ・・・・・（様式第１２号） 

１４ 失格事項 
選定期間中及び契約締結までに以下のいずれかに該当した場合、直ちに失格(選定対象からの除外、
受託候補者決定の取り消し)とする。 
(1) 選定期間中及び委託契約締結までに、本実施要領「 ３．参加資格要件」に規定する要件を欠くこ
と。 

(2) 応募提案書類に虚偽の記載をすること。 
(3) 他の参加者と参加意思や計画の内容について相談すること。 
(4) 選定期間終了までの間に、他の参加者に対して計画内容を意図的に開示すること。 
(5) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 
(6) 委託料の上限額を超えた契約金額を提示すること。 
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１５ 受託候補者に対する結果通知 
(1) 管理者は、受託候補者として決定した者及び選定されなかった者に対し、以下の書類を郵送する。 
ア 送付書類 
受託候補者として決定した者  評価結果通知書  １ 部 
選定されなかった者      非選定通知書   １ 部 

イ 発送日 
令和４年２月下旬予定 

(2) 受託候補者に選定されなかった参加者は、非選定結果通知書到着後１５日以内に限り、非選定結果
について書面により説明を求めることができる。ただし、当該参加者の得点及び順位に限り書面にて
回答することとし、他の参加者の評価結果については回答しないものとする。 

１６ 受託候補者等の公表 
本プロポーザルの参加者名、参加者数、評価結果は、プロポーザル期間中は一切公表しないものと
し、受託者の決定後に公表するものとする。 
なお、プロポーザル期間終了後も受託候補者以外の参加者名は公表しないものとする。 

１７ 契約及び協議 
   受託候補者に選定した者と業務内容及び契約金額等について協議の上、多賀城市上下水道部契約
規程に基づき契約を締結するものとする。 

   なお、上記協議の際、受託候補者に対し、契約金額に係る積算内訳書の提出を求める場合がある。 
   また、受託候補者と協議が整わない場合は、評価結果の総得点が上位の参加者から同様の協議を
行うものとする。 

１８ 事務局 
〒９８５－８５３１ 
多賀城市中央二丁目２５番７号 
多賀城市上下水道部施設整備課給排水係 (担当：槻田・後藤・根本 内線７２５) 
電 話 番 号  ０２２－３６８－３１１２（直通） 
メールアドレス  komu@city.tagajo.miyagi.jp 
Ｆ Ａ Ｘ  ０２２－３６８－３１２５


