
質 疑 応 答 書 
業務名 

広島市水道料金等徴収業務 

注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 

番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

２６ 仕様書 2 頁 

⑹委託業務

の営業日及

び営業時間 

ウ 

水道メーターの検針は、

計画に基づき実施するとあ

ります。 

後述の計量事務で検針計

画の作成、提出とあります。 

検針地区をブロック単位

で設定していると推測しま

すが、計量業務については

土曜、日曜、祝日も実施し

ているという認識でよろし

いかご教示ください。 

給水区域を６ブロックに

区分し、原則として日曜日

を除いて水道メーターの検

針を実施するよう「検針計

画表」を作成します。 

ただし、現状としては１

月１日から１月３日、５月

３日から５月５日について

は検針を実施せず、前月末

の３日間（日曜日及び１２

月３１日を除く。）に検針を

繰上げて実施しています。 

２７ 仕様書 2 頁 

⑺水道料金オ

ンライシステ

ム等の使用 

ア 

営業日および営業時間以

外に計量業務を実施する場

合、オンラインシステムは

稼働しない、よって検針デ

ータの抽出及びハンディタ

ーミナルへの配信は行えな

いという認識でよろしいか

ご教示ください。 

基本的にはお見込みのと

おりです。 

しかしながら例外とし

て、１２月末の繰上げ検針

の最終日（閉庁日）、３月及

び４月の土曜日などにはオ

ンラインシステムを稼働さ

せますので、協議のうえ、

検針データの抽出及びハン

ディターミナルへの配信を

行うことは可能です。 

２８ 仕様書 4 頁 

⑵計量事務 

ウ 

(ﾁ) 

契約期間内における広報

紙の配付件数をご教示くだ

さい。 

令和４年度における 1 年

間の配付件数は、５３万９

千件以内と見込んでいま

す。契約期間内においても、

１年につき同程度の数量を

配付します。 

２９ 仕様書 6 頁 

⑹収納事務 

イ 

(ｲ) 

納入方法が広島市水道給

条例施行規程第２９条の２

で規定する集金制である対

象者の件数を営業所毎にご

教示ください。 

令和４年度第１期におけ

る集金制の対象者は、中区、

西区、安芸区、安佐南区及

び佐伯区に各１件でした。 

 

 

 



質 疑 応 答 書 
業務名 

広島市水道料金等徴収業務 

注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 

番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

３０ 仕様書 6 頁 

⑹収納事務 

ウ 

(ｱ) 

収納した現金等の金庫保

管から、出納取扱金融機関

等への払込みにおける流れ

をご教示ください。 

出納取扱金融機関等への

公金払込みは、前営業日の

１３時から当日の１３時ま

でに収納した現金等につい

て、当日中に持参して行う

こととしています。 

当日の１３時以降に収納

した現金等については、営

業時間終了後から翌営業日

の１３時まで、営業所内に

設置する受注者の耐火金庫

（別紙８費用負担区分表に

記載している。）に保管しま

す。 

３１ 仕様書 7 頁 

⑺清算事務 

ウ 

(ｱ)a,b 

現地訪問用清算情報の作

成について、ハンディター

ミナルで実施するものと清

算票を出力して実施するも

の、両者の違いをご教示く

ださい。 

ハンディターミナルで

は、清算検針データの抽出

前にその都度、町・丁目の

担当者を割り当てる入力処

理が必要となりますが、基

本的には計量事務のハンデ

ィターミナルと同様の手順

でメーター検針と調定を行

うことができます。 

一方、清算票では、１件

１枚の紙帳票を料金システ

ムから印刷出力して担当者

に割り当て、メーター検針

を行い、帳票に記録した指

示数などを料金システムに

手入力して調定を行いま

す。 

３２ 仕様書 7 頁 

⑻滞納整理事務 

ウ 

給水停止対象者の条件を

ご教示ください。 

滞納件数が２件以上又は

給水停止を行う必要がある

と認めるものに対し、給水

停止を予告しています。 
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３３ 仕様書 11頁 

12 酸素欠乏危

険作業主任者

の選任 

暗渠、ピット等の内部にお

ける検針を実施するため、酸

素・硫化水素濃度測定器およ

び、空気呼吸器、酸素呼吸器

及び送気マスク、墜落制止用

器具等並びに救出用の設備

及び器具は受託者で準備す

る必要がありますか。 

暗渠、ピット等の内部にお

ける検針を実施するため、現

状では、少なくとも酸素・硫

化水素濃度測定器１台が必

要となります。これについて

は、発注者から貸与できませ

んので、受注者（受託者）で

準備してください。 

３４ 仕様書 32頁 

別紙 7 

業務履行上

の目標値 

過去５年間の収納率及び

誤検針率をご教示くださ

い。 

収納率 

・平成 29 年度 98.0％ 

・平成 30 年度 98.2％ 

・平成 31 年度 98.3％ 

・令和 2 年度  98.3％ 

※ 令和３年度については、決算認定

前のため公表できません。 

誤検針発生率 

・平成 29 年度 0.02‰ 

・平成 30 年度 0.03‰ 

・平成 31 年度 0.02‰ 

・令和 2 年度  0.02‰ 

・令和 3 年度  0.01‰ 

３５ 仕様書 34頁 

別紙 8 

費 用 負 担 区 分 票 

消耗品 

料金システム用、督促徴

収システム用及び水道施設

情報管理システム用プリン

ターで使用するトナー及び

コピー用紙について、昨年

度における貴市での使用実

績に対する金額をご教示く

ださい。 

全営業所（発注者分を含

む。）における年間の見込数

量と令和３年度購入単価（税

込）は、次のとおりです。 

【トナー】 

・料金システム用（督促徴収を含む。） 

７２個、単価２６，６２０円 

・水道施設情報管理システム用 

１個、単価２６，０１５円 

【コピー用紙】 

・Ａ４（2500 枚） 

１９８箱、単価１，７０５円 

・Ｂ４（2500 枚） 

８箱、単価２，６６８円 

 


