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第 1章 業務の概要

1. 目的
奥能登地区（輪島市・珠洲市・能登町・穴水町（以下「各市町」という。））の水道事業は、近年の少子高齢化

の進展や節水意識による水需要の減少、高度成長期に整備した水道施設資産の老朽化など、事業の経営環
境が大きく変化している。特に今後一斉に更新の時期を迎える施設の更新費用は莫大であり、限られた財源
の中で効率的に更新事業を執行する必要がある。
これら全国的に水道事業者が直面する課題に対応し水道基盤の強化を図るために、「広域連携の推進」

「適切な資産管理の推進」「官民連携の推進」を柱に令和元年１０月に水道法が改正され、その中の「適切な資
産管理の推進」を目的に水道事業者に水道施設台帳の作成・保管が義務付けられた。
本業務は水道施設の維持修繕及び大規模災害時等の復旧作業を円滑に進めるために必要な水道施設の

基礎的な情報の整備に加え、今後のアセットマネジメントの支援のために水道施設の資産について正確な現
状を把握することを目的に水道施設台帳システムの構築を行うものである。

本要領は、業務目的を実現するため、民間事業者が有する高度な専門的知識やノウハウなどを活用し、優
れた提案を得るために、プロポーザル方式により受注候補者を決定するために必要な手続き等を定めるもので
ある。

2. 業務の概要
(1)業 務 名 奥能登水道施設台帳システム構築業務委託

(2)業 務 場 所 輪島市、珠洲市、能登町、穴水町の各地内

(3)業 務 内 容 別に定める「奥能登水道施設台帳システム構築業務委託」要求水準書のとおりとする。

(4)業務委託期間 本業務の業務委託予定期間は、次のとおりとする。
輪島市 令和５年度、令和６年度、令和 10 年度
珠洲市 令和５年度、令和６年度
能登町 令和５年度、令和６年度
穴水町 令和５年度、令和６年度、令和 7年度

(5)提案限度額 本業務にかかるシステム構築費用は、下記の提案限度額以内とする（消費税及び
地方消費税を除く。）。なお、各市町の提案限度額を超えた提案は、無効とする。

輪島市 ４３，４９０，０００円
珠洲市 ２４，６３０，０００円
能登町 ２７，７８０，０００円
穴水町 ２６，５１０，０００円
合計 １２２，４１０，０００円

また、保守サポート費は、通信費・サーバー保守費など各社固有の固定的な費用が
含まれるため、上限金額の設定を行わない。

(6)選 定 者 能登水道施設台帳システム連絡協議会
（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）
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第 2章 プロポーザルに関する事項

1. 参加資格要件
このプロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件に該当するものであることを要します。

(1) 会社要件
ア)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
イ) 参加表明時点において、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町に入札参加資格を有すること。
ウ) この公告の日以降に、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町から入札参加資格に係る指名停止を受けて
いないこと。

エ)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事
再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者でないこと。

オ)会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく精算の開始、又は破産
法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなさ
れていないこと。

カ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する
暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

キ)品質マネジメントに関する公的認証（国際標準規格 ISO9001 又は日本工業規格 JISQ9001）及び情
報セキュリティマネジメントに関する公的認証（国際標準規格 ISO27001 又は日本工業規格
JISQ15001）を取得していること。

ク) 本公告日までに受注した業務で、下記の「同種、及び類似業務」の実績（国又は地方公共団体の発
注に限る。）を有する者であること。なお、同種業務を１件以上、及び類似業務を 5件以上完了した実
績がなければ参加できないものとする。ただし、再委託による業務の実績は含まないものとする。

ケ)水道施設（取水施設、浄水施設、送水施設、配水施設）を対象としたシステム構築の経験があるもの
を実施体制（管理技術者、照査技術者、担当技術者） に配置すること。

同種業務：平成 24（2012）年度から令和 4（2022）年度における、水道施設台帳（クラウド方式）の構築業
務

類似業務：平成 24（2012）年度から令和 4（2022）年度における、上下水道施設台帳（クラウド方式又はそ
れ以外のシステム）の構築業務

※共通事項：データ整備や現地調査などのみで、自社開発システムが採用されていないものは不可とする。
※類似業務には、上記で挙げている同種業務は含まない。

(2) 技術者要件
ア)資格
予定管理技術者及び照査技術者が下記のいずれかの資格を有すること。
① 技術士（総合技術監理部門（選択科目：上下水道））又は技術士（上下水道部門）
② 技術士（情報工学部門）
③ 認定アセットマネージャー国際資格試験合格者
④ ＩＴストラテジスト（ST）【情報処理推進機構（IPA）】
⑤ 情報処理安全確保支援士（SC）【情報処理推進機構（IPA）】

イ) 業務体制
同種業務又は類似業務の経験を有する管理技術者、照査技術者、担当技術者を配置すること。

なお、（1）会社要件のキ）に記載されている公的認証資格の認証登録範囲より配置すること。

ウ) その他
管理技術者、照査技術者及び担当技術者は相互に兼ねることができないものとする。また、上記の

配置予定技術者は常勤の自社社員であり、かつ提案書類提出時において１２ヶ月以上の雇用関係
があるものとする。

(3) その他の参加条件等
ア)参加表明書を提出できる者（以下「参加者」という。）は、単体企業とする。
イ) 参加者からは１提案のみとし、複数の提案又は支店・営業所毎の参加は認めない。
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ウ) 参加者が協力業者と協働する体制は可とするが、その協力業者は自ら参加者となることはできない。
エ)管理技術者は、原則として変更できない。ただし、特段の事情（病気や死亡等） があると認められた
場合に限り、発注者と協議のうえ、同等以上の者に変更できるものとする。

2. スケジュール

※ 書類の提出等は、各期間内の開庁日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）とし、特に指定がある場合を除
き、午前１０時から午後４時まで（午後０時から午後１時までを除く。）とする。

3. 参加の手続きについて
(1) プロポーザル実施の公告

募集や実施要領等に関する公告は、輪島市ホームページにて掲載する。
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2023021700016/

(2) 関係書類の交付
ア) 交付資料「水道施設台帳システム構築業務委託」
①実施要領
②要求水準書
③選定評価基準書
④様式集
・（様式第１号）参加表明書
・（様式第２号）会社概要
・（様式第３号）業務実施体制
・（様式第４号）企業の同種及び類似業務実績
・（様式第５号）災害訓練等での設備台帳システム活用事例
・（様式第６－１～２号）配置予定技術者の経歴等

内 容 日 時

(1) プロポーザル実施の公告 令和 5年 3月 6 日（月）

(2) 参加表明書等の提出期間
令和 5年 3月 6 日（月）から
令和 5年 3月 20 日（月）まで

(3) 質問書の受付期間
令和 5年 3月 6日（月）から
令和 5年 3月 13 日（月）から

(4) 質問書に対する回答期限
令和 5年 3月 10 日（金）から
令和 5年 3月 16 日（木）まで

(5) 事前審査結果の通知 令和 5年 3月 31 日（金）まで

(6) 技術提案書提出期間
令和 5年 4月 3 日（月）から
令和 5年 4月 14 日（金）まで

(7) プレゼンテーション等本審査
令和 5年 4月 24 日（月）から
令和 5年 4月 28 日（金）予定

(8) 最終審査結果通知 令和 5年 5月初旬 予定

(9) 仕様の最終協議 令和 5年 5月初旬 予定

(10) 契約締結・業務開始 令和 5年 5月中旬 予定
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・（様式第７号）データセンター適合確認表
・（様式第８号）水道施設台帳システム機能一覧表
・（様式第９号）技術提案書
・（様式第１0 号）業務実施方針
・（様式第１1－１～３号）評価テーマに関する技術提案
・（様式第１２－１～３号）業務委託費用見積書
・（様式第１３号）質問書
※企業の財務状況、各種 ISO認証については任意様式とする。

(3) 参加表明書の受付
参加者は、次により参加表明書及び必要書類一式を持参（郵送不可）にて提出すること。
※Ａ４判縦長左綴じファイルに綴じ、正本１部、副本 4部、合計 5部提出することとし、正本にのみ押印す
ること。

ア)受付期間
令和 5年 3月 6日（月）から令和 5年 3 月 20 日（月）まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

イ) 受付時間
午前１０時から午後４時まで（午後０時から午後１時までを除く。）

ウ) 提出場所
奥能登水道施設台帳システム連絡協議会 事務局 輪島市上下水道局
〒９２８－０００１石川県輪島市河井町２１部１番地
電話：０７６８－２２－２２２０

エ)提出書類と留意点

番号 提出書類名 記入上の留意点

①

（様式第１号）
参加表明書

押印のうえ、提出すること。

②

（様式第２号）
会社概要

・令和 5年 3月１日時点で記入すること。
・商業登記簿謄本を添付すること。
・登録証等（写し）を添付すること。

③

（様式第３号）
業務実施体制

各分野を担当する技術者等の体制を記載すること。

④

（様式第４号）
企業の同種及び類似業務実績

実績は元請で完了した同種業務及び類似業務を最大 10 件
まで記入することができる。
・契約書の写し等証明できる書類を添付すること。

⑤

（様式第５号）
災害訓練等での設備台帳システム
活用事例

活用事例の概要を記載
・活用事例が証明できる資料を添付すること。

⑥

（様式第６－１～２号）
配置予定技術者の経歴等

配置予定技術者の保有資格、主要な実績を同種業務及び
類似業務を各々最大５件記入することできる。
・契約書の写し等証明できる書類を添付すること。
・雇用関係が確認できるものを添付すること。
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(4) 質問の受付
ア)質問方法

質問は、質問書（様式第１３号）に内容を簡潔にまとめて記入し、電子メールにより提出すること（質問
書到着確認のため、送信後は送信した旨を電話で通知すること。）。なお、電子メール以外による質問
は原則受け付けない。

イ) 提出場所・方法
奥能登水道施設台帳システム連絡協議会 事務局 輪島市上下水道局
※電子メール（jyougesuidou@city.wajima.lg.jp）にて提出すること。
なお、件名は「質問書の送付について/奥能登水道施設台帳システム構築業務」とすること。

ウ)受付期間
令和 5年 3月 6日（月）から令和５年 3 月 13 日（月）まで

エ)質問回答
質問に対する回答は、令和 5年 3月 16 日（木）までに輪島市ホームページで公表する。

(5) 参加資格の事前審査・通知
実施要領に基づき参加表明書の事前審査を行う。
事前審査は、評価基準書（Ⅰ～Ⅲ）に基づいて事務局が評価し、採点の合計点が高い者から３者を

本審査への参加者として選定する。
なお、同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。
ア) 評価項目「システム構築実績」の「同種業務の実績」の点数が高い者を上位とする。
イ) ア）も同点の場合は、「類似業務の実績」の点数が高い者を上位とする。

結果通知については、令和５年 3月 31 日（金）を予定している。

(6) 技術提案書の提出要請
参加資格を満たしている者の中で事前評価項目において得点の高い上位３者には、結果通知に合わ

せて技術提案書の提出要請をする。

(7) 参加辞退について
参加表明書を提出した者が本プロポーザル参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞退届（任意

様式）」を令和５年 4月 14 日（金）までに提出すること。
なお、提出方法は、郵送（配達確認ができるものに限り、提出期限までに必着のこと。）又は持参とする。

郵送の場合は、郵送した旨を電話で通知すること。

(8) 技術提案書の提出
参加資格審査（事前審査）通過者は、次により技術提案書を持参にて提出すること。
なお、提出部数については、「（９）技術提案書の作成」を参照のこと。

⑦

（様式任意）
企業の財務状況

直近の決算で自己資本比率がわかる資料（様式任意）を作
成し、それを証明できる書類（貸借対照表等）を添付するこ
と。

⑧

（様式第７号）
データセンター適合確認表 採用を考えているデータセンターについて、対応区分の該

当項目をプルダウンメニューから選択すること。

⑨

（様式第８号）
水道施設台帳システム機能一覧

表
構築しようとしているシステムについて対応区分の該当項目
をプルダウンメニューから選択すること。
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ア)受付期間
令和５年 4月 3日（月）から令和５年 4月 14 日（金）まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

イ) 受付時間
午前１０時から午後４時まで（午後０時から午後１時までを除く。）

ウ) 提出場所
奥能登水道施設台帳システム連絡協議会 事務局 輪島市上下水道局
〒９２８－０００１ 石川県輪島市河井町２１部１番地
電話：０７６８－２２－２２００

(9) 技術提案書の作成
「技術提案書等作成要領」に基づき作成すること。

ア)全般的な注意事項
① 提案者は、「要求水準書」及び「技術提案書等作成要領」に基づき提案すること。
② 様式は原則、所定のものを使用し、Ａ４判縦長横書き片面とすること。
③ 極力わかり易い表現で記載すること。
④ Ａ４判縦長左綴じファイルに綴じ（簡易製本も可）、正本１部、副本 4部、合計 5部を提出し、正本に
のみ押印すること。

⑤ 本要求水準書の写し及び「要求水準書のとおり」といった記述に終始しないこと。

イ)技術提案書の構成・内容
ファイルの綴じ方は、下記の番号順とし、中央下側にページ番号を振ること。
なお、表紙に「（様式第９号）技術提案書」を用いること。

① （様式第１０号）業務実施方針はＡ４サイズ５ページ以内とする。
② （様式第１１－１～３号）評価テーマに関する技術提案

下記の３テーマについて、提案者の視点と経験を踏まえた技術的提案を各テーマＡ４サイズ２ペ
ージ（３テーマ：６ページ）以内で具体的に記述すること。なお、図表を含めたページ数とする。

n テーマ１：経営戦略とアセットマネジメントのシステム融合について
n テーマ２：事故や災害対応時のシステム活用の提案及び可能性について
n テーマ３：事故や災害を想定したデータバックアップ方法の提案について

③ （様式第１２―１～３号）業務委託費用見積書
本業務に関する委託費用の見積額（消費税及び地方消費税を除く。）を記載すること。また、合わ

せて見積内訳書（参考様式を添付するが、任意様式でも可）を添付すること。
なお、下記条件を満たすように作成すること。

＜見積条件＞
1） 自社のシステムによるシステム構築及びデータ整備に係る全ての費用を計上すること。
2） 見積作成にあたり、各市町単位で提示すること。
3） データ整備に係る機器点数、故障修繕履歴データ、点検票登録については、想定数量

に対し提示すること。また、上記に関する費用は、数量変更に対応できるようにすること。
4） 水道施設台帳システムの運用に係る保守費用（サービス利用料）等あれば、供用開始か

ら 5 カ年分を提示すること。
5） 輪島市、穴水町の追加予定更新工事のデータ整備について、合わせて提示すること。

(10)プレゼンテーション及びヒアリングの実施
提案者による技術提案書に基づく説明、質疑応答の機会として、プレゼンテーション及びヒアリングを実施
する。

ア)実施日時
令和５年 4月 24 日（月）～28 日（金）予定（別途連絡）
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イ) 実施場所
個別日程及び方法等については、参加資格審査後の通知時に合わせて通知する。
出席者は、最大４名までとする。また、進行及び時間配分は以下のとおりとする（ただし、状況により

変更する場合がある。）。

ウ) 実施時間（計６０分以内）
① 入室・発表準備 （10 分以内）
プロジェクターその他必要となるものは提案者が準備すること。
※スクリーンについては発注者が準備する

② プレゼンテーション（30 分以内）
プレゼンテーション時の説明資料は技術提案書の内容を改変していない補足資料(
パワーポイント)で説明を行うこと。また、その中でのシステムデモンストレーション
は可能とする。

③ 質疑応答 （10 分程度）

④ 後片付け・退室 （10 分以内）

エ)本審査・選定
本審査は、審査委員会を設置し、評価基準書（Ⅳ～Ⅴ）に基づいて、企画提案書及びプレゼンテー

ションについて各審査委員が評価を行い、合計点の平均点（小数点第３位四捨五入）を算定する。
受託候補者の選定は、「事前審査の点数」＋「本審査の点数」＋「価格審査の点数（小数点第３位四

捨五入）」の合計点数が最高である者を受託候補者とする。
なお、同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。
① 「本審査の点数」が高い者を上位とする。
② ①も同点の場合は、「価格審査の点数」が高い者を上位とする。

オ)選考結果通知
① 選考結果は、技術提案書の提出要請された者全員に通知し、輪島市ホームページにて公表する。
② 不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説明を書面で求
めることができる。

4. 契約に関する事項
(1) 契約手続

各市町は、受注候補者と詳細協議を行い、協議が成立しなかった場合又は契約の締結までに受注候
補者が失格若しくは辞退した場合は、次順位候補者と詳細協議を行う。

(2) 仕様書の作成
受注候補者は、要求水準書とデータセンター適合確認表（様式第７号）及び水道施設台帳システム機

能一覧表（様式第８号）を基に、契約締結時に契約書に添付する仕様書を作成することとする。

(3) 委託金額の決定
各市町は、受注候補者から正式な仕様書及び見積書を徴収した上で、協議により予定価格の範囲内で

委託金額を決定し、契約を締結する。

5. 応募に関する留意事項
(1) 実施要領等の承諾

提案者は、技術提案書の提出をもって、実施要領等及び質問回答の内容を承諾したものとみなす。

(2) 費用負担
参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びプレゼンテーション準備費等に関する費用は提案者の

負担とする。

(3) 著作権
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提案者からの実施要領等に基づき提出される書類の著作権は、提案者に帰属し、外部非公開とする。
ただし、発注者は、プロポーザルの実施に必要な場合に限り、無断、無償で複製することがある。

(4) 提出書類の取扱い
提出された書類については変更できないものとし、返却しない。
また追加書類の提出も認めない。

(5) 各市町からの提示資料の取扱い
輪島市上下水道局、珠洲市環境建設課、能登町建設水道課、穴水町上下水道課が提示する資料は、

本業務以外の目的で使用することはできない。

(6) 複数提案の禁止
提案は、１者１提案限りとする。

(7) 虚偽の記載の禁止
参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とする。

(8) 技術提案書の提出無効
技術提案書の提出期限日において資格要件を満たしていないとき、又は提案者の制限に該当したとき

は、技術提案書を提出することができない。また、既に技術提案書が提出された場合は、その提案書は無
効とする。

(9) 応募者数について
参加表明書の提出が１者のみであっても、参加資格を有する者であれば、追加要請は行わず、事前審

査の得点が配点の 70％以上であれば、本審査を実施し、その得点が配点の 70％以上であれば受託候補
者として選定する。

(10) その他
実施要領等に定めるもののほか、参加にあたって必要な事項が生じた場合には、随時通知する。

6. プロポーザルの延期又は取止め

発注者がやむを得ない理由等によりプロポーザルを実施することができないと判断する場合は、延期又は取
り止めることができるものとする。
なお、この場合において、参加表明者及び技術提案者は、プロポーザルに要した費用を発注者に請求する

ことはできない。

7. 担当部署（提出・問い合わせ先）

奥能登水道施設台帳システム連絡協議会 事務局 輪島市上下水道局 吉村（至）・加部
〒９２８－０００１ 石川県輪島市河井町２１部 1 番地
電 話：０７６８－２２－２２２０
電子メール：jyougesuidou@city.wajima.lg.jp


