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１ 現状と課題 

佐賀西部広域水道企業団（以下「企業団」という。）は、令和２年４月に、構成団体

の３市３町１企業団の水道事業を統合し、新たに佐賀西部広域水道企業団水道事業の運

営を開始した。 

企業団管内の管路・給水装置の情報を管理するためのマッピングシステムについては、

構成団体ごとに異なるシステムが構築されており、水道事業統合後もすべてのシステム

を運用し、管路、給水装置の維持管理を行っているところである。 

各システムにおいて管理しているデータの仕様については、システムごとに異なって

いるため、データ連携・利活用ができておらず、横断的な管路更新計画立案や計画的な

維持管理が困難となっている。また、システムの維持管理においても、それぞれのシス

テムで保守・更新業務が必要になるなど、人材や IT コストが個別に発生し非効率であ

る。 

このような現状において、将来のシステム更新や新技術の活用を見据えたシステムの

高度化、高効率化、コスト削減を図り、水道事業の効率化を目指していく必要がある。 

 

２ 業務の目的 

本業務は、企業団が抱える課題を解決するため、水道情報活用システムで構築された

水道標準プラットフォームを活用することにより、操作性・信頼性に優れたマッピング

システムを構築し、管内の管路・給水装置の一元管理、横断的なデータの利活用及び将

来のシステム更新費用削減を目的とする。 

  なお、本業務は生活基盤施設耐震化等交付金（水道事業における Iot・新技術活用推進

モデル事業）を活用した事業であり、業務遂行にあたっては生活基盤施設耐震化等交付

金交付要綱その他基準に従うものとする。 

 

３ 概要 

（1）業務名称 

建改委第９号 水道マッピングシステム構築業務 

（2）情報システム機器の設置場所 

佐賀西部広域水道企業団 本所（２階事務室） 

佐賀西部広域水道企業団 大野浄水場 

（3）業務内容 

水道マッピングシステム構築業務仕様書（別添）のとおり 

（4）履行期間 

契約日から令和 6 年 1 月 31 日 

（5）提案限度額 

総額： 60,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※本金額は、プロポーザルのために設定した上限額であり契約金額ではない。 
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また、業務候補者として選定された事業者（以下「選定業者」という。）には、

契約に際し、予算の範囲内で別途予定価格を設定し、見積書を徴収する。 

（6）支払限度額 

   令和 4 年度：1,650,000 円 

   令和５年度：58,350,000 円 

 

 

４ 選定方法 

プロポーザル方式により選定を行う。 

 

５ スケジュール 

年 月 日 内 容 

令和 5 年 1 月 16 日（月曜日） 公告／申込関係書類配布開始（HP 掲載） 

令和 5 年 1 月 16 日（月曜日） 参加表明及び質疑の受付開始 

令和 5 年 1 月 20 日（金曜日）17 時 00 分まで 質疑の受付期限 

令和 5 年 1 月 24 日（火曜日） 質疑回答日 

令和 5 年 1 月 30 日（月曜日）17 時 00 分まで 参加表明締切 

令和 5 年 2 月   1 日（水曜日） 一次審査結果通知 企画提案書の受付開始 

令和 5 年 2 月 15 日（水曜日）17 時 00 分まで 企画提案書の提出期限 

令和 5 年 2 月 21 日（火曜日） 二次審査（プレゼンテーション） 

令和 5 年 2 月 24 日（金曜日） 二次審査結果通知 

令和 5 年 2 月 28 日（火曜日） 委託業務協議・契約 

 

６ 参加資格及び受託者となることができる者 

以下の要件をすべて満たす者とする。 

（1）佐賀西部広域水道企業団競争入札参加資格を有していること。 

（2）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。 

（3）参加表明書の提出日において、佐賀西部広域水道企業団の競争入札における指名

停止措置を受けていないこと。 

（4）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又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。ただし、更生手続開始の決定を受けた者及び再生計画認可の

決定（確定したものに限る。）を受けた者を除く。 

（5）参加申込みをしようとする者が、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 条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益と
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なる活動を行う団体でないこと。 

（6）情報セキュリティマネジメントシステム (ISO27001)又は個人情報保護マネジメン

トシステム(JIS Q 15001)もしくはプライバシーマークのうちいずれか 1 つ以上の取

得をしていること。 

（7）企業団が既に利用している水道標準プラットフォーム上に構築できること。 

（8）他の参加表明書の提出者と資本又は人事面において強い関連がない者であること。 

ただし、「資本又は人事面において強い関連がある者」とは、次のいずれかに該

当する者をいう。 

ア 法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第４条第２項及び第４項に該当する

者又は会社 

イ 一方の会社の役員(株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持株会社の業

務を執行する社員及び法人格のある組合等の理事に限る。）が、他の会社の役員

を現に兼ねている会社 

ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職

にある会社 

 

７ 参加の手続き 

プロポーザルへの参加を希望する場合、次に掲げるものを期限までに提出すること。 

（1）提出期限  

令和 5 年 1 月 30 日（月）17 時 00 分まで（必着） 

（2）提出場所 

   事務局 

佐賀西部広域水道企業団 工務二課 

〒849-0201 

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万 1869 

TEL 0952-68-3139 

FAX 0952-68-3583 

E-mail koumu2@sagaseibu-suidou.or.jp 

（3）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。） 

なお、持参の場合の受付時間は、平日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。 

（4）提出書類 

下記の書類を各１部用意すること 

（ア）参加表明書（様式第１号） 

（イ）会社概要（様式第 2 号） 

（ウ）実績調書（様式第 3 号） 
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（エ）予定監理技術責任者及び照査技術者の経歴及び実績等調書（様式第 4 号） 

（オ）資格取得状況確認書（様式第 5 号） 

（5）注意事項 

提出時に企業団職員により内容を確認し、不備のあるものについては受理しない。 

（6）参加を辞退する場合 

参加表明書の提出後、プレゼンテーション等の実施日の前日まで、プロポーザル

を辞退することができる。この場合、プロポーザル参加辞退届（様式第 8 号）を事

務局に提出すること。 

 

８ 質疑及び回答 

本要領に関する質疑及び回答は、原則として次により行う。 

（1）提出期限 

令和 5 年 1 月 20 日（月）17 時 00 分まで 

（2）提出先 

  事務局 

プロポーザルに関する質疑書（様式第 6 号）については、電子メール又は書面に

て提出すること。 

なお、メールを送付した旨を、事務局に電話にて連絡すること。 

（3）回答 

提出された全ての質疑に対する回答を、令和 5 年 1 月 24 日（火）までに、本企業

団のホームページに掲載する。 

※ただし、その質疑の内容がその業者の評価に際し、不利益となる可能性のある場合

は、この限りではない。 

 

９ 一次審査 

（1）提出された参加表明書等に基づき、一次審査（参加資格の審査）を行い、その結

果を参加資格審査結果通知書により、令和５年２月１日（水）付けで通知する。 

なお、一次審査では、原則として６者選定する。ただし、６者に満たない場合は、 

参加資格要件を満たす者全てを選定する。１者の場合でも、参加表明書類の内容を

審査し、審査委員会が企画提案書の提出者としての適否を判断する。また、同じ評

点が多数揃った場合は、参加表明者及び配置予定技術者の同種業務の実績等から選

定する。 

（2）一次審査の評価基準については別紙１「水道マッピングシステム構築業務プロポ

ーザル評価基準」のとおりとする。 
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10 企画提案書の提出 

（1）提出書類 

企画提案書（提出部数：正本１部、副本９部） 

なお、副本については、事業者名を黒塗りする等で提案事業者名が特定できない

ようにすること。 

ア 企画提案書（様式任意） 

イ 構築、保守に係る業務実施体制及び業務スケジュール（様式任意） 

ウ システム機能証明書（様式第 7 号） 

エ 見積書（構築費）（様式任意） 

見積額の合計が「3 概要（5）提案限度額」を超えないこと。 

オ 見積書（保守費）（様式任意） 

システム導入後の保守費用も評価対象とするため本仕様書に基づき５か年分(令

和６～10 年度)の保守にかかる費用の見積を提出すること。 

カ 見積書（更新費）（様式任意） 

システム導入後のデータ更新費用も評価対象とするため本仕様書に基づき見積

を提出すること。 

キ 独自機能・サービス提案書及び参考見積 

仕様で要求されていない貴社独自の機能やサービスなどを提案し必要があれば

参考見積を添付すること。 

上記エ～キについては、企画提案書等とは別に封かんのうえ提出し、可能な限り

内訳を記載するよう努めること。また、上記エについては、水道マッピングシステ

ム構築業務仕様書に留意して作成のうえ提出すること。 

（2）企画提案書等の提出様式 

ア 企画提案書の様式は任意とし、文字サイズは 11 ポイント以上に努めること。 

イ 用紙サイズはＡ4 版とし、表紙を除きページ番号を付けること。なお、図表等

を使用する場合はＡ3 版を使用できるものとし、その場合は、Ａ4 版に折り込ん

で綴じること。ただし、用紙の向きは問わない。 

ウ 企画提案書等を格納した電子媒体を１部提出すること。プロポーザルは、業務

における具体的な取組方法について提案を求めるもので、成果の一部を求める

ものではない。 

（3）提出期限 

令和 5 年 2 月 15 日（月）17 時 00 分まで（必着） 

（4）提出方法 

事務局へ持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。） 

なお、持参の場合の受付時間は、平日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。 

（5）注意事項 
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提出時に本企業団職員が内容を確認し、不備のあるものについては受理しない。 

 

11 企画提案内容の評価項目及び企画提案書の内容 

企画提案書に記載する内容については、別紙２「企画提案書記載項目一覧」のとおり

とする。 

 

12 審査委員会の設置 

提案された企画提案書等に関し審査等を行うため、水道マッピングシステム構築業務

プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 

13 二次審査 

提案された企画提案書等に関し、次のとおり審査を実施する。 

（1）審査方法 

ア 提出された企画提案書等については、審査委員会が別紙 1「水道マッピングシ

ステム構築業務プロポーザル評価基準」に基づいて客観的かつ総合的に評価し

て得られた総合評価点数が、最も高い提案事業者を本業務の優先交渉者として

決定する。具体的には、企画提案書等の書類及びプレゼンテーション等により

審査を行う。 

イ 最も高い総合評価点数が同点になった場合は、くじ引きにより決定する。 

ウ 辞退等により提案事業者が１者のみとなった場合にも、審査を行う。 

エ 本企業団が求める基準に達した提案事業者がいない場合は、候補者なしとする

場合がある。 

（2）プレゼンテーション 

提出された企画提案書等とプレゼンテーションによる審査を実施し、最も優れた提

案事業者を優先交渉者として決定するものとする。 

審査結果は、当該審査を行った全者に対し発送する。 

ア 日時・場所 

日時 令和 5 年 2 月 21 日（火）（予定） 

場所 佐賀西部広域水道企業団 本所（2 階大会議室） 

イ 実施時間 

準備、片付けを含めて、60 分程度 

（プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 20 分以内とする。） 

ウ その他 

プレゼンテーション前日までに出席者数を報告すること。なお、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じプレゼンテーションを省略し書類

審査に替えることがある。 
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（3）その他 

ア プレゼンテーションの内容は非公開とする。 

イ プレゼンテーションには本業務を受注した際に携わる担当者（営業・開発担当

者）の参加を必須とする。 

ウ プレゼンテーションは本業務を受注した際に携わる担当者が行うものとする。 

エ 出席者は上記メンバーを含め、４名以内とする。 

オ プレゼンテーションに必要な機材は提案事業者が用意すること。ただし、電源、

スクリーン、プロジェクターは企業団で用意する。 

カ プレゼンテーションは、提出された資料を使用すること。 

 

14 審査結果通知及び公表 

審査結果については、後日提案事業者に文書にて通知し、企業団ホームページにおい

て公表する。 

 

15 非選定理由の説明 

一次審査にて提案事業者として選定されなかった者及び二次審査にて優先交渉者とし

て選定されなかった者は、選定されなかった理由について説明を求めることができる。 

選定されなかった理由の説明を求める場合には、各審査結果通知を行った翌日から起

算して 5 日以内までに書面（様式は任意）を事務局に提出しなければならない。 

書面は持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。 

説明を求められたときは、説明を求めた者に対し説明を求めた日から 5 日以内に書面

により回答する。 

 

16 契約の締結 

審査結果の通知後、速やかに選定業者と契約締結に向けた協議を行うものとする。 

また、辞退その他の理由（前記 6 に該当しなくなった場合又は後記 17 に該当すること 

となった場合等）で、契約できない場合は、次点の者と契約の交渉を行う。 

本業務に係る契約の条件等については、企画提案書等の内容を基本とするが、企業団

と選定業者との協議により企画提案書等の項目の追加・変更及び削除を行ったうえで本

契約に反映させることができる。この場合において、反映された提案及び条件は全て仕

様書に規定されたものと見なし、選定業者は履行の義務を負うものとする。 

また、契約範囲については、受託契約範囲と「水道標準プラットフォーム」を提供す

る 

事業者（以下「水道標準プラットフォーム事業者」という。）契約範囲を想定してお

り、以下の内容での契約を前提とする。 
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（1）受託者契約範囲 

システム構築業務（「水道標準プラットフォーム」の初期構築含む。）、アプリケ

ーション提供業務（「水道標準プラットフォーム」から提供される IT 基板提供サー

ビス含む。）、システム保守業務における構築費及び月額利用費用については、委託

者と受託者との間での契約とする。 

（2）事業者契約範囲 

水道標準プラットフォーム事業者契約範囲令和 6 年 2 月 1 日以降の「水道標準プ

ラットフォーム」から提供されるプラットフォーム基本サービス、データ流通・蓄

積サービス、ネットワークサービス（委託者使用回線）の月額利用費については、

委託者と水道標準プラットフォーム事業者での契約とする。 

※「水道標準プラットフォーム」のサービス内容及び提供範囲等詳細については、

水道標準プラットフォーム事業者に確認すること。 

 

17 失格条項 

次の各号に該当する場合は、失格とする。 

（1）提出方法、提出期限、提出先に適合しない場合 

（2）提出書類が仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（3）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（4）審査の公平性を害する行為があった場合 

（5）その他審査委員会が社会通念に照らし失格にあたると認める場合 

 

18 再委託 

受託者は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。 

本業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先を企業団に書面

で報告し、承認を得るものとする。 

 

19 その他留意事項 

（1）業務内容についての詳細は本実施要領によるものとし、説明会は行わないものと

する。 

（2）プロポーザルに参加する費用は、すべて提案事業者の負担とする。 

（3）書面による申出により、プロポーザルを辞退することができる。 

（4）提出書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 

（5）提出書類は日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

（6）提出書類の修正は、提出期限内においてのみ可能とする。 

（7）提出書類の著作権は、提案事業者に帰属する。ただし、企業団がプロポーザルに

関する報告、公表等のために必要な場合は、その内容を無償で使用できるものとす



9 

 

る。 

（8）提出書類に虚偽の記載をするなど、失格となった場合は、その者に対して指名停

止措置を行うことがある。 

（9）契約締結時に双方協議の上、製品、導入作業、維持管理等の詳細についての仕様

を定めることとする。 



別紙１ 

「水道マッピングシステム構築業務プロポーザル評価基準」 

 

１．一次審査評価基準 

  事務局が参加表明書等の書類を下記の評価基準により審査を行う。 

 

 

 

 

 

  

評価対象 項目 評価のポイント 
配
点 

会社概要 
（様式第 2 号） 

資本金 資本金 
会社の規模による履行能力確認 

27 従業員数 従業員数 

所在地 
本書、支社または営業所の所在
地 

地域精通度を評価 

業務実績調書
（第 3 号様式） 

佐賀県内における水道 GIS 構築実績 地域精通度を評価 

51 国内における本企業団と同規模以上の水道
GIS 構築実績 

同規模実績（管路延⾧ 1,700 ㎞
以上又は、給水人口 15 万人以
上）を評価 

技術者調書 
（第 4 号様式） 

監理技術者 

空間情報総括監理技術者又は技
術士（総合技術監理部門・上下
水道部門−上水道及び工業用水
道）の保有状況 

本業務を管理するにあたり、適
切な資格の保有状況を評価 

54 
業務実績（水道 GIS の構築） 

業務を確実に遂行するための実
績確認 

照査技術者 

空間情報総括監理技術者又は技
術士（総合技術監理部門・上下
水道部門−上水道及び工業用水
道）の保有状況 

本業務を管理するにあたり、適
切な資格の保有状況を評価 

業務実績（水道 GIS の構築） 
業務を確実に遂行するための実
績確認 

資格取得状況確
認書 
（第 5 号様式） 

資格取得 
①ISO27001 
②JISQ15001 
③プライバシーマーク 

企業を評価するうえで客観的な
指標である公的認証の取得状況 

18 

満 点 
  

 150 



２．二次審査評価基準 

  審査委員会及び事務局が企画提案書等の書類及びプレゼンテーション等を下記の評価

基準により審査を行う。 

評価対象 項目 評価のポイント 配点 

一次審査点数 150 

総則 業務の目的 

企画提案書の記載内容による評価

を行う。業務内容を十分把握した

うえで有効な提案を行っているか

等について評価する。 

45 

業務概要 業務範囲・業務内容 225 

機能仕様 

(様式第７号)  

基本機能 

表示 

機能要件が十分か評価する。 

87 

検索 

操作機能 

印刷・出力 

データ登録・編集機

能・料金データ取込み

機能 

取込 

10 

メンテナンス機能 ログ・ユーザー管理 25 

統計・集計機能 抽出・集計 24 

設計ＣＡＤ支援機能 作図 51 

断水検討機能 シミュレーション・

水理解析 

32 

管網解析機能 

点検管理機能 

固定資産管理 33 

設備台帳管理 

防災台帳管理 

タブレット機能 18 

システム機器

構成 

システム要件 

企画提案書の記載内容による評価

を行う。業務内容を十分把握した

うえで有効な提案を行っているか

等について評価する。 

15 

ハードウェアの仕様 15 

ソフトウェアの仕様 
15 

システム保守 障害対応 60 

システム保守 

ソフトウェア保守・ハードウェア保守 30 

セキュリティ 
60 



プラットフォ

ームに関する

事項 

プラットフォーム上での保守・運用 

15 

その他 その他提案事項 
60 

プレゼンテー

ション及びデ

モンストレー

ション 

プレゼンテーション プレゼンテーションを評価する。 
30 

デモンストレーション 
デモンストレーションを評価す

る。 

30 

見積書(構築費) 

業務コストの妥当性を評価する。 

110 

見積書(保守費) 30 

見積書(更新費) 30 

満 点  1,200 

 



別紙２ 

「企画提案書記載項目一覧」 

 

１．企画提案書及び各見積書は以下の項目に併せて作成すること。 

①企画提案書（様式任意） 

１．総則 

業務の目的 

２．業務概要 

  業務範囲・業務内容 

３．機能仕様（様式第７号システム機能証明書） 

  基本機能/データ登録・編集機能・料金データ取込み機能/メンテナンス機能/統計・集計機

能/設計 CAD 支援機能/断水検討機能/管網解析機能/点検管理機能/タブレット機能 

４．システム機器構成 

   システム要件 

   ハードウェアの仕様 

   ソフトウェアの仕様 

5． システム保守 

   障害対応 

   ソフトウェア保守・ハードウェア保守 

   セキュリティ 

６．プラットフォームに関する事項 

  プラットフォーム上での保守・運用 

７．その他 

   その他提案事項 

 

②見積書（構築費）（様式任意）  

＜内訳＞ 

１．水道マッピングシステム用背景図購入 

２．水道標準プラットフォーム構築 

３．水道マッピングシステム（アプリケーション）構築 

４．水道マッピングシステムハードウェア調達 

５．水道マッピングシステムデータ移行・構築 

１）計画準備及び資料収集整理 

２）背景図データ構築 

３）水道マッピングシステムデータ変換取込み他 

４）水道マッピングシステムデータ移行補正（管路ズレ抽出・ 修正及び文字表示補正） 



５）料金データ取込み設定 

６）現行管網解析モデルデータ構築 

７）ファイリングデータ移行連携設定 

８）検査／確認／成果品生成 

6. 追加機能 

7．水道マッピングシステム稼働設定（納品調整及びシステム操作研修） 

 

③見積書（保守費）（様式任意） 

システム導入後の保守費用も評価対象とするため本仕様書に基づき５か年分(令和６～10 年度)

の保守にかかる費用の見積を提出すること。 

④見積書（更新費）（様式任意） 

システム導入後のデータ更新費用も評価対象とするため本仕様書に基づき見積を提出するこ

と。 
 
⑤独自機能・サービス提案書及び参考見積書(様式任意) 

※仕様で要求されていない貴社独自の機能やサービスなどを提案し必要があれば参考見積を添

付すること。 

 


