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下水道管路マネジメント支援
に関する共同研究
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1.

2.

研究の背景と目的

研究体制と研究期間

我が国の下水道は膨大な下水道管路を抱えてお
2.1 研究体制
り，今後これらの管路の老朽化が進展することが予
本研究は，以下の体制で行った。
想されている。一方，地方公共団体等（下水道管理
岩見沢市，帯広市，河内長野市，苫小牧市，管清
者）は‘ヒト（人材）・カネ（予算）’が減少してい
工業株式会社，積水化学工業株式会社，株式会社日
る中で，維持管理の効率化と質の向上を目指してい
水コン，メタウォーター株式会社，（公財）日本下
くことが求められる。
水道新技術機構
このような背景の中で，将来に向けて地方公共団
体の維持管理や老朽化対策，ストックマネジメント
2.2 研究期間
等の業務について，民間企業の技術力やノウハウを
平成 28 年 10 月～平成 30 年 9 月
活用する官民連携事業の推進が期待されている。
しかしながら，管路分野における官民連携事業は，
管路施設の包括的民間委託の基
平成 30 年 1 月時点において包括的民間委託事業の
本的事項
24 事例に留まっている状況にある。この原因とし
ては，地下に埋設された管路の状況（内在している
3.1 管路施設の包括的民間委託について
リスク）を十分に把握できていないことや，官民連
3.1.1 管路施設の包括的民間委託の概要
携事業の進め方がわからない，などの様々な要因が
管路施設の包括的民間委託は，限られたリソース
重なり合っているものと思われる。このことを受け， （ヒト・カネ）の中で予防保全型維持管理へ転換を
国土交通省では，管路施設の包括的民間委託を導入
図るための手法として，これまで個別に発注されて
しようと考えている地方公共団体を対象として，仕
いた複数の維持管理業務をパッケージ化し，かつ複
様発注を念頭に置いた「下水道管路施設の管理業務
数年で発注することにより，民間の創意工夫を活か
における包括的民間委託導入ガイドライン」（平成
した維持管理の効率化と質の向上を図るものであ
26 年 3 月）（以下，「ガイドライン」という。）を公
る。
表している。
本研究では，ガイドラインで示されていない「性
3.1.2 仕様発注と性能発注
能発注方式」を視野に入れ，管路施設の包括的民間
管路施設の包括的民間委託は，仕様発注方式と性
委託を導入するうえで課題となっている，導入に向
能発注方式の２つの方式に分類される。
けた検討手法や発注に至るまでのプロセスと，特に
仕様発注方式とは，地方公共団体が点検・調査・
性能発注方式を導入した際に必要となる，契約後の
修繕等の数量を仕様書に定めて発注し，受注者はそ
業務履行監視や評価のプロセスについて検討を行な
の数量に応じた業務を履行する一般的な方式であ
る。
うこととした。
一方，性能発注方式とは，地方公共団体が要求す

3.
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る性能を指定し 受注者は要求された性能を契約期
受注者の自
るも で る
間内で達成する業務の方式である。性能発注方式に
らの 式は，管路施設 報 蓄積度合 など
基づく管路施設の包括的民間委託は，受注者が管路
に応じ
るこ が
ら
。
施設を適切に維持管理し，一定の性能を発揮できれ
今回の共 研究 は，管路 設の改
ば，管路施設の維持管理手法の詳細等については，
加え，性 発注
こ
受注者の自由裁量に任せるものである。
定等，民間の 意工夫の発揮を期待するものであ
これらの方式は，管路施設情報の蓄積度合いなど
る。
に応じて選定することが考えられる。
今回の共同研究では，管路施設の改築業務をパッ
3
2 管路施設の包括的民間委託
れ
ケージに加え，性能発注とすることで，更生工法の
選定等，民間の創意工夫の発揮を期待するものであ
管 施設の包括的民間委託の流れは 図-１に示す
る。
と
3.2 管路施設の包括的民間委託の流れ
管路施設の包括的民間委託の流れは，図－１に示
3 管
設情報の把握の重要性
すとおり，発注プロセスと履行監視・評価プロセス
管路 設情報
管路施設の属 情報 管
に大別される。

度

化度

3.3 管路施設情報の把握の重要性
どがある。管
に関 る調査を 施し 維
管路施設情報には，管路施設の属性情報（管種・
理 る施
状況に い
，地方公共団
管径・延長・布設年度等）に加えて，管路施設全体
体と管路施設の包括的民間委託の受 者と共通認識
の老朽度・劣化度・維持管理実績等に関する情報な
を持つ とが事業を円滑に進める上で重
ある。
どがある。管路情報に関する調査を実施し，維持管
管路施設情報の を -１に示す。
理する施設の状況について十分把握し，地方公共団
管路施設情報の整理状況により 管路施設の包括
体と管路施設の包括的民間委託の受注者と共通認識
的民間委託の事業内容，期間 エリア，要求水準
を持つことが事業を円滑に進める上で重要である。
管路施設情報の例を表－１に示す。
容
パッケージ化する業務の内容や
管路施設情報の整理状況により，管路施設の包括
の事業タイプの選定が大きく異な
。
的民間委託の事業内容，期間，エリア，要求水準内
容，パッケージ化する業務の内容や性能発注方式等
の事業タイプの選定が大きく異なる。
注プ

表－１

管路施設情報の例

管路施設情報の

固
台帳情報

維持管理情報

周辺環境情報

改築情報

維持管理計画

ノウハウ(暗黙知情報)

なお，性能発注方式における管路施設の包括的民
間委託は，管路施設全体に対し，どの程度劣化が進
行しているか把握していないと，必要な点検・調査
や修繕・改築の業務量を見込むことが困難であると
ともに，民間事業者のリスクとなりうる。
また，職員の経験，ノウハウや住民の意向といっ
た，資料やデータ等で存在しない情報についても，
把握することが望ましい。
3.4 事業スキームの構築
3.4.1 事業スキーム構築の考え方
管路の維持管理業務は，図－２のとおり，一般的
に平時の「管理保全業務」と災害時の「災害対応業
務」に大きく分類される。
また，「管理保全業務」は維持管理計画に基づい
て点検・調査業務等を実施する「計画的業務」，雨
天時浸入水対策や悪臭対策等を行う「問題解決業
務」，道路陥没等の事故や住民からの問い合わせに
対応する「住民対応業務」に小分類される。

ス
画

入

現況把握（ヒト・モノ・カネの視点から）、課
題の提示、導入効果、民の採算性等の検
討 など

決

公

管路施設情報の確認・調査、サウンディン
グ（参入意向調査）、事業スキームの設定、
業務指標の設定、要求水準書への反映
など

決

事 者

評

図－２

，

事業者選定方法・基準、審査委員会設置、
業務の引継 など

事業契約の締結、契約変更の考え方 など

プ
監 ・
と手

の基本 考

アウトカム指標、プロセス指標、アクション
指標の設定・評価、モニタリング体制・対象
業務、モニタリング方法、モニタリング実施
手順、評価手順、総合評価 など

図－１

管路施設の包括的民間委託の流れ
―56―

対象となる業務の種類（例）

2017 年度

下水道新技術研究所年報

各業務のパッケージ化の範囲の例を図－３に示
す。

式を 入することも可能と えら る。
ジ化）による事業スキームのイメージを図－４に示
す。

Ａ１区域
管路施設情報の把握

管路包括的民間委託

仕様発注方式

Ａ４
Ａ２

詳細調査
（TVカメラ調査含む）
緊急度判定

Ａ３
Ａ１

ストックマネジメント計画
（短期計画）

改築工事

事業範囲のイメージ

図－４ 仕
 様発注方式
（複数年度契約・複数業務パッ
ケージ化）における事業スキームのイメージ

（3）タイプ２：仕様発注方式と性能発注方式を併用
した事業スキーム
図
３ パッケージ化の範囲の例
路施設
括的民間委託を実施する場
詳細調査実施済区域を対象とした性能発注方式に
よる改築業務と，詳細調査未実施区域を対象とした
を考慮し
仕様発注方式による詳細調査業務を組み合わせた事
3.4.2 団体の
事業スキームの構築例
含めた 業スキ ム 発注 式 を選 す
と
業スキームである。
管路施設の包括的民間委託を実施する場合，地方
重要で る。
Ａ１区域は，ストックマネジメント計画が策定済
公共団体における管路施設情報の把握状況や地方公
また，事 期 の
管路施設 報の把握状
みであり，詳細調査も完了している区域を想定して
共団体の規模等を考慮して，事業期間や事業範囲を
況と地 公
事業計画
水道財
況
いる。Ａ１区域は，管路の劣化状況等が判明してい
含めた事業スキーム（発注方式）を選択することが
を
るため，区域内での改築が必要な路線を抽出しやす
重要である。
に める場合，短期的な 業期間では管路施設の包
いことから，受注者にとっても改築量や改築による
また，事業期間の設定は，管路施設情報の把握状
括的
委託
入効果が発現しに
と想定され
効果を把握しやすく，性能発注を導入しやすい区域
況と地方公共団体の事業計画期間や下水道財政状況
ること ら
３年から５ 程度）
である。
を考慮する必要がある。特に，改築業務を事業内容
期
ける
が望まし 。
一方，Ａ２区域については，詳細調査等による管
に含める場合，短期的な事業期間では管路施設の包
本研究では，
管路
情報
じ
定 れ ，
路の状況把握が十分でなく，改築事業量や道路陥没
括的民間委託の導入効果が発現しにくいと想定され
例を 成 た
を
や閉塞などの発生予測が難しいことから，仕様発注
ることから，一定期間（概ね３年から５年程度）の
。
による調査業務を主に実施する区域を想定してい
事業期間を設けることが望ましい。
本研究では，管路の施設情報に応じて想定される， る。
次期契約以降は，仕様発注により調査した区域を，
事業スキームの例を作成した。その概要を以下に示
性能発注により改築するなど，区域の状況に応じた
す。
発注方式をとることも可能と思われる。
（1）現況：仕様発注方式（単年度契約）
仕様発注方式（単年度）は，従来，地方公共団体
が実施してきた一般的な発注方式であり，単業務を，
単年度で実施する。
（2）タイプ１：仕様発注方式（複数年度契約・複数
業務パッケージ化）による事業スキーム
仕様発注方式（複数年度契約・複数業務パッケー
ジ化）では，管路施設の布設条件や周辺環境条件等
を考慮して，管路施設の包括的民間委託の維持管理
業務を選定・パッケージ化することが重要である。
管路施設情報の把握状況によっては，性能発注方
式を導入することも可能と考えられる。
仕様発注方式（複数年度契約・複数業務パッケー
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発

・下水道事業経営・維持管理体制等の現況把握
業企画
管路包括的民間委託業務の企画

方
・ベースライン情報の確認
施方
等
成
・サウンディング（参入意向調査）
ベースライン情報の確認
・地方公共団体における事業実施の意思決定
サウンディング（参 意向調査）
・民間事業者の募集および選定の検討
地方公共団体における事業実施の意思決
・下水道管路施設の包括的維持管理業務の内容の検討
民間事業者の募集および選定の検討
・業務指標（KPI）の検討
下水道管路施設 包括的維持
・要求水準書（案）等への反映
業務指標（ I）
・リスク分担の検討
要 水 書（案）

図－５

公
・募集公告時の必要資料の作成
業者の募集 評価 選定，公
・事業者の選定方法の検討
募集公告時の必要資料の
・事業者選定基準の検討
事業者の選定方法の検
・審査委員会の設置の検討
事業者選定基準の検討
・業務の引継ぎの検討
審査委員会の設置の検

 様発注方式と性能発注方式を併用した事
仕
業スキームのイメージ

事業契約の基本的な考え方（契約変更等）の整理
業契約等の締結
・事業契約の基本的な考え方（契約変更
約締結に際して留意点の整理

4.

発注プロセス
プ

発注
ス
4.1 発注プロセスの流れ
発注プロセスの流れを図－６に示す。

図－６
図

発注プロセスの流れ
プ

表－２ 現況把握・対策の方向性（例）
表
握
例
視点 現況把握・想定される
対策の方向性
課題
ヒト ・維持管理 執行体制の ・民間活用を含む執行
体制の確保
脆弱
・管路施設の維持管理 ・民間が有するノウハ
ウの活用
が不十分
・技術継承が困難
カネ ・維持管理費用の増大 ・民間による効率的な
維持管理の提案
・
〃
支出
・包括的維持管理によ
困難
るコスト縮減
・下水道事業経営の悪
・民間による経営健全
化
化の提案
モノ ・管路施設の健全度の ・民間による適正な健
全度の評価
悪化
〃
適切な対
・
〃
不具合の ・
策の提案
発生

4.2 事業企画
.1
発注 ロセスの流
地方公共団体の効率的・効果的な管路マネジメン
4 1 発注プロセスの
発注 プロ
ロセ 「ヒト」
流 「カネ」
図-６に示
トを行うため，
の流れ
図-６「モノ」の視点にお
ける現況を把握し，課題と対策の方向性について，
表－２のように整理する。
4 2 事業企画
事
画
4.3
ト 実施方針等の作成
行うため
「ヒト」
「
行
「
」
4.3.1
サウンディング（参入意向調査）
る現 を把把 し 課課 と対策の方向性につ
対策の方向性に
事業に関連する民間事業者等に対して本事業への
２のよ
に整理する
のように 理する
関心や参入する場合の条件等についてヒアリングを
実施し，必要に応じて事業スキーム等に修正を加え
4 4 2 実施方針
施方 等 作成
成
る。また，地元企業の状況等を踏まえて民間事業者
ウンデ ン グ（参入意向
（参入意向調査 ）
21 1 サウンデ
の参画方法を検討する。実施にあたっては公平性を
事事 に関関連す
す
間間 業者
の
業 に
て 事
事
の
担保することが重要になることから一部の民間事業
ヒアリ
グ
関関 や 入入 る場
場合の条件等
リング
者に限定せず できるだけ広範囲に調査を行うこと
施 し，
じ
が肝要である。

4.3.2 業務指標の検討
管路施設の包括的民間委託を行う上で，業務を評
価するための「業務指標」を事前に決定する必要が
ある。業務指標は，仕様発注に係る指標としてイン
プット指標，性能発注に係る指標としてアウトカム
指標がある。インプット指標は必要最低限の作業項
目と数量となる。アウトカム指標としては利用者が
下水道を使用できないリスクとして，道路陥没，管
路閉塞，苦情等が考えられる。
4.3.3 リスク分担
事業実施手法を踏まえて事業実施時の主要なリス
クを整理し，そのリスクの対処方針及び官民での分
―58―
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に記載し
業継続
保できるよう官民双方の責
担方法について示す。これらの内容を事業契約書等
に記載し，事業継続を担保できるよう官民双方の責
任分担
体的かつ明確にし 事業契約書の内容を
任分担を具体的かつ明確にし，事業契約書の内容を
公表する
公表する。

ング
・仕様発注業務（インプット指標）の確認
・要求水準の確認
(狭義のアウトカム指標、プロセス指標、
アクション指標)
・総合評価シート（目標達成シート含む）の作成・確認

4.4 路施設の包括
事業者の募集，評価・選定等
持管理事業に
管路施設の包括的維持管理事業において 民間事
者の技術 ノウ ウ 活用 た 率
業を実
業者の技術・ノウハウを活用した効率的な事業を実
施
た
募
うと る民間 業者
施するために，事業に応募しようとする民間事業者
が
業 容
討 能 情
提
。
が，事業内容を検討可能な情報を提供する。

ング
・仕様発注業務（インプット指標）のモニタリング
・狭義のアウトカム指標、プロセス指標、
アクション指標のモニタリング
（総合評価シート（目標達成シート含む）による）

事業 約 の締結
4.5 事業契約等の締結
事業者が選定され 発注者 ある地方公共団体と
事業者が選定され，発注者である地方公共団体と
事業契約を締結する場合には
業務内容の特性，他
事業契約を締結する場合には，業務内容の特性，他
地方公共団体の実績，債務負担等を考慮す と，
地方公共団体の実績，債務負担等を考慮すると，5
年程度の事業期間を想定する ととなる。
年程度の事業期間を想定することとなる。

ング
・仕様発注業務（インプット指標）の進捗状況最終確認
・狭義のアウトカム指標、プロセス指標、
アクション指標の最終確認
（総合評価シート（目標達成シート含む）による）
（単年度毎と最終年度に全体での評価実施）

４

5.

履行監視・評価プロセス
行監視
評 プロセ

5.1 履行監視・評価の必要性とモニタリングの流れ
性能発注による管路管理の包括的民間委託におい
ては，アウトカム指標の達成を基本とする要求水準
に対して業務が適切に遂行されているかを確認する
5
行監
評 の
リング
とともに適正な評価が必要である（仕様発注は，仕
流れ
様が数量で明確なため必ずしも必要ではないため）。
性能発注
管路管
括的民間 託にお
本研究では，性能発注による管路施設の包括的民
ては、アウ カム
の
基本 する 求
間委託業務を視野に入れるものとし，アウトカム目
に して業務が適切に 行されて るか 確認 る
標の達成を基本とする「要求水準」に対して業務が
とともに適 な評価が必要である 仕様発注は、
履行されているか履行監視・評価する内容を示す。
様が数量で明確なため必ずしも
要ではない め 。
性能発注における要求水準として広義のアウトカ
本研究では，性能発注による
施設 包括的
ム指標（狭義のアウトカム指標，プロセス指標，ア
間 託業務を 野に入れる
クション指標）を設定する。
①狭義のアウトカム指標：具体的な性能発注業務の
標の達成を基本とする「 求水準 に対して業務が
内容を定量的に示した指標であり，利用者が下水道
履行されている 履行監視・評価 る内容を示す
を使用できないリスクとして，道路陥没件数，管路
性能発注に ける要求水
して広義のア トカ
閉塞件数，苦情件数等が考えられる。
ム指標
義のアウトカム指標 プ
②プロセス指標：アウトカムを達成するために，ど
ク
標）
す
のようなプロセスを経てその業績に至ったのかを評
狭 のア
指
具体的な性 発 業務の
価する指標。評価の際は 評価基準表を用いる。
内
定
示 た指 で り 利用者 下
③アクション指標：受注者の創意工夫の実行（アク
き いリ
として 道路陥没 数 管
ション）により達成される目標を評価する指標。

プ セス 標：
ト ム 達成 るた
履行監視・評価のプロセスの流れを図－７に示
の
す。

・仕様発注業務（インプット）に関する評価
・要求水準に関する評価
・(狭義の)アウトカム評価
・プロセス評価
・アクション評価
・インセンティブ（リカバリー）とペナルティ
・総合評価（成績評定）

次

図－７

契

へ

履行監視・評価の流れ

5.2 モニタリングの体制
モニタリングは，受注者が自ら作成したモニタリ
ング計画に基づき行うセルフモニタリング，地方公
共団体による，受注者から提出された書面や会議体
での報告をもとに行うモニタリングのほか，第三者
機関を設けた場合には，地方公共団体のモニタリン
グと同じ視点で客観的かつ専門的に行うものが考え
られる。
ここで，第三者機関とは，包括的民間委託におけ
る発注者となる地方公共団体（官），受注者となる
民間企業（民），に対してそれらとは独立して中立
した立場の機関である。地方公共団体は，管路施設
情報の精度やボリューム等の確認や事業スキームの
構築にあたり，第三者機関を活用することができる。
これらの一例を図－８に示す。
結果報告

必要に応じて

第三者機関

地方公共団体
モニタリング
受注者

モニタリング

図－８
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セルフモニタリング実施

モニタリング体制の一例

2017 年度

下水道新技術研究所年報
よる
監
び
評 のし み 提案 た。
5.3 評価基準の作成
狭義のアウトカム指標に道路陥没件数などを設定
指標 道路
件数
定
評価基準は，評価の観点を整理した上で履行前の
した場合，受託者が適正な業務を実施したにも関わ
セル モニタリング実施
モニタリング
した場
受託者 適正
施した
評価基準表を作成し，これをベースに評価項目ごと
らず要求水準を満たさないケースが想定される。そ
水準を満 さな
る。
に設定する。なお，評価基準の作成にあたっては， のため，民間事業者のリスクを考慮し，広義のアウ
め、民
リ
を考慮し 広
ウ
モニ
体制の 例
以下の事項について留意する必要があると思われ
トカム指標として，プロセス指標，アクション指標
指
して、プロセ
、ア ション
る。
など，取組の過程や貢献度等を評価する指標を加え
など、取組の
等を評
総合的に評価するしくみを提案した。
総
価 る くみを提案した。
評価基準は 評価の 点を整理
（1）履行状況を具体的に表記する
図－９に示すような各指標の達成度に応じて，評
図 ９に示すよう 各指標の達成度 応じて，
評価
評価基準 を作成
これをベースに評価項目ごと
各アウトカム目標における受注者の履行状況をよ
価点を付与することで，評価を行うことが可能と思
点
に設
る。
お，
価基
の作成
あたっ
は，
り具体的に表記し，誰が見ても判定が一致するよう
われる。
以
に心がける。
三

１）履 状況を具体的に表記する
（2）地方公共団体と受注者が共有する
各アウトカム目標にお
注者の履行状況 よ
履行前の評価基準表について，地方公共団体と受
り具体的に表記
誰が ても判定が一致 るよう
注者で情報共有することが，履行評価に向けて非常
に心がけ
に重要である。
２）地方公共団体 受注者が共有する
（3）履行前に受注者も評価基準に関わる
履行前の評価基準表 ついて 地方公共団 と受
履行前の評価基準表は，受注者の技術提案に基づ
注者で情報共有することが，履行評価に向け
非常
き，地方公共団体が受注者と協議の上で作成し，関
に重要である。
係者全員と合意するものとする。
３）履 前に受注者も評価基準に関わ
（4）恣意的，独断的にならないようにする
履行前の
基準表は，受注者の技術提案に基づ
評価基準表は，主観的であっても恣意的，独断的
き 地方公共団 が受注者と協議の上で作成し，関
にならないように，できるだけ評価基準の記述は複
係者全
数人で行う。

5.4 （４）恣意的，独断的にな
総合的な評価のしくみ
評 基準表は 主観的で っ も恣意的 独断的
評価は，業務に関する活動（インプット）と活動
にならないように，できるだけ評価基 の記述は
から得られる成果（広義のアウトカム）に分類し，
項目ごとに評価点を算出し評価する。
数人で行う。
本研究では，広義のアウトカム（狭義のアウトカ
ム指標，プロセス指標，アクション指標で構成）に
5
総合的な評価
くみ
よる履行監視及び履行評価のしくみを提案した。
評価は，業務に関する活動（インプット）と

●この研究を行ったのは
研究第二部部長
研究第二部担当部長
研究第二部総括主任研究員
研究第二部研究員

板屋 芳治
片桐
晃
田代 博紀
荒木 隆夫

図－９

6.

各指標の評価

まとめ

現在，管路施設の包括的民間委託について検討を
進めている地方公共団体も多い。
本研究で示した性能発注を想定した管路施設の包
括的民間委託の方法が，今後導入を検討している地
方公共団体の一助になることを期待する。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第二部部長
板屋 芳治
研究第二部副部長
戸谷 公朋
研究第二部総括主任研究員
岩本 直登
研究第二部総括主任研究員
田代 博紀
研究第二部主任研究員
大内
洋
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