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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

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

1.

2.

研究目的

研究体制

我が国では，膨大な延長の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。
岩見沢市，帯広市，河内長野市，苫小牧市，管清
地方公共団体は，適切な維持管理や老朽化対策， 工業株式会社，積水化学工業株式会社，株式会社日
ストックマネジメントを通じて持続的かつ効果的・
水コン，メタウォーター株式会社，（公財）日本下
効率的に下水道サービスを提供していく必要があ
水道新技術機構
り，状況によっては民間企業の技術力やノウハウを
活用する官民連携（PPP）による管路包括的民間委
2.2 研究期間
託手法の導入を検討することが有効であると考えら
平成 28 年 10 月～平成 30 年 9 月
れる。
しかしながら，下水処理場での包括的民間委託は
進んでいるものの，管路施設の事例については「仕
管路施設の包括的民間委託の
様発注」による 24 事例（H30.1 時点）に留まって
基本的事項
いる状況にある。また，民間企業の技術力やノウハ
ウの活用が期待できる「性能発注」については，業
3.1 管路施設の包括的民間委託について
務の履行監視・評価方法が確立されていないなどの
3.1.1 管路施設の包括的民間委託の概要
課題もある。
管路包括的民間委託は，下水道管理者である地方
本研究では，これらの課題を解消し，下水道管路
公共団体が，複数の維持管理業務をパッケージ化し，
施設の維持管理，ストックマネジメントに包括的民
複数年業務として発注することで，下水道サービス
間委託の導入を推進することを目的とし，下水道管
の質を確保しつつ，受託者の創意工夫を活かした効
路の基礎情報の把握状況に応じた包括的民間委託の
率的な維持管理を行う方式であり，現状の維持管理
スキームの設定など導入に向けた検討手法や発注に （単一業務・単年契約）から，包括的民間委託（複
至るまでのプロセスと，民間企業の技術力やノウハ
数業務・複数年契約）への移行により，サービス水
ウを最大限に発揮するための性能発注の導入を視野
準や業務の効率性・迅速性，経営面において改善効
に入れた，業務指標・評価基準の設定や履行監視・
果が期待される。
評価の基本的な考え方について研究を行うこととし
た。
3.1.2 仕様発注と性能発注
管路施設の包括的民間委託は，仕様発注方式と性
能発注方式の２つの方式に分類される。
仕様発注とは，地方公共団体が点検・調査・修繕
等の数量を仕様書に定めて発注し，受託者はその数

3.

―37―

第３章
発注プロセス

様発注に基づく管路包括的民間委託は，複数業務，
要求水準書（案）等への反映，リスク分担，事業実
複数年度契約という２つの要素を基本的な組み合わ
施方針の策定・公表，事業者の募集，評価・選定，
せとし，維持管理の効率化に資する業務から必要に
公告，事業契約の締結等までの手続きを行う必要が
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応じた内容をパッケージ化し，受託者は仕様書を満
ある。
足する役務の提供を行うものである。
量に応じた業務を履行する一般的な方式である。仕
公告，事業契約の締結等までの手続きを行う必要が
一方，性能発注方式とは，地方公共団体が要求す
様発注に基づく管路包括的民間委託は，複数業務，
ある。
4.2 導入検討
複数年度契約という２つの要素を基本的な組み合わ
る性能を指定し，受注者が要求された性能を契約期
4.2.1 地方公共団体の下水道事業経営・維持管理体
せとし，維持管理の効率化に資する業務から必要に
4.2
導入検討
間内で達成する業務の方式である。性能発注方式に
制等の現況把握，企画
応じた内容をパッケージ化し，受託者は仕様書を満
4.2.1
地方公共団体の下水道事業経営・維持管理
基づく管路施設の包括的民間委託は，受注者が管路
地方公共団体の効率的・効果的な管路マネジメン
足する役務の提供を行うものである。
体制等の現況把握，企画
施設を適切に維持管理し，一定の性能を発揮できれ
トの企画を行うため，
「ヒト(執行体制)」
「モノ(施
一方，性能発注方式とは，地方公共団体が要求す
地方公共団体の効率的・効果的な管路マネジメン
ば，管路施設の維持管理手法の詳細等については，
設)」
「カネ(財政状況)」の視点における現況を把握
る性能を指定し，受注者が要求された性能を契約期
トの企画を行うため，「ヒト（執行体制）」
「モノ（施
受注者の自由裁量に任せるものである。
し，課題と対策の方向性について整理する。
間内で達成する業務の方式である。性能発注方式に
設）」「カネ（財政状況）」の視点における現況を把
これらの方式は，管路施設情報の蓄積度合いなど
管路包括的民間委託の企画では，管路施設維持管
基づく管路施設の包括的民間委託は，受注者が管路
握し，課題と対策の方向性について整理する。
に応じて選定することが考えられる。
理事業の一括発注によるコスト削減や業務量軽減効
施設を適切に維持管理し，一定の性能を発揮できれ
管路包括的民間委託の企画では，管路施設維持管
果のほか，
管路包括的民間委託導入によるメリット，
ば，管路施設の維持管理手法の詳細等については， 理事業の一括発注によるコスト削減や業務量軽減効
デメリット，概ねのスケジュール等を整理し，庁内
3.2 管路施設の包括的民間委託の流れ
受注者の自由裁量に任せるものである。
果のほか，管路包括的民間委託導入によるメリッ
における管路包括的民間委託の方針などについて意
管路施設の包括的民間委託の流れは，
図-１に示す
これらの方式は，管路施設情報の蓄積度合いなど
ト，デメリット，概ねのスケジュール等を整理し，
思統一を図る。
とおり，発注プロセスと履行監視・評価プロセスに
に応じて選定することが考えられる。
庁内における管路包括的民間委託の方針などについ
大別される。
て意思統一を図る。
4.2.2 管路包括的民間委託のスキームの検討
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
4.2.2
管路包括的民間委託のスキームの検討
地方公共団体が管路包括的民間委託事業を実施す
すとおり，発注プロセスと履行監視・評価プロセス
地方公共団体が管路包括的民間委託事業を実施す
るにあたり，スキームの内容が重要となる。管路管
に大別される。
るにあたり，スキームの内容が重要となる。管路管
理情報の精度やボリューム等を適切に確認・把握し，
理情報の精度やボリューム等を適切に確認・把握
これらの情報を踏まえて事業内容・期間・エリア，
し，これらの情報を踏まえて事業内容・期間・エリ
現況把握，企画，事業スキームの検討，管路管理情報
業務のパッケージ化，要求水準内容を検討するとと
の確認，サウンディング，事業実施の意思決定，業務指
導入検討
標の検討，要求水準書（案）への反映，リスク分担，事
ア，業務のパッケージ化，要求水準内容を検討する
業実施方針の策定・公表 など
もに，導入による効果の検証を行う。
とともに，導入による効果の検証を行う。
事業者の募集，
募集公告時の必要資料の準備，事業者の選定方法の
以下にその内容について示す。
検討，事業者選定基準の設定，審査委員会設置 など
評価・選定，公告
以下にその内容について示す。
（１）管路管理情報の確認
（１）管路管理情報の確認
事業契約の
事業契約の締結，業務の引継ぎ，契約変更の考え方の
整理 など
締結等
地方公共団体は，管路包括的民間委託事業の実施
地方公共団体は，管路包括的民間委託事業の実施
に際して，
管路管理情報（表-１）の精度やボリュー
図-１ 管路施設の包括的民間委託の流れ
に際して，管路管理情報（表－１）の精度やボリュー
モニタリング検討（実施計画，体制，対象業務，方法，内
履行監視
容），モニタリングの実施 など
ム等を適切に確認し把握することが重要である。管
ム等を適切に確認し把握することが重要である。管
アウトカム評価の設定目標の確認，プロセス・アクション
路管理情報が管路施設の属性のみしかない地方公共
発注プロセスでは，導入検討，事業者の募集，評
路管理情報が管路施設の属性のみしかない地方公共
評価の目標設定，総合評価，事業終了時の評価・引継
履行評価
など
団体では，調査等の維持管理を中心とした仕様発注
価・選定，公告，事業契約の締結等を行う。
団体では，調査等の維持管理を中心とした仕様発注
図－１ 管路施設の包括的民間委託の流れ
が基本となる。一方，管路管理情報として管路施設
履行監視・評価プロセスでは，履行監視・履行評
が基本となる。一方，管路管理情報として管路施設
の属性と維持管理実績等の情報が整理されている，
価の基本的考え方，方法と手順等について設定・確
の属性と維持管理実績等の情報が整理されている，
もしくは管路包括的民間委託を導入している地方公
発注プロセスでは，導入検討，事業者の募集，評
もしくは管路包括的民間委託を導入している地方公
認するとともに，事業の履行に関する評価を行う。
共団体では，性能発注を加味したスキームの構築が
価・選定，公告，事業契約の締結等を行う。
共団体は，性能発注を加味したスキームの構築が可
可能と考えられる。
履行監視・評価プロセスでは，履行監視・履行評
能と考えられる。
４．発注プロセス
価の基本的考え方，方法と手順等について設定・確
表－１
認するとともに，事業の履行に関する評価を行う。
表-１ 管路施設情報の例
管路施設情報の例
発注プロセスでは，導入検討，事業者の募集，評
第４章
履行監視・評価
プロセス

価・選定，公告，事業契約の締結等の手続きを行う。
以下に発注プロセスにおける主な内容を示す。
発注プロセス

固定型情報

履歴型情報

台帳情報

維持管理情報

発注プロセスでは，導入検討，事業者の募集，評

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)

4.

4.1 発注プロセスの流れ
価・選定，公告，事業契約の締結等の手続きを行う。
以下に発注プロセスにおける主な内容を示す。

（2）

（２）事業内容，事業期間，事業エリア
4.1 発注プロセスの流れ
下水道管路施設の維持管理業務は，管理保全業務，
地方公共団体が管路包括的民間委託の導入を行う
災害対応業務及び管路施設改築業務に大別され，さ
にあたっては，現況把握，企画，管路包括的民間委
託のスキームの検討，サウンディング（市場調査）， らに管理保全業務は計画的業務，問題解決業務及び
要求水準書（案）等への反映，リスク分担，事業実
住民対応等業務に区分されるなど，多種多様な業務
施方針の策定・公表，事業者の募集，評価・選定， で構成されている（図－２参照）。
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について，以下の３つのタイプの管路包括的民間委
災害対応業務及び管路施設改築業務に大別され，さ
託を仮定し，紹介する。
らに管理保全業務は計画的業務，問題解決業務及び
住民対応等業務に区分されるなど，多種多様な業務
1）現況：仕様発注（単年度契約）による民間委託
で構成されている（図-２参照）
。 2018 年度 下水道新技術研究所年報
仕様発注（単年度）は，従来，地方公共団体が実
る。契約期間は単年であり，その委託業務の範囲は
限定的である。
施してきた一般的な発注方式である。地方公共団体
が点検・調査・修繕等の委託数量を仕様書にて定め
2）
タイプ１：仕様発注（複数年度契約・複数業務
て発注し，受託者はその数量に応じた業務を施行す
パッケージ化）による管路包括的民間委託
る。契約期間は単年であり，その委託業務の範囲は
仕様発注（複数年度契約・複数業務パッケージ
限定的である。

図－２ 事業パッケージ化の範囲の例
事業パッケージ化の範囲の例
図-２
仕様発注による包括的民間委託を行う場合には，
仕様発注による包括的民間委託を行う場合には，
対象とする業務について選定し，それぞれの業務に
対象とする業務について選定し，それぞれの業務に
ついて箇所数や延長等の数量を設定する必要がある。
ついて箇所数や延長等の数量を設定する必要がある。
事業期間は，管路管理情報の把握状況と地方公共
事業期間は，管路管理情報の把握状況と地方公共
団体の事業計画期間や下水道財政状況を考慮し，決
団体の事業計画期間や下水道財政状況を考慮し，決
定する。特に，改築業務を事業内容に含める場合，
定する。特に，改築業務を事業内容に含める場合，
短期的な事業期間では管路包括的民間委託の導入効
短期的な事業期間では管路包括的民間委託の導入効
果が発現しにくいと想定されること，並びにこれま
果が発現しにくいと想定されること，並びにこれま
での事例を踏まえると，一定期間（概ね３年から５
年程度）の事業期間を設けることが望ましい。
での事例を踏まえると，一定期間（概ね３年から５
事業エリアについては，対象とする区域や施設等
年程度）の事業期間を設けることが望ましい。
について設定する。なお，管路包括的民間委託を段
事業エリアについては，対象とする区域や施設等
階的に導入する場合などは，導入計画に基づいて
について設定する。なお，管路包括的民間委託を段
パッケージ化する業務ごとに対象となる施設・エリ
階的に導入する場合などは，導入計画に基づいてパ
アを別途個別に設定するなど，柔軟に対応する。
ッケージ化する業務ごとに対象となる施設・エリア
を別途個別に設定するなど，柔軟に対応する。
（３）業務のパッケージ化の例
地方公共団体の管路管理情報の把握状況の実情を

（３）業務のパッケージ化の例
考慮すると，現状は，仕様発注による複数年契約・
複数業務のパッケージ化が標準的なスキームと考え
地方公共団体の管路管理情報の把握状況の実情を
られる。このことから，管路管理情報の把握が進ん
考慮すると，現状は，仕様発注による複数年契約・
でいない地方公共団体が，管路包括的民間委託を導
複数業務のパッケージ化が標準的なスキームと考え
入する初期の段階では，まずは管路管理情報の把握
られる。このことから，管路管理情報の把握が進ん
に主眼を置いた仕様発注による複数年度契約・複数
でいない地方公共団体が，管路包括的民間委託を導
業務のパッケージ化による管路包括的民間委託を実
入する初期の段階では，まずは管路管理情報の把握
施することが想定される。
に主眼を置いた仕様発注による複数年度契約・複数
その後の業務を通じて，管路管理情報の把握が進
業務のパッケージ化による管路包括的民間委託を実
んできた際には，仕様発注と性能発注を組み合わせ
施することが想定される。
るなど，性能発注を取り入れた管路包括的民間委託
へと移行・発展させていくことも可能と考えられる。
その後の業務を通じて，管路管理情報の把握が進
ここでは，発注方式と業務のパッケージ化の範囲
んできた際には，仕様発注と性能発注を組み合わせ

1）現況：仕様発注（単年度契約）による民間委託
仕様発注（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る。地方公共団体
が点検・調査・修繕等の委託数量を仕様書にて定め
て発注し，受託者はその数量に応じた業務を施行す

ストックマネジメント計画等による緊急度判定が行

3）タイプ２：仕様発注と性能発注を組み合わせた
われていない区域に対し，詳細調査から，緊急度判
管路包括的民間委託
定と改築計画の立案を業務パッケージ化し，改築工
タイプ２は，詳細調査実施済区域（Ａ１区域）を
事に必要となる情報を効率的に収集することを目的
対象とした性能発注による修繕・改築業務と，詳細
としたものである。
調査未実施区域（Ａ２区域）を対象とした仕様発注
による詳細調査業務を組み合わせた管路包括的民間
委託である（図－３参照）
。
3）タイプ２：仕様発注と性能発注を組み合わせた管
Ａ１区域は，詳細調査，緊急度判定及び改築計画
路包括的民間委託
まで既に実施し，管路管理情報について十分に把握
タイプ２は，詳細調査実施済区域（Ａ１区域）を
できた区域であり，改築工事をパッケージ化の対象
対象とした性能発注による修繕・改築業務と，詳細
としている。改築工事の実施にあたっては，緊急度
調査未実施区域（Ａ２区域）を対象とした仕様発注
判定で高い緊急度となった路線の中から，さらに改
による詳細調査業務を組み合わせた管路包括的民間
築実施の優先度を決定する「技術提案」を管路包括
委託である（図-３参照）
。
的民間委託の公募時に含めることで，改築事業を
Ａ１区域は，詳細調査，緊急度判定及び改築計画
「性能発注」で実施するものである。ここで選定し
まで既に実施し，管路管理情報について十分に把握
た改築路線と改築による効果は，性能発注に係る指
標（アウトカム指標）により評価する。
できた区域であり，改築工事をパッケージ化の対象
Ａ２区域は，管路管理情報が不十分であり，タイ
としている。改築工事の実施にあたっては，緊急度
プ１と同様にまずは管路内の詳細調査からストック
判定で高い緊急度となった路線の中から，さらに改
マネジメント計画まで実施するものである。
築実施の優先度を決定する「技術提案」を管路包括
次期契約以降は，詳細調査未実施区域（Ａ３区域
的民間委託の公募時に含めることで，
改築事業を
「性
やＡ４区域）を対象に仕様発注による詳細調査業務

能発注」で実施するものである。ここで選定した改
築路線と改築による効果は，
性能発注に係る指標
（ア
Ａ１区域
ウトカム指標）により評価する。
区域：A1
Ａ２区域は，管路管理情報が不十分であり，タイ
プ１と同様にまずは管路内の詳細調査からストック
Ａ２区域
区域：A2
マネジメント計画までを実施するものである。
管路管理情報の把握
詳細調査
（TVカメラ調査含む）

Ａ４

Ａ２

緊急度判定

管路包括的民間委託

について，以下の３つのタイプの管路包括的民間委
託を仮定し，紹介する。

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，管路包括的民間委託の維持管理業務を選
2）タイプ１：仕様発注（複数年度契約・複数業務パ
定・パッケージ化することが重要である。タイプ１
ッケージ化）による管路包括的民間委託
は，ストックマネジメント計画等による緊急度判定
仕様発注（複数年度契約・複数業務パッケージ化）
が行われていない区域に対し，詳細調査から，緊急
度判定と改築計画の立案を業務パッケージ化し，改
では，管路施設の布設条件や周辺環境条件等を考慮
築工事に必要となる情報を効率的に収集することを
して，管路包括的民間委託の維持管理業務を選定・
目的としたものである。
パッケージ化することが重要である。タイプ１は，

管路管理情報の把握

改築工事

詳細調査
（TVカメラ調査含む）

（3）
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Ａ３

ストックマネジメント計画
（短期計画）

緊急度判定

Ａ１

事業範囲のイメージ

：実施済み業務

ストックマネジメント計画
（短期計画）

改築工事
(次期事業)

図－３

パッケージ化の範囲の例
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を実施し，今回契約で詳細調査実施済区域（Ａ２区
域）を対象に，性能発注による修繕・改築業務を実
施するなど，性能発注の対象区域を拡大していくこ
とも可能と考えられる。
4.2.3 サウンディング
サウンディング（市場調査）は，事業に関連する
民間事業者等に対して，本事業への関心や参入する
場合の条件等についての意見を聴収するために実施
し，必要に応じて管路包括的民間委託のスキーム等
に修正を加える。
サウンディングでは，民間事業者の参入意向を確
認するとともに，参入をより促す事業実施条件や参
入を妨げる実施条件を確認する。
実施にあたっては，公平性を担保することが重要
になることから，一部の民間事業者に限定せず，で
きるだけ広範囲に調査を行うことが肝要である。ま
た，調査において活用する情報についてもできる限
り公表情報を用いる等により調査対象となった民間
事業者のみが有利にならないように配慮することが
求められる。

4.3 事業者の募集，評価・選定等
4.3.1 募集公告時の必要資料の準備
事業者の募集を行う際には，募集公告として，入
札説明書（実施要項）・要求水準書・事業者選定基
準・様式集・基本契約書（案）・その他必要な資料
を公表する。
4.3.2 事業者の選定方法の検討
管路包括的民間委託の事業者を選定するにあ
たっては，対象事業の規模・内容・特性を勘案し，
民間の創意工夫を活かすため，総合評価一般競争入
札方式，公募型プロポーザル方式等の選定方法，な
らびに民間提案の審査，評価のプロセスを選択し，
適正な事業者評価を実施する。
主な審査，評価プロセスを，図－４に示す。

4.2.4 業務指標の検討
業務指標は，地方公共団体の抱えている課題を解
決するための重要な管理目標であり，地域特性等を
十分考慮した上で，採用する指標を設定する必要が
ある。
本研究では，管路包括的民間委託に関する業務指
標として，仕様発注に係る指標としてのアウトプッ
ト指標，性能発注に係る指標としてのアウトカムを
定義した（5.4.1 参照）。

総合評価一般競争入札の場合

公募型プロポーザル方式随意契約の
場合

業務受託者選定審査委員会設置
（審査基準等の審議）

業務受託者選定審査委員会設置
（審査基準等の審議）

入札公告

公告

入札説明書配布

募集要項配布

入札参加者資格審査

応募資格審査

資格審査結果公表

資格審査結果公表

提案書・入札受付

提案審査提案書受付
基礎審査・基礎審査結果公表

総合評価
委員会審査

落札者の決定

提案審査
優先交渉権者および次点者の
決定・公表
提案書の特定・通知

契約締結

随意契約締結

図－４ 事業者選定における主な審査，評価プロセス
4.2.5 要求水準書（案）等への反映
これまで示した管路管理情報の確認，スキームの
検討，サウンディング等を踏まえ，管理保全業務，
管路施設改築業務，災害対応業務等の業務内容を検
討し，要求項目・要求水準を決定する。
4.2.6 リスク分担
リスク分担では，事業実施時における，リスクの
要因となる項目を技術特性，自然条件，社会条件，
マネジメント特性，その他に分類し，それぞれの項
目について，具体的な事例を想定して検討を行い，
そのリスクの内容及び官民での分担方法について整
理する。
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を具体的かつ
明確にし，事業契約書の内容を公表する。

4.3.3 事業者選定基準の設定
民間事業者の選定にあたっては，応募事業者の創
意工夫が発揮されるような提案を，適切かつ客観的
に評価することが必要となる。公平性・透明性の確
保に留意しながら，競争性を保った適切な評価を行
うための選定基準の考え方を公表する。
また，応募者が 1 グループの場合も想定して選定
基準を準備しておくことが必要である。
4.4 事業契約等の締結
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
地方公共団体の実績，債務負担等を考慮すると，最
長で 5 年程度の事業期間を想定することとなる。
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モニタリング実施計画書の作成に当たっては，第三
者機関に助言を求めることができる。

履行監視・評価プロセス

5.1 履行監視・評価プロセスの流れ
管路包括的民間委託の履行監視・評価は，当該包
括的民間委託業務の業務実施期間中，受託者が契約
に定められた業務を確実に遂行し，かつ要求水準書
に定められた契約内容及び基準を安定的に充足する
ことを確認するために実施する。
契約締結から総合評価及び引継までにおける履行
監視・評価の流れを図－５に示す。

5.3.2 モニタリング体制
モニタリングは，①受託者によるセルフモニタリ
ング，②地方公共団体によるモニタリング，並びに
必要に応じて③受託者や地方公共団体とは別の第三
者機関による第三者モニタリングを基本とする。こ
れらの体制の一例を図－６に示す。

結果報告
契約締結

第3節 履行監視（モニタリング）

履行監視準備
受託者

受理

作成

確認

協議

協議

承諾

作成

作成

協議

受理

受理

アウトカム及びアクション評価の目標設定
（§39，§41参照）

協議
評価基準表
（プロセス評価§40，参考資料編参照）

受託者が作成する場合

作成
指示
モニタリング実施計画書（§32～§36参照）
地方公共団体が作成する場合

作成
受理

受託者

モニタリング

確認

業務計画書（任意様式）

協議

受理

第三者機関
（必要に応じて）

履行評価準備
第三者機関

地方公共団体 （必要に応じて）

地方公共団体 第三者機関

（必要に応じて）

地方公共団体

第4節 履行評価

モニタリング

受理

受託者

協議
総合評価シート（§42，参考資料編参照）

作成

セルフモニタリング

作成
セルフモニタリング様式（任意様式）

事業実施

§37 履行監視（事業中）

履行評価（事業中）
受託者

確認

地方公共団体

受託者

第三者機関
（必要に応じて）

提出

業務計画書

評価基準表

提出

評価

評価基準表（プロセス評価）

受理

セルフモニタリング報告書
事故発生時に随時行う

確認・受理

提出

確認
提出

事故報告書

評価

総合評価
シート

総合評価シート

受理

事業実施

§37 履行監視（事業終了前）

履行評価（事業終了前）

第三者機関
（必要に応じて）

地方公共団体

受託者

確認
業務計画書

地方公共団体

提出
業務報告書

提出

（評価基準表）

受理

評価

セルフモニタリング報告書

提出

確認

確認・
受理

提出
事故発生時に随時行う

事故報告書

図－５

総合評価シート

評価

工事完成図書

確認・
受理

自己評価・
協議
評価基準表（プロセス評価）

総合評価シート

確認
モニタリング
実施計画書

受託者

第三者機関
（必要に応じて）

確認・
協議

総合評価シート

受理

提出
§43総合評価

§44引継

履行監視・評価の流れ

5.2 履行監視（モニタリング）と履行評価
履行監視（モニタリング）とは，事業期間にわた
り，受託者が提供するサービス水準がアウトカム指
標を充足しているか等を地方公共団体が監視する行
為である。
履行評価は，事業の履行状況や履行結果を評価す
るもので，事業の成果を確認することを目的とす
る。履行評価は，総合評価点により評価し，契約期
間の最終年度に行う総合評価の結果から，事業の全
体評価を実施する。

5.4 履行評価
5.4 履行評価
5.4.1
履行評価の指標
5.4.1 履行評価の指標
履行評価に用いる指標は，仕様発注に係る「アウ
履行評価に用いる指標は，仕様発注に係る「アウ
トプット指標」
，
性能発注に係る
「アウトカム指標」
，
トプット指標」
，性能発注に係る「アウトカム指標」
，
「プロセス指標」，「アクション指標」で構成され
「プロセス指標」，「アクション指標」で構成される
る（表-２参照）。また，指標の構成を図-７に示す。
（表－２参照）。また，指標の構成を図－７に示す。

表-２ 履行監視・評価の３つの指標
表－２
履行監視・評価の３つの指標
5.3 履行監視（モニタリング）
5.3.1 モニタリング実施計画
管路包括的民間委託業務の履行監視・評価は，モ
ニタリング実施計画書に基づき実施する。地方公共
団体は，受託者と契約を締結した後，指標の確認，
モニタリングについての協議を行い，その結果を踏
まえたモニタリング実施計画書を作成する。なお，

指標
①アウトカム指標

②プロセス指標

③アクション指標
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内容
性能発注における具体的な目標であり，利用者が下水道を使用で
きないリスクなどを定量的に示した指標。利用者が下水道を使用で
きないリスクの回避を目標として，道路陥没件数，管路閉塞件数，
苦情件数等のアウトカム指標を設定する。
アウトカムを達成するために，どのようなプロセスを経てその業
績に至ったのか，具体的な内容や状況を評価する指標。評価に当た
っては，評価基準を用いる。
受託者の創意工夫の実行（アクション），地方公共団体が抱える
課題の解決に資する提案活動を評価する指標。また，地方公共団体
がアウトカム指標に設定したリスク事象等が発生した際にフォロー
を求める場合，リスク事象等を迅速かつ正確に処理することを評価
する。

プロセス評価及びアクション評価は，契約時に
予測し得ない事象により契約上の要求水準（アウ
トカム指標）をクリアできない場合，あるいはど

合 評 価

確認
モニタリング
実施計画書

自己評価・
協議

確認・協議

業務報告書

総合評価

総

第三者機関
（必要に応じて）

地方公共団体

図－６ モニタリング体制の一例
5.3.3 モニタリングの方法
モニタリングは，アウトプットとアウトカムによ
5.3.3
モニタリングの方法
り確認を行い，確認方法は書類による確認，会議体
モニタリングは，アウトプットとアウトカムによ
による確認，現地における確認を基本とする。
り確認を行い，確認方法は書類による確認，会議体
による確認，現地における確認を基本とする。
5.3.4 モニタリングの実施
モニタリングは，受託者から提出される業務報告
5.3.4 モニタリングの実施
書及びセルフモニタリング報告書等が業務計画書及
モニタリングは，受託者から提出される業務報告
びモニタリング実施計画書等に基づき実施されてい
書及びセルフモニタリング報告書等が業務計画書及
るかを確認する行為である。確認の結果，地方公共
びモニタリング実施計画書等に基づき実施されてい
団体が業務進捗の遅延やアウトカム指標について未
るかを確認する行為である。確認の結果，地方公共
達の恐れがあると判断した場合は，進捗管理や執行
団体が業務進捗の遅延やアウトカム指標について未
体制の見直しについての検討をモニタリング実施計
達の恐れがあると判断した場合は，進捗管理や執行
体制の見直しについての検討をモニタリング実施計
画書に基づき実施するよう，受託者へ指示すること
画書に基づき実施するよう，受託者へ指示すること
ができる。
ができる。

使う
§32モニ

5.4.2 評
管路包
指標とア
アクショ
達成度合
度は，総

６．まと

本研究
き等で示
性能発注
示した。
託業務に
でになく
ことは，
したが
指標（
「道
や，プロ
方公共団
各地方公
今後，

2018 年度
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アクション指標）に分類し，仕様数量と要求水準の
達成度合いにより評価を行う。また，これらの達成
度は，総合評価表などを用いて総合評価を行う。

総合評価項目
＜大項目＞

＜中項目＞

総

アウトプット指標

合
評

6.

ア ウ ト カ ム 指 標

価
プ ロ セ ス 指 標

ア ウ ト カ ム

ア ク シ ョ ン 指 標

アウトカム目標
未達時の評価項目

図－７

各指標の評価

プロセス評価及びアクション評価は，契約時に予
測し得ない事象により契約上の要求水準（アウトカ
ム指標）をクリアできない場合，あるいはどれだけ
良い管理をしていたとしても事故が発生してしまっ
た場合等に対する救済の意図を加味したものであ
る。アウトカム指標が車両の過荷重など外的要因に
左右される場合があるのに対し，プロセス指標及び
アクション指標については，主に受託者の取組みや
作業自体を評価することで，適正に管理が行われて
いることを評価する。
5.4.2 評価手法
管路包括的民間委託の履行評価は，アウトプット
指標とアウトカム（アウトカム指標，プロセス指標，
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まとめ

本研究では，特にこれまで他のマニュアルや手引
き等で示されていなかった，管路包括的民間委託の
性能発注における履行監視・評価について考え方を
示した。ただし，性能発注による管路包括的民間委
託業務に対して履行監視・評価された事例がこれま
でになく，一般的な事例や具体的な方法などを示す
ことは，現時点で困難な状況である。
したがって，本研究において例示したアウトカム
指標（
「道路陥没」
，
「管路の閉塞」及び「苦情件数」
）
や，プロセス評価の評価基準などについては，各地
方公共団体における特有の課題などを鑑みたうえ
で，各地方公共団体で適正に設定する必要がある。
今後，性能発注による管路包括的民間委託の普及
が進み，「一般化」が可能な程度の事例数が収集で
きる状況となった際には，再度共同研究などを実施
し，より具体的な手順や方法を示したマニュアルを
発刊することが必要である。
また，本研究の活用により，管路マネジメントが
推進され，地方公共団体が直面する課題解決の一助
となることを期待している。
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