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アンケート集計結果（質問１）

質問１ 「包括的民間委託」の理解度

今回の説明資料では
理解できない
５％（１社）

不明点がある
５％（１社）

今回の説明資料で
理解した

９０％（１８社）

【２０社回答】
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質問１に対する意見への回答

質問１ 「包括的民間委託」の理解度におけるご質問

Q１ 今回検討されている業務内容は理解しましたが、将来業務内容を拡大することは想定

されているでしょうか（計画策定や改築工事等）。

A１ 第２期以降の対象業務につきましては、本包括的民間委託（以下、「本委託」という。）

導入における効果検証結果等を踏まえ、検討したいと考えております。

Q２ 人口減少を考え、行政が人的資源の減少を考慮する事は十分理解できます。

しかし民間企業でも同じ問題を抱えており、いわゆる３K職場と言われる管路管理業は、

特に技術者確保に苦慮している事はご理解ください。

A２ 複数年に渡り、主任技術者が専任となると負担が大きいため、他委託等と兼務できるよう、

配置体制を想定しております。
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アンケート集計結果（質問２）

質問２ 維持管理業務の実績
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アンケート集計結果（質問３－１）

質問３－１ 対象とする業務

対象とする業務は
妥当である
６５％（１３社）

【２０社回答】

対象とする業務は
妥当ではない
３５％（７社）
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質問３－１に対する意見への回答（１/５）

質問３－１ 対象とする業務におけるご質問

Q３ 修繕業務について、住民対応業務で発生した案件に限定されたものと解釈しましたが、

調査実施後に検出された緊急性を要する異常箇所の修繕等も含まれるのかご教示願い

ます。

また、修繕が必要かの判断、修繕方法等を自由に選定して良いものかについても、併せて

ご教示願います。

A３ 計画的業務（管渠内調査）により緊急性を要する異常箇所が発見された場合、修繕の

範囲で収まるものについては、本委託にて対応していただきます。

また、修繕の必要性や具体的な修繕方法等については、合理的な内容を提案していただき、

市と協議等のうえ、決定していくことを想定しております。

Q４ 今回の説明書では、本包括業務にて調査手法でスクリーニング調査を想定していないと解釈

しましたが、その内容で間違いがないかご教示願います。

A４ 想定しておりません。
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質問３－１に対する意見への回答（２/５）

質問３－１ 対象とする業務におけるご質問

Q５ 業務委託責任者の業務のなかで、付加的業務にある「包括委託の評価及び改善提案」とは

セルフモニタリングにて業務を評価し、改善していくという意味であるかご教示願います。

A５ 付加的業務の「包括委託の評価及び改善提案」とは、本委託の中で、導入効果の検証及び

課題の抽出を行い、改善すべき事項等の提案を求めるものです。

Q６ 計画的業務の管渠内調査について調査手法の選択肢が少ないことや区域が限定される

ため、導入のメリットでもある創意工夫・新技術の導入・維持管理の効率化・高度化が生か

せる範囲の幅が少ないと思われます。

A６ 第１期は、対象とする区域を限定し、導入による課題や問題点を把握することとしております。

第２期以降の対象業務につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、検討

したいと考えております。
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質問３－１に対する意見への回答（３/５）

質問３－１ 対象とする業務におけるご質問

Q８ 質問ですが、P.8修繕業務の「道路・下水維持補修業務委託」ですが、従前では舗装打ち

換え業務等がありますが、管路関係の業務だけと見てよろしいですか？

A８ そのとおりです。

Q７

A７

「管路施設維持管理情報及び要望内容の整理」を行うとありますが、どのようなデータを

どのように整理するイメージでしょうか。

また、本包括内で整理した維持管理情報については、貴市所有の下水道台帳システムに

どのように反映させる予定でしょうか。

将来的には、維持管理システムとの連携についても視野に入れているのかも含めご教示

願います。

管路施設維持管理情報及び要望内容について、マイシティレポート（https://www.mycityreport.jp/）

への整理を想定しております。整理方法については検討中です。

現在、マイシティレポートと下水道台帳システムとは連携しておりませんが、将来的には、

台帳システムの改良を検討しております。

https://www.mycityreport.jp/
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質問３－１に対する意見への回答（４/５）

質問３－１ 対象とする業務におけるご質問

Q９ 現状案では、市が個別発注している業務を市内業者中心にまとめて発注することに留まって

いるので、さらに包括的民間委託のメリットを出すためにも、全国規模企業の参入による地元

育成、新技術の導入による省人力化につながる業務を入れてはどうかと考えます。

例えば、改築業務、ストマネの見直し業務、GISを活用した台帳管理業務、業務の遠隔監視

等。

A９ 第１期は、対象とする区域を限定し、導入による課題や問題点を把握することとしております。

第２期以降の対象業務につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、検討

したいと考えております。

Q１０ 下水道管路施設情報の整理業務を含めていただきたい。

A１０ 下水道管路施設情報の整理業務については、P.10のとおり、業務委託責任者の業務として

含んでおります。



10

質問３－１に対する意見への回答（５/５）

質問３－１ 対象とする業務におけるご質問

Q１２ 地元業者が調査清掃委託の受注機会を減らしてしまい、地元建設業者の疲弊を早めて

しまうのではないか。

A１２ 老朽化施設の増加に伴い、住民対応等の業務量増加が見込まれるため、その業務量の

増加分に対して、包括的民間委託を導入するものです。

なお、対象とする区域以外につきましては、従来どおりの発注を想定しております。

Q１１ 市民からの要望に対して、民間の判断で修繕を行うことでトラブルの発生が予想される。

A１１ 要望に対する修繕の必要性や具体的な修繕方法等については、合理的な内容を提案して

いただき、市と協議等のうえ、決定していくことを想定しております。
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アンケート集計結果（質問３－２）

質問３－２ 対象とする区域

対象とする区域は
妥当である
８５％（１７社）

【２０社回答】

対象とする区域は
妥当ではない
１５％（３社）
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質問３－２に対する意見への回答（１/２）

質問３－２ 対象とする区域におけるご質問

Q１３ 対象とする区域を拡大する計画はありませんか？

A１３ 第２期以降の対象区域につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、

検討したいと考えております。

Q１４ 今回の包括は対象区域が限定された範囲であることから、地元企業の対応力が十分に

発揮できません。

次期包括においては、対象を市内全域とし、地元企業の対応力を十分に生かし、迅速で

確実な対応を実現する方が良いと思います。

A１４ 第２期以降の対象区域につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、

検討したいと考えております。
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質問３－２に対する意見への回答（２/２）

質問３－２ 対象とする区域におけるご質問

Q１６ 広域で管理する方がスケールメリットを出しやすく、効率化が図れると考えます。

A１６ 第２期以降の対象区域につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、

検討したいと考えております。

Q１７ 採算がとれる対象区域なのですか。

A１７ 適正な価格にて委託発注いたします。

Q１５ 将来的に中央処理区・南部処理区を対象区域とした場合、布設年度の古い順を対象とした

形が良いと思います。

A１５ 第２期以降の対象区域につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、

検討したいと考えております。
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アンケート集計結果（質問３－３）

質問３－３ 対象とする期間

対象とする期間は
妥当である
９５％（１９社）

【２０社回答】

対象とする期間は
妥当ではない
５％（１社）
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質問３－３に対する意見への回答（１/１）

質問３－３ 対象とする期間におけるご質問

Q１８ 採算がとれる対象期間なのですか。

A１８ 適正な価格にて委託発注いたします。
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アンケート集計結果（質問３－４）

質問３－４ 対象とする施設

対象とする施設は
妥当である
９５％（１９社）

【２０社回答】

対象とする施設は
妥当ではない
５％（１社）
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質問３－４に対する意見への回答（１/２）

質問３－４ 対象とする施設におけるご質問

Q１９ P.10にある計画的業務（管渠内調査）では「ストックマネジメント計画に基づくTVカメラ調査

等」との記載になっています。

この業務について取付管・人孔・公共桝は対象施設として該当しているのか。

該当している場合、約40kmの範囲に限られたものであるか、対象区域全体の範囲を想定

しているのかご教示願います。

A１９ 計画的業務（管渠内調査）では、下水道本管及び人孔（蓋を含む）を対象としており、調査

延長は約40kmを想定しております。

なお、取付管及び公共桝については、調査の対象としておりません。

Q２０ 業務内に取付管・人孔・公共桝が該当している場合、取付管ではTVカメラ調査工、

人孔・公共桝では目視調査工で想定しているのかご教示願います。

A２０ 人孔（蓋を含む）については、目視調査を想定しております。
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質問３－４に対する意見への回答（２/２）

質問３－４ 対象とする施設におけるご質問

Q２２ 年々発注件数が減少するなか、地元建設業者への受注機会が失われていく気がします。

A２２ 老朽化施設の増加に伴い、住民対応等の業務量増加が見込まれるため、その業務量の

増加分に対して、包括的民間委託を導入するものです。

そのため、現在発注している各委託につきましては、従来どおりの発注を想定しております。

Q２１ 取付管TVカメラ調査工が想定されている場合、カメラ付き洗浄ノズルによるスクリーニング

調査の提案・採用は可能かの点もご教示願います。

A２１ 取付管については、調査の対象としておりません。
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アンケート集計結果（質問３－５）

質問３－５ 参加資格要件

参加資格要件は
妥当である
８５％（１７社）

【２０社回答】

参加資格要件は
妥当ではない
１５％（３社）
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質問３－５に対する意見への回答（１/１）

質問３－５ 参加資格要件におけるご質問

Q２４ この条件は、単独もしくはJVの代表企業が既に指名参加願を提出していることを想定して

いると思われます。

今回は一部の地域限定ですが、包括業務を考えると、団体としては資格を有していない

場合でも、所属している企業が資格要件を満たしている場合は団体として参入できる等、

条件を検討いただけないでしょうか。

A２４ 参加するには、入札参加資格者名簿への登録が必須です。

Q２３ 修繕業務について緊急時２時間以内の開始は工事の規模にもよるが難しいのでは。

A２３ 本委託においても、P.8の従前委託と同様に、現地確認から緊急時２時間以内の作業開始

としております。

Q２５ 市内業者が1社以上いれば、共同企業体の場合は準市内業者も参画可能という解釈で

よろしいでしょうか。

A２５ 本委託に参加できる事業者は「市内業者」で考えておりますので、共同企業体の構成員で

あっても「市内業者」でなければ参加できません。
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質問３に対する意見への回答（１/４）

質問３ 下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）におけるご質問（自由記入欄）

Q２６ 今回の業務では詳細調査での実施であると思われますが、他のエリアに拡大した場合は

スクリーニング調査⇒異常箇所検出⇒詳細調査といった流れでの業務を提案することは

可能か、また取付管においても、カメラ付き洗浄ノズルを使用した取付管のスクリーニング

調査の提案することは可能か、ご教示願います。

A２６ 第２期以降の対象業務につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、

検討したいと考えております。

Q２７ 一般的にHP管が対象となると想定されますが、VU管についても扁平による強度不足が

発生する可能性を考慮し、調査対象とすべきであると思われます。

A２７ ストックマネジメント計画における管渠のリスク評価の結果、対象区域に布設されている

VU管を対象とすることも考えられます。

Q２８ 対象とする施設に人孔蓋は含まれますか？

A２８ 含まれます。
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質問３に対する意見への回答（２/４）

質問３ 下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）におけるご質問（自由記入欄）

Q２９ 今回の管路施設の包括的民間委託の中に、マンホール蓋の施設情報収集整理業務を

付加することをご提案致します。

A２９ 本委託の業務内容として検討させていただきます。

Q３0 包括的民間委託の仕組みをもっと活かすためにも、多様な業務をまとめて発注することが

よいのではないかと考えます。

A３0 第１期は、対象とする区域を限定し、導入による課題や問題点を把握することとしております。

第２期以降の対象業務につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、検討

したいと考えております。
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質問３に対する意見への回答（３/４）

質問３ 下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）におけるご質問（自由記入欄）

Q３２ 「業務委託責任者」についても適切な予算を確保するようお願いいたします。

A３２ 計上することを想定しております。

Q３1 説明資料において、住民対応業務、計画的業務、災害対応業務に関する企業の参加資格

要件が規定されていますが、各業務の「主任技術者」及び各業務を統括する「業務委託責

任者」に資格要件を求める予定はありますか。

資格要件が求められる場合、どのような要件になりますでしょうか。

A３1 各業務の主任技術者の資格要件については、従前の委託に準ずる形を想定しております。

また、業務委託責任者については、公益社団法人日本下水道管路管理業協会認定の

「下水道管路管理総合技士」又は「下水道管路管理主任技士」の資格を有する者、又は

下水道管路施設の維持管理業務（点検調査、清掃、修繕に限る。）に関する１０年以上の

実務経験を有する者を想定しております。
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質問３に対する意見への回答（４/４）

質問３ 下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）におけるご質問（自由記入欄）

Q３４ 団体で参入する場合、所属している企業が産業廃棄物収集運搬業許可や車両を有して

いれば、参入可能な条件にしていただきたい。

A３４ 団体で参入する場合、所属している企業が、産業廃棄物収集運搬業許可を受けている、

かつ、団体として、高圧洗浄車及び強力吸引車を専属に使用できる場合については、

参入可能です。

なお、A24の回答のとおり、入札参加資格者名簿への登録は必須です。

Q３３ 「発注方式に関して、これまで同様の仕様発注と検討されていますが、民間の創意工夫を

最大限発揮できるよう性能発注（アウトカム指標等）の導入検討をお願いいたします。

A３３ 導入初期から性能発注とすることは受託者のリスクが大きいため、発注方式については、

仕様発注を想定しております。
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質問３に対する意見への回答（４/４）

質問３ 下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）におけるご質問（自由記入欄）

Q３５ JVでの参入を検討しており、代表企業以外の構成企業は市内本店以外でも参入可能な

要件としていただきたい。

A３５ 代表企業以外の構成企業についても「市内業者」で考えております。
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アンケート集計結果（質問４）（公表用）

質問４ 本業務への参入について

JVの代表企業で参入
１６％（４社）

【２０社回答（複数回答可）】

参入の意思なし
３４％（９社）

JVの構成企業で参入
３４％（９社）

JVの下請企業で参入
４％（１社）

単独で参入
４％（１社）

未記入
８％（２社）



27

質問４に対する意見への回答（１/２）

質問４ 本業務への参入についてにおけるご質問

Q３６ 単独での参加も考えられますが、その規模を想像すると新たな人材の確保等の障害があり

単独での参加には不安な点も多い。

A３６ 複数年に渡り、主任技術者が専任となると負担が大きいため、他委託等と兼務できるよう、

配置体制を想定しております。また、共同企業体としての参加も可能としております。

Q３７ 要望受付・現地確認・清掃業務・修繕業務を単体で実施できる市内業者は少ないと思われ

ます。

また業者も人手不足の中での企業経営となっており、人員的に厳しい状態となっております。

地理的条件、提案内容、緊急性、その他諸条件を勘案すると地元業者で協力してできれば

最善と考えます。

A３７ 複数年に渡り、主任技術者が専任となると負担が大きいため、他委託等と兼務できるよう、

配置体制を想定しております。また、共同企業体としての参加も可能としております。
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質問４に対する意見への回答（２/２）

質問４ 本業務への参入についてにおけるご質問

Q３８ 将来、改築工事や計画策定等の業務が含まれるようになると規模が大きくなり、魅力が

高まります。

A３８ 第１期は、対象とする区域を限定し、導入による課題や問題点を把握することとしております。

第２期以降の対象業務につきましては、本委託導入における効果検証結果等を踏まえ、検討

したいと考えております。
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質問５に対する意見への回答（１/７）

質問５ その他、ご意見

Q３９ 仕様発注を検討されていますが、価格以外の総合評価ではどのような提案を想定して

いますか？

A３９ 総合評価落札方式を想定しておりますが、提案内容については、今後検討を進めてまいり

ます。

Q４０ P.5にある導入案の「計画的業務」はストックマネジメント計画関連調査ですか？

また、仕様発注なので、調査箇所も指定されるものでしょうか？

A４０ そのとおりです。

Q４１ P.9「住民対応業務」の夜間20時～翌7時、土日祭日の割合はわかりますか？

また、管・桝の詰まりの割合はどの程度でしょうか？

A４１ 対象区域における平成30年度～令和２年度の住民対応業務の実績件数（約180件）のうち、

平日夜間約40件（約20％）、土日約10件（約5％）、詰まり約70件（約40％）となっております。
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質問５に対する意見への回答（２/７）

質問５ その他、ご意見

Q４２ 「下水道管路施設情報の整理」（データベース化）は、包括業務を運営するにあたり必要

不可欠なものと考えています。

次期包括も含めた長期的な視野を踏まえて、導入案に業務内容のデータベ－ス化（台帳に

紐付け）を加えることは可能ですか？

A４２ 管路施設維持管理情報及び要望内容について、マイシティレポートへの整理を想定して

おります。整理方法については検討中です。

現在、マイシティレポートと下水道台帳システムとは連携しておりませんが、将来的には、

台帳システムの改良を行い、マイシティレポートの情報を台帳システムに取り込むことを

検討しております。

Q４３ 導入案に統括管理業務及び統括管理ツ－ル（ICT）を加えることは可能ですか？

A４３ P.10のとおり、対象とする業務内容から、一元的統括管理は業務委託責任者の業務として

おります。なお、統括管理ツール（ICT)については、受託者の創意工夫と考えております。
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質問５に対する意見への回答（３/７）

質問５ その他、ご意見

Q４４ ストックマネジメント計画を貸与していただく事は可能ですか？

A４４ 契約後に貸与する予定です。

Q４５ P.10の「災害対応業務」は災害時の一次調査とは別なものと理解してよろしいですか。

A４５ そのとおりです。

Q４６ 千葉市との間で、大規模災害発生時に被災した公共ます及び取付管の調査応急復旧に

関する協定を締結しておりますが、この包括的民間委託の導入に伴い、被災時の復旧

作業における実務等について変更することがあるのでしょうか。

A４６ 変更が生じることはありません。
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質問５に対する意見への回答（４/７）

質問５ その他、ご意見

Q４８ 今回の包括的民間委託においても採算が合わねば民間企業なので参入する業者数が

少なくなり、破綻するかもしれません。

今まで、地元企業が業務委託で対応できたのは、土地勘、置場や重機保管場所が近隣に

あり、即応できたものだと思います。

地元企業と対象区域を切り離しても、大丈夫なのでしょうか。

A４８ 包括的民間委託は様々な課題があることから、以上のことにつきましても、検証してまいり

ます。

Q４７ 精算が遅くなることが懸念されます。

A４７ 一定期間（例えば半期）毎の支払いを想定しております。
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質問５に対する意見への回答（５/７）

質問５ その他、ご意見

Q４９ 国土交通省では、維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向け、維持

管理データの電子化・データベース化について補助メニューの充実を図るなど、積極的に

支援しています。

このため、試行的な位置づけでもある本包括において、点検・調査を行ったデータをどのよ

うに効率的に既存台帳システムに取り込むか検討を行うべきと考えます。

調査延長が膨大になると電子化およびシステムへの入力数量も膨大となり、それに要する

費用も高額となります。今のうちに検討すべきと考えます。

A４９ 今後、業務を検討していく上で、参考とさせていただきます。

Q５０ 災害対応について地震時に限定されていますが、水害等の他の災害を対象に含めることも

住民サービスの観点から有効と思われます。

A５０ 今後、業務を検討していく上で、参考とさせていただきます。
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質問５に対する意見への回答（６/７）

質問５ その他、ご意見

Q５１ 詰まりやすい管渠等についての定期清掃を業務内容に加えても有効であると思われます。

A５１ 今後、業務を検討していく上で、参考とさせていただきます。

Q５２ 計画的業務（管渠内調査）について圧送管は範囲外と思われますが、圧送管の調査に

ついても業務内容に加えても有効であると思われます。

A５２ 今後、業務を検討していく上で、参考とさせていただきます。

Q５３ 現場責任者は専任とする、と記載がありますが、常駐を求めているのでしょうか。

またその場合、常駐する場所の指定等はあるのでしょうか。

A５３ 業務委託責任者には、現場作業については原則、常駐を求めます。

なお、P.8のとおり、要望受付については、現場事務所への常駐は求めませんが、24時間

365日連絡可能な体制の確保をお願いいたします。
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質問５に対する意見への回答（７/７）

質問５ その他、ご意見

Q５４ 今期対象期間は3年間と検討されていますが、次期以降については民間の創意工夫による

改善効果（コスト削減、効率性向上等）を発揮するためにも、対象業務の拡大及び長期契約

（5年間程度）の検討をお願いいたします。

A５４ 第２期以降の対象業務及び期間につきましては、本委託導入における効果検証結果を

踏まえ、検討したいと考えております。



この度は、下水道管路施設の包括的民間委託の導入検討に係る

アンケートにつきまして、ご協力いただきありがとうございました。

導入方針及び今後のスケジュールにつきましては、令和４年４月に

公表を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
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【問合せ先】

千葉市建設局下水道建設部下水道計画課

資源・技術開発班 担当：梛野（なぎの）、笠島（かさじま）

電話番号：043-245-5419

E-mail    ： keikaku.COC@city.chiba.lg.jp


