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この「吹田市公共下水道事業における官民連携事業検討業務 要求水準書」（以下、「本書」）

は、吹田市（以下、「本市」又は「発注者」）が実施する吹田市公共下水道事業における官民連携

事業検討業務（以下、「本業務」）を委託するため、本業務を受注する民間事業者（以下、「受注

者」）の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めるものである。また、本書は、プロポ

ーザル参加希望者（以下、「参加者」）に交付するものであり、本書及び別冊とともに以下の書類

で一体を成すものである（これらの書類を総称して、以下、「プロポーザル実施要領等」）。 

① 吹田市公共下水道事業における官民連携事業検討業務 公募型プロポーザル実施要領 

② 吹田市公共下水道事業における官民連携事業検討業務 要求水準書 

③ 吹田市公共下水道事業における官民連携事業検討業務 提案評価基準 

④ その他、発注者が公表した書類 

⑤ 上記に関する質問回答書 

参加者は、プロポーザル実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成し、本市

に提出するものである。 

 

  



- 3 - 

 

第１章 総 則 

１.１ 業務の背景と目的 

吹田市下水道事業は、昭和 34 年に事業着手し 60 年が経過した。令和元年度末の管路総延⾧

は約 846km である。その内、下水道管の標準的な耐用年数である 50 年を経過した管路は約

188km（約 22%）あり、今後 10 年間で約 328km（約 40%）にまで増加する。 

本市では、平成 29 年度に吹田市ストックマネジメント（以下、SM）実施方針を策定し、予

防保全型の維持管理へと転換を図った。SM 実施方針では、実施方針策定時点の緊急度Ⅰ・Ⅱ

に占める割合（＝措置が必要となる割合として）である 35%の水準維持を目標とし、年あたり

10.1km、14 億円程度の事業量になると推定した。 

また、平成 30 年度には、吹田市下水道総合地震対策計画を策定し、市内の重要な幹線を対象

として耐震化に取り組むものとした。第 1 次計画では令和 5 年度までに 14.3km の管路を耐震

化する計画である。 

これらの下水道管路施設、いわゆる「モノ」の老朽化対策や地震対策に関連する事業を円滑

に進めていくためには、下水道部職員「ヒト」が必要である。そこで、本市では、令和 3 年度

より「下水道管路施設維持管理等業務」を委託した。これは、下水道管路施設の包括的民間委

託といわれる PPP であり、下水道部職員「ヒト」不足を解決するとともに、民間事業者の創

意工夫により効率的な維持管理の実現ができるよう複数年契約で包括的な委託としたもので

ある。 

しかし、同業務を委託したとしても本市の下水道管路施設に関する課題が解消されたとは言

い難い状況にある。本市が抱える課題を以下に示す。 

課題①：事業量増大に伴う職員数の不足 

課題②：市内業者の受注機会の創出及び確保 

 

課題①については、SM 計画や総合地震対策計画に伴い事業量の増大が見込まれることに対

し、対応できる職員数の不足があげられる。したがって、事業を円滑に執行できる体制を確保

するとともに、若年層への技術継承問題を解決しなければならない。 

課題②については、地方自治体として市内業者の受注機会の創出及び確保に努めなければな

らない。下水道管路施設における PPP/PFI では、複数年・一括発注を進めることが基本的な

考え方となっている。しかし、一括発注を進めた場合、市内の中小企業には受注機会が損なわ

れるとの懸念がある。また、地方自治体側としても災害時等の有事において、迅速に復旧作業

に協力する市内業者の存在は必要不可欠である。したがって、市内業者の受注機会を確保又は

新たに創出し、下水道事業の運用水準を維持できるようにしなければならない。 

上記課題を解決するため、本市では、国土交通省の支援事業である「令和 2 年度下水道事業

における公共施設等運営事業等の案件形成に関する方策検討業務」に応募し、モデル都市に選

ばれたことから、解決方法としての PPP/PFI 導入について基本検討を実施したところである

（以下、上記業務と検討を「モデル都市業務」と称す）。 

本業務では、モデル都市業務で基本検討を実施した「下水道分野におけるコンストラクショ

ンマネジメント」（以下、「CM」※1））の導入可能性について検討することを目的とする。ま
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た、CM 導入に際して、検討が必要となる事項として、将来事業量に対する職員の将来業務量

の算出、将来工事のスキームや工区案をとりまとめ、民間事業者にサウンディング調査をそれ

ぞれ実施することで、CM の役割分担を検討するとともに、CM の導入効果分析、費用対効果

分析を行うものである。 

 

１.２ 適用範囲 

本書は、本市が発注する吹田市公共下水道事業における官民連携事業検討業務に適用する。

受注者は、本書に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。 

本書、別紙に疑義が生じた場合は、発注者と受注者との協議により決定する。 

 

１.３ 履行期間 

本業務の履行期間は次のとおりとする。 

履行期間：契約締結日から令和 4 年 2 月 28 日まで 

 

１.４ 用語の定義 

本書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

① 指示とは、発注者の発議により、発注者が受注者に対し、発注者の所掌事務に関する方

針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 

② 承諾とは、受注者の発議により、受注者が発注者に報告し、発注者が了解することをい

う。 

③ 協議とは、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

④ 業務完了とは、受注者が 1.11 に示す各業務の要求水準を満たした上で、発注者に報告書

を提出し、発注者の検査に合格することをいう。 

⑤ 完了期限とは、業務完了するまでの期限について、発注者が個別に設定した期限をいう。 

⑥ 休日とは、以下を指す。 

 土曜日及び日曜日。 

 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日。 

 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

⑦ 平日とは、前項を除いた日をいう。 

 

１.５ 費用の負担 

本業務の履行に係る検査等により生じる必要な費用は、本書に明記のないものであっても、

原則として受注者の負担とする。 

 

１.６ 秘密の保持等 

① 受注者は業務遂行の中で知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

② 業務の実施により得られた資料及び成果の所有は発注者に帰属するものとし、受注者は

発注者の承諾なくこれらを公表してはならない。 
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１.７ 法令等の遵守 

① 受注者は、業務を実施するに当たり、【別紙 1】遵守法令等に掲げる法令の他、関連する

法令、条例、規則等を遵守しなければならない。 

② 受注者が使役する全ての使用人等に対する関係諸法令の運用、適用は、受注者の責任と

負担において行わなければならない。 

③ 受注者は、吹田市の定める吹田市個人情報保護条例及び関係する諸規程を遵守しなけれ

ばならない。 

 

１.８ 中立性の堅持 

受注者は、中立性を堅持しなければならない。 

 

１.９ 公益確保の義務 

受注者は、業務を行うにあたっては公益の安全及び環境その他の公益を害することのないよ

うに努めなければならない。 

 

１.10 業務範囲 

受注者の行う業務は以下のとおりとする。なお、業務の詳細については各々後述する。 

① 基礎調査 

② 下水道分野での地域育成型 CM 基礎検討 

③ デジタルトランスフォーメーション(以下、「ＤＸ」※3))によるマネジメントサイクル検

討 

④ 地域企業へのサウンディング（※4））調査 

⑤ 要求水準書（案）の作成 

⑥ とりまとめ 

 

１.11 提出書類 

① 受注者は、契約締結後、速やかに契約書に示す書類を発注者に提出し、承諾を受けた上

で業務に着手しなければならない。各書類の様式は発注者との協議により決定する。 

② 提出した書類の内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに変更届を発注者に提出しな

ければならない。 

③ 受注者は、業務が完了した時は、速やかに完了届及び業務報告書（正副 2 部、電子成果

含む）、を発注者に提出しなければならない。 

④ 前各項の提出図書の他、発注者が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなけれ

ばならない。 

⑤ 電子データの提出は Microsoft Excel 形式・Word 形式（Windows 版、バージョンは 2010

以降とする。）で提出すること。なお、図面、位置図及び写真帳については PDF 又は発

注者が別途指示するファイル形式にて提出すること。 
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１.12 打合せ及び記録 

受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と密接な連絡をとり、必要な段階で

打合せを行うものとし、その内容については、その都度必要に応じて打合せ記録簿を作成、発

注者に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

 

第２章 業務内容 

２.１ 基礎調査 

２.１.１ 資料収集・整理 

以下に示す関連する事業や情報を収集・整理する。 

 下水道ストックマネジメント計画 

 下水道総合地震対策計画 

 過去の下水道管路施設の改築設計委託の情報 

 過去の下水道管路施設の改築工事の情報 

 下水道台帳電子データ 

 その他必要な資料 

 

２.１.２ 事例収集・整理 

官民連携手法を導入している先進的な事業体の実施状況を調査した上、官民連携手法を導入

した場合の効果と課題を整理する。なお、本業務における事例収集の対象は下水道事業に限る

ものではない。 

効果と課題の整理では、以下の事項について可能な限り調査する。 

 導入手法及びその実績数 

 基本契約書（契約期間、業務範囲、委託内容等） 

 要求水準書（要求水準、リスク分担、モニタリング方法等） 

 発注方式、プロポーザル等公告資料 

 

２.１.３ 課題・方針整理 

2.1.1 及び 2.1.2 で収集・整理した情報を踏まえ、市側の課題、民間企業の課題を抽出し、今

後の方針を整理する。 

 

２.１.４ 発注規模と将来業務量の整理 

2.1.1 及び 2.1.2 で収集・整理した情報を踏まえ、将来工事における適当な発注規模とその将

来業務量（自治体職員の負担量）について整理する。本項で検討した内容を基に 2.4 地域企業

へのサウンディング調査を実施する。 
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２.２ 下水道分野での地域育成型 CM 基礎検討 

下水道分野に特化した CM の要求水準等を検討するため、導入可能性調査を実施する。自治

体と地域企業による「地産地消で下水道事業を継続する」ための技術及びマネジメントの補完

的な CM のあり方を検討する。また、CM 導入による事業実施職員数の不足に対する効果と導

入後の費用対効果について分析する。 

２.２.１ 下水道分野での CM 基礎検討 

下水道分野での CM について、具体的な事業対象範囲、施設、期間、数量を整理する。事業

内容については複数案作成し、導入効果の検討で定量的もしくは定性的な効果を示し、事業ス

キームを決定する。 

 

２.２.２ 地域企業育成型 CM の検討 

従来の小ロット発注から大規模なロットでの発注にも対応できる地域企業と CM を組み込ん

だ履行体制とマネジメント手法について検討する。 

また、自治体と地域企業による「地産地消で下水道事業を継続する」ための技術・マネジメ

ントの補完的 CM のあり方についても検討する。 

 

２.２.３ CM 導入による自治体への効果分析 

事業実施にあたり、本市で必要な担当職員の人数を整理する。執行体制の検討に際しては、

後述するサウンディング調査の結果も踏まえて検討する。ＣＭ導入による自治体職員の業務量

負担軽減効果、費用対効果を分析する。また、将来事業量に対し、下水道事業が継続できるか

についても分析する。 

 

２.３ DX によるマネジメントサイクル検討 

効率的な下水道管路施設の管理とマネジメントサイクル確立のために DX を活用したシステ

ムの構築を検討する。 

２.３.１ 業務内容の現状分析 

マネジメントサイクルを確立し、データシステムを構築することを視点として、本市下水道

事業の業務内容を整理、分類する。 

 

２.３.２ 業務改善手法の検討 

2.3.1 で整理、分類した業務内容に対し、DX による業務改善手法の導入を検討する。また、

業務改善手法の検討にあたっては、マネジメントサイクルのどの部分を担い、サイクルを回す

ことになるかを検討すること。 

 

２.３.３ データシステムの検討 

2.3.1 及び 2.3.2 で検討した内容を基に、維持管理情報を蓄積するデータシステム構築を検討

する。検討にあたっては、本市の下水道台帳システムとどのようにリンクするのか検討すると

ともに、実際の業務が円滑に執行されることを意識して検討すること。 
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２.３.４ DX 導入による効果検討 

2.3.3 までの検討結果を基に、DX 導入による効果（定性的並びに定量的）を検討する。 

 

２.４ 地域企業へのサウンディング調査 

２.４.１ 官民連携プラットフォームの運営補助 

本事業に関して、本市と民間企業の意見交換及び勉強会の場として、官民連携プラットフォ

ームの運営を補助し、両者の意見等を事業スキームへ反映する。 

 

２.４.２ サウンディング調査の実施補助 

民間事業者の参入意欲の確認や意見交換をするため、サウンディング型市場調査を実施する。

サウンディング型市場調査では、官民連携手法を導入する場合に想定される関連する企業に対

して、技術提案や要望の提示を求め、提出された資料を整理する。 

 

２.４.３ 事業スキームへの反映 

サウンディング調査結果で得られた内容を事業スキームへ反映する。 

 

２.５ 要求水準書（案）の作成 

２.５.１ 要求水準の設定 

2.4 までの検討内容を基に、下水道分野におけるＣＭの要求水準を検討する。要求水準の設定

にあたっては、CM として従事する民間企業が創意工夫を発揮できるようインセンティブなど

の仕組みについても検討する。 

 

２.５.２ リスク分担の整理 

2.5.1 の要求水準に対し、事業実施時におけるリスクの要因となる事項について、具体的な事

例を想定して検討を行い、リスク分担の具体的内容及び官民での分担方法について整理する。

また、リスク分担に基づいたコンティンジェンシープラン（※5)）の策定に必要な条件につい

ても整理する。 

 

２.５.３ 要求水準書（案）の作成 

2.5.1 要求水準の設定、2.5.2 リスク分担の検討を基に下水道分野における CM の要求水準書

（案）を作成する。 

 

２.６ 報告書とりまとめ 

本業務で実施した検討項目を整理し、最適な事業手法に係る方針の確定・確認事項を成果と

して「業務報告書」にとりまとめる。また、報告書の「概要版」は、関係部局の承認を得るた

めに必要な図書を作成する。 
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２.７ 業務の検査 

受注者は、2.1～2.6 に規定する全ての作業が終了したとき（以下、「業務終了時」）本書に指

定された提出図書及び書類を提出し、本市の検査を受けなければならない。 

検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに修正しなければならない。また、業務範囲

内の内容で追加の資料を求められた場合には対応しなければならない。 

本市による検査の合格後、提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。 

業務完了以後において、明らかに受注者の責による業務上の瑕疵が発見された場合、受注者

は、直ちに当該業務の補正及び修正等を行わなければならない。 

 

 

※本書中の用語の説明 

１）コンストラクションマネジメント（CM） 

発注者の立場に立ったコンストラクションマネジャー（※2））が、プロジェクトの目標や

要求の達成を目指してプロジェクトを主体的に進めていく方式を指す。 

２）コンストラクションマネジャー（CMr） 

技術的な中立性を保ちつつ、発注・設計・工事の各段階で建設プロジェクトのマネジメン

トを主体的に推進する立場のもの。事業構想や基本計画、運営管理段階までのマネジメン

トを含む場合もある。 

３）デジタルトランスフォーメーション（DX） 

環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをも

とに製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセ

ス、風土を変革し、優位性を確立すること。 

４）サウンディング 

事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話に

より民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させる

ための情報収集を目的とした手法。 

５）コンティンジェンシープラン 

災害や事故などの不測の事態が起こったときに、できる限り迅速に通常業務に復旧させ、

その被害を最小限に留めることを可能にする、リスク発生時に取るべき行動指針や事前対

策を定めたもの。 
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【別紙１】遵守法令等 

 

1) 健康保険法 及び同法関連法規 

2) 労働基準法 及び同法関連法規 

3) 労働者災害補償保険法 及び同法関連法規 

4) 消防法 及び同法関連法規 

5) 建設業法 及び同法関連法規 

6) 建築基準法 及び同法関連法規 

7) 港湾法 及び同法関連法規 

8) 毒物及び劇物取締法 及び同法関連法規 

9) 道路法 及び同法関連法規 

10) 下水道法 及び同法関連法規 

11) 中小企業退職金共済法 及び同法関連法規 

12) 道路交通法 及び同法関連法規 

13) 河川法 及び同法関連法規 

14) 電気事業法 及び同法関連法規 

15) 騒音規制法 及び同法関連法規 

16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び同法関連法規 

17) 水質汚濁防止法 及び同法関連法規 

18) 酸素欠乏症等防止規則 及び同法関連法規 

19) 労働安全衛生法 及び同法関連法規 

20) 雇用保険法 及び同法関連法規 

21) 緊急失業対策法 及び同法関連法規 

22) 公害対策基本法 及び同法関連法規 

23) 振動規制法 及び同法関連法規 

24) 環境基本法 及び同法関連法規 

25) 吹田市環境基本条例 及び同法関連法規 

26) 個人情報の保護に関する法律 

27) 吹田市個人情報保護条例 

28) 吹田市公共下水道条例 

29) その他本業務に関わる法令等 

 

 

 

 


