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1．事業実施計画書の概要と確認 

1.1水質管理について 

水質管理業務は、良好な処理水質を維持するとともに、適切に汚水を処理するために行う業務

であり、公共用水域の水質保全や水辺環境の改善に寄与する業務である。水質管理基準は、「下水道

維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会）」に示されるように、以下

のフローに基づいて定められる。 

水質管理基準の具体的な検討内容は、「下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント

編（日本下水道協会） 第 4 章計画的維持管理  第 3 節ポンプ場・処理場施設の計画的維持管理Ⅷ

水質管理」に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会） P219 図 4.3.21 を一部修正） 

図 1.1 水質管理基準フロー 

 

 

 

1.1.1 水質管理の目標設定 

水質管理目標は、公共下水道処理場及び農業数楽排水処理施設の放流水質については、要求水

準書 【別紙６及び１６】を満たすものとする。 

 

1.2．エネルギー管理について 

エネルギー管理業務は、処理場等の省エネルギー化を図る業務である。エネルギー使用の合理

化等に関する法律（以下、「省エネ法」という。）では、事業者単位で一定以上のエネルギー使用

がある場合、エネルギー使用の合理化の中長期計画や定期報告書の国への提出、中長期的にみて

年平均１％以上のエネルギー消費原単位の削減等を義務付けている。エネルギー管理基準は、「下

水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会）」に示されるように、

以下のフローに基づいて定められいる。 
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エネルギー管理基準の具体的な検討内容は、「下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジ

メント編（日本下水道協会） 第 4 章計画的維持管理  第 3 節ポンプ場・処理場施設の計画的維持管

理 Ⅸエネルギー管理」に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会） P228 図 4.3.25 を一部修正 

図 1.2 エネルギー管理基準フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 エネルギー管理の目標設定 

エネルギー管理目標を達成するために、受託者は、各設備の運転操作方法について検討する。

処理場等は、ポンプ設備、水処理設備、汚泥処理設備等の様々な設備で構成されているため、設

備ごとに運転条件を整理し、適切な操作量、頻度等の運転操作指標を設定する必要がある。 

エネルギー管理目標と水質管理目標はトレードオフの関係にあることから、効率的にエネルギ

ー管理を行うためには相互の調整と連携が重要となる。 

設備ごとの詳細な省エネ対策は、「下水道維持管理指針－2014 年版－実務編（日本下水道協会） 

第 11 章 ポンプ場施設、第 12 章 水処理施設、第 13 章 汚泥処理施設」、「下水道における地球温暖

化対策マニュアル－平成 28 年 3 月－（環境省・国土交通省）」や「活性汚泥法等の省エネルギー

化技術に関する技術資料－2014 年 3 月－（日本下水道新技術機構）」等の各マニュアル、技術資料

に示されており、委託者は、標準的な基準に対し、受託者の基準に大きな相違がある場合には、その考

え方等を確認し、必要に応じ改善することを要求する。例えば水処理施設においては、「下水道維

持管理指針－2014 年版－実務編（日本下水道協会）」の「第 12 章 参考 5」で示される省エネ運

転事例と受託者が定めた運転管理方法を比較する。 

表1.2 に、エネルギー管理の運転操作指標（案）を示す。 
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表 1.2 エネルギー管理の運転操作指標（案） 
 

工程 設備区分 エネルギー管理操作項目 

前処理工程 電気使用設備 沈砂池設備、
主ポンプ設備 

１.スクリーン設備間欠運転（タイマー水位差検出、主ポ
ンプと連動） 
２.揚砂設備間欠運転、池順次・交互運転
３.流入水量に応じた池数制御 
４.主ポンプ運転の効率化 
①台数制御 
②回転数制御 
③高水位運転（揚程の低減） 

５.主ポンプ揚水量の平準化（管きょ、調整池を利用） 

水処理工程 電気使用設備 最初沈殿池設備 １.流入水量に応じた池数制御 
２.掻き寄せ機間欠運転（タイマー、汚泥界面）   
３.汚泥引き抜きポンプ間欠運転（タイマー、濃度、プリ
セット量） 
４.スカム除去設備スカム捕捉効率の向上 
（返流水量の低減） 

反応タンク設備 １.送風量適正化 
①流入水量比例制御 
②MLSS制御 
③DO制御 

２.散気装置目詰まり防止対策（圧力損失の低減） 
３.電力使用量の低減 
①ターボブロワ（台数制御、インレットベーン制御） 
②ルーツブロワ（台数制御、回転数制御） 
③水中撹搾機曝気機（回転数制御、間欠運転） 

４.消泡水量の適正化、間欠散水 

最終沈殿池設備  
１.掻き寄せ機間欠運転（タイマー、汚泥界面） 
２.返送汚泥ポンプ（台数制御、回転数制御） 
３.余剰汚泥ポンプ間欠運転（タイマー、濃度、プリセッ
ト量） 
４.スカム除去設備スカム捕捉効率の向上 （返流水量
の低減） 

汚泥処理工程 電気使用設備 汚泥濃縮設備 １.濃縮性能の向上（濃縮汚泥量の削減） 
２.固形物回収率の向上 

電気使用設備 汚泥脱水設備 １.供給汚泥濃度管理 
２.搬送設備も含めた脱水機系列の制御 

出典：下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会）P230 表 4.3.24 を一部修正 
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1.3. 保全管理基準の確認について 

保全管理基準では、処理場等の設備の状態を把握し、機能維持を図るために、保守点検や修繕

の各種基準が定められている。 

表 1.3 に、保全管理基準の内容と確認方法（案）を示す。 

表 1.4 に、農業集落排水施設保全管理基準の内容を示す。 
 

表 1.3 保全管理基準の内容と確認方法（案） 

項目 内容 確認方法 

保守点検 ･ 設備の状態を把握し、異常の有無を確

認する点検基準（日常点検、定期点検、

法定点検等）の設定 

･ 消耗品等の確認、補充、交換等を行う 

保守基準の設定 

･ 設備ごとの点検基準、消耗品等の補充、交換

等の保守点検基準に対し、過年度の基準や

各種文献等で示される標準的な基準に対

し、受託者の基準に大きな相違がないか確 

認する。（表 1-9 参照） 

修繕 ･ 設備の機能を維持するための一部の部

分取替え（部品交換）を行う修繕方法 

（突発修繕対応方法等） 

･ 大規模修繕の実施計画（レベル 3） 

･ 過去の修繕履歴と大きな相違がないか確認

する。 

･ ストックマネジメント計画のうち、修繕・改 

築計画と整合しているか確認する。 

 

 

表 1.4 に、農業集落排水施設保全管理基準の内容 

項  目 内  容 

自動荒目スクリーン 

（前処理設備） 

<自動荒目スクリーン> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認（タイマー運転の場合は、手動に切

り替える） 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

・可動部の変形、損傷、摩耗、グリースの漏れ等、劣化の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者

が記録していない場合） 

ばっ気沈砂槽 

（前処理設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形

状変化等） 

破砕機及び細目スクリ

ーン 

（前処理設備） 

<破砕機> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者

が記録していない場合） 

<細目スクリーン> 

・損傷や劣化の確認 
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項 目 内 容 

流量調整槽 

（流量調整設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露

出、形状変化等） 

<流量調整ポンプ> 

・吐出量の確認（確認場所：汚水計量槽） 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管

理者が記録していない場合） 

自動微細目スクリー

ン及びスクリーン槽 

（流量調整設備） 

<自動微細目スクリーン> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認（タイマー運転の場合は、手動

に切り替える） 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

・可動部の変形、損傷、摩耗、グリース漏れ等、劣化の確認 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管

理者が記録していない場合） 

<スクリーン槽> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

汚水計量槽 

（流量調整設備） 

<汚水計量槽> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

沈殿分離槽 

（生物処理設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露

出、形状変化等） 

嫌気性ろ床槽 

（生物処理設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露

出、形状変化等） 

<汚泥引抜ポンプ> 

・手動にて稼動させ、本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・吐出量の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管

理者が記録していない場合） 

<配管、バルブ類> 

・エア配管（ライザー管）の損傷（空気漏れ）、腐食、発錆等、劣化の

確認 

・バルブ類の変形、損傷、腐食、発錆等、劣化の確認 

<その他> 

・移流板（管）の損傷等の確認 

・接触材脱落等、異常の確認 
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項  目 内  容 

接触ばっ気槽、ばっ気

槽、回分槽、ＯＤ槽、

脱窒槽、硝化槽等 

（生物処理設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形状

変化等） 

<接触材> 

・接触材脱落等、異常の確認 

<返送水計量槽> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

<ばっ気撹拌装置> 

・槽内ばっ気状態の確認（撹拌状態） 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者が

記録していない場合） 

<上澄水排出装置> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

・可動部の変形、損傷、グリース漏れ等、劣化の確認（駆動装置に油圧（また

は電動）シリンダを使用している場合） 

<処理水ポンプ> 

・本体の振動や異音等、異常の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者が

記録していない場合） 

<汚泥引き抜きポンプ> 

・本体の振動や異音等、異常の確認 

・吐出量 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者が

記録していない場合） 

<配管、バルブ類> 

・エア配管（ライザー管）の損傷（空気漏れ）、腐食、発錆等、劣化の確認 

・バルブ類の変形、損傷、腐食、発錆等、劣化の確認 

沈殿槽 

（沈殿設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、

形状変化等） 

<越流堰> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 

<汚泥引抜ポンプ> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・吐出量の確認 

<搔寄機> 

・本体及び減速機の振動や異音等、作動異常の確認 

<スカムスキマ> 

・本体の変形、損傷等、劣化の確認 

・動作状況の確認 

<返送汚泥計量槽> 

・本体の変形、損傷、腐食、たわみ、発錆等、劣化の確認 
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項  目 内  容 

散水ポンプ槽 

（散水設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形

状変化等） 

<散水ポンプ> 

・吐出量の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

消毒槽 

（消毒設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形

状変化等） 

<消毒器> 

・本体の変形、損傷、劣化の確認 

放流ポンプ槽 

（放流設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形

状変化等） 

<放流ポンプ> 

・吐出量の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

<非常用エンジンポンプ> 

・エンジン始動確認 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・燃料の残量確認 

・オイル量及び漏水の確認 

汚泥処理槽 

（汚泥処理設備） 

<コンクリート躯体> 

・槽内気相部のコンクリート状態の確認（変色、剥離・剥落、骨材露出、形

状変化等） 

<汚泥引抜ポンプ> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・吐出量の確認 

<配管、バルブ類> 

・配管の損傷、腐食、発錆等、劣化の確認 

・バルブ類の変形、損傷、腐食、発錆等、劣化の確認 

ブロワ設備 <ブロワ> 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・空気量、圧力の確認 

・グリス等の飛散状況の確認 

・電流値の確認（絶縁抵抗値） 

・年間の稼動時間の確認（アワーメーター等を設置しているが、維持管理者

が記録していない場合） 

換気設備 <換気扇> 

・室内臭気等、換気状況の確認 

・本体の腐食、損傷等、劣化の確認 

・換気設備の腐食、損傷等、劣化の確認 

<配管、バルブ類> 

・配管の損傷、腐食、発錆（鋼製部材の場合）等、劣化の確認 

・バルブ類の変形、損傷、腐食、発錆（鋼製部材の場合）等、劣化の確認 

脱臭設備 <脱臭装置> 

・本体の腐食、損傷等、劣化の確認 

配管設備 <全体配管> 

・配管の腐食、損傷等、劣化の確認 
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項  目 内  容 

電気設備 <制御盤> 

・異常発熱や異音の有無、コードや接点の変色等について確認 

・直接目視できない機器類については、必要に応じて絶縁抵抗値を測定する

ことにより劣化状況を確認 

・指示計、ランプ等、異常の有無 

<非常用発電設備> 

・エンジン始動確認 

・本体の振動や異音等、作動異常の確認 

・燃料の残量確認 

・オイル量及び漏水の確認 

 
 

 

1.4.保守点検について 

 

① 保守点検周期 

保守点検周期は、取扱説明書や製造業者推奨の点検項目・内容に準じた周期及び過去の管理記

録や機器の重要度等を参考として１回/日、１回/週、１回/月、１回/３か月、１回/６か月、１回

/年等の単位で定められる。表 1.5 に、ポンプ設備の点検項目（案）を示す。 

表 1.5 ポンプ設備の点検項目（案） 

点検周期 点検項目 

日常点検 ･ 異音、温度、圧力、弁開度、水漏れ、振動、電流値の確認 

･ グランドパッキン、メカニカルシールの確認 

定期点検 一ヶ月点検 ･ 軸受温度の測定 

･ グランドパッキン、メカニカルシールの調整 

六ヶ月点検 ･ 取付ボルトのゆるみ確認 

･ グリス交換 

･ 振動測定 

･ カップリングゴムの摩耗の確認 

一年点検 ･ ブラシ、スリップリングの摩耗の確認及びブラシ清掃 

（出典：下水道施設維持管理積算要領-終末処理場・ポンプ場施設編－2011 年版－（日本下水道協会）P123 を一部修正） 

 

 

設備ごとの詳細な保守点検の基準は、「下水道維持管理指針－2014 年版－実務編（日本下水道協

会） 第 11 章 ポンプ場施設、第 12 章 水処理施設、第 13 章 汚泥処理施設、第 14 章 電気計装設

備及び第 15 章 土木建築施設」や「下水道施設維持管理積算要領-終末処理場・ポンプ場施設編 

－2011 年版－（日本下水道協会） 第 4 編 下水道施設機械・電気設備保守点検基準」に示されてお

り、委託者は、標準的な基準に対し、受託者の基準に大きな相違がある場合には、その考え方等

を確認し、必要に応じ改善することを要求する。例えば最初沈殿池においては、「下水道維持管理

指針－2014 年版－実務編（日本下水道協会）」の「§12.3.4 保全管理」や「下水道施設維持管理

積算要領-終末処理場・ポンプ場施設編－2011 年版－（日本下水道協会）」で示される保全管理の

基準と受託者が定めた保全管理基準を比較する。 
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2． 業務実施計画書の概要と確認 

2.1 業務実施計画書の概要と確認について 

業務実施計画書は、受託者が行う運転管理業務及び保全管理業務等に対する年間計画及び月間

計画を示したものである。業務実施計画書は、事業実施計画書で示した運転管理基準や保全管理

基準に基づき、対象設備に対し、対応時期・方法、費用等を定めた実施計画であり、その計画の

妥当性を確認する。 

（1） 年間業務実施計画書 

表 2-1 に、年間業務実施計画書の内容と確認方法を示す。 

表 2-1 年間業務実施計画書の内容と確認方法（案） 

項目 内容 確認方法 

運転

管理

計画 

水質管理 ･ 年間における設備ごとの具体的な運

転操作指標、運転操作方法の設定 

･ 水質試験、汚泥試験、悪臭測定等の分

析の実施時期、実施方法、費用等の年

間計画 

･ 事業実施計画書に定められた運転

管理基準との整合性の確認 

 

･ 事業実施計画書に定める分析回

数、分析内容を満たしているか

確認 

エネルギー

管理 

･ 年間における設備ごとの具体的な運

転操作指標、運転操作方法の設定 

･ 事業実施計画書に定められた運転

操作基準との整合性の確認 

調達管理 ･ ユーティリティ（電気、通信、水道、

燃料、薬品、消耗品等）の在庫状況、

今後の調達時期、調達先、費用等の年間

計画 

･ ユーティリティの調達先、調達時

期等の確認 

保全

管理

計画 

保守点検 ･ 保守点検や消耗品等の補充の実施時

期・作業内容の年間計画 

･ 事業実施計画書で定める保守点検

回数、点検内容を満たしているか 

確認 

修繕 ･ 修繕の実施時期、施工業者、実施内容

の年間計画 

･ 各修繕に対し、優先順位や不具合

状況を考慮した修繕計画となって

いるか確認 

 
 

（2） 月間業務実施計画書 

月間業務実施計画書は、年間業務実施計画書をもとに定めた当該月の業務実施計画書である。

月間業務実施計画書は、年間業務実施計画書との整合性を確認する。 



10 

 

 

3． 運転・保全管理のモニタリング 

3.1 運転管理業務のモニタリング 

（1） 運転管理業務のモニタリングフローについて 

運転管理業務のモニタリングは、業務実施計画書に基づいて受託者が実施した水質管理業務及

びエネルギー管理業務等のプロセスを確認する。モニタリングは、各業務のプロセスを業務実施

報告書等から確認し、受託者がセルフモニタリングを行っている場合にはセルフモニタリング結

果を含めた報告書を確認する。 

水質管理業務のモニタリングでは、要求水準（BOD、SS 等）が達成されるように、設備ごとに定

められた運転操作指標（MLSS、SVI 等）の傾向を確認する。エネルギー管理業務のモニタリングで

は、省エネルギー（電力使用量削減等）が達成されるように、設備ごとに定められた運転操作指標

を確認するとともに、水質管理に影響しないか確認する。 

運転管理業務のモニタリング（実施内容の確認）を行った結果、業務実施計画書どおりに行っ

ていない場合には、業務実施状況を確認し必要に応じて改善することを指示する。また、モニタ

リングの結果、業務実施計画書どおりに各業務を行うことにより、要求水準に影響があると判断

できる場合には、業務実施計画書の見直し（運転操作方法の見直し等）の指示を行う。 

図 3.1 に、運転管理業務のモニタリングフロー（案）を示す。本節では、運転管理業務のうち、

水質管理業務及びエネルギー管理業務のモニタリングについて述べる。 
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図 3.1 運転管理業務のモニタリングフロー（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 水質管理業務のモニタリングについて 

水質管理業務のモニタリングでは、業務実施計画書に示される水質試験、汚泥試験等が適切な時

期・方法で実施し、その情報が適切に管理されているか確認するとともに、水質管理に係る運転

操作指標の傾向確認を行うことにより、要求水準の達成状況を確保する。 

水質管理業務のモニタリングは、以下の手順により行う。 

① 表 3.1 及び図 3.2 に示すように、水質管理業務が予定どおり行われたか受託者が作成する業

務実施報告書（日報、週報、月報）をもとに運転操作指標を確認する（運転操作指標の管理範

囲の運転であったか）。 

② 図 3.2 に示すように、各運転操作指標の傾向確認により、大きく変動している場合は、受託者

に確認し、要求水準の達成に影響する場合には、改善することを指示する。 
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表 3.1 水質管理に係る運転操作指標のモニタリング表（案） 
 

施設 
運転操作指標 ●月 モニタリング結果 

 上限値 下限値 1 2 ・・・ 30 31 最大 平均 最小  

最初沈殿池 流入水質 －            

流出水質 －            

除去率 ％            

池数 池            

水面積負荷 m3/m2・日            

滞留時間 時間            

汚泥引抜量 m3/日            

反応タンク HRT 時間            

送風量 m3/日            

MLDO mg/ℓ            

MLSS mg/ℓ            

SRT 日            

最終沈殿池 流出水質 －            

二次処理除去率 ％            

池数 池            

水面積負荷 m3/m2・日            

滞留時間 時間            

余剰汚泥量 m3/日            

消毒設備 接触時間 分            

塩素注入率 mg/ℓ            

受託者が整理（日報、週報、月報） 委託者確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.2 水質管理に係る運転操作指標のモニタリング（MLSS の案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 法定基準及び契約基準を要求水準とした設定(案) 
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3.1.2 エネルギー管理業務のモニタリングについて 

エネルギー管理業務のモニタリングでは、業務実施計画書に示される省エネルギー化に対する

運転操作指標が適切に管理されているか確認するとともに、その傾向確認を行うことにより、省

エネルギー化の達成状況を確保する。また、省エネルギー化に対する運転操作は、要求水準等に

影響を与える可能性もあるため、水質管理に影響しないか確認する。 

エネルギー管理業務のモニタリングは、以下の手順により行う。 

① 表 3.2 に示すように、エネルギー管理業務が予定どおり行われたか受託者が作成する業務実施報

告書（日報、週報、月報）をもとに確認する（運転操作指標の管理範囲の運転であったか）。 

② 各運転操作指標の傾向確認により、大きく変動している場合は、受託者に確認し、要求水準の 

達成に影響する場合には、改善することを指示する。 
 
 

表 3.2 エネルギー管理に係る運転操作指標のモニタリング表（案） 
 

施設 運転計画 
運転操作指標 ●月 モニタリング結果 

 上限値 下限値 1 2 ・・・ 30 31 最大 平均 最小  

主ポンプ 運転制御 台数 台            

ポンプ運転時間 時間            

ポンプ井運転水位 m            

最初沈殿池 運転制御 池数 池            

ポンプ間欠運転 時間            

反応タンク 送風量制御 MLSS mg/ℓ            

MLDO mg/ℓ            

ブロワ制御 台数 台            

運転時間 時間            

送風倍率 倍            

最終沈殿池 運転制御 池数 池            

ポンプ間欠運転 時間            

受託者が整理（日報、週報、月報） 委託者確認 

 

 

3.1.3 運転管理業務の情報管理のモニタリングについて 

運転管理業務に係る情報は、処理場等の処理プロセスや設備が所定の機能を発揮しているか判

断するために必要な情報である。特に処理場等の処理量や水質に関する基礎情報は、様々な関係

部署で利用される重要な情報である。情報管理のモニタリングでは、事業実施計画書で定められ

た情報の管理方法により、情報の蓄積が行われているか確認する。なお、運転管理の情報管理に

ついては、「下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下水道協会）  第 

5 章施設情報管理 第 3 節ポンプ場・処理場施設」に詳述されている。 
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3.2 保全管理業務のモニタリング 

3.2.1 保全管理業務のモニタリングフローについて 

保全管理業務のモニタリングは、業務実施計画書に基づいて受託者が実施した保守点検業務及

び修繕業務のプロセスを確認する。モニタリングは、各業務のプロセスを業務実施報告書等から

確認し、受託者がセルフモニタリングを行っている場合にはセルフモニタリング結果を含めた報

告書を確認する。 

保守点検業務のモニタリングは、設備の機能が維持されるように、設備ごとに定められた保守

点検の実施状況（日常点検、定期点検、消耗品の確認・補充・交換等）を確認する。修繕業務のモ

ニタリングは、保守点検により修繕が必要と判断された場合や計画的に行われる修繕の実施状況

を確認する。保全管理業務のモニタリング（実施内容の確認）を行った結果、業務実施計画書ど

おりに行っていない場合には、業務実施状況を確認し必要に応じて改善することを指示する。ま

た、モニタリングの結果、業務実施計画書どおりに各業務を行うことにより、要求水準に影響が

あると判断できる場合には、業務実施計画書の見直し（保守点検方法の見直し等）の指示を行う。

図 3.3 に、保全管理業務のモニタリングフロー（案）を示す。 
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図 3.4 保全管理業務のモニタリングフロー（案） 
 

 

3.2.2 保守点検業務、修繕業務のモニタリングについて 

保守点検業務、修繕業務のモニタリングでは、受託者から提出される月間業務実施報告書等により、

各業務の実施状況を確認する。表 3.3 に、保全管理業務のモニタリング内容（案）を示す。 
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表 3.3 保全管理業務のモニタリング内容（案） 

業務 内容 モニタリング内容 

 

保守点検業務 

 

保守点検の実施体制及び計画 
･各計画書で定めた実施体制、計画と相違がな 

いか確認 

保守点検の実施状況の確認 ･各計画書に実施していたか確認 

 
保守点検実施回数の確認 ･実施回数の確認（表 2-14 参照） 

 

保守点検内容の確認 
･各計画書で定めた保守点検基準（表 2-9 参

照）どおりに実施していたか確認 

 

故障・不具合設備の確認 

･故障・不具合設備数の確認 

･過去の保守点検結果から不具合を把握してい

たか確認 

故障・不具合設備の措置方針の 

確認 

･早急に措置方針を報告したか 

･効果的な措置方針を立案したか 

 

修繕業務 

 

修繕の実施体制及び計画 
･各計画書で定めた実施体制、計画と相違がな 

いか確認 

修繕の実施状況の確認 ･各計画書どおりに実施していたか確認 

 
修繕実施回数の確認 ･実施回数の確認 

 

 
修繕内容の確認 

･各計画書で定めた修繕方法（部品交換内容） 

で実施していたか確認 

･ストックマネジメントの修繕・改築計画との 

調整 

 
 

表 3.4 保守点検結果の確認（案） 
 

 
施設 

 
機器名 

 

日常
点検 

 

平成●年●月 
 

異常
有無 

 
不具合状況 

 

修繕
必要性 

1 2 3 4 ・・・ 28 29 30 31 

A浄化センター No.１汚水ポンプ 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター No.２汚水ポンプ 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 異常 異常 異常 有 液漏れ発生 有 

A浄化センター Ｎｏ．１送風機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター Ｎｏ．２送風機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター Ｎｏ. ３送風機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター No.1初沈汚泥掻寄機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター No.2初沈汚泥掻寄機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター No.1汚泥脱水機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

A浄化センター No.2汚泥脱水機 毎日 正常 正常 正常 正常  正常 正常 正常 正常 無 ― ― 

 

 

3.2.3 保全管理業務の情報管理のモニタリングについて 

保全管理業務に係る情報は、保守点検、故障及び修繕・改築等の情報であり、設備が所定の機

能を発揮しているか判断するために必要な情報である。情報管理のモニタリングでは、事業実施

計画書で定められた情報の管理方法により、情報の蓄積が行われているか確認する。なお、保全

管理の情報管理については、「下水道維持管理指針－2014 年版－総論編・マネジメント編（日本下

水道協会） 第 5 章 施設情報管理 第 3 節ポンプ場・処理場施設」に詳述されている。 
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4． 運転・保全管理の評価方法 

4.1 運転管理業務の評価方法 

4.1.1 運転管理業務の評価フローについて 

運転管理業務では、業務実施計画書に基づいて受託者が実施した水質管理業務及びエネルギー

管理業務等に対する要求水準等の達成状況を評価する。運転管理業務の評価は、要求水準等の達

成状況を業務実施報告書等から確認し、受託者がセルフモニタリングを行っている場合にはセル

フモニタリング結果を含めた報告書を確認する。 

運転管理業務における評価は、日常的、定期的に実施する。水質管理業務では、放流水質等の

要求水準を設定しているため、要求水準の達成状況を評価する。エネルギー管理業務では、電気

や燃料等のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量等の削減量を評価する。 

運転管理業務を評価した結果、要求水準等未達の場合には、受託者に改善することの指示やペ

ナルティを課す。また、要求水準等を達成した場合又は経費削減効果が認められた場合等には、

契約条項を確認し必要に応じインセンティブとして精算する。 

モニタリング評価の結果、業務実施計画書どおりに各業務を行うことにより、要求水準に影響

があると判断できる場合には、業務実施計画書の見直し（運転操作方法の見直し等）の指示を行う。 

図 4-1 に、運転管理業務の評価フロー（案）を示す。 
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図 4.1 運転管理業務の評価フロー（案） 

4.1.2 日常的な評価

1)水質管理業務 

水質管理業務の評価は、放流水質や汚泥含水率等の要求水準を満たしているか日常的に評価す

る。日常的な評価では、月間隔や週間隔等の評価間隔を取り決め実施する。          

 法定基準：水質汚濁防止法、上乗せ基準、下水道法に基づく放流水質基準 

 契約基準：過去の実績等により委託者が独自設定した基準 

 目標基準：契約基準よりも良好な処理水質を確保するために、委託者や受託者が独自設定した基

準 

 

受託者が作成する業務実施報告書から、要求水準の達成状況を確認する。また、委託者自ら、

定期的又は不定期に水質試験や汚泥試験を行い、要求水準の達成状況を確認するとともに、受託

者が行う水質試験結果等の妥当性も確認。 

 要求水準の達成状況の確認（表 4.1 参照） 

 要求水準未達の場合には、受託者と今後の改善案を協議する。 
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○運転管理業務・保全管理業務の年評価について

●年度

◆運転管理業務_水質管理　第2編2.4.1

［水質管理（PI）の達成状況について］

◆運転管理業務_エネルギー管理　第2編2.4.1

［エネルギー管理（PI）の達成状況について］

［温室効果ガス排出量について］

◆保全管理業務_修繕　第2編2.4.2

［修繕・健全度（PI）の達成状況について］

◆維持管理全般　第2編2.4.3

［コスト（PI）の達成状況について］

［維持管理全般の評価について］

■所見

［改善のための指示事項、改善状況等について］

※項目は、事業実施計画書等をもとに、各地方公共団体にて任意で設定（追加・削除）すること。  
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表 4.1 水質管理業務の評価（案） 

令和●年●月 

流入水量 
実績水量 想定水量 

評価 
月平均 月最大 月平均 月最大 

流入水量 m3/日 35,000 45,000 40,000 50,000 想定内 
 

流入 
実績流入水質 想定流入水質 

評価 
月平均 月最大 月平均 最大 

BOD mg/ℓ 150 170 160 200 想定内 

SS mg/ℓ 130 200 150 200 想定内 

pH － 6.9 7.2 7.2 7.4 想定内 
 

放流 
実績放流水質 契約基準 

評価 
月平均 月最大 月平均 最大 

BOD mg/ℓ 4.0 7.0 10.0 15.0 基準内 

SS mg/ℓ 3.0 5.0 5.0 10.0 基準内 

大腸菌群数 個/cm3 100 200 － 300 基準内 

pH  7.0 7.2 5.8～8.6 基準内 
 

項目 
実績 

(月平均) 

契約基準 

(月平均) 
評価 

脱水ケーキ含水率 ％ 78.0 79.0 基準内 

 

4.1.3 エネルギー管理業務 

エネルギー管理業務の評価は、電気や燃料等のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量等を日

常的に評価する。日常的な評価では、月間隔等の評価間隔を取り決め実施する。 

受託者が作成する業務実施報告書から、電気や燃料等の使用量や流入水量当たり原単位を確認

する。使用量や原単位が増加傾向であれば、水質管理業務への影響を考慮した今後の改善案を受

託者が策定し、委託者と協議する。 

 要求水準の達成状況の確認 

 要求水準未達の場合には、受託者と今後の改善案を協議する。 

 
 

4.1.4 定期的な評価

1)水質管理業務 

水質管理業務の定期的な評価では、年一回等の評価間隔を取り決め実施する。定期的な評価で

は、日常的な評価で実施した月別評価結果や受託者から提出される年間業務実施報告書等を活用

し、放流水質等の要求水準の達成状況を総合的に評価する。 

 要求水準の評価では、契約基準だけでなく、目標基準の達成状況の評価を行う。 

 要求水準の評価では、PI 等の定量的な評価方法を活用することも有効な手法の一つである。 

 
 

① 要求水準の評価（PI の評価） 

現在の運転状況が過去の実績に対し、どのような状況か判断するために、放流水質や汚泥含水 

率等の達成状況を PI で評価する。表 4.2 に、要求水準の PI 評価を示す。なお、PI の評価につい

ては、参考資料とする。 
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表 4.2 要求水準の PI 評価（案） 
 

PI項目 管理項目 指標 
基準値 

① 
単位 

PI 
目標値 

実績 
② 

PI 

②/①×100 
評価 

 

 

 
 

契
約
基
準 

契約基準達成率（BOD）（最大値） 放流水 T-BOD契約基準達成回数 55 回 100% 55 100% 達成 

契約基準達成率（SS）（最大値） 放流水 SS契約基準達成回数 158 回 100% 158 100% 達成 

契約基準達成率（大腸菌群数）（最大値） 放流水 大腸菌群数契約基準達成回数 40 回 100% 40 100% 達成 

契約基準達成率（pH） 放流水 pH契約基準達成回数 156 回 100% 156 100% 達成 

契約基準達成率（汚泥含水率）（最大値） 放流水 脱水ケーキ含水率契約基準達成回数 158 回 100% 158 100% 達成 

契約基準に対する放流水質の水準（BOD） 放流水 T-BOD 10.0 mg/ℓ 100%以下 2.9 29% 達成 

契約基準に対する放流水質の水準（SS） 放流水 SS 5.0 mg/ℓ 100%以下 2.7 54% 達成 

契約基準に対する放流水質の水準（大腸菌群数） 放流水 大腸菌群数 100 個/ml 100%以下 40 40% 達成 

契約汚泥含水率に対する実績値の水準 脱水ケーキ 脱水ケーキ含水率 80.0 % 100%以下 78.0 98% 達成 

 

 

 
 

目
標
基
準 

目標基準達成率（BOD） 放流水 T-BOD目標基準達成回数 55 回 50%以上 33 60% 達成 

目標基準達成率（SS） 放流水 SS目標基準達成回数 158 回 50%以上 132 84% 達成 

目標基準達成率（大腸菌群数） 放流水 大腸菌群数目標基準達成回数 40 回 50%以上 37 93% 達成 

目標基準達成率（pH） 放流水 pH目標基準達成回数 263 回 50%以上 192 73% 達成 

目標基準に対する汚泥含水率達成率 脱水ケーキ 汚泥含水率目標基準達成回数 158 回 50%以上 132 84% 達成 

目標基準に対する放流水質の基準（BOD） 放流水 T-BOD 3.1 mg/ℓ 100%以下 2.9 94% 達成 

目標基準に対する放流水質の基準（SS） 放流水 SS 4.9 mg/ℓ 100%以下 2.7 55% 達成 

目標基準に対する放流水質の基準（大腸菌群数） 放流水 大腸菌群数 50 個/ml 100%以下 40 80% 達成 

目標汚泥含水率に対する実績値の水準 脱水ケーキ 脱水ケーキ含水率 79.0 % 100%以下 78.0 99% 達成 

 

 
 

 

 

2)エネルギー管理業務（案） 

エネルギー管理業務の定期的な評価では、年一回等の評価間隔を取り決め実施する。定期的な

評価では、日常的な評価で実施した月別評価結果や受託者から提出される年間業務実施報告書等

を活用し、電気や燃料等のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量等を総合的に評価する。 

 要求水準の評価では、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量に対し過年度の基準値からの削

減量を評価することにより、受託者のエネルギー管理業務に対する履行状況が評価できる。 

  要求水準の評価では、PI 等の定量的な評価方法を活用する。              

表 4.3 にエネルギー原単位の PI 評価（案）を示す。 

表 4.3 エネルギー原単位の PI 評価（案） 
 

目的 PI項目 指標 施設 
基準値 

① 
単位 目標値 

実績 
② 

PI 
②/①×100 

評価 

エネルギｰ管理 電力原単位 
使用電力量（kWh/年）/処理
水量（m3/年） 全施設対象 0.905 kWh/m3 100%以下 0.818 90% 達成 

使用燃料原単位 
重油及び軽油使用量（L/ 
年）/処理水量（m3/年） 

全施設対象 0.00034 L/m3 100%以下 0.00025 74% 達成 

 
 

表 4.4 に温室効果ガス排出量の評価（案）を示す。 

温室効果ガス排出量の評価は、電気、燃料等の個別の評価ではなく、処理プロセス排出量等を

加えて総合的なエネルギー管理の評価を行う。 

温室効果ガス排出量を算出する際に、各使用量や処理量に排出係数を乗じて算出するが、電気 

等の排出係数は毎年度変動するため、排出係数を毎年度変動させると、算出した温室効果ガス排

出量の変動が受託者の維持管理によるものなのか判断できないため、排出係数を固定して評価を

行う。 
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表 4.4 温室効果ガス排出量の評価（案） 
 

 
項目 

●年度 使用量実績 基準値 排出係数 
換算係数 

（単位補正） 

【D】 

● 年度 CO2排出量 

実績 

【A】×【C】×【D】 

基準値 

【B】×【C】×【D】 【A】 単位 【B】 単位 【C】 単位 

 

電気、燃料の
エネルギー
消費排出量 

電力 1,100,000 kWh/年 1,170,000 kWh/年 0.496 kg-CO2/kWh 0.001 546 580 

都市ガス 96 m3/年 105 m3/年 2.23 t-CO2/kL 1 214 234 

重油 270 L/年 360 L/年 2.71 t-CO2/kL 0.001 1 1 

軽油 50 L/年 30 L/年 2.58 t-CO2/kL 0.001 0 0 

処理プロセス
排出量 

処理水 1,310,000 m3/年 1,260,000 m3/年 0.00088 t-CH /千m3 
4 0.025 29 28 

上水、薬品消費
に伴う排出量 

上水 680 m3/年 830 m3/年 0.002 t-CO /m3 2 1 1 2 

塩素 16,300 kg/年 15,300 kg/年 0.32 t-CO2/t 0.001 5 5 

凝集剤 920 kg /年 960 kg /年 6.5 t-CO2/t 0.001 6 6 

CO2排出量の合計   t-CO2/年 
- - - - - - - 802 856 

- - - - - - - 94% 100% 

 処理水量当たり 
3 

t-CO2/千m 

- - - - - - - 0.61 0.68 

- - - - - - - 90% 100% 
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4.2 保全管理業務の評価方法 

4.2.1 保全管理業務の評価フローについて 

保全管理業務では、業務実施計画書に基づいて受託者が実施した保守点検業務及び修繕業務の

要求水準の達成状況を評価する。保全管理業務の評価は、要求水準等の達成状況を業務実施報告

書等から確認し、受託者がセルフモニタリングを行っている場合にはセルフモニタリング結果を

含めた報告書を確認する。 

保全管理業務の評価では、保守点検業務、修繕業務に対する要求水準の達成状況を日常的、定

期的に評価する。保全管理業務では、要求水準として施設機能の維持を求めているため、故障・

不具合（異常）設備の発生状況や異常設備への修繕対応等から施設機能の状況を確認し、要求水

準を評価する。 

保全管理業務を評価した結果、要求水準等未達の場合には、受託者に改善することの指示やペ

ナルティを課す。また、要求水準等を達成した場合又は経費削減効果が認められた場合等には、

契約条項を確認し必要に応じインセンティブとして精算する。 

モニタリング・評価の結果、業務実施計画書どおりに各業務を行うことにより、要求水準に影

響があると判断できる場合には、業務実施計画書の見直し（保守点検方法の見直し等）の指示を行

う。 

図 4.3 に、保全管理業務の評価フロー（案）を示す。 
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図 4.3 保全管理業務の評価フロー（案） 

 
 

4.2.2 日常的な評価 

保守点検業務、修繕業務を行ったことによる施設機能の状況を確認し、要求水準を評価する。

日常的な評価では、月間隔や週間隔等の評価間隔を取り決め実施する。 

表 4.5 に、保全管理業務の日常的な評価内容を以下に示す。 
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表 4.5 保全管理業務の日常的な評価内容 

要求水準 確認項目 確認内容 

施設機能の維持 修繕の対応の確認 ･ 各修繕に対し、各施設の処理機能への影響を最小限

に抑えて実施したかの確認（修繕の実施時期・仮設

計画、修繕方法の確認） 

･ 修繕費用の確認 

施設機能の確認 ･ 修繕を行った設備が、通常どおり能力を発揮してい 

るかの確認 

 
 

4.2.3 定期的な評価 

保守点検業務、修繕業務に対し、施設機能の状況を定期的に評価する。定期的な評価では、年

一回等の評価間隔を取り決め実施する。 

表 4.6 に、保全管理業務の定期的な評価内容を以下に示す。 
 
 

表 4.6 保全管理業務の定期的な評価内容 

要求水準 確認項目 確認内容 

施設機能の維持 突発修繕の発生状況の確認 修繕を行った中で、突発修繕の実施数の確認 

→施設機能を維持する上で、突発的な不具

合・故障に対する修繕は少ない方がよいた 

め、その実施数を確認する。 

施設機能の確認 対象設備全体に対し、通常どおり能力を発揮

しているかの確認（各設備の劣化状況等を健 

全度として確認する方法もある） 

 
 

定期的な評価では、表4.6 に示す評価項目に対し、評価基準を設定することが有効な手段の 

一つである。表 4.7 に、保全管理業務の評価基準（案）を示す。 
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表 4.7 保全管理業務の評価基準（案） 

評価 評価基準 

 
 

A 

業務実施計画書どおりに実行され、要求水準を満たしていた。 

異常設備の早期発見等、適切な対応により、施設機能の改善が見られた。 

(例：各設備に対し、定量的な状態評価（健全度等）を行い、健全度の回復が見

られた場合等) 
 

B 
 

業務実施計画書どおりに実行され、要求水準を満たしていた。 

 

C 
 

業務実施計画書どおりに実行されておらず、改善のための指示を行い、是正した。 

 

D 
計画どおりに実行されていない。故障・異常設備が増加し、施設機能が維持されて

いないのが明らかであった。 

 
 

また、表 4.8 に、保全管理業務の定量的なPI評価（案）を示す。 
 

 

表 4-8 保全管理業務の PI 評価（案） 
 

PI項目 計算式 
基準値 
① 

単位 
PI 

目標値 
実績 
② 

PI 
②/①×100 

評価 

突発修繕対応実施率 
故障等による突発修繕回数/ 
基準年の突発修繕回数 

20 回 100%以下 15 75% 達成 

健全度平均値 
（状態監視保全対象） 

平均健全度/基準年の平均健
全度 

3.5 ― 90%以上 3.3 94% 達成 

 
 

4.2.4 施設機能の確認 

処理場等の経年劣化レベル等を確認するために、定期的に施設機能の確認を行う。施設機能の

確認は、年一回等の評価間隔を取り決め実施する。施設機能の確認は、業務報告書等の書類確認

だけでなく、委託者が直接現場確認を行い、要求水準を満たした適切な維持管理がされているか

確認する。 

施設機能確認では、定量的な評価として、ストックマネジメントで行われている「診断（健全

度評価）」を行うことが有効な手段の一つであり、委託者・受託者双方で確認基準の合意の上、施設

の劣化状態を評価する。 
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4.3 維持管理全般の評価方法 

処理場等の維持管理全般の評価では、実施体制、緊急時対応等の業務取組姿勢の評価やコスト

面等を評価する。表 4.10 に、維持管理全般の評価内容の例を示す。 

表 4.10 維持管理全般（基本評価事項）の評価内容 

業務 内容 評価内容 

実施体制 履行体制の確認 ･ 計画書どおりに人員配置がされたか確認 

 有資格者の配置状況の確認 ･ 計画書どおりに有資格者が配置されたか確認 

 労働環境の確認 ･ 適切な労働環境が構築されたか確認 

  

配置者の作業状況の確認 
･ 

･ 

適切に作業を実施したか確認

連絡体制等の確認 

 災害時の体制の確認 ･ 委託者 BCP における非常時対応計画と連携した体制 

   であったか確認 

  ･ 緊急時に向けた訓練を実施したか確認 

  ･ 計画書どおりに緊急体制を構築し実施されたか確認 
 

運転管理 
 

水質管理業務の確認 
 

･ 
 

計画書どおりに運転操作が実施されたか確認 

業務  ･ 計画書どおりに水質分析が実施されたか確認 

  ･ 契約基準、目標基準の達成状況（PI 等）の確認 

 
エネルギー管理業務の確認 ･ 計画書どおりに運転操作が実施されたか確認 

  ･ 温室効果ガス排出量の削減状況（PI 等）の確認 

 調達業務の確認 ･ 在庫管理、調達状況の確認 

 情報管理業務の確認 ･ 運転管理に係る情報の確認 

保全管理

業務 

保守点検業務の確認 ･ 計画書どおりに保守点検が実施されたか確認 

修繕業務の確認 ･ 計画書どおりに修繕が実施されたか確認 

施設機能の確認 ･ 施設機能が維持されたか確認 

情報管理業務の確認 ･ 保全管理に係る情報の確認 

 

その他 
見学者対応、清掃等の施設管理

の確認 

･ 

･ 

見学者へ適切に対応したか確認

清掃等を適切に実施したか確認 

 維持管理コストの確認 ･ コストが削減されたか確認 

 業務実施計画書等の書類作成 ･ 運転管理及び保全管理に係る情報を整理したか確認 

 状況の確認 ･ 業務実施計画書等の書類を適切に作成したか確認 

  ･ 各業務のマニュアルの整備状況の確認 

 訓練や研修の実施状況の確認 ･ 作業者の技術力の改善、維持のため訓練や研修の実 

   施状況を確認 
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表 4.11 に、表4.10 に示す維持管理全般の評価内容に対する評価基準を示す。 
 
 

表 4.11 維持管理全般の評価内容に対する評価基準（案） 

評価 評価基準 

 

A 
独自の発想と技術で効率的な業務を行っている。業務結果は要求水準をはるかに上

回る出来栄えであった。 
 

B 
 

概ね適切であった。 

 

C 
 

業務実施計画書どおりに実行されておらず、改善のための指示を行い、是正した。 

 

D 
業務実施計画書どおりに実行されておらず、改善のための指示を行ったが、運転管

理（又は保全管理）に支障を来した。 

 
 

4.3.1 定量的な評価（PI） 

定量的な評価手法として、PI を活用するため、導入効果を検証するための、指標を作成する。 

 

表 4.12 コストの PI の評価指標（案） 
 

PI項目 指標 
基準値 
① 

単位 
PI 

目標値 

実績 
② 

PI 

②/①×10

0 

評価 

人件費（委託者分） 人件費／年間処理水量 25.00 円/m3 100%以下 22.48 90% 達成 

包括的民間委託費 
（運転管理、保全管理） 

包括的民間委託費／年間処理水
量 

45.00 円/m3 100%以下 42.50 94% 達成 

ユーティリティ費 
（委託者分 or 

受託者分） 

電力 年間電力料金／年間処理水量 17.00 円/m3 100%以下 17.77 105% 未達 

薬品 年間薬品費／年間処理水量 1.20 円/m3 100%以下 1.30 108% 未達 

燃料 年間燃料費／年間処理水量 0.10 円/m3 100%以下 0.07 70% 達成 

消耗品 年間消耗品費／年間処理水量 7.00 円/m3 100%以下 6.85 98% 達成 

ガス 年間ガス費／年間処理水量 0.03 円/m3 100%以下 0.02 67% 達成 

水道 年間水道費／年間処理水量 1.00 円/m3 100%以下 0.95 95% 達成 

計 
ユーティリティ使用料全体／年間処
理水量 

26.33 円/m3 100%以下 26.96 102% 未達 

修繕費 委託者分 修繕費委託者分／年間処理水量 20.00 円/m3 100%以下 21.84 109% 未達 

受託者分 修繕費受託者分／年間処理水量 3.00 円/m3 100%以下 2.17 72% 達成 

計 修繕費／年間処理水量 23.00 円/m3 100%以下 24.02 104% 未達 

汚泥処分費（委託者分） 汚泥処分費／年間処理水量 15.00 円/m3 100%以下 14.61 97% 達成 

維持管理費／年間処理水量 合計 134.33 円/m3 100%以下 130.57 97% 達成 
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4.3.2 総合的な評価 

総合的な評価項目（案）については、「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン－令和2 年6 

月－（日本下水道協会）」で紹介されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.13 総合評価項目（案） 
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【基本評価項目：第2編2.4.3】 ●年度

AA A B C D

優(＋5) 良（＋4） 普通（＋3） 良くない（±0） 劣る（－10）

実施体制の評価 実施体制 優れた体制を配置していた 適切な体制を配置していた 概ね適切であった
適切な体制で実施されず、時々確認し、改
善するよう指示を行った

必要な体制で実施されていなかった

現場状況を考慮し、資格者の人員配
置が優れていた

現場状況を考慮し、契約者で定められて
いる資格者以上の人員を配置した

契約書で要求している有
資格者を配置した

適切な体制で実施されず、時々確認し、改
善するよう指示を行った

必要な体制で実施されていなかった

労働環境の保全に努め、安全管理に
優れていた

労働環境の保全に努め、安全管理を適
切に実施していた

概ね適切であった 一部、環境管理が不十分であった 労働環境が悪かった

配置状況 配置者（責任者） 常駐の責任者配置が優れていた 常駐の責任者が配置されていた 概ね適切であった 非常勤を改善するよう指示を行った ほとんど常駐していなかった

配置者（技術員） 優れた技術員が配置されていた 適切に技術員が配置されていた 概ね適切であった
適切な管理のため改善するよう指示を行っ
た

施設管理に応じた人員が適切に配置され
ていなかった

優れた体制を構築し、常に対応可能な
準備がなされていた

適切な体制を構築し、常に対応可能な準
備がなされていた

概ね適切であった
適切な体制が構築されておらず、時々確認
し、改善するよう指示を行った

必要な体制が構築されていなかった

優れた体制を構築し、常に対応可能な
準備がなされていた

適切な体制を構築し、常に対応可能な準
備がなされていた

概ね適切であった
適切な体制が構築されておらず、時々確認
し、改善するよう指示を行った

必要な体制が構築されていなかった

業務計画書、報告書等の内容が優れ
ており適時提出していた

業務計画書、報告書等の内容が正確で
適時に提出していた

概ね適切であった
提出遅れや不備で、時々改善するよう指示
を行った

指示どおり書類が提出されていなかった

マニュアル等が適切に整備され、有効
に活用されていた

施設管理や災害時対応等に関するマ
ニュアル等が十分整備され、活用されて
いた

概ね適切であった マニュアルが十分整備されていなかった マニュアルが全く整備されていなかった

各種研修や教育等により技術力の継
承やや施設の向上の取組に努めてい
た

各種研修や教育等により技術力や施設
の向上に努めていた

概ね適切であった 計画と実施が不一致であった 研修・教育が実施されていなかった

実施体制の評価点（50点満点）

実施状況の評価 作業状況
明確で高度な巡視を行い、施設内の
状況を常に把握していた

明確で適切な巡視を行い、施設内の状
況を把握していた

概ね適切であった 作業状況を改善するよう指示を行った
作業状況に不備があり、改善するよう指示を
行ったが、対応が遅かった

作業状況が優れていた 適切に作業を実施していた 概ね適切であった 作業状況を改善するよう指示を行った
作業状況に不備があり、改善するよう指示を
行ったが、対応が遅かった

緊急時対応
緊急時に向けた訓練実施がすぐれて
いた

緊急時に向けた訓練を適切に実施して
いた

概ね適切であった 訓練計画を改善するよう指示を行った 訓練を実施していなかった

災害時対応
災害時に向けた訓練実施がすぐれて
いた

災害時に向けた訓練を適切に実施して
いた

概ね適切であった 訓練計画を改善するよう指示を行った 訓練を実施していなかった

運転管理
目標水準を上回る、各施設・設備の運
転操作（運転量、時間、台数）を実施し
ていた

目標水準を達成するために、各施設・設
備の運転操作（運転量、時間、台数）を
適切に実施していた

概ね適切であった 運転操作方法を改善するよう指示を行った 水質管理に支障を来した

水質管理データの整理、体制が優れ
ていた
水質分析器具の整理、校正に優れて
いた

水質管理データの整理、体制が充実して
いた
水質分析器具の整理、校正を適切に
行っていた

概ね適切であった 管理方法を改善するよう指示を行った
データ等の管理が悪く、運転管理に支障を
来した

省エネを図るために、各施設・設備の
運転操作（運転量、時間、台数）が優
れていた

省エネを図るために、各施設・設備の運
転操作（運転量、時間、台数）を適切に
実施していた

概ね適切であった 運転操作方法を改善するよう指示を行った エネルギー管理に支障を来した

薬品類、その他消耗品類の保管、取扱
い、在庫や調達管理に優れていた

薬品類、その他消耗品類の保管、取扱
い、在庫や調達管理が適切であった

概ね適切であった 管理方法を改善するよう指示を行った
在庫切れや品質劣化等により、運転管理に
支障を来した

運転管理の創意工夫等が優れていて
経費削減を積極的に取組んでいた

運転管理の創意工夫等で経費削減を積
極的に取組んでいた

概ね適切であった 経費削減に対する認識が薄かった 経費削減に対する意識がなかった

業務に関するデータの記録、各報告書
の作成が優れていた

業務に関するデータの記録、各報告書
の作成が適切に行なっていた

概ね適切であった 書類の不備を改善するよう指示を行った
書類に不備があり、改善するよう指示を行っ
たが、対応が遅かった

実施状況の評価 保全管理
保守点検の計画の履行に優れていた
保守点検により設備の状況が明確であ
り、予防保全が図りやすく優れていた

保守点検が計画どおり履行されていた
保守点検により設備の状況が明確であ
り、予防保全が図りやすかった

概ね適切であった
設備の状況報告を改善するよう指示を行っ
た

保守点検の不備、未報告により施設管理に
支障を来した

設備不具合等に対する修繕の提案、
価格調査、原因の考察、ストマネ計画
等との調整提案等に優れていた

設備不具合等に対する修繕の提案、価
格調査、原因の考察、ストマネ計画等と
の調整提案等を適切に行っていた

概ね適切であった 修繕方針等を改善するよう指示を行った
修繕の提案がなく、十分な修繕がなされて
いなかった

突発修繕に対し、安全かつ迅速に優
れた対応して機能を回復した

突発修繕に対し、安全かつ迅速に対応し
て機能を回復した

概ね適切であった
予測や準備等が不十分で、改善するよう指
示を行った

対応が悪く、施設管理に支障を来した

業務に関するデータの記録、各報告書
の作成が優れていた

業務に関するデータの記録、各報告書
の作成が優れていた

概ね適切であった 書類の不備を改善するよう指示を行った
書類に不備があり、改善するよう指示を行っ
たが、対応が遅かった

その他
見学者等に対し、優れた対応で協力
的であった

見学者等に対し、適切な対応で協力的
であった

概ね適切であった 対応努力がなかった 協力的ではなかった

施設内の清掃、整理整頓、保安管理
等に優れており積極的に努めていた

施設内の清掃、整理整頓、保安管理等
を積極的に努めていた

概ね適切であった
施設内の環境整備に対し、改善するよう指
示を行った

施設内の環境整備がされず、見学者に対し
危険、苦情があった

実施状況の評価点（90点満点）

要求水準の評価 放流水質 目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

脱水ケーキ 目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

省エネル
ギー

目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

目標水準以上であった 目標水準を満たしていた 契約水準を満たしていた
契約水準の未達に対する改善のための指示
に対応し、すみやかに契約水準を満たした

契約水準の未達に対する改善のための指
示をしたが、契約水準をなかなか満たせな
かった

要求水準の評価点（35点満点）

その他 施設管理 突発修繕回数が極めて少なかった 突発修繕回数が減少した
突発修繕回数が目標値
以内であった

突発修繕回数が目標値を満たしていなかっ
た

突発修繕回数が大幅に目標値を満たして
いなかった

平均健全度が著しく改善した 平均健全度が改善した
平均健全度が目標値以
内であった

平均健全度が目標値を満たしていなかった
平均健全度が大幅に目標値を満たしてい
なかった

その他の評価点（10点満点）

調達管理

修繕（PI活用）

情報管理

配置者（責任者）

配置者（技術員）

訓練

保守点検

訓練

水質管理（PI活用）

エネルギー管理／温室効果
ガス排出量（PI活用）

水質分析

評価項目1 項目2 項目3

履行体制

情報管理

有資格者の配置状況

労働環境

研修・教育

災害時の体制

書類への対応

マニュアルの整備

緊急時の体制

含水率

エネルギー消費原単位

温室効果ガス排出量

状態評価

見学者等の対応

環境整備

BOD

SS

大腸菌群数

pH
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【難易度、業務改善の調整：第2編2.4.3】 ●年度

A

評価（＋2）

施設への対応 流入水量の急激な変動等に対して、運転管理に多くの工夫が見られ、円滑に対応した

工事等に協力的で、状況に合わせながら運転管理ができた

異常水質の流入に対して、運転管理に多くの工夫が見られ、放流水質に影響のないように対応した

施設の異状に対し、円滑に調整対応した

災害時対応 台風等による雨の災害対応があったが、迅速に対応した

落雷等による停電があったが、運転管理に支障がなく的確に対応した

地震による被害調査、応急措置等を迅速に対応した

業務環境改善 コスト縮減に対して常に関心を持ち、実績を挙げた（PI活用）

項目 評価

難易度、業務改善の調整の計（16点満点）

 
 

 

 

 

 

 

 

●年度

小計 評価

①
基本評価項目の評価点（84点満点）

　［185点を84点に補正：185点×0.454≒84点］

② 難易度、業務改善の調整（16点満点）

※項目や点数配分は、事業実施計画書等をもとに、任意で設定（追加・削除）すること。

※全項目において、評価が「普通（＋3）」だった場合、評価点が63点（合格）となる。

※BODの契約水準が未達となり、且つ、改善対応が遅い場合、「要求水準の評価（BOD）」が“D”になり、

　さらに、「作業状況（責任者）」も“D”（作業状況に不備があり、改善が遅い）、「水質管理（PI活用）」も“D”

　（水質管理に支障を来した）になることで、評価点が60点未満（不合格）となる。

○維持管理全般の評価（第2編2.4.3）

項目

総合評価点

【評価基準】
　合格：○○点以上、　不合格：○○点未満
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５．契約内容未達時の措置 

  

５.１ 是正レベルの認定 

局は、契約内容未達が発生した場合、下表（表５.１）に示す是正レベルの認定を行い、実施

者及び維持管理者に通知する。 

表 ５.１ 局の是正レベルの認定基準 

認定レベル 事象 

 

 

 

 
レベル１ 

 
・インプット指標に係る業務の実績値が 3 ケ月続けて予定数量に満たない。 

・インプット指標に係る業務の実績値が予定数量の3ヶ月以上遅延している 

・アウトカム目標の発生件数の実績値が3ケ月続けて平均値を超過している。 

・アウトカム目標の超過件数が月平均値の向こう 3 ヶ月を上回る。 

・その他，本市がレベル１に該当すると認定した場合。 

 

 

 

 

 

レベル２ 

 

・アウトカム目標の内，一つの項目が未達成となるが，プロセス評価やアクショ

ン評価でリカバリーできるもの（是正勧告） 

・アウトカム目標の内，二つの項目が未達成となるが，プロセス評価やアクショ

ン評価でリカバリーできるもの（警告） 

・合理的理由のない工期遅延の発生 

・業務管理の過失による事故の発生 

・上記による影響は，本市と受託者間に留まる場合に限る 

・その他，本市がレベル２に該当すると認定した場合 

 

 

 

 
レベル３ 

 
・全てのアウトカム指標が未達成となる 

・実施契約に反する行為で故意又は過失による本市への信用失墜行為 

・大規模な事故・火災・労働災害（死亡事故）の発生 

・業務管理の過失による事故の発生（影響が第三者に及ぶもの） 

・その他，本市がレベル３に該当すると認定した場合 
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５.２ 契約内容未達時における措置 

 

（１）措置 

局は、４．に定めるところに従って実施したモニタリングの結果、維持管理者が、実 

施契約及び要求水準書で規定する内容を充足していないと判断される事象（以下「契約内容

未達」という。）が確認できる場合について、以下の措置を行うものとする（措置等のフロ

ーは図５.1 を参照すること）。 

 

① 注意 

局は、契約内容未達がレベル１に該当する恐れがある場合、維持管理者に対して、口頭

にて、当該状況の是正を行うよう注意を与えるものとする。 

維持管理者は、局から注意を受けた場合、速やかに是正対策を行うこととする。対策後

も是正が見込まれない場合には、局は、文書にて厳重注意を行うものとする。 

 

② 是正指導 

局は、契約内容未達がレベル１に該当すると認定した場合、維持管理者に対して、当該

状況の是正指導を行うものとする。 

維持管理者は、局から是正指導を受けた場合、実施者との協議を踏まえて是正対策と是

正期限について定めた是正計画を作成し、局の承諾を得て策定するものとする。維持管理者は、

当該計画に基づき、是正を行うものとする。 

局は、当該計画に定めた是正期限の到来又は管理業務者の是正指導への対応完了の通知を

受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。 

 

③ 是正勧告 

局は、５.２（１）②の是正が行われていると認められない場合又は契約内容未達がレ

ベル２に該当すると認定した場合、維持管理者に対して、文書にて是正勧告を行う。 

維持管理者は、局から是正勧告を受けた場合、管理業務者との協議を踏まえて是正対策

と是正期限について定めた是正計画を作成し、局の承諾を得て策定するものとする。維持管理

者は、当該計画に基づき是正を行う。 

局は、当該計画に定めた是正期限の到来又は管理業務者の是正勧告への対応完了の通知を

受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。なお、是正勧告につい

ては、局が必要と判断した時、その内容を公表することができる。 

 

④ 警告 

局は、５.２（１）③の是正が行われていると認められない場合、維持管理者に対して、文

書で警告するものとする。 

維持管理者は、局から警告を受けた場合、管理業務者との協議を踏まえて是正対策と是

正期限について定めた是正計画を作成し、局の承諾を得て策定するものとする。維持管理

者は、当該計画に基づき是正を行う。 

局は、当該計画に定めた是正期限の到来又は管理業務者の警告への対応完了の通知を受け

て随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。なお、警告については、局が必

要と判断した時、その内容を公表することができる。 
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⑤ 命令（本事項以降については、受託者対象業務について実施する） 

局は、５.２（１）④の是正が行われていると認められない場合又は契約内容未達がレベ

ル３に該当すると認定した場合、維持管理者に対して、文書にて命令するものとする。この場

合、局は、維持管理者に当該是正対象の行為を即座に中止するよう指示することができる。 

維持管理者は、局の指示に従うとともに、是正が行われていると認められない理由書及

び局との協議を踏まえて是正対策と是正期限について定めた是正計画を作成し、局の承諾

を得て策定するものとする。維持管理は、当該計画に基づき是正を行う。なお、命令につ

いては、局が必要と判断した時、その内容を公表することができる。 

 

 

（２）サービス対価の減額 

局は、５.２（１）⑤以降の是正が行われていると認められない場合、維持管理者に対し

て、対象維持管理費を算定し、後述するペナルティポイントを算定し、その結果を踏まえ

て、維持管理者に対して支払う維持管理事業におけるサービス対価（対価Ａ）を減額する。 

また、局は、５.２（１）⑤の是正計画に定めた是正期限とは別に期限を設け、維持管理

者に対して是正を行うことを命ずる。この場合、局は、当該期限の設定について、維持管

理者の意見を聞くことができる。 

局は、ペナルティポイントや維持管理業務におけるサービス対価（対価Ａ）の減額内容

については、その内容を公表することができる。 

 

 

（３）契約解除 

① 是正未達による解除 

５.２（２）の措置にも関わらず、是正が行われていると認められない場合、実施契約

書（案）に基づき、局は、維持管理者に催告することなく実施契約を解除することができ

る。 

併せて解除に伴う費用や、解除後の別委託事業者選定までに係る費用については、維持

管理者が支払うものとする。 

 

② 故意または重過失による局への信用失墜行為による解除 

上記に関わらず、故意または重過失による市への信用失墜行為として、局の管理責任を

厳しく問われるような重大な虚偽報告（例：水質検査結果の虚偽報告）や、大規模な事

故・火災・労働災害等の発生、本事業の運営に重大な影響を与える法令違反等（例： 廃棄

物の不法投棄）が認められた場合、実施契約に基づき、局は受託者に催告することなく実

施契約を解除することができる。 

併せて解除に伴う費用や、解除後の別委託事業者選定までに係る費用については、維持

管理者が支払うものとする。 
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図 ５.１ 契約内容未達時における措置の概要 
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６. 総合評価に基づく支払額の決定 

 

 6.1総合評価に基づく支払額の決定 

ａ）ポイントの種類(リカバリーポイントとペナルティ) 

表 4.13 の総合評価項目に基づき算定された総合評価点は，表 6.1 により「リカバリーポ イ

ント」と「ペナルティポイント」へ換算される。ポイントへの換算は年度毎に行われ， 最終年度に

おいて換算値の合計がマイナスとなった場合は，ペナルティが発生する。なお， 認定レベル３が発

生した場合のペナルティポイントは，リカバリーポイントによる相殺ができず、当該年度のアウト

カム評価の評価値となる。 

 

ｂ）リカバリーポイント又はペナルティの付与 

受託者は，総合評価（中間評価，年度評価，事業評価）の結果，表 6.1 に基づきリカバリー

ポイントもしくはペナルティポイントを得る。各年度の年度評価により当該年度の総合評価が決

定し，事業最終年度において各年度の総合評価を総計して最終評価が決定する。 

 

表6.1  リカバリーポイント及びペナルティポイントに対する総合評価点 

リカバリーポイントと 

ペナルティポイント 

 

総合評価点 

＋２ ８０点以上 

＋１．５ ７５点以上８０点未満 

＋１ ７０点以上７５点未満 

＋０．５ ６５点以上７０点未満 

±０ ６０点以上６５点未満 

－０．５ ５５点以上６０点未満 

－１ ５０点以上５５点未満 

－１．５ ４５点以上５０点未満 

－２ ４５点未満 

 

ｃ）ペナルティポイントによる減額 

本局は，事業最終年度の最終評価においてペナルティポイントが計上された場合は，本業務の施

工管理及び工程管理を中心とする管理業務が不十分であると評価し、以下に示す算定方法により

、最終年度の委託料の支払額から減額するものとする。なお、認定レベル ３による減額措置につ

いては，当該年度の管理業務が減額対象金額となり、ペナルティ ポイントはリカバリーポイント

による軽減措置が適用されず、表 6.1 と同様の扱いとする。 

 

減額の金額＝A×P×０.５％（百万円）  

A（百万円）：当該年度の「管理業務」に係る委託料相当額 

 P：ペナルティポイント 

なお、基本契約書（案）に係るサービス対価の支払い額及びサービス対価の支払い時期と

の関係から減額方法及び減額時期については、局と協議のうえ、決定するものとする。 
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７． 業務完了時の評価方法 

7.1 業務完了時の評価方法 

包括的民間委託の業務完了時の評価では、業務期間全般における評価として、コスト、環境負荷、

施設機能等に対し総合的に評価する。業務完了時の評価では、各年度末で評価した定量的な評価の

推移を確認し、設備の施設機能が維持されたか評価する。定量的な評価項目としては、「 4. 運

転・保全管理の評価方法」で示した PI があり、契約基準や目標基準の達成状況の推移、エネルギ

ー使用量・温室効果ガス排出量の推移、施設機能評価として健全度の推移、維持管理コストの削減

量を評価する。表7.1 に、契約期間全般の評価内容（案）を示す。 
 

表 7.1 契約期間全般の評価内容（案） 

業務 評価内容 

 

実施体制 
契約期間を通じた実施体制の評価、適切に作業を実施したか評価 

災害時に、計画書どおりに緊急体制を構築し実施されたか評価 

 

運転管理業務 
放流水質等の目標基準の達成状況の推移（PI 等）の推移の評価 

（表4.2 で示す年度ごとの PI の推移を評価する） 

エネルギー使用量、温室効果ガス排出量の推移（PI 等）の評価 

（表4.3 及び表 4.4 で示す年度ごとの PI 等の推移を評価する） 

 

保全管理業務 
施設機能の評価（健全度等の推移） 

（表 4.8 で示す年度ごとの PI の推移を評価する） 

 

その他 
維持管理コストの評価 

（表 4.12 で示す年度ごとの PI の推移を評価する） 

 


