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第1章 総論 

１.１ モニタリング基本計画の位置付けと目的 

本モニタリング基本計画は、下水道施設等包括的維持管理業務委託（以下「本委託」という。） 

の実施期間中に基づき選定された企業体が、下水道施設等包括的維持管理業務委託契約（以下

「委託契約」という。）に定められた業務を確実に遂行し、かつ、下水道施設等包括的維持管理

業務委託要求水準書（以下「要求水準書」という。）に定められた基準を安定的に充足するこ

と（以下「実施契約等の履行」という。）を確認するため、奈良市企業局（以下「局」とい

う。）が行うモニタリングについて、基本的な考え方及び内容を示すものである。 

１.２ モニタリング実施計画 

局は、維持管理業務受託者（以下「維持管理者」という。）との実施契約締結後、モニタリ

ング業務受注者（以下「モニタリング者」という。）及び維持管理者との協議を踏まえ、以下

の事項等を定めたモニタリング実施計画書を作成する。 

（１）モニタリングを行う体制 

（２）モニタリングの方法 

（３）モニタリングを行う時期 

（４）モニタリングの内容 

 

１.３ モニタリングの体制 

 モニタリングは、①維持管理者によるセルフモニタリング（自ら確認）、②局によるモニタ

リング、③監理業務者によるモニタリングで構成される。 

   監理業務者によるモニタリングの結果について、維持管理者と監理業務者との間で疑義が発生

した場合、局は、当該疑義の解決方法等の調整を行う。 

（１）維持管理者によるセルフモニタリング 

維持管理者は、自らが作成したセルフモニタリング計画に基づき、本事業の運営状況が要

求水準書の基準を遵守しているかについて、セルフモニタリングを行うものである。 

（２）局によるモニタリング 

局によるモニタリングは、維持管理者のセルフモニタリングの結果を踏まえ、監理業務者

から提出された報告書や会議体での報告を基にモニタリングを行う。局が必要と判断した場

合は、局が現地の確認を行う場合がある。 

なお、計画的維持管理業務及び監理業務については、別紙委託成績評定書に基づいて評価

を行うものとする。 

（３）監理業務者によるモニタリング 

監理業務者によるモニタリングは、維持管理者のセルフモニタリングの結果を踏まえ、維

持管理者から提出された書面や会議体での報告を基にモニタリングを併せて実施する。また、

監理業務者が必要と判断した場合は、監理業務者が現地の確認を行うとともに、必要に応じ

て維持管理者に指示を行う。 

監理業務者によるモニタリングは局によるモニタリングと同じ視点で行うものとし、局によ

るモニタリングに加えて、客観的かつ専門的な観点を加えたダブルチェック及び助言を行う
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ことを目的としている。監理業務者はモニタリング結果を局に報告し確認を受ける。 

 

（４）紛争の調整 

監理業務者によるモニタリングの結果について紛争が発生した場合、局は監理業務者の要請

により、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

   なお、 維持管理者は、局及び監理業務者の指示に従って是正等を行う。 

 

監理業務者

維持管理者

企業局

モニタリング

モニタリング

結果報告

指 示

 

図 １-１モニタリング体制 
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１.４ モニタリングの対象業務 

モニタリングの対象業務は、以下の通りとする。 

（１）西部地域終末処理場等運転管理業務 

（２）東部地域終末処理場等運転管理業務 

（３）計画的維持管理業務 

（４）日常的維持管理業務 

（５）その他業務 

（６）事業終了にあたっての引継ぎ業務 

（７）その他（発注者の指示事項） 

 

１.５ モニタリングに要する費用負担 

監理業務者が行うモニタリングに要する費用については、監理業務者が負担する。 

維持管理者が行うセルフモニタリングに要する費用については、維持管理者が負担する。 

 

１.６ モニタリング実施計画書の変更 

モニタリング実施計画書は、事業実施契約後に、本モニタリング基本計画と維持管理者のセ

ルフモニタリング及び監理業務者のモリタリングに関する提案等を踏まえて初版を作成するが、

その後においては以下の事由により変更する。 

（１）実施契約が変更された場合 

（２）要求水準書が変更された場合 

（３）その他、業務内容の変更が特に必要と認められた場合 

 

１.７ モニタリング結果の公表 

局は、モニタリングの結果について、必要に応じて局のホームページにおいて公表する場合

がある。受託者は局の公表に協力するものとする。 
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第２章 モニタリングの実施方法 

２.１モニタリングの基本的な考え方 

(１）下水道管路業務のモニタリング 

下水道管路業務のモニタリングは、維持管理者として対象となった下水道管路の維持管理

の目的達成のために、必要な下記の各業務が要求水準を満たして適切に実施されているかの

確認を行う。 

なお、計画的維持管理業務については、別紙委託成績評定書に基づいて評価を行うものとする。 

１） 計画的維持管理業務   

２） 日常的維持管理業務 

３）その他業務履行上必要と認められる事項 

維持管理の目的達成のために必要な各業務が要求水準及び業務計画等（以下、「要求水準

等」という。）を満たして適切に実施されているか等の確認を行う。 

維持管理者は、各業務着手前に表-1 に準拠したセルフモニタリング様式を監理業務者と協議

の上作成し、モニタリング実施計画書として局に提出し、局の承諾を得ること。 

維持管理者は、各業務の履行について業務計画書等に基づき確認を行うとともに、表-1に示

した業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の維持管理状況を基に要求水準等を満た

しているかどうかのセルフモニタリングを行い、要求水準等の確認結果を含むセルフモニタリ

ング報告書を作成し、監理業務者に確認を求めた後、局に提出し承認を受ける。 

局は、セルフモニタリング報告書等の確認書類、各種提出書類及び実際の維持管理状況を基

に、要求水準等の内容を満たしているかどうか等の確認を行う。 

また、局及び監理業務者は、維持管理業務の品質確保のために必要と認めた場合、維持管理

状況の実地における確認を行い、確認結果に応じた必要な措置を講じる。 

 

（２）下水道施設業務のモニタリング 

下水道施設業務のモニタリングは、維持管理者として対象となった下水道施設の維持管理

の目的達成のために、必要な下記の各業務が要求水準を満たして適切に実施されているかの

確認を行う。 

１）西部地域終末処理場等運転管理業務 

２）東部地域終末処理場等運転管理業務   

３）保全計画業務 

  ・施設情報の収集（銘板調査、修繕履歴等含む） 

  ・資産台帳による施設有無確認 

  ・既存資料の見直・整理 

・運用（閲覧・更新・活用方法等ﾏﾆｭｱﾙ作成、運用説明） 

・修繕実績整理 

・PDCAｻｲｸﾙによる保全計画管理 

４）その他業務上必要と認められる事項 

    ・省エネ機器導入書類 

  ・運転系列数見直し（低減）書類 

  ・薬品使用量等低減書類 

  ・青山清水園管理低減検討書類 

 

維持管理の目的達成のために必要な各業務が要求水準及び業務計画等（以下、「要求水準

等」という。）を満たして適切に実施されているか等の確認を行う。 
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維持管理者は、各業務着手前に表-1 に準拠したセルフモニタリング様式を監理業務者と協議

の上作成し、モニタリング実施計画書として局に提出し、局の承諾を得ること。 

維持管理者は、各業務の履行について業務計画書等に基づき確認を行うとともに、表-1に示

した業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の維持管理状況を基に要求水準等を満た

しているかどうかのセルフモニタリングを行い、要求水準等の確認結果を含むセルフモニタリ

ング報告書を作成し、管理業務者確認を求めた後、局に提出し確認を受ける。 

局は、セルフモニタリング報告書等の確認書類、各種提出書類及び実際の維持管理状況を基

に、要求水準等の内容を満たしているかどうか等の確認を行う。 

また、局及び監理業務者は、維持管理業務の品質確保のために必要と認めた場合、維持管理

状況の実地における確認を行い、確認結果に応じた必要な措置を講じる。 

 

（３）安全・品質・工程業務のモニタリング 

１）労働安全衛生法の講習・指導業務 

２）安全・品質・工程管理（修繕業務、日常的維持管理業務[管路]) 

３）BCPの検証・実施 

４）その他業務上必要と認められる事項 

 

維持管理者は、各業務の履行について業務計画書等に基づき確認を行うとともに、業務の

履行に伴って作成する各提出書類及び実際の維持管理状況を基に要求水準を満たしているか

どうかの確認を行い、要求水準確認結果を含む報告書を作成し、監理業務者に提出し確認を

求める。 

監理業務者は、報告書、各提出書類及び実際の維持管理状況を基に、要求水準の内容を満

たしているかどうかの確認を行い、結果を局に結果を報告し確認を受ける。 

また、局及び監理業務者は、維持管理業務の品質確保のために必要と認めた場合は、維持

管理状況の実地における確認を行い、局は結果に応じた必要な措置を講じる。 

 

(４）包括委託業務（仕様書）のモニタリング 

包括委託業務のモニタリングは、その内容を要求水準書や仕様書として明示しているため、

業務の頻度、内容、条件などを満たして適切に実施されているかの確認を行う。各業務の履

行について業務計画書等に基づき確認を行うとともに、業務の履行に伴って作成する各提出

書類及び実際の維持管理状況を基に、要求水準や仕様書を満たしているかどうかを確認し、

包括委託業務確認結果を含む報告書を作成し、監理業務者に提出し、確認を求め、その後、

局に提出し確認を受ける。 

局は、報告書、各提出書類及び実際の維持管理状況を基に、仕様の内容を満たしているか

どうかの確認を行う。 

また、局は、維持管理業務の品質確保のために必要と認めた場合は、維持管理状況の実地

における確認を行い、結果に応じた必要な措置を講じる。 

 

２.２ モニタリング方法 

（１）書類による確認 
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年間維持管理報告書

セルフモニタリング結果報告書 結果の確認

進捗状況の確認

事故内容の確認

総合評価シート 毎回 進捗状況の確認

毎回

月間維持管理計画書

年間維持管理計画書

運転管理計画書

安全管理計画書

モニタリング実施計画書

月間維持管理報告書

随時

セルフモニタリング報告書

故障事故報告書

施設機能確認報告書

提出書類 内容確認時期

実施前、変更時

実施前、変更時

実施前、変更時

実施前、変更時

進捗状況の確認

進捗状況の確認

実施前、変更時

毎回

毎年度

毎回

用途

内容の把握

内容の把握

内容の把握

内容の把握

内容の把握

内容の確認

引き継ぎに必要な書類 事業終了前 内容の確認

随時、事業終了前

随時その他局が必要とする書類

内容の確認

 

 

表 1 モニタリングに必要な主な書類 

 

 

① 下水道管路業務のモニタリング 

維管理持者は、下水道管路業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ、

提出書類を監理業務者に確認を求め、その後、局の確認を受ける。局及び監理業務者は、維

持管理業務の品質確保のために必要と認めた場合は、維持管理状況の実地における確認を行

う。 

② 下水道施設業務のモニタリング 

維持管理者は、下水道施設業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ、提

出書類を監理業務者に確認を求め、その後、局の確認を受ける。局及び監理業務者は、維持

管理業務の品質確保のために必要と認めた場合は、維持管理状況の実地における確認を行う。 

 

 

③安全・品質・工程業務のモニタリング 

 維持管理者は、管路・施設業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ、提  

出書類を監理業務者に確認を求め、その後、局の確認を受ける。局及び監理業務者は、維持 

管理業務の品質確保のために必要と認めた場合は、維持管理状況の実地における確認を行う。 
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④ 包括委託業務（仕様書）のモニタリング 

受託者は、包括委託業務の遂行状況及び実施契約等の履行状況を自ら確認のうえ、提出

書類を局に報告し、確認を受ける。 

 

（２）会議体による確認 

局と監理業務者及び維持管理者は、必要に応じて会議体を設置する。局はこれらの会議体

等の開催を通じて、業務の進捗状況及び要求水準の充足状況、課題等を確認し、対応方針に

ついて協議を行う。なお、局が必要と認める場合は、当該会議体によらず、随時、別途会議

体を設けるものとする。 

表 2 会議体の設置 

    

四半期業務報告会

・業務進行状況

・要求水準書の充足状況

・目標の達成状況

・課題の確認

会議体名 議題

・各種業務報告

・業務進行状況

・要求水準書の充足状況

月例報告会

・履行確認

・次期業務計画の確認

・履行確認

・次月業務計画の確認

・目標の達成状況

・履行確認

・次年度業務内容の確認

・課題の確認

年次報告会

1回／四半期

1回／月

頻度

・業務進行状況

・要求水準書の充足状況

・目標の達成状況

・課題の確認

1回／年

 

 

 

 

（３）現地における確認 

書類及び会議体における確認の結果、局が必要と判断した場合、または監理業務者が現

地確認を要請した場合、局は現地における確認を行う場合がある。維持管理者は局の現地

における確認に必要な協力を行う。 

また、局及び監理業務者は立会が必要とされている場合、その他事業の各段階で必要と
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認めたときは、現地における確認を行う。 

なお、現地における確認を行う場合には、維持管理者は立ち会うものとする。 

 

（４）不定期モニタリングの実施 

１）現地確認を伴うモニタリング 

現地確認を伴うモニタリングは、局及びモニタリング者が協議のうえ、開催日を決定

するものとする。このモニタリングは、定期モニタリングと合わせて実施することもで

きる。 

 

２）緊急モニタリング 

緊急モニタリングは、局及び監理業務者が緊急的にモニタリングの開催を必要と判断し

た場合に行うものとする。モニタリングを実施する際は、局及び監理業務者から維持管理

者へ実施日を遅滞なく連絡し、維持管理者はモニタリング に要する書類等を速やかに整

理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３ モニタリングの手順 

維持管理者が、書類を監理業務者に内容の確認を求め、その後、書類を局に提出してモニ

タリングが開始されるものである。モニタリングは書類確認及び監理業務者での確認（一部

については、書類提出のみのものもある。）後、局の確認を受ける。 

局が必要と認めた場合又は監理業務者が要請した場合は、局は現地における確認を行う場合
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がある。その場合は、維持管理者は立ち会うとともに必要な協力を行う。 

モニタリング方法についての詳細は、実施契約の締結後に策定するモニタリング実施計画書

において確定するが、現時点での想定フローを図 ２-１に示す。 

 

時期 維持管理者 局 管理業務者

実施契約締
結後

運営体制の提示 内容の確認

事業計画の提示 内容の確認

セルフモニタリングの提示 内容の確認

業務開始前

事業開始

業務内容の報告（毎月） 内容の確認

業務内容の報告（年度末） 内容の確認

事業終了時

引継ぎなどの提示 内容の確認

終了時の提出書類 内容の確認

内容の確認

内容の確認

内容の確認

内容の確認

内容の確認

内容の確認

内容の確認

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

報 告

 

 

図２-１想定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.４ 監理業務者 

局はモニタリングを行う場合、局が直接行うことを基本としている。ただし、局が直接実施

する場合とは別に、下記に示すように監理業務者を用いてダブルチェックを行う。 

（１）監理業務者 
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監理業務者は、局から指示を受け維持管理者の実施状況を監視する。監理業務者は局とモ

リタリング実施計画書で定めた項目について、維持管理者から書面で受け取り局に報告する。 

報告内容について事業実施に関する不具合や是正すべき点があった場合は、監理業務者の責

任において維持管理者に是正を求める。また、局は是正勧告を行う。 

 

 

 

監理業務者
維持管理者

企業局

①契約

②書類提出

③是正指示など

④報告

⑤是正指示など

⑥是正勧告など

 
 

 

 

 
 

図 ２-２ 監理業務者 
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第３章  契約内容未達時の措置 

  

３.１ 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 ３-１）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 ３-１ 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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３.２ 契約内容未達時における措置 

 

（１）措置 

局は、第２章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3-1 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、３.２（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、監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監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、３.２（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、監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監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、３.２（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、３.２（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、３.２（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 

３.２（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 ３-１ 契約内容未達時における措置の概要 
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第４章 インセンティブとペナルティ 

 

４.１ 基本的な考え方 

要求水準を満たすためには、維持管理者において実行段階で創意工夫により維持管理のコス

ト削減効果を発揮する必要があり、それに向けてインセンティブを働かせる仕組みとして、モ

ニタリング評価が行われる。また、要求水準書未達、債務履行・不履行等に当たっては、それ

に基づくサービス対価の支払いメカニズム、サービス対価の業績連動支払いを検討するものと

する。 

 

 

 

４.２ 業務連動支払いの検討 

要求水準が発揮されていない場合には、その支払い対価は、モリタリング評価に見合った形

で、すなわち、実行された業績のモリタリング評価に連動したサービス対価の支払いが検討さ

れることになる。また、要求水準に見合った、あるいはそれ以上のコスト削減効果された場合

には、インセンティブの付与も検討するものとする。 

要求水準書においてコスト削減が数値的な基準により明確に示され、このサービス水準が実

施・維持管理段階で確保されているかを局がモニタリングし、確保されていない場合、支払い

対価の減額等、サービス対価の支払メカニズムへの連動を行う枠組みのことである。 

仕様ベースの発注ではあるものの、技術提案により定められた目標（指標）に基づき、維持

管理者がノウハウや創意工夫等を生かした解決策・対応策を提案し、コスト削減を実行した訳

であるから、モニタリングによるプロセス評価を踏まえて、コスト削減が発揮されていると評

価されれば、連動して支払い対価が評価され、支払額への反映に繋がるものと考える。 

これにより、維持管理者は当初想定されたコスト削減を保つインセンティブが担保されると

考える。 

この枠組みは、業務の実施が適切になされることを担保していく仕組みであり、業務連動払

い自体は、維持管理者が公共サービスの提供を行い、そのサービス提供の対価を局が支払い、

サービスを購入するスキームにおいて効用を発揮するものと考える。 

局及びモリタリング者によるモニタリングに基づくサービス対価の支払いメカニズムの検討で

は、サービス水準が確保されているか否かを要求水準に即して判断できるようにする客観的な

業務指標を用いて評価するものとする。 

 

 

（１）インセンティブ 

局と維持管理者は、管路・施設の維持管理における車の両輪であり、両者が協力する必要が

あるとの認識から、また市民等のユーザーに下水道が使用できないという不便をかけずに、下

水道サービスを継続的に提供するためには、「管路・施設を健全な状態にしておく」、「市民

等ユーザーに持続可能な下水道サービスを提供する」というインセンティブを持ち続けること

が重要であるとの認識から、「管路・施設を健全な状態にしておく」及び「市民等ユーザーに

持続可能な下水道サービスを提供する」の実現に資する維持管理者の活動（業務進捗状況）の

評価に対して、インセンティブを付与する。 

なお、基本契約書（案）との関係からインセンティ算定方法及びインセンティブ支払い時期

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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（２）ペナルティ 

モニタリングに基づきペナルティが算定された場合、本業務の維持管理及び工程(プロセス) 

管理を中心とする管理が不十分であると評価し、モニタリング基本計画（案）の「3.1 契約内

容未達時における措置」※における「支払い停止」及び「契約解除」の場合を除き、局は維持

管理者に対し、「維持管理業務」に係るサービス対価の支払額からの減額を実施する。 

この場合、減額の対象とする金額は、当該年度に支払われる「維持管理業務」に係るペナルテ

ィ対象業務費から減額を算定するものとする。 

なお、基本契約書（案）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。 

 ペナルティの算定方法については、維持管理者が主として行った管理が原因で起こった事象

について、認定レベルが３ に達した場合は、ペナルティを課すものとする。 

ただし、維持管理者の帰責によらないものは除くものとする。 

ペナルティの詳細については、別紙「モニタリング手順書」によるものとする。 

 

 

 

 

 

なお、上記 （1）、（2）に係るインセンティブとペナルティの計上基準は表4-1 

のとおりとする。 

表 4-1  インセンティブとペナルティの計上基準 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インセンティブと   

ペナルティポイント 

＋２ 

＋１．５ 

＋１ 

＋０．５ 

±０ 

－０．５ 

－１ 

－１．５ 

－２ 
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（３）サービス対価の支払額への反映 

モニタリングに基づきペナルティを算定された場合、本業務の施工管理及び工程  (プロセ

ス)管理を中心とする維持管理が不十分であると評価し、モニタリング基本計画（案） の「3.1 

契約内容未達時における措置」※における「支払い停止」及び「契約解除」の場合を除き、

局は受託者に対し、「維持管理業務」に係るサービス対価の支払額（固定費）からの減額を

実施する。 

この場合、減額の対象とする金額は、当該年度に支払われる「維持管理業務」に係る委託

料の価額とし、ペナルティに減額割合 0．5％を乗じた額を減額するものとする。 

※詳細は、「モニタリング基本計画（案）」を参照すること。 

 

 

＜算定例＞ 

当該年度の「維持管理業務」に係る委託料相当額（固定費）：Ａ百万円 

ペナルティポイント：－２ 

減額の金額：Ａ×２×0．5％＝Ａ×1％  （百万円） 

 

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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第５章 事業終了時のモニタリング 

５.１ 基本的な考え方 

維持管理者は、要求水準書や仕様書に定めるとおり、施設機能確認報告書及び引継書を作成

し、管理業務者に確認を求める。その後、局に提出し内容について確認を受ける。 

 

５.２ 確認方法 

（１）書類による確認 

維持管理者は、事業終了に際して以下に示す提出書類を監理業務者に確認を求め、その結果

を局に提出して確認を受ける。 

 

表 ５-１ 事業終了時のモニタリングに係る書類 

 提出書類 提出時期 

確認報告書 確認完了後 10 日以内 

 

引継書 
事業終了日まで 

（ただし、暫定版を  90 日前までに提出） 

その他局が必要とする書類等 事業終了日まで 

 

（２）会議体による確認 

局と監理業務者及び維持管理者は要求水準書に定められる下水道管路・施設の確認や技術

指導、引継等に必要となる協議を適宜実施する。 

（３）現地における確認 

書類及び会議体における確認の結果、局が必要と判断した場合、または監理業務者が現地

確認を要請した場合、局は現地における確認を行う場合がある。維持管理者は局の現地にお

ける確認に必要な協力を行う。 

 

５.３ モニタリングの手順 

局及び監理業務者は、書類及び会議体における決定事項に基づき、モニタリングを行う。 


