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サウンディング調査 

＜調査概要＞ 

岡山市下水道管路施設の包括的民間委託導入検討として、令和 4年 3月 11日に希望者を

対象に説明会を開催し、民間事業者の参入意向や事業内容に対する考えを把握することを目的

とした、アンケート形式によるサウンディング型市場調査を実施しました。アンケートの回答が

あった企業は表-1 に示す通りです。 

表-1 アンケート一覧 

回答社数 実施方法 

回答 24 社 アンケート形式 

 

■調査期間：令和 4年 3月 11日（金）～令和 4年 3月 18日（金） 

 

なお、「質問 3 貴社の維持管理業務の実績について」「質問 4 保有機材について」「質問 5 

参加資格要件について」は割愛させていただいております。 

 

＜回答結果＞ 

質問 1 包括的民間委託についての認知度と参入に対する意欲について 

包括的民間委託についてご存知でしたか。また、岡山市における包括的民間委託に参入してい

ただけますか。 

 

 

 

1 包括的民間委託についてご存知でしたか 

言葉と概念を理解している 20 社 

言葉を聞いた事がある 3 社 

聞いた事がない 1 社 

2 包括的民間委託に参入していただけますか。 

参入する意欲がある 14 社 

参入する意欲がない 1 社 

現時点ではどちらとも言えない 9 社 
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質問 2 対象施設・業務、期間および業務実施体制について 

岡山市の包括的民間委託では、下水道管路施設およびマンホールポンプ施設の維持管理に関

する業務を 1つのパッケージとして民間委託を行うことを想定しています。この場合、管路施設

およびマンホールポンプ施設の維持管理業務に携わる他企業と「共同企業体（JV）」を構成し、

複数年に渡り事業を実施することが想定されます。このことについて、貴社の考えをお聞かせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 （1 で「対象施設に追加したら良いと思う施設がある」と回答した方） 

追加したら良いと思う施設とその理由（自由記入） 

・雨水ゲート等は追加していくべき。 

・雨水ゲート、真空式下水道等は旧岡山市の公共下水道エリア内であり、隣接した施設が多

数あることから業務の効率性を考慮すると包括的民間委託に追加する内容としては非常

に適していると思う。 

・真空式下水道施設は追加しても良い。 

 

 

1.2 （1 で「その他」と回答した方）（自由記入） 

・管路施設対応業者とポンプ施設業者は業務が異なり、まとめをする業者の意欲が重要 

 

 

 

 

1 岡山市が想定している対象施設は適切だと思

いますか。 

対象施設は適切だと思う 19 社 

対象施設に追加したら良いと思う施

設がある 

3 社 

対象施設から外したら良いと思う施

設がある 

なし 

その他 1 社 

未回答 1 社 
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※複数回答があり計 24 社となっていませ

ん。 

 

2.1（2 で「対象業務に追加したら良いと思う業務がある」と回答した方） 

追加したら良いと思う業務とその理由（自由記入） 

・調査、設計 

・計画的な調査やストックマネジメント計画策定業務 

・計画的スクリーニング点検・調査 管渠全体の現状把握や優先順位を決めるため 

・業務：問題解決業務（不明水対策）、改築更新業務（改築更新） 

理由：受託者の創意工夫（新技術の活用）を活かした効率的な業務の実施が可能なため 

・管更生設計・工事：事業規模が大きくなり、スケールメリットが期待できる 

 

2.2（2 で「対象業務から外したら良いと思う業務がある」と回答した方） 

外したら良いと思う業務とその理由（自由記入） 

・清掃・処分（数量が明確でないため） 

・汚泥処分については岡山市と処分業者との間で取決めしたほうが良いと思われる 

・管路施設における業務の内容に関しては全くの異業種であり知識が乏しいだけでなく情

報共有出来る部分が非常に少なく、弊社の本来の業務に関係性が少ないと思われるため 

・巡視 

 

2.3（2 で「その他」と回答した方）（自由記入） 

・追加する、外すではなく、組み合わせを「ポンプ設備は全てのポンプ設備（公共・農集）」

「管路は岡山市内の全ての管路」という大きな 2 本立てで分けた方が、業務進行に関し

てスムーズにいき易いのではと思います 

・管路マネジメント計画策定、見直し業務を包括業務に含めて実施することでより効率的

な維持管理に繋がるのでは 

2 岡山市が想定している対象業務は適切だと思

いますか。 

選択した理由をお聞かせください（自由記入） 

対象業務は適切であると思う 14 社 

対象業務に追加したら良いと思う

業務がある 

6 社 

対象業務から外したら良いと思う

業務がある 

4 社 

その他 2 社 
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5.1（5 で「その他」と回答した方）（自由記入） 

・現時点では未定 

・現時点では、参入を考えてはおりません。 

・現在想定されている業務パッケージでは参入しない 

  

3 岡山市が想定している対象期間：4年を想定 

包括的民間委託の対象期間は適切

であると思う 

21 社 

包括的民間委託の対象期間は適切

ではないと思う 

3 社 

4（3 で「包括的民間委託の対象期間は適切ではないと思う」と回答した方）望ましいと思う

期間をお答えください。 

・2年 

・4年以上を希望します 

・2年。（理由）試行期間として 2年程度が妥当であると考えます 

・当初は 4年でも良いが、今後（第二期）は長期間が望ましい 

5 貴社が包括的民間委託に参入する際の体制につ

いてどのようにお考えでしょうか。 

(複数回答可) 

単独で参入 1 社 

JV の代表企業で参入 4 社 

JV の構成企業で参入 17 社 

JV の下請企業で参入 4 社 

その他 3 社 
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質問 6 事業実施にあたって行政に期待する支援や配慮してほしい事項について 

1 岡山市に期待する支援内容（自由記入）。 

・この形態で発注されている他県の自治体様や受注されている企業体(企業)様との仲介的な

こと 

・下請にも利益が残せるシステムであって欲しい 

・元請になる代表企業になる業務はポンプ修繕、管路点検、管路の修繕業務に精通しているこ

とを期待します 

・業務終了後の余剰人員の手当の配慮 

・定期的モニタリングの実施 

・住民対応業務や災害対応業務については、市からの指示による対応業務と想定しています

が、市側・受託者側のスキル・ノウハウの伝承が重要と考えますので、これらに関しては積

極に支援していただきたいです。 

・積算時における工数・中身の公開。 

・住民との調整、苦情対応は岡山市で行うべきと思います。（民間での対応は問題が残ります） 

・「これまでのマンホールポンプ維持管理に関するデータの開示」マンホールポンプ維持管理

計画は、これまでの点検修理・緊急出動等のデータを分析することで効率的な計画を立案す

ることが可能となります（将来に向け緊急出動の回数を減らす工夫など含む）。 

・計画・監理業務に関する資料提供 

・初年度、次年度の引継ぎのサポート 

・今後、他の案件で包括的民間委託を実施される場合においても今回と同様にサウンディン

グ調査が実施されることを期待します。 

・自治体側が各業務で何を一番望んでいるか、必要な情報は何かを受託者側に伝えるために、

初めは現場同行により伝えてほしい（特に住民対応） 

・自治体が行う業務は、利益を求めるのではなく市民に喜んでいただけるサービスを提供す

ることが前提にあります。 

・包括的民間委託となれば民間が行う事業となり、管路施設維持管理業務は社会インフラの

中でも特に重要な業務となるため 24 時間 365 日休むことなく業務を行うこととなり、人の

体制を相当整備する必要があります。民間事業廃利益を求めなければならないため相応の

予算を組んでいただけるようお願いいたします。 

・現時点では、仕様も明確でなく、具体的には回答出来ませんが、「業者に丸投げではなく、

最後は岡山市様と相談できる」という形での仕様にしていただきたい。 

特に最初は現状の発注と変わらないくらいのご支援をお願いしたい。 

・業務遂行における自由度を確保いただきたい。 

・下水処理場での流入状況と修繕での調整（内容、時期） 
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その他頂いた主な意見  

金額について 

・複数の業務を包括的に受託しますと、受託者側に業務全体を統括し、かつ発注者に対する窓

口となる人員が複数人必要になります。この人員に対する妥当な対価を予定いただくこと

を希望いたします。 

仕様・契約等について 

・全体をマネジメントする人材は管路管理に関連する資格を有する者とすることが望ましい。 

・仕様書に資格者配置等の義務付けを検討して頂きたい。（コンサルタント：技術士、調査・

診断業務：日本下水道管路管理業協会 下水道管路管理総合技士等。） 

・包括的民営化の業務評価に対しては、管路協のセルフモニタリング等を活用して頂きたい。 

・民間事業者の創意工夫を最大限に発揮するために、業務の指標等に関して、可能である限り

性能発注の採用を検討していただきたい。更に、業務指標の完成度に応じて、民間事業者に

対するインセンティブ制度の導入を検討していただければ良いと考えます。 

・本業務の担当者は、ある程度専任となるため拘束時間も考慮した契約内容を望みます。 

2 岡山市に配慮して欲しい事項（自由記入） 回     答 

・支払い条件（毎月を希望） ・支払い条件については検討中ですが、業務

内容ごとに設定する予定としています。 

・地元・自治会対応など極力、岡山市が前面に

出て欲しい。（特に緊急対応等） 

・緊急対応については検討中ですが、現在の

想定では市で通報、警報や苦情等の電話

対応等行い、それから代表企業へ対応連

絡を入れる予定です。緊急対応や修繕を

行うにあたり、地元対応が必要となれば

市からも対応する予定としています。 

・修繕金額、一件あたり上限 300 万円は、競争

入札でなく JV 発注は考えられないでしょう

か。 

・修繕内容や一件あたりの対象金額につい

ては検討中ですが、設定する対象金額の

上限は過去の実績や内容によって精査し

たいと考えています。JV 発注についても

検討してまいりたいと思います。 

・マンホールポンプについて「そもそも適正な

維持管理ができているかどうかの評価」を行

い、適正な保守予算を積み上げていただくこ

とが必要だと考えます。その上で民間ノウハ

ウによってサービスの質およびコストをど

れだけ最適化できるかを検証いただきたい

と考えます。 

・維持管理、点検方法については検討中です

が、現在の維持管理方法についても見直

しを行いたいと考えております。 
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・警報（故障）対応は地域精通度が必須と考えるが、業務全般に対して、新技術の活用や最

新知見を活かして効率的な業務の提案が可能なプロポーザル方式（参加要件、評価方法な

ど）を検討いただきたい。 

業務内容について 

・可能であれば効率・人員面・金銭面の観点より同業種の組み合わせでの包括的民間委託を

希望します。 

その他 

・緊急作業時において道路使用許可など作業ができるよう配慮をお願いします。 

・管路の包括的民営委託については、先行の他都市の事例を参考に決定して頂きたい。 

・民間企業の創意工夫を活かし、自治体と民間企業のお互いにメリットがある内容の包括業

務を作ってほしい。 

・官と民が連携して行う業務であることを意識してほしい。 

 

3 包括的民間委託における懸念事項（自由記入）        回    答 

・住民災害対応の項目で災害時被害確認、通報初

動対応とありますが、これは 24 時間体制で対

応するのでしょうか？ 

・どちらも対応方法について検討中です

が、現状市職員で対応しており、緊急性

の高い内容も多くありますので、24 時間

体制となります。 

・作業内容に応じた適正な対価となるのか？ ・検討してまいります。 

 

その他頂いた主な意見  

企業構成について 

・力の強いゼネコンなどが代表者になると、企業体の構成に関して一方的になる部分が多々あ

ります。最終的に作業を行うのは、間違いなく地元の業者なので、県外業者が大きく成長し、

県内業者が委縮していく経済構造は、本来の地方自治から大きくかけ離れるので、注意が必

要であると思います。 

・代表企業がいるという事は構成員業者は下請負となり、現状、岡山市様との直接やりとりで

確保されていた金銭面が、代表企業により低い金額を提示される場合はあると考えます。 

・有資格者の常駐を強く求めると社員の遣り繰りに苦労する 

・緊急修繕の対応には、ベテランの技術者の 24 時間常駐が求められる 

・地元企業による参画・活用が公募要件になることが理解できますが、厳しすぎる地元要件を

付することになれば、市外業者の参画機会の喪失や、民間創意工夫などによる期待効果の未

達になってしまう恐れがありますので、市内・外部業者による参画機会のバランスを十分検

討していただきたいです。 

・代表企業の負担が大きくならない業務内容、要件を設定しないと JV が組めないのではない

か。 
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・責任が全て共同企業体に課せられることで対応が難しくなりそう 

・今後、今回の事業を 4 年間行っていくと事業範囲の拡大も視野に入る可能性もあると思わ

れるが、そうなると既存の事業者（代表企業・構成員）のみが事業の受託をし続ける可能性

が高くなる。地元企業が入れないもしくは構成員として入ったとしてもプロポーザルで負

けて受託できないとなると、地元企業への配慮はどのようになるか。 

・管路施設及びマンホールポンプ施設でよいが、共同企業体を構成する際の基準として、構成

員レベルで旧支所管内の業者が入れる等の地元が下請けにならないような対策を講じてほ

しい点と既存業務受託業者への配慮対策も講じてほしい点。 

・包括委託等、先進的な発注方式の導入は今後必要であると考えるが、多くの業務が一括にな

ることから新規はよいが既存業務の効率化となると関係業者が発生することから、地元業

者や既存業者への事業機会の損失とならないよう共存できる形での発注支援を期待したい

と考えます。 

・管路包括事業は地元に密着した企業なしには成立しません。これまでの業務受託とどう異な

るのか、発注者側と受託者側にどんなメリットがあるのかを丁寧に説明していく必要があ

ると思います。 

業務内容について 

・近年、社会情勢により建設業その他に対する求人は厳しくなっております。包括的民間委託

の目的からみても、従来の点検・緊急対応・修繕等だけでなく、管理面、作業面、計画・設

計等、今まで岡山市様が行ってこられた業務もこちらの範囲となり、大幅に業務が増えると

考えます。その部分の請負金額も十分に考えていただけると思いますが、金額だけでなく人

員が足りない可能性もあります。 

・業務範囲内であります「台帳管理」「マネジメント」等、現状物量が想像出来ない状態で不

安を感じています。 

・仮に現時点で適正なマンホールポンプ維持管理ができていない場合、包括的民間委託により

コストアップとなる可能性がある点 

・巡視・管渠点検・管渠修繕の付帯業務として、清掃業務が発生することが想定されるが市側

での処分料金の統一料金化を設定する必要があると考える。また、市の保有する施設による

処分先の確保も視野に入れてもよいと考える。（例：下水処理場の空地利用、最終処分場で

の処分等） 

・事業規模・契約内容によっては、包括的民間委託によってコストダウンになるとは限らない

と思います。メリットのあるように配慮して頂きたい。 

その他 

・他都市の実績でもそうですが、初年度はまずスムーズにいきません。官側の目線と民側の目

線が違いすぎるからです。官側は如何に民側の目線になれるか、民側は如何に官側の目線に

なれるか、その期間は経験上２年間必要です。 

・包括業務の中で一番トラブルが発生しやすいのが住民対応です。住民との折衝を含むこの対
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応を、受託者が官側の目線で如何に早く確実にできるかがポイントと考えます。そのために

は、最初の数か月間で受託者側に住民対応方法等を確実に教育する必要があります。 

・同業他社であれば相場もわかりますが今回異業種の組合せになるとそれも厳しくなるので

はと思います。官・民の両方にメリットがある状態では無くなる可能性があります。 

・今回のヒアリング会場で感じたが様々な業者を呼んでのヒアリングも必要だとも考えるが、

業務範囲の一括化により現状で携わっている業者等、ある程度範囲を指定して進めないと

後々話しがこじれてしまう可能性があることから、市場の公平性を理由に間口を広げすぎ

ると具体的な業務設計がしにくく、強引に既存・地元業者を配慮しない形をとってしまうと

他業務及び当計画においても影響が響いてくる可能性があるので、業者をある程度絞った

ヒアリングに注力する必要があるのではないかと考えます。 

 

質問 7 その他、質問事項・自由意見について 

1 質問事項や自由意見があればお聞かせくださ

い（自由記入） 

回    答 

・対象とする施設にマンホール蓋は含まれます

か？ 

マンホール蓋については、これまで下水道台

帳への記録を求められていなかった事から、

マンホール蓋タイプ等の諸元情報や改築年度

等も記録されていないことが想定されます。 

マンホール蓋は道路と管路に面する過酷な環

境下に設置されており、また、災害時等には、

管路施設の点検孔としての重要な役割を担っ

ています。 

以上より、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。 

・対象施設は検討中ですが、マンホール蓋

の施設情報収集整理業務についても検討

したいと思います。 

・本事業にて行う修繕は上限を 300 万円以上と

し、その費用は本事業費には含まれないもの

として頂きたい 

 

・代表企業数、構成員数の制限を設けないで頂

きたい 

 

 

 

・一件あたりの修繕金額については検討中

ですが、一件あたりの設定金額を超える

ものについては本事業費に含まず別途発

注、別途支払いの想定で検討しています。 

・企業構成については検討中ですが、統括

責任者等の指定もありますので、代表企

業については 1社となると思われます。 
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1 質問事項や自由意見があればお聞かせくださ

い（自由記入） 

回    答 

・説明会には建設コンサルタント業者も参加し

ていましたが、企業体に建設コンサルタント

業社が参加する必要はありますでしょうか。

また参加が望ましいと思われる業務内容があ

ればご教示ください。 

・計画・監理を想定しています。スキームを

検討中のため、幅広い業種のご意見を頂く

ために説明会を開催させていただきまし

た。 

・本件の委託範囲において、今後、改築設計や

ストックマネジメント計画関連業務等が追加

される予定はありますでしょうか？ 

・今後、本件以外の下水道分野の業務での包括

的民間委託による発注の予定はありますでし

ょうか？ 

・説明会資料 P.18 に記載されているように、予

防保全型維持管理実施のための包括的民間委

託の導入を検討とあるように、維持管理を複

数年実施するパッケージを考えているなら

ば、ストックマネジメント計画に基づく計画

修繕又は更新が必須であることは明瞭です。

確実に今後包括的民間委託を推進するために

は、本市全体の維持管理・更新計画の全体像

及びロードマップを示して頂き、その中の第

一ステージとして本業務が位置付くようにし

て頂ければ、民間事業者側もより理解でき、

積極的な参画検討ができると思います。 

以上のことから、具体的な業務内容（規模、

数量、民間事業者の創意工夫可能範囲等）を

ご提示願います。 

・今後の包括的民間委託の展開については

検討中ですが、効率的な運営を進める上

で追加される可能性はあります。 

・ありません。 

 

 

・今後の包括的民間委託の展開については

検討中ですが、実施方針の公表までには

包括的民間委託の全体像(イメージ)が示

せるよう検討してまいります。 

また、具体的な業務内容につきましては

実施方針の公表の際にご提示させていた

だく予定です。 

 

 

 

 

 

 

・リスク分担を明確にしてほしい 

 

 

 

・市で導入されている維持管理情報システムは

活用するのでしょうか。また、維持管理情報

の蓄積から次期包括に向けた分析や対策まで

含めた検討も入れて考えているのでしょうか 

・リスク分担については検討中ですが、他

の自治体を参考に、現在の市で発注して

いる委託と同等のリスク分担としたいと

考えております。 

・市で管理している下水道情報システムを

本業務で活用するかは検討中ですが、1期

目の包括民間委託の情報蓄積から次期包

括への利用は行いたいと思っています。 
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1 質問事項や自由意見があればお聞かせくださ

い（自由記入） 

回    答 

・このスキームでは「統括管理業務」が必要と

思われるがいかがでしょうか 

・セルフモニタリングは含まれないのですか 

 

・管路施設の巡視点検調査はストックマネジメ

ント（国費）の一環でしょうか 

・管渠点検にはスクリーニング点検を組み入

れ、清掃業務も合わせ計画的点検（年間一定

数の数量）から管渠施設情報の現状把握と蓄

積が必要ではないでしょうか 

 

・統括業務での計画策定には「点検、修繕等計

画の見直し」どの程度の内容が含まれている

のでしょうか 

・スキームの内容は検討中ですが、このス

キームでは必要になるかと思います。 

・セルフモニタリングについては検討中で

す。 

・ストックマネジメントの一環ではありま

せん。 

・管渠点検におきまして現在は一部頻発地

域に関して重点的に対処しています。ス

クリーニング点検も含め、包括的民間委

託にて情報収集と蓄積を行いたい考えで

す。 

・統括業務の具体的な内容については検討

中ですが、点検方法や点検した結果に伴

い可能な範囲での(点検方法や報告方法、

修繕優先度等)見直しを想定しています。 

・他都市で事例のある、問題解決業務（不明水

対策）、改築更新業務（改築更新）を業務パッ

ケージに含んでいない理由があれば教えてく

ださい。また、今後包括業務に含む可能性を

教えてください。 

・管路ストックマネジメント計画を今後策定す

る予定及び、包括業務に追加する可能性を教

えてください。 

・市で最も発生件数の多い業務をパッケー

ジで検討を進めています。 

今後の展開については検討中ですが、今

後包括業務に含む可能性はあります。 

 

・現在策定予定はありません。今後包括業

務に追加する可能性はあります。 

・施行体制においてもJVの代表者については

配置予定技術者の常駐・専任が必要と思わ

れるが、構成員については、工期が長く常

時、全構成員が稼働しているわけではない

ので技術者の配置義務等の緩和を検討して

頂きたい。 

・JV の代表者（統括責任者）は専任で考

えていますが、各業務の配置技術者（主

任技術者）については、ご意見のとお

り、考慮してまいります。 

 

その他頂いた主な意見   

業務内容について 

・汚泥処分など、引受先が限定される可能性があるので公平性を期するためにも処分方法など

を独自のものにするか、岡山市と処分業者との契約で出来るかなどの検討が必要と思われ
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ます。 

その他 

・まとめ役をする元請者は全ての業務を熟知していること 

・1年間前後、試行期間を設けてスタートしたらどうでしょうか。 

・今回、1期目として維持管理業務、修繕業務、住民・災害対応業務等を検討対象と想定され

ており、市内業者による参与の余地が大きいというメリットが伺えます。また、計画策定や

台帳管理、統括マネジメント業務も検討対象となることで、他自治体で実績・経験のある市

外業者からも参画しやすい利点があると考えます。 

一方で、もし更に管路の改築更新等に関わる業務も対象業務に含まれれば、民間側の創意工

夫等を一層に発揮でき、包括委託の実施による総合効果はより期待できます。 

１期目として、検討されている業務範囲・内容に賛成します。2 期目以降では、さらに業務

範囲・業務内容を拡大することを期待します。 

・総合評価における技術提案作成に膨大な費用が掛からないような評価方法をご検討頂きた

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


