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安城市下水道ビジョン策定業務委託 一般仕様書 

 

第１章 総則 

１ 業務の目的 

本業務は、安城市（以下「発注者」という。） において、下水道ビジョン策

定にあたり、特記仕様書に示す事項に基づき必要な図書等を作成することを目

的とする。 

２ 一般仕様書の適用 

業務は、本仕様書に従い実施しなければならない。ただし、特別な仕様につ

いては、特記仕様書に定める仕様に従い実施しなければならない。 

３ 費用の負担 

業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様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。 

４ 法令等の遵守 

受注者は、業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 

５ 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなけれ

ばならない。 

６ 秘密の保持 

受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

７ 公益確保の責務 

受注者は、業務を行うにあたっては公益の安全、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。 

８ 提出書類 

受注者は、業務の着手及び完了にあたって、発注者の契約約款に定めるもの

のほか、次の書類を提出しなければならない。 

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度、承諾を受ける

ものとする。 

（１）工程表 （２）管理技術者届 （３）職務分担表 

（４）業務計画書 （５）完了届 （６）納品書 （７）請求書等 

 



９ 配置担当者 

（１）受注者は、管理技術者、照査技術者及び主任技術者をもって、秩序正しく

業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験

を有する技術者を配置しなければならない。 

（２）管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道））の資格を有し、かつ

平成２９年４月１日以降に完了した下水道ビジョン、下水道事業経営戦略、

又はこれらに類する下水道の長期計画策定業務（以下、同種業務という。）を

管理技術者又は主任技術者として履行した実績を有することとする。 

（３）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門（

下水道））の資格を有し、かつ同種業務の履行実績を有することとする。 

（４）主任技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門（

下水道））の資格を有し、かつ同種業務を管理技術者又は主任技術者として履

行した実績を有することとする。 

（５）管理技術者、照査技術者及び主任技術者は、兼務することはできない。 

（６）配置技術者は、常勤の社員であり契約時において３ヶ月以上の雇用関係が

あるものとし、着手時に健康保険証など雇用関係を証明する書類を提出しな

ければならない。 

（７）受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しな

ければならない。 

10 工程管理 

（１）受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、

協議しなければならない。 

（２）受注者は作業月報（任意様式）により、月初５日以内の営業日に進捗状況

を発注者に報告しなければならない。 

11 成果品の審査及び納品 

（１）受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。 

（２）成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなけれ

ばならない。 

（３）業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもっ

て、業務の完了とする。 

（４）業務完了後、明らかに受注者の責めに帰すべき理由により成果品が契約の



内容に適合しないものが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正

を行わなければならない。 

12 関係官公庁等との協議 

受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、

誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

13 参考資料の貸与 

発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 

14 参考文献等の明記 

業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するも

のとする。 

15 証明書の交付 

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請によるものとする。 

16 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのな

い事項については、発注者、受注者の協議によるものとする。 

 

第２章 計画 

１ 一般的事項 

受注者は、調査及び計画にあたり、地域社会の動向、国土形成計画（全国計

画・広域地方計画）、公害防止計画、その他上位計画との整合性を考慮して計画

をたてるものとする。また、業務中に疑義が生じたときは遅滞なく打合せを行

う。 

２ 業務の手順 

（１）業務は、十分協議打合せの後実施するものとする。 

（２）管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。 

（３）打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。 

３ 調査及び計画 

受注者は、発注者より提供した資料、受注者が調査収集した資料及び関係者

の打合せ結果等を十分検討した後、特記仕様書に示す事項に基づき下水道ビジ

ョンを作成するものとする。 

 



第３章 提出図書 

１ 提出図書 

  成果品の提出部数は、次のとおりとする。 

（１）下水道ビジョン           ７部 

（２）下水道ビジョン（概要版）      ７部 

（３）業務報告書             １部 

（４）その他関係図書                    １部 

（５）打合せ議事録                      １部 

（６）電子データ（ＣＤ－Ｒ）      一式 

 

 第４章 参考図書 

１ 参考図書 

業務は、次に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

（１）新下水道ビジョン（国土交通省） 

（２）下水道ビジョン 2100（国土交通省） 

（３）新下水道ビジョン加速戦略（国土交通省） 

（４）下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通

省） 

（５）下水道事業における広域化・共同化の事例集（国土交通省) 

（６）下水道事業におけるＰＰＰ／ＰＦＩ手法選択のためのガイドライン（案） 

（国土交通省） 

（７）経営戦略策定ガイドライン（総務省） 

（８）下水道事業におけるコスト縮減の取り組みについて（日本下水道協会） 

（９）下水道経営改善ガイドライン（日本下水道協会） 

（10）下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

（11）持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル（国

土交通省、農林水産省、環境省） 

（12）流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（日本下水道協会） 

（13）下水道施設計画･設計指針と解説（日本下水道協会） 

（14）下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

（15）小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説（日本下水道協会） 



（16）下水道事業コスト構造改善プログラム（国土交通省） 

（17）下水道事業における費用効果分析マニュアル（国土交通省） 

（18）新都市計画の手続（都市計画協会） 

（19）その他関連図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安城市下水道ビジョン策定業務委託 特記仕様書 

 

１ 業務の目的 

  下水道は、生活環境の快適性及び自然環境を守るために欠くことのできない重

要な施設である。この下水道を取り巻く環境は、施設の耐震化や老朽化対策の必

要性及び節水意識の向上など大きく変化しており、組織（ヒト）、施設（モノ）、

経営（カネ）を一体的に管理することにより、将来にわたって「下水道サービス

の質の向上を図り、安定した経営を持続する」ことが求められている。 

このためには、下水道の役割、現在の状況や今後の事業内容や経営面の見通し

などについて、使用者の理解を深め、価値観を共有し、協力を得ることが不可欠

であり、目指すべき方向性を示すため、「安城市下水道ビジョン」の策定を行うも

のである。 

 

２ 特記仕様書の適用範囲 

この仕様書は「安城市下水道ビジョン策定業務委託一般仕様書」第１章１及び

２に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様

書によるものとする。 

 

３ 業務の概要 

  業務の概要は次のとおりとする。 

（１）業務委託名  安城市下水道ビジョン策定業務委託 

（２）委託箇所範囲 安城市全域 

（３）対象事業 

 ア 公共下水道事業 

 イ 特定環境保全公共下水道事業 

 ウ 農業集落排水事業 

（４）計画期間 １２年（令和６年度～令和１７年度） 

（５）履行期間 令和４年５月～令和６年２月（予定） 

 

４ 業務の内容 

  業務の内容は次のとおりとする。 



（１）基本作業の確認 

   計画策定の作業内容、作業スケジュール、目標年次等を確認する。 

（２）資料収集・整理 

  ア 行政の施策全般に関する資料 

総合計画、環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、各種長期計画等を収

集整理する。 

  イ 下水道事業の施策に関わる資料 

流域別下水道整備総合計画、事業計画、都道府県構想、下水道総合地震対

策計画、ストックマネジメント計画等を収集整理する。 

  ウ 下水道事業の運営及び経営に関する資料 

整備状況、維持管理状況、執行状況、決算書、決算説明書、適正な使用料の

あり方などを始め、その他下水道経営に関する資料を収集整理する。 

（３）現状把握と課題整理 

  ア 市民等へのアンケート（無作為により、２，０００件程度を予定） 

  （ア）調査票の作成 

     アンケート内容を検討し、調査票を作成する。 

  （イ）結果の集計・分析・とりまとめ 

     アンケート結果を集計・分析し、現状及び課題に反映する。 

  イ 下水道事業を取り巻く環境の整理 

    気候変動、下水道事業に求められる要求水準等を整理する。 

  ウ 下水道事業の現状把握と評価 

    下水道事業の各種計画と進捗状況、維持管理状況、下水道経営状況等を整

理し、下水道事業の現状を把握する。下水道経営状況については、経営分析

を行い、全国平均値や類似団体等と比較及び評価する。 

  エ 下水道事業の課題整理 

下水道事業の現状や下水道事業を取り巻く環境、市の施策等を踏まえ、下

水道事業の課題を整理する。 

（４）基本理念及び基本方針の設定 

  ア 基本理念の設定 

目指すべき方向を踏まえ、将来の下水道事業の考え方を整理し、基本理念

を設定する。 



  イ 基本方針の設定 

基本理念を実現するための下水道事業の基本方針を設定する。 

（５）指標及び目標設定 

  ア 指標の設定 

基本方針や施策の体系等に基づき、指標を設定する。 

  イ 目標の設定 

    各種施策の進捗状況等を踏まえ、指標ごとに中長期の目標を設定する。 

  ウ 進捗管理 

    ＰＤＣＡサイクルによる継続的な最適化を図るため、達成度を評価する仕

組みを作成する。     

（６）施策の整理と事業スケジュールの策定 

  ア 施策の整理 

    今後実施する具体的な施策についてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との

関連性が分かるよう配慮のうえ、整理する。 

  イ 事業スケジュールの策定 

    将来の事業実施体制についての見通し（ＰＰＰ／ＰＦＩ）等についても検

討の必要性を整理する。施策の優先度を踏まえ、施策実施スケジュールを検

討する。 

（７）下水道財政の見通し 

  ア 支出の見通し 

    各種施策の事業量に基づき、年度別事業費（維持管理費含む）、起債償還費

等の支出を予測する。 

  イ 収入の見通し 

    下水道使用料収入を予測する。 

  ウ 経営改善方針の検討 

    投資の合理化、維持管理の効率化、組織体制及び使用料の適正化等の経営

改善策を検討する。 

  エ 下水道収支の見通し 

    中長期的な経営シミュレーションを実施し、下水道収支を予測する。 

（８）下水道ビジョンの策定 

   現状把握と課題、基本理念及び基本方針の設定、指標及び目標設定、施策の



整理と事業スケジュールの策定、下水道財政の見通しを踏まえ、長期、中期ご

とに計画を整理し、下水道ビジョンとしてとりまとめる。 

（９）パブリックコメントの支援 

市民等の意見を把握するためのパブリックコメントの実施により、得られた

意見を十分精査・分析し、下水道ビジョンに反映させる。 

（10）審議会の運営支援 

   同業務内容については、全８回（４回/年）程度の開催を予定している審議会

にて、審議する予定であるため、同審議会における説明資料を作成する。 

（11）広報用資料の作成 

   下水道ビジョンを住民等に公表・周知するため、公表用資料（広報、ウェブ

サイト掲載用等）を作成する。 

（12）提出図書の作成 

   前記、業務内容をとりまとめ、次の図書を作成する。 

  ア 下水道ビジョン（概要版含む） 

  イ 業務報告書 

  ウ その他関連図書（検討資料、収集資料等） 

  エ 打合せ議事録 

（13）照査 

   「下水道ビジョンの作成」における方針の確定・確認と作業内容の照査を行

う。 

（14）設計協議 

初回、中間（６回(３回/年)）、最終の各段階のほか、必要に応じ適宜打合せ

を実施し、業務内容の検討方針、結果確認を行う。 

 

５ その他特記事項 

（１）本仕様書に記載のない事項については、発注者及び受注者双方の協議により

定めるものとする。 

（２）「市民等へのアンケート」に係る対象者の抽出、配布及び回収作業については

発注者が実施する。 

（３）「下水道財政の見通し」等については、発注者において検討をおこなう適正な

使用料のあり方などを含む経営戦略（見直し）を十分に理解のうえ、反映する



こと。 

（４）提出図書の作成にあたっては、経営戦略（見直し）を含めて作成すること。 

（５）パブリックコメントの実施を見込み、令和５年１０月頃までに下水道ビジョ

ン（案）をとりまとめることとする。 

（６）審議会の開催回数に変更が生じた場合や審議会への同席が必要となった場合

は、別途協議により定めるものとする。 

（７）審議会用説明資料の作成にあたっては、発注者において検討をおこなう適正

な使用料のあり方などを含む経営戦略（見直し）に関連する資料（発注者提供

資料）も合わせてとりまとめることとする。 


