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1. 業務概要 

 

1.1. 本業務の目的 

本市では、平成 24 年度に策定した「府中市インフラマネジメント計画（以下、「計画」

という。）」に基づき、平成 26 年度から「けやき並木通り周辺地区道路等包括管理委託（以

下、「現行包括管理事業」という。）」を試行的に実施している。本業務は、現行包括管理事

業についての効果を検証し、市全域を対象とした「将来包括管理事業」の在り方を検討す

る。また、平成 29 年度から実施を予定する、「次期包括管理事業」についての在り方を検

討する。 

 

1.2. 業務項目 

本業務では、当初想定していた検討項目に加え、先導的官民連携支援事業を活用してさ

らなる詳細な検討を行った。そのため、本調査報告書は、「市独自検討分」と「国費支援事

業分」を一体のものとして作成した。本業務の実施項目は、次のとおりである。 

表 1-1 業務実施項目 

項  目 単位 数量 摘 要 

１．計画準備 式 1 － 

２．包括的民間委託実施支援 式 1 － 

（1）現行包括管理委託事業の中間評価 式 1 － 

1）関係者ヒアリングの実施 式 1 国費支援事業分 

2）現行包括管理委託事業の中間評価 式 1 市独自検討分 

（2）包括管理委託業務の本格実施に向けた検討 式 1 － 

1）各種課題の検討 式 1 国費支援事業分 

2）包括管理委託業務の事業手法の検討 式 1 国費支援事業分 

3）次期包括管理委託業務の具体化 式 1 市独自検討分 

（3）民間事業者の意向調査 式 1 国費支援事業分 

（4）実現に向けたスケジュールの検討 式 1 国費支援事業分 

３．報告書作成 式 1 － 

４．打合せ協議 式 1 － 
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1.3. 対象施設及び範囲 

本業務の検討対象は、「けやき並木通り周辺地区道路等包括管理委託」である。本業務は、

計画に基づき、試行的に平成 26 年から３年間行う事業である。本業務の概要は、次のとお

りである。 

 

1.3.1. 経緯 

本市では、「計画」に基づくインフラマネジメントのパイロット事業として、平成 26 年

度から 3 年間、現行包括管理事業を実施している。現行包括管理事業の主な経緯は、次の

とおりである。 

 

平成 22 年度：公共施設マネジメント白書策定 

平成 23 年度：道路施設包括管理検討事業調査実施 

平成 24 年度：府中市インフラマネジメント白書・計画策定 

平成 25 年度：「現行包括管理事業」事業者選定 

平成 26 年度：「現行包括管理事業」開始（～28年度末） 

平成 27 年度：本調査 

 

1.3.2. 事業内容 

現行包括管理事業の概要は、次のとおりである。 

 

業務件名：けやき並木通り周辺地区道路等包括管理委託 

履行期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日（３年間） 

契約金額：￥  １２５，０６４，０００(税込み) 

事業方式：包括的民間委託 

選定方法：公募型プロポーザル 

契約内容：JV（３社）と契約、「要求水準書・リスク分担」に基づき業務を実施 

表 1-2 契約関係スケジュール 

日 付 内 容 

平成 25 年 7月 24日 募集要項等の公表 

平成 26 年 1月 事業者選定 

平成 26 年 4月 1日 現行包括管理事業開始 

平成 26 年 12月 1日 事業者再契約 
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図 1-1-1 事業範囲 

表 1-1-2 対象路線一覧表 

 

 

（丸付数字） 

：包括的委託を想定する範囲 

：表 2 対象路線一覧表に対照 

凡 例 

番号 名称
車道
（ｍ）

全幅
（ｍ）

1 幹線 016 けやき並木通り 1 631 26.00 36.32 16,406 0k269～0k631は下り一方通行

2 幹線 027 新宿仲通り 1 348 12.00 4,176

3 幹線 046 府中駅前通り 1 323 16.90 60.00 5,459 府中駅前広場のため幅員広い

4 幹線 055 宮町中央通り 1 180 4.50 13.22 810

5 市道 010-40 4-10 1 282 5.46 9.72 1,540

6 市道 011-40 4-11 1 118 1.82 6.00 215 里道

7 市道 012-40 4-12 1 352 3.64 4.70 1,281 狭あい道路

8 市道 014-40 4-14 1 196 5.46 10.25 1,070

9 市道 354-40 4-354 1 111 11.00 1,221

10 市道 355-40 4-355 1 112 6.00 672

11 市道 356-40 4-356 1 114 6.00 684

12 市道 357-40 4-357 1 39 6.00 234

13 市道 358-40 4-358 1 55 6.00 330

14 市道 359-40 4-359 1 23 6.00 138

15 市道 394-40 4-394 1 207 6.00 1,242

16 市道 438-40 4-438 1 112 6.00 672

17 市道 468-40 4-468 1 93 4.50 6.00 419

18 市道 474-40 4-474 1 113 7.91 8.00 894 ｲﾝﾀｰロッキングブロック舗装

19 市道 487-40 4-487 1 55 13.03 27.85 717

19 3,464 38,179

車道面積
（㎡）

対象
番号

備　　考

路線 幅員

種別
延長
(ｍ)

路線数
（路線）

合　　計
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表 1-1-3 現行包括管理事業の業務項目・業務内容 

業務項目 業務内容 

巡回業務 

巡回計画の作成 

日常パトロールの実施 

警察署との合同パトロールの実施 

巡回日誌の作成 

維持業務 

清掃業務 

道路の清掃 

雨水桝の汚泥清掃 

府中駅前ペデストリアン・デッキの清掃 

植栽管理業務 
馬場大門のけやき並木の管理 

街路樹の剪定・除草 

街路灯管理業務 街路灯の設置・管理 

補修・修繕業務 損傷箇所の補修 

事故対応業務 

事故処理に関わる資料作成 

事故処理に関わる補修作業 

事故に伴う補修費用等の集計 

災害対応業務 
緊急パトロールの実施 

現地処理作業の実施 

苦情・要望対応業務 
苦情・要望箇所の現地状況確認 

現地処理作業の実施 

占用物件管理業務 
不法占用物の現地状況確認 

不法投棄の現地状況確認 

法定外公共物管理業務 法定外公共物の維持管理 

 

 

特定テーマの実施状況： 

・けやき並木通り等の道路空間を活用した中心市街地としての活性化 

・経費削減に関する創意工夫 

・区域内の市道を対象としたボランディアサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1.4. 業務フロー 

本業務の業務フローは、次のとおりである。 

 

図 1-2 業務フロー 

２．包括的民間委託実施支援 

１．計画準備 

 業務計画書作成 

（2）包括管理委託業務の本格実施に向け

た検討 

1）各種課題の検討 

①適性な事業内容の検討 

②効果的な支払いの仕組みの検討 

③収益事業等の活用に関する検討 

④地元企業と大手企業との役割分担に関

する検討 

⑤業務対象エリアの広域化の検討 

3）次期包括管理委託業務の具体化 

①発注業務項目の見直し 

②業務要求水準の見直し 

③対象範囲の拡大の検討 

④包括的な性能発注としての運用見直し 

⑤事業スキームの見直し 

⑥財政削減効果の確認 

（3）民間事業者の意向調査 

（4）実現に向けたスケジュールの検討 

（1）現行包括管理委託事業の中間評価 

1）関係者ヒアリングの実施 

2）現行包括管理委託事業の中間報告 

2）包括管理委託業務の事業手法の検討 

①業務要求水準の検討 

②事業スキームの検討 

③リスク分担の検討 

④財政削減効果の確認 

⑤関連文書等の素案作成 

３．報告書作成 

網掛は国費支援事業 
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２．現行包括管理委託事業の中間評価 
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2. 現行包括管理委託事業の中間評価 

2.1. 検討概要 

中間評価は、「関係者ヒアリングの結果」と「現行包括管理委託の実績」を評価材料とし、

４つの項目から評価を行った。具体的には、関係者ヒアリングから直接の課題を抽出し、

現行包括管理事業の実績から潜在化されていた【課題】を抽出した。そこから評価を行い、

課題解決を踏まえた今後の【改善方針】を示した。 

 

 

 

図 2-1 中間評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題と改善方針 

現行包括管理事業の実績 

● ４つの視点で評価 

①事務実施内容の妥当性 

②契約内容・事業スキームの妥当性 

③コスト削減効果 

④利用者の評価 

● アウトカム指標による評価 

関係者ヒアリングの結果 
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2.2. 関係者ヒアリングの実施 

現行包括管理事業の中間評価にあたり、「府中市」、「現行包括管理事業受託民間事業者（以

下、「現行包括管理事業者」という。）」、「現行包括管理事業区域内の団体」、「現行包括管理

事業区域の利用者」を対象とした関係者ヒアリングを実施し、現行包括管理事業に対する

意見及び要望の把握を行った。また、将来包括管理事業への意見及び要望の把握を行った。 

 

2.2.1. ヒアリング内容 

関係者ヒアリングの目的 （1）

関係者ヒアリングの目的は、次のとおりである。 

 事業を実施した上で感じる不都合、改善したほうが良いと思われる点を確認する 

 次期以降、継続して実施するために解決すべき点等があるか確認する 

 包括管理事業の目的である「維持管理費削減」及び「市民サービス向上」を達成す

るために効果があるか確認する 

 

ヒアリング対象 （2）

関係者ヒアリングの対象は、「現行包括管理事業の関係者」と「サービスを受ける立場

の利用者」の２つの視点から、次のとおりとした。 

[現行包括管理事業の関係者] 

府中市と現行包括管理事業者  計 2 団体 

表 2-1 ヒアリング対象（現行包括管理事業の関係者） 

対象 ヒアリング項目 実施日 

府中市 現行包括管理事業に関する意

見、次期・将来の包括管理事業

に関する意見等 

平成 27 年 7 月 8 日 

現行包括管理事業者 現行包括管理事業に関する意

見、次期・将来の包括管理事業

に関する意見等 

平成 27 年 9 月 10 日 

 

[サービスを受ける立場の利用者]  

・ 現行包括管理事業区域内の自治体、商店会  計 21 団体 

・ 現行包括管理事業区域の利用者       計 22 名 
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表 2-2 ヒアリング対象（商店会 10 団体） 

対象 ヒアリング項目 実施日 

府中銀座商店会 現行包括管理事業に関する意

見、次期・将来の包括管理事業

に関する意見等 

平成 27 年 10 月 6 日 

並木通り商店会 平成 27 年 10 月 1 日 

宮西二丁目商店会 平成 27 年 10 月 5 日 

府中駅北口商店会 平成 27 年 9 月 28 日 

番場和光会 － 

府中 35 番街商店会 平成 27 年 10 月 1 日 

フォーリステナント会 平成 27 年 10 月 2 日 

くるる出店者協議会 平成 27 年 10 月 1 日 

宮西国際通り商店会 平成 27 年 10 月 6 日 

宮西共栄会 － 

表 2-3 ヒアリング対象（自治会 11 団体） 

対象 ヒアリング項目 実施日 

新成区自治会 現行包括管理事業に関する

意見、次期・将来の包括管理

事業に関する意見等 

平成 27 年 10 月 7 日 

ライオンズタワー府中管

理組合 

平成 27 年 10 月 31 日 

新二自治会 平成 27 年 10 月 1 日 

宮町新一会 平成 27 年 10 月 8 日 

くるる管理組合グランタ

ワー府中住宅部会 

平成 27 年 10 月 5 日 

宮西町１丁目末広自治会 平成 27 年 10 月 5 日 

西馬場町内会 平成 27 年 9 月 28 日 

寿町２町目自治会 平成 27 年 10 月 5 日 

番場二丁目自治会 平成 27 年 10 月 1 日 

番場一丁目自治会 平成 27 年 10 月 3 日 

東馬場自治会 平成 27 年 10 月 2 日 

表 2-4 ヒアリング対象（利用者） 

対象 ヒアリング項目 実施日 

けやきフェスタ 2015 よさ

こい in 府中 アンケート

回答者 

 

現行包括管理事業に関する

意見、次期・将来の包括管理

事業に関する意見等 

平成 27 年 8 月 29 日～

30 日 10:00～17:30 

（来場者数：350 名中、

回答者 22 名） 
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ヒアリング項目の検討 （3）

関係者ヒアリングの項目は、ヒアリング対象者ごとに設定した。具体的な質問項目は、

次のとおりである。 

表 2-5 質問内容（府中市及び現行包括管理事業者） 

質問項目 NO. 質問 

作業内容に

ついて 

① 現行包括管理事業者が実施している作業内容・項目は適切か 

② 現行包括管理事業者が実施している作業量は適切か 

③ 現行包括管理事業者が作業を実施する範囲は適切か 

④ 実施する上での問題点や課題等はあるか 

問題点や課題等がある場合、その改善に向けての意見・要望はあ

るか 

⑤ 現行包括管理事業者との役割分担は適切と考えるか 

⑥ その他、作業全体に関する意見や感想等 

契約や事業

方式につい

て 

① 現行包括管理事業者との契約上の問題点はあったか 

② 問題点がある場合、その改善に向けての意見・要望はあるか 

③ その他、契約や事業方式について、意見や感想等 

維持管理コ

ストについ

て 

① 行政の維持管理作業のボリュームの削減効果はどの程度感じら

れるか 

今後、対象地域・施設・作業項目を増やすことで維持管理コスト

削減に繋げることを想定している。現在、市が実施しているイン

フラの維持管理について、コスト削減の余地はあると思うか 

その他、維持管理コストについて、意見や感想等 

表 2-6 質問内容（現行包括管理事業区域周辺の市民） 

質問項目 NO. 質問 

現行包括管

理委託事業

について 

１） 対象地域における、平成 25 年度までと平成 26 年度以降の変化

について 

２） 包括管理委託によりインフラ施設の維持管理費削減に取組んで

いることに対する意見等 

包括管理委

託事業につ

いて 

３） その他、包括管理事業事業に関する意見等 

表 2-7  質問内容（現行包括管理事業区域の利用者） 

質問項目 NO. 質問 

回答者情報

について 

４） 

① 

② 

③ 

性別・年齢・住まい 

④ けやき並木通り周辺に来る頻度 

包括管理委

託事業につ

いて 

⑤ 現行包括管理事業導入（平成 26 年 4 月）以前と比べて、きれい

になっていると感じるか 

⑥ 3 で「きれいになっている旨の回答」をした場合、その理由 
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2.2.2. 関係者ヒアリング結果 

府中市及び現行包括管理事業者ヒアリング結果 （1）

ヒアリング結果について、質問項目である、「作業内容について」、「契約や事業方式に

ついて」、「維持管理コストについて」のそれぞれに対し、意見のとりまとめを行った。

なお、とりまとめた意見には番号を付与し、中間評価の章で改善方針検討の材料とする。 

 

 作業内容について  1）

 作業内容・項目  ①.

【作業内容・項目】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の

一覧について、「表 2-8 作業項目に関する意見」に示す。 

表 2-8 作業項目に関する意見 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 性能発注ではあるが、一定の基準は必要ではないか（維持管理と補修

の判断等、要求水準に記載のない細かい作業の発生がある） 
1 

現行包括管理事業者の不安から、過度な補修等対応が見受けられる 2 

定められた金額の中で、ノウハウを発揮しきれていない部分がある 3 

現行包括委

託事業者 

けやき並木については、市の保護管理計画に基づいて管理する必要が

あり、現行包括管理事業者では判断できない 
4 

けやき並木については、市文化財関係部署が６月に公表する内容で予

算を組まなければならない 
5 

市が別途行っていた、「落ち葉清掃・処理についてのシルバー人材セ

ンターへの委託」を取りやめたため、当初の想定より清掃のボリュー

ムが増加した 

6 

 

 作業量  ②.

【作業量】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の一覧につ

いて、「表 2-9 作業量に関する意見」に示す。 

表 2-9 作業量に関する意見 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 日常パトロールの具体的な方法の見直し及び検討が必要（苦情を減

らすための日常パトロールの強化等が必要ではないか） 
7 

従来と比較し、作業に偏りを感じる（従来事業より、樹木の維持管

理費が少なく、道路の維持管理費が多い） 
8 

現行包括委

託事業者 

業務総括責任者１名を専任及び常駐する要件は、現行包括管理事業

の対象作業量と範囲から考えると、経営的な観点から厳しい 
9 

現行包括管理事業の業務範囲に資材の調達を含めることや、包括管

理事業は日常パトロールと応急措置を行い、修繕は別発注とするこ

とが考えられる 

10 

※ 
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 作業範囲  ③.

【作業範囲】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の一覧に

ついて、「表 2-10 作業範囲に関する意見」に示す。 

表 2-10 作業範囲に関する意見 

対象 意見 
意見 

番号 

現行包括

委託事業

者 

現行包括管理事業は、徒歩による巡回で高いサービスレベルを維持し

ている。対象範囲を拡大すれば、その範囲設定に合わせて維持管理方

法も変化するものと考える 

11 

 

 問題点・課題等  ④.

【問題点・課題等】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の

一覧について、「表 2-11 作業上の問題点・課題等に関する意見」に示す。 

表 2-11 作業上の問題点・課題等に関する意見 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 火災は事故対応に含め、現場対応して欲しい 12 

現行包括委

託事業者 

現行包括管理事業は性能発注であるが、民間事業者の自由度が低く、

民間事業者には魅力が少ない 
13 

 

 役割分担  ⑤.

【役割分担】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の一覧に

ついて、「表 2-12 役割分担に関する意見」に示す。 

表 2-12 役割分担に関する意見 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 苦情・問い合わせが直接市に入り、一部職員が対応している。ＰＲ

方法の検討が必要である 
14 

現行包括委

託事業者 

現行包括管理事業者が苦情・要望の受付を行っているが、地元住民

への周知が難しく、市民からの苦情・要望が市へ入っている 
15 

 

 その他、意見や感想等  ⑥.

【その他、意見や感想等】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、

意見の一覧について、「表 2-13 その他、意見や感想等」に示す。 

表 2-13 その他、意見や感想等 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 事務作業において、記載漏れや提出遅れがある 16 
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 契約や事業方式ついて  2）

 契約上の問題点  ①.

【契約上の問題点】についての意見の概要は、次のとおりである。なお、意見の

一覧について、「表 2-14 契約上の問題点表 2-8 作業項目に関する意見」に示す。 

表 2-14 契約上の問題点 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 本事業に関する情報は、条例上基本的に全て情報公開の対象になる。

しかし、管理手法等は現行包括管理事業者のノウハウ・財産である

との主張があることから、委託開始時に明確にする必要がある 

17 

契約後に現行包括管理事業者の構成員が変更になり、契約を締結し

直した 
18 

現行包括管

理事業者 

契約書と要求水準書の内容が合致していない部分がある 19 

環境保全のためになる方法の検討や作業の検証、各種調整期間を考

えると、契約期間が３年では短い 
20 

行政と民間事業者双方にメリットがある事業でなければ、10年程度

の契約期間は参画を躊躇する。しかし、行政サービス提供による市

民満足を得られることや予防保全の観点から、10年程度の期間は必

要であると考える 

21 

 

 問題点の改善に向けた意見・要望  ②.

【問題点の改善に向けた意見・要望】についての意見の概要は、次のとおりであ

る。なお、意見の一覧について、「表 2-15 問題点の改善に向けた意見・要望」に

示す。 

表 2-15 問題点の改善に向けた意見・要望 

対象 意見 
意見 

番号 

現行包括管

理事業者 

契約期間は、5年～10年は必要である 22 

業務内容は、民間事業者の収益確保や予防保全を考慮し、工事も含

めて欲しい 
23 

 

 その他、契約や事業方式についての意見や感想等  ③.

【その他、契約や事業方式についての意見や感想等】についての意見の概要は、

次のとおりである。なお、意見の一覧について、「表 2-16 その他、契約や事業方

式についての意見や感想等」に示す。 
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表 2-16 その他、契約や事業方式についての意見や感想等 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 単価契約で発注している業務を含める場合、市が必要と判断したと

きに、必要な工事を実施できない可能性がある 
24 

現行包括管

理事業者 

性能維持のレベルを決めることは難しい。そのため、今後対象範囲

の拡大や対象業務を追加した場合は、最初の２～３年は維持管理方

法の検討・検証期間、その後本格的な実施期間になることが想定さ

れる 

25 

性能発注の最低限の条件は、苦情や要望が少なくなることであると

考える 
26 

事業者グループに参画しない地元企業が、維持管理業務を受注でき

なくなることは避けなければならない。しかし一方で、全体事業の

マネジメントは、大手企業のノウハウが必要である。そのため、適

切な役割分担が必要である 

27 

 

 

 維持管理費ついて  3）

 維持管理コスト削減の余地  ①.

【維持管理コスト削減の余地】についての意見の概要は、次のとおりである。な

お、意見の一覧について、「表 2-17 維持管理コストの削減余地についての意見等」

に示す。 

表 2-17 維持管理コストの削減余地についての意見等 

対象 意見 
意見 

番号 

現行包括管

理事業者 

予防保全を実施することは、長期的にみるとコスト削減に繋がる 28 

コスト削減の検証は、長期間のデータが必要である 29 
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現行包括管理事業区域周辺の市民ヒアリング結果 （2）

ヒアリング結果について、現行包括管理事業区域周辺の市民の意見の把握を行った。

なお、とりまとめた結果については、「（３）現行包括管理事業区域の利用者」の項目と

ともに、利用者の本事業に対する評価の意見として整理する。 

 

 現行包括管理事業実施の効果  1）

現行包括管理事業対象範囲について、市が直接維持管理を実施していた平成 25 年度

までと、現行包括管事業が始まった平成 26 年度以降の環境の変化に対する印象を把握

した。結果について、「図 2-2 現行包括管理事業実施の効果」に示す。 

ヒアリングの意見を分類し集計すると、約６割が環境の美化や対応等が良くなった

と回答した。一方で、悪くなったという明確な回答をした団体は無かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 現行包括管理事業実施の効果 

 

 

「良くなった」という回答の主な内容は、次のとおりである。（複数回答有り） 

 環境の改善（以前よりきれいになった）：9 件 

 対応の改善（早くなった、良くなった）：6 件 

 

 

 

（環境美化、

対応等が）

良くなった

13団体

（62%）

わからない

5団体（24%)

不明

3団体（14%）
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 包括管理事業による維持管理費削減の取組みに対する意見  2）

包括管理事業によりインフラ維持管理費用削減に取組んでいることに対する意見等

を把握した。主な意見については、「図 2-2 包括管理事業による維持管理費削減の取

組みに対する意見」に示す。(複数回答有り） 

その結果、取組みについて否定する意見はなく、市民から良い評価をされていると

判断できる。また、取組みについては周知すべきと言う意見が多かった。 

 

 

図 2-3 包括管理事業による維持管理費削減の取組みに対する意見 

 

その他、「環境美化の取組みは良い」、「迅速な対応を期待する」、「休日対応はありが

たい」、「巡回結果は報告して欲しい」等があった。なお、受託する事業者については、

次の意見があった。 

 地元企業の活用が望ましい 

 大手企業と地元企業の住み分けで進めることが望ましい 

 地元企業だけでなく、シルバー人材センター等、他の団体等が広く参加できる仕

組みが望ましい 

 

 その他の意見  3）

その他の意見としては、現行包括管理事業の作業や実施状況に関する要望があった。 

 担当者の不在時は、留守番電話で対応して欲しい 

 本事業開始前より対応は良くなったと感じている。しかし、現行包括管理事業者

の対応が遅くなったと感じる 

 ペデストリアンデッキの電灯の点灯を希望する 

 ペデストリアンデッキは汚れやすいため、気をつけて欲しい 

 巡回は夜間や早朝に実施して欲しい 

 くるる南側道路の電灯は、色を明るいものに交換して欲しい 

3

3

4

5

7

10

今後も包括管理委託を進めて欲しい

対象範囲・施設を拡大して欲しい

環境美化は市民と協働することが望ましい

市の監督の下で実施するのであれば良い

(事業・活動・窓口)を周知すべき

包括的に委託する取組みは良い
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現行包括管理事業区域の利用者ヒアリング結果 （3）

ヒアリング結果について、現行包括管理事業区域の利用者の意見の把握を行った。な

お、とりまとめた結果については、「（２）（2）現行包括管理事業区域周辺の市民」の項

目とともに、利用者の本事業に対する評価の意見として整理する。 

 

 回答者情報  1）

 性別  ①.

性別は、男女ほぼ同数であった。 

 

図 2-4 回答者の性別 

 

 年齢  ②.

回答者は、50 代、60 代が多く、全体の７割を占める。 

   

図 2-5 回答者の年代 

 

男 9 名 41％ 

女 10 名 45％ 

不明 3 名 

14％ 

20 代 

1 名､5％ 

30 代 2 名 

9％ 

40 代 3 名 

14％ 

50 代 7 名 

32％ 

60 代 8 名 

36％ 

70 代 

1 名､5％ 
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 住まい  ③.

回答者の多くは、包括エリア外に住む市民であった。 

 

図 2-6 回答者の住まい 

 

 けやき並木通り周辺に来る頻度  ④.

95％の回答者は、けやき並木通り周辺に毎週来ている。 

 

図 2-7 けやき並木周辺に来る頻度 

  

市内(包括エリア内) 

4 名 18％ 

32％ 

市内 (包括エリア外) 

17 名 77％ 

32％ 

市外 

0 名 0％ 

32％ 不明 

1 名 5％ 

32％ 

よく来る(毎週) 

21 名 95％ 

32％ 

たまに来る(月 1 度) 

1 名 5％ 

32％ 
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 回答  2）

 けやき並木通り周辺の環境の変化  ①.

約６割の利用者が、環境美化を実感している。 

Ｑ１．現行包括管理事業導入（平成 26 年 4 月）以前と比べて、きれいになってい

ると感じますか 

 

図 2-8 けやき並木通りの環境美化 

 

Ｑ２．Ｑ１で１または２と回答された方は、その理由をお聞かせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感じる 

14 名 64％ 

32％ 
感じない 

2 名 9％ 

32％ 

変わらない 

3 名 14％ 

32％ 

わからない 

3 名 14％ 

32％ 

良い意見 

 コストの低減になる 

 けやき並木の保存、手入れがよくされている 

 府中市内はきれいで空気が良いです 

 足元がきれいな状態になっていると感じる 

 壊れていない 

 水溜りが少ない 

 見てきれいだとわかる 

 パトロールを見ている 

 自転車で走りやすい（凸凹が少ない） 

 

悪い意見 

 石垣が低くなったため、酒飲みの人が多くなって困っている 
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2.3. 現行包括管理委託の中間評価 

前項目の「関係者ヒアリング結果」、「現行包括管理事業の実績」を整理・分析し、現行

包括管理事業に対する中間評価を行った。 

 

2.3.1. 中間評価の方法 

現行包括管理事業の中間評価については、「業務内容」、「契約内容」、「コスト削減」、「利

用者の評価」の４つの視点で、評価と分析を行った。 

また、明確な数値基準による評価を行うことを目的として、本事業に関するアウトカム

指標を検討し、試行的に数値による包括委託の効果を評価した。 

表 2-18 中間評価の内容 

評価の視点 評価内容 

業務実施内容の妥当性 

作業日誌をもとに、業務の実施内容、件数や作業数量等につ

いて整理・分析するとともに、府中市職員及び受注事業者へ

のヒアリング結果も踏まえ、作業項目の妥当性（官民の役割

分担の妥当性）が適切か確認する 

契約内容・事業スキームの妥当

性 

府中市職員及び受注事業者へのヒアリングを中心に、契約期

間や契約内容、事業スキーム等が適切か確認する 

コストの削減効果 
包括管理事業を実施することによる市の維持管理費の削減効

果がどの程度か確認する 

利用者の評価 
地元関係者への意向確認、意向調査により、利用者の評価（満

足度）を確認する 

アウトカム指標による評価 
包括管理事業に関するアウトカム指標案を検討し、その指標

を利用して、試行的に評価を行う 
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2.3.2. 中間評価 

業務実施内容の妥当性の評価 （1）

業務実施内容の妥当性については、「作業項目の妥当性」と「作業量の妥当性」の２つ

の内容により評価を行った。 

 

 作業項目の妥当性の確認  1）

要求水準書、現行包括管理事業者が作成した実施計画書及び作業日誌により、「業務

実施状況の整理」を行った。また、【2.3.2. 府中市及び現行包括管理事業者ヒアリング

の結果】の項目で整理した「ヒアリング結果」により、現状の作業項目が妥当である

かを確認した。この２つの内容から、作業項目の妥当性を確認した。 

 

 業務実施状況の整理  ①.

現行包括管理事業について、「要求水準書（平成 27 年 3 月時点版）で求める業務

内容と規定回数」、「実施計画書で定める業務内容と予定回数」、「現行包括管理事業

者が実際に行った業務内容と回数」を整理した。その結果、実施した作業項目と、

要求水準書に示す項目及び内容について、大幅な乖離は見られなかった。 

 

 作業項目に関するヒアリング結果の整理  ②.

関係者ヒアリングでは、府中市と現行包括管理事業者に対し、作業内容・項目が

適切であるかを確認した。作業内容・項目に関する意見について、表 2-19 のとおり

抽出した。 

表 2-19 現行包括管理事業の作業内容・項目に関する意見等 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 性能発注ではあるが、一定の基準は必要ではないか（維持管理と補

修の判断等、要求水準に記載のない細かい作業の発生がある） 
1 

現行包括委管理業者の不安から、過度な補修等対応が見受けられる 2 

定められた金額の中で、ノウハウを発揮しきれていない部分がある 3 

火災は事故対応に含め、現場で対応して欲しい 12 

苦情・問い合わせが直接市に入り、一部職員が対応している。ＰＲ

方法の検討が必要である 
14 

事務作業において、記載漏れや提出漏れが多い 16 

現行包括管

理事業者 

けやき並木については、市の保護管理計画に基づいて管理する必要

があり、現行包括管理事業者では判断できない 
4 

けやき並木については、市文化財関係部署が６月に公表する内容で

予算を組まなければならない 
5 

市が別途行っていた、「落ち葉清掃・処理についてのシルバー人材セ

ンターへの委託」を取りやめたため、当初の想定より清掃のボリュ

ームが増加した 

6 

※ 
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対象 意見 
意見 

番号 

現行包括管理事業者が苦情・要望の受付を行っているが、地元住民

への周知が難しく、市民からの苦情・要望が市へ入ってしまってい

る 

15 

業務内容は、民間事業者の収益確保や予防保全を考慮し、工事も含

めて欲しい 
23 

※ 「2.3.2. 府中市及び現行包括管理事業者ヒアリングの結果」の項目で整理した意見番号 

 

 作業項目の妥当性の確認結果  ③.

①及び②で実施した結果から、作業項目の妥当性について評価をした。 

【① 事務実施作業の整理】からは、「実施した作業項目」と「予め市が提示した

要求水準書で示す項目・内容」に、大幅な乖離が見られない。このことから、作業

項目については、概ね妥当であると評価した。ただし、【②の作業項目に関するヒア

リング結果の整理】から、作業項目について改善が必要である課題が、次のとおり

明らかとなった。 

 対象作業に関する課題 

 委託実施中に明らかになった、包括管理事業として含めるべき作業項目等がある。 

 当初は想定していなかった作業であるが、要求水準の記載内容から判断し、追加

となった作業が発生した。 

 現行包括管理事業の作業項目では、民間事業者の収益確保が難しい。予防保全の

観点からも、対象作業を拡大する必要がある。 

 市では業務内容に含めると想定していた内容（事故業務としての火災対応など）

について、現行包括管理事業者は含めて考えていなかった作業がある。 

 業務報告書について、記載漏れや提出遅れが多い。 

 市民からの苦情・要望の連絡が、直接事業者に入ることが少ない 

 対象施設 

 国指定の天然記念物であるけやき並木の管理は、民間事業者のノウハウを活かす

ことが難しい。 

 けやき並木は、事業の半年以上前に予算を組むことになり、維持管理費の予測が

難しい。 

 要求水準 

 市が想定していた要求水準以上を保っている作業がある。 

 発注方法 

 業務内容に含まれると判断される作業も、現行包括管理事業者が計画した作業範

囲や作業回数等に含まれていないものもある。その場合、柔軟な対応が難しく、

性能発注の特性が活かされない。 

 

※ 
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 作業量の妥当性について  2）

作業量の妥当性については、「現行包括管理事業の業務実施の作業量」と「従来の維

持管理の作業量」の２つの内容を費用の観点から比較し、評価を行った。 

 

 現行包括管理事業の業務実施の作業量の整理  ①.

 業務実施に要した費用による整理   a.

「現行包括管理事業の業務実施に要した費用（作業ボリューム）」について、現

行包括管理事業者が作成する「出来高管理表」を基に整理した。 

業務実施に要した費用のうち、「現場管理費」が全体の約半分を占めている。し

かし、業務の規模も小さいことから、相対的に間接的な経費の比率が高い結果とな

っていると考える。個別業務としては、「維持業務」に占める割合が多く、全体の

約３割を占める。続いて、「災害対策業務」が約１割となっている。 

 

図 2-9 業務実施に要した費用（全体） 

 

 実施計画と実績との比較   b.

業務項目について、「事業者の実施計画」と「平成 25 年度に実施した業務の実績」

を比較した。 

金額が大幅に増加した項目は「道路維持」及び「支障枝処理」であった。なお、

「事故処理に関わる補修」、「緊急パトロール実施」、「倒木復旧」、「支障補修」、「現

地処理作業等の集計」、「苦情要望対応業務」、「占用物件管理業務」、「法定外公共物

管理業務」は実施されていないという結果となった。 

 

800 千円

11,911 千円

1,339 千円

0 千円
3,130 千円

0 千円 0 千円
0 千円

2,337 

千円

19,083 千円

業務実施に要した費用（全体）

巡回業務

維持業務

補修・修繕業務

事故対応業務

災害対策業務

苦情・要望対応業務

占用物件管理業務

法定外公共物管理業務

共通仮設費

現場管理費
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表 2-20 計画と実績との乖離のある業務 

区分 業務項目 計画と実績との乖離 

増 

巡回業務 
警察との合同パトロール 1100.0% 

環境政策課合同パトロール 1100.0% 

維持業務 
地被類剪定 200.0% 

反射鏡点検清掃・安全灯修理 111.6% 

補修・修繕業務 道路維持 212.5% 

災害対策業務 

枝折れ処理 105.0% 

支障枝処理 567.5% 

その他 - 

減 

巡回業務 巡回日誌の作成 81.3% 

維持業務 
並木桝除草 50.0% 

緑地除草清掃 75.0% 

事故対応業務 事故処理に関わる補修 0.0% 

災害対策業務 

緊急パトロール実施 0.0% 

倒木復旧 0.0% 

支柱補修 0.0% 

病中害防除 11.9% 

現地処理作業等の集計 0.0% 

苦情・要望対応業務 苦情・要望等の業務 0.0% 

占用物件管理業務 占用管理業務 0.0% 

法定外公共物管理業務 法定外公共物管理業務 0.0% 

 

 作業量に関するヒアリング結果の整理  ②.

関係者ヒアリングでは、府中市と現行包括管理事業者に対し、作業量が適切であ

るかを確認した。作業内容・項目に関する意見について、表 2-21 のとおり抽出した。 

表 2-21 現行包括管理事業の作業量に関する意見等 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 日常パトロールの具体的な方法の見直し及び検討が必要（苦情を減

らすための日常パトロールの強化等が必要ではないか） 
7 

従来と比較し、作業に偏りを感じる（従来事業より、樹木の維持管

理費が少なく、道路の維持管理費が多い） 
8 

現行包括管

理事業者 

業務総括責任者１名を専任及び常駐する要件は、現行包括管理事業

の対象作業量と範囲から考えると、経営的な観点から厳しい 
9 

現行包括管理事業の業務範囲に資材の調達を含めることや、包括管

理事業は日常パトロールと応急措置を行い、修繕は別発注とするこ

とが考えられる 

10 
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 作業量の妥当性の確認結果  ③.

①及び②で実施した結果から、作業量の妥当性について確認をした。 

【① 現行包括管理事業の業務実施の作業量の整理】からは、平成 26 年度の計画

と実績をみると、「定型的な業務（事業計画で実施回数を示している業務）」の費用

の乖離は見られないが、「非定型的な業務（作業内容や作業回数の予測が難しい業務）」

の費用については乖離が見られる。このことから、定型的な業務について業務毎の

作業量は概ね妥当であるが、非定型的な業務については改善する必要がある。 

【②の作業項目に関するヒアリング結果の整理】からは、作業量について改善が

必要である課題が、次のとおり明らかとなった。 

 対象作業 

 条件に合わせた事業規模とするため、修繕工事などについて、対象作業の追加や

別途現行包括管理事業者に発注することに対しての要望がある。 

 要求水準 

 苦情件数がまだ多いことから、日常巡回を強化する必要がある。 

 市が想定していた作業量と比較して偏りが見られ、要求水準が達成できなくなる

懸念がある。 

 業務総括責任者を専任及び常駐させるのであれば、事業規模が小さい。 

 

 業務実施内容の妥当性の評価結果  3）

ここまでの結果から、作業項目の妥当性と作業量の妥当性について、概ね妥当であ

るという結果が得られた。これにより、現行包括管理事業の「業務実施内容」は、概

ね妥当であると評価する。 

一方、府中市及び現行包括管理事業者双方が、「対象作業や対象施設、要求水準で示

している内容、性能発注という発注方法」に問題と課題があると考えており、次期包

括管理事業及び将来包括管理事業の実施に向けて、改善を図る必要がある。 

問題・課題を整理すると、次の通りである。 
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表 2-22 業務実施内容に関する問題・課題 

項目 問題・課題 

対象作業  委託実施中に明らかになった、包括管理事業として含めるべき作業項目等

がある。 

 当初は想定していなかった作業であるが、要求水準の記載内容から判断

し、追加となった作業が発生した。 

 現行包括管理事業の作業項目では、民間事業者の収益確保が難しい。予防

保全の観点からも、対象作業を拡大する必要がある。 

 条件に合わせた事業規模とするため、修繕工事などについて、対象作業の

追加や別途現行包括管理事業者に発注することに対しての要望がある。 

 市では業務内容に含めると想定していた内容（事故業務としての火災対応

など）について、現行包括管理事業者は含めて考えていなかった作業があ

る。 

 業務報告書について、記載漏れや提出遅れが多い。 

 市民からの苦情・要望の連絡が、直接事業者に入ることが少ない 

 国指定の天然記念物であるけやき並木の管理は、民間事業者のノウハウを

活かすことが難しい。 

 けやき並木は、事業の半年以上前に予算を組むことになり、維持管理費の

予測が難しい。 

要求水準  市が想定していた要求水準以上を保っている作業がある。 

 苦情件数がまだ多いことから、日常巡回を強化する必要がある 

 市が想定していた作業量と比較して偏りが見られ、要求水準が達成できな

くなる懸念がある。 

 業務総括責任者を専任及び常駐させるのであれば、事業規模が小さい。 

事業の枠組

み 

 業務内容に含まれると判断される作業も、現行包括管理事業者が計画した

作業範囲や作業回数等に含まれていないものもある。その場合、柔軟な対

応が難しく、性能発注の特性が活かされない。 
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契約内容・事業スキームの妥当性の評価 （2）

現行包括管理事業の契約内容及び事業スキームの妥当性については、「府中市及び現行

包括管理事業者の意見」により評価を行った。 

 

 契約内容・事業スキームに関する意見の整理  1）

【2.3.2. 府中市及び現行包括管理事業者ヒアリングの結果】の項目で整理した「ヒ

アリング結果」から、契約内容・事業スキームに関する府中市及び現行包括管理事業

者へのヒアリング結果について、次のとおり抽出した。 

表 2-23 契約内容・事業スキームに関する意見等 

対象 意見 
意見 

番号 

府中市 本事業に関する情報は、条例上基本的に全て情報公開の対象になる。

しかし、管理手法等は現行包括管理事業者のノウハウ・財産である

との主張があることから、委託開始時に明確にする必要がある 

17 

契約後に現行包括管理事業者の構成員が変更になり、契約を締結し

直した 
18 

単価契約で発注している業務を含める場合、市が必要と判断したと

きに、必要な工事を実施できない可能性がある 
24 

現行包括管

理事業者 

現行包括管理事業は性能発注であるが、民間事業者の自由度が低く

民間事業者には魅力が少ない 
13 

契約書と要求水準書の内容が合致していない部分がある 19 

対象エリアの環境保全のためになる方法の検討や作業の検証、各種

調整期間を考慮すると、契約期間は５年程度必要 

20 

22 

行政と民間事業者双方にメリットがある事業でなければ、10年程度

の契約期間は参画を躊躇する。しかし、行政サービス提供による市

民満足を得られることや予防保全の観点から、10年程度の期間は必

要であると考える 

21 

22 

業務内容は、民間事業者の収益確保や予防保全を考慮し、工事も含

めて欲しい 
23 

性能維持のレベルを決めることは難しい。そのため、今後対象範囲

の拡大や対象業務を追加した場合は、最初の２～３年は維持管理方

法の検討・検証期間、その後本格的な実施期間になることが想定さ

れる 

11 

25 

性能発注の最低限の条件は、苦情や要望が少なくなることであると

考える 
26 

事業者グループに参画しない地元企業が、維持管理業務を受注でき

なくなることは避けなければならない。しかし一方で、全体事業の

マネジメントは、大手企業のノウハウが必要である。そのため、適

切な役割分担が必要である 

27 

予防保全を実施することは、長期間のデータが必要である 28 

コスト削減の検証は、長期間のデータが必要である 29 
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 契約内容・事業スキームの妥当性の評価結果  2）

「契約内容」については、事業に支障をきたす大きな問題は無いと評価する。しか

し、事業期間中に事業者の変更を想定していなかったことや、提案書の取扱いや契約

期間への要望など、次期包括管理事業に向けて改善が必要な内容がある。 

「事業スキーム」については、特に意見や要望等がなく、概ね妥当と評価する。 

この両者から出た問題・課題を分類すると、次のとおりである。 

 

表 2-24 契約内容・事業スキームに関する問題・課題 

項目 問題・課題 

契約の内容  事業者の提案内容は情報公開の対象となるが、現行包括管理事業者は非

公開を求めている。 

 事業期間中にＪＶの構成員が変更になり、再契約が必要となった。 

 契約書と要求水準書の内容が合致していない部分がある。 

契約期間  作業内容の検討や検証、各種調整期間を含めると、契約期間は 5 年程度

必要である。 

 市民満足度の向上や予防保全の観点から、契約期間は 10 年程度必要だ

が、メリットがないと参画には躊躇する。 

 性能維持のレベルを決めることは難しい。そのため、今後対象範囲の拡

大や対象業務を追加した場合は、最初の２～３年は維持管理方法の検

討・検証期間、その後本格的な実施期間になることが想定される 

事業の枠組

み 

 単価契約で発注している工事を包括管理事業に含める場合、市が必要と

判断しても工事できない可能性がある。 

 対象範囲が狭く、作業項目も維持管理の範囲であることから、民間事業

者の自由度が低く魅力が少ない。 

 業務内容は、民間事業者の収益確保や予防保全を考慮し、工事も含めて

欲しい。 

 性能発注の最低限の条件は、苦情や要望が少なくなることであると考え

る。 

 事業者グループに参画しない地元企業が、維持管理業務を受注できなく

なることは避けなければならない。しかし一方で、全体事業のマネジメ

ントは、大手企業のノウハウが必要である。そのため、適切な役割分担

が必要である 
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コスト削減効果の評価 （3）

コストの削減効果については、事業を実施することでの効果を確認することを目的に、

「コスト削減効果の把握方法」、「削減効果の算定条件」から「コストの削減効果」を算

出し評価を行った。 

 

 コストの削減効果の把握方法について  1）

現行包括管理事業の作業内容における「公的財政負担の見込額」について、「市が対

象施設を自ら維持管理する従来型の契約とした場合【従来実施コスト】」と「現行包括

管理事業の【包括委託額】及び【人件費相当】」を比較することで、【コスト削減効果】

を把握するものとした。 

 

【従来実施コスト】－（【包括事業額】+【人件費相当】） 
                           ＝【コスト削減効果】 

【従来実施コスト】 

 

 削減効果の算定条件  2）

コストの削減効果を算定するための条件は、次のとおりとした。 

 【従来実施コスト】は、現行包括管理事業の全体事業費を算定した、「平成 23 年

度時点の維持管理費実績」を用い、３年間の維持管理コストを推計するものとし

た。【従来実施コスト：45,172,080 円／年（税込）】 

 【包括事業額】は、包括事業の契約金額(入札金額）とする。【包括事業契約金額：

41,688,000 円／年（税込）】 

 【人件費相当】は、包括管理事業を開始することで新たに発生する、調整等にか

かる市職員の人件費のことをいう。現行包括管理事業費の算定根拠とした、「平

成 23 年度時点の人件費」を用い、包括委託を実施するために必要になる市職員

を約１割と設定し試算した。【人件費相当：142,700 円／年】 

 

 コストの削減効果  3）

ここまでで設定した「把握方法」と「算定条件」に基づいてコスト削減効果を算定

すると、次のとおりである。 

 

45,172,080×3－（41,688,000×3+142,700×3） 
                            ＝約 7.4％ 

45,172,080×3 
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 コスト削減効果の評価  4）

包括管理事業導入によるコスト削減効果は、変動があると想定される。その中で、「府

中市インフラマネジメント計画」において、包括管理事業の実施による経費削減の比

率は、10％程度を目安としている。 

現行包括管理事業のコスト削減効果が約 6.4％であることについて、次の理由が考え

られる。 

 パイロットプロジェクトであることから、公募方法は技術点を重視するプロポー

ザル方式としたこと 

 受注候補者を選定するための評価基準において、見積金額については 110 点中 15

点の配点とし、評価のポイントは「見積内訳の金額と業務内容が適当か」と金額

の妥当性を評価する程度としたこと 

 対象範囲が狭く、コスト削減の余地が少ないこと 

 

本章（１）２）作業量の妥当性では、計画と作業量に大幅な乖離が無く、事業が進

められていることを確認した。これは、従来は事後保全で対応していたものに対し、

現行包括管理事業では予防保全として施設の寿命を長くすることを念頭に対応を工夫

していることが効果として現れたのではないかと考える。対象範囲は狭いが、現行包

括管理事業者は、効果的な補修範囲や補修方法を選択し、実施している。 

将来的には、「府中市インフラマネジメント計画」を進めるため、価格点も重視した

事業者選定方法の採用、価格点の評価基準の見直し、対象範囲や対象業務の拡大によ

り、一層の削減効果が生み出せる仕組みを作ることが必要であると考える。 

 

表 2-25 コスト削減に関する問題・課題 

項目 問題・課題 

発注方法  「技術点」と合わせ、「価格点」の評価も実施する必要がある。 

 「価格点」を適切に評価するため、評価基準を見直す必要がある。 

事業の枠組み  事業を拡大し、一層の削減効果を生み出す仕組みとすることが必要。 
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利用者の評価 （4）

利用者の評価については、「ヒアリング等による利用者の評価の確認」、「苦情・要望の

件数による市民の評価」、「利用者の評価の確認」の３つの内容から評価することとした。 

 

 ヒアリング等による利用者の評価の確認  1）

「ヒアリング等による利用者の評価の確認」として、【2.2.2 (2) 現行包括管理事業区

域周辺の市民のヒアリング結果】及び【2.2.2 (3) 現行包括管理事業区域周辺の市民の

ヒアリング結果】により、利用者の評価・満足度を確認した。 

 現行包括管理事業の活動に対する評価  ①.

「現行包括管理事業区域周辺の市民のヒアリング結果」では、約６割が環境の美

化や対応等が良くなったと回答した。また、「現行包括管理事業区域周辺の市民のヒ

アリング結果」では、回答者の約６割が、対象地域がきれいになったと感じている。 

 現行包括管理事業に対する評価  ②.

取組みについて否定する意見はなく、市民からは評価されていると判断できる。

また、「取組みについて周知すべき」という意見が多かった。 

 

 苦情・要望の件数による市民の評価の確認  2）

市へ寄せられた苦情・要望の件数について、「包括管理事業開始前の平成 25 年度」

と「包括管理事業開始年度である平成 26 年度」の件数及び内容の差を整理し、現行包

括管理事業での管理品質の変化、市民の評価を確認した。なお、平成 26 年度の苦情要

望は、現行包括管理事業者が整理しているため、次のとおりそれぞれの情報を用いて

整理した。 

 

【平成 25 年度の苦情・要望】 

・市が作成し管理している「相談・苦情処理票」から苦情・要望を抽出し整理 

【平成 26 年度の苦情・要望】 

・現行包括管理事業者から提出された苦情・要望情報を整理 

 

 平成 25 年度（包括管理事業開始以前）の苦情・要望の整理  ①.

 平成 25 年度の苦情・要望の件数   a.

包括管理事業前（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）までの苦情・要望の件数は、

87 件である。月平均にすると、月に 7.25 件の苦情・要望が寄せられている。月別

件数では、5 月、12 月、1 月が多いとの結果であった。 
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図 2-10 平成 25 年度の苦情・要望の発生件数 

 

 平成 25 年度の苦情・要望の内訳   b.

苦情・要望の内訳をみると、11 月・12 月は「落葉処理に関する苦情・要望」が

多く寄せられていることがわかる。また、4 月も突出しているが、その内容は偏り

なく、様々な苦情・要望が寄せられている。 

 

図 2-11 平成 25 年度の苦情・要望の内訳 
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 平成 26 年度（現行包括管理事業開始年度）における苦情・要望  ②.

 平成 26 年度の苦情・要望の件数   a.

現行包括管理事業者が昨年度、実施した作業のうち、苦情・要望に対する作業は

66 件である。また、月別に見た苦情・要望対応件数は、平均 5.5 件である。 

 

図 2-12 平成 26 年度の苦情・要望の発生件数 

 

 平成 26 年度の苦情・要望の内訳   b.

苦情・要望の内訳をみると、特に 10 月に集中して落葉に関する苦情・要望が寄

せられていることがわかる。また、一年を通じて寄せられている苦情・要望として

は、「街路灯に関する苦情・要望」、「枯枝・支障枝剪定に関する苦情・要望」が多

く寄せられている。 

 

図 2-13 苦情・要望の内訳 
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 平成 25 年度と平成 26 年度の苦情・要望の変化  ③.

「包括管理事業前年である平成 25 年度」と「現行包括管理事業を開始した平成

26 年度」の苦情・要望について比較した。 

 苦情・要望件数の変化   a.

「苦情・要望の件数」を比較すると、21 件（約 24％）減少した。また、包括事

業導入前と比較して、包括管理事業導入後は１年を通して苦情・要望の件数が減少

しているが、10 月と 3 月は増加している。 

 

図 2-14 苦情・要望件数の変化 

 

図 2-15 包括管理事業導入前と導入後の苦情・要望件数の比較 
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 苦情・要望の作業項目別の件数の変化   b.

「平成 25 年度の苦情・要望の内訳（図７）」と「平成 26 年度の苦情・要望の内

訳（図９）」の作業内容について、次の作業項目に整理して比較した。 

「落葉」、「その他に整理した事故対応や害鳥対応等」の苦情・要望の件数は、平

成 26 年度はそれぞれ 15 件（約 35％）、13 件（約 38％）に減少した。なお、付属

施設（排水施設・道路反射鏡等）に対する苦情・要望は 10 件（約 225％）増加し

た。 

 

図 2-16 包括管理事業導入前と導入後の作業項目別の苦情・要望件数の比較 

 

 利用者の評価の確認  3）

【2.2.2 (2) 現行包括管理事業区域周辺の市民のヒアリング結果】では、概ね良い評

価が得られている。現行包括管理事業の取組みや、包括管理事業の仕組みについても

反対意見はなく、今後作業項目や作業範囲等を拡大していくことについて、肯定的な

意見が得られた。【2.2.2 (3) 現行包括管理事業区域周辺の市民のヒアリング結果】につ

いても、概ね良い評価が得られている。また、現行包括管理事業の実施後は、苦情・

要望の件数が減少している。これらを勘案すると、現行包括管理事業は、利用者に評

価されていると判断できる。 

一方、問題・課題としては、「活動の実態や窓口がわからないため周知すべき」とい

う意見が多くあがっており、今後改善を図る必要があると考える。 

表 2-26 利用者の評価から得られた問題・課題 

項目 問題・課題 

広報  活動の実態や窓口について、より周知すべき 
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アウトカム指標による評価 （5）

ここまでの４つの評価に加え、明確な数値基準による評価を行うことを目的として、

試行的にアウトカム指標による評価を行った。ここでは、「第６次府中市総合計画」に示

されるインフラ維持管理のめざす姿をもとに、アウトカム指標の設定を行った。その指

標で従来と現行包括管理事業を比較し、管理の質が保たれているかの評価を行った。 

 

 アウトカム指標の設定  1）

アウトカム指標は、現行包括管理事業が「第６次府中市総合計画 施策 69 道路等の

適正な維持管理」のめざす姿である、「道路や橋梁が適切に維持管理され、安全で快適

に通行することができています」という状態実現を目指すための事業であることから、

その実現を評価する指標として次のとおり設定した。 

表 2-27 府中市の「めざす姿」と最終アウトカム指標 

府中市の「めざす姿」 最終アウトカム（最終目標） 

道路や橋梁が適切に維持管理され、安全で快

適に通行することができています 

道路における快適性の確保 

道路における安全性の確保 

効率的な維持管理 

  

 

図 2-17 道路等の適正な維持管理のめざす姿 

出典：第６次府中市総合計画 
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 ロジックモデルによるアウトカム指標の作成  2）

 ロジックモデルとは  ①.

アウトカム指標を検討するにあたっては、政策目標の評価の指標設定等に用いら

れる「ロジックモデル」を用いた。ロジックモデルとは、ある施策がその目的を達

成するに至るまでの、論理的な因果関係を示したものである。 

ロジックモデルを通じて、施策の目的と手段の因果関係が明らかにされることに

より、施策の必要性・有効性等の分析を掘り下げた総合的な評価が可能になる。ま

た、施策の体系を分かりやすく明示することができること等の効果が期待される。

なお、ロジックモデルは、道路の維持管理においても用いられた事例がある。 

 

図 2-18 ロジックモデルの様式例 

出典：「平成 21 年度政策評価書」 

総務省 

 

 ロジックモデルの検討  ②.

最終目標である「最終アウトカム」の実現のため、必要な手段である「インプッ

ト」を整理した。そこから、実現するために必要な結果「アウトプット」、それを評

価する指標である「中間アウトカム指標」、想定される成果である「中間アウトカム

指標」を検討した。検討したロジックモデルは、次のとおりである。



 

 

3
9
 

 
図 2-19 府中市道路管理に関わるロジックモデル案 



 

40 

 

 アウトカム指標の設定  ③.

ロジックモデルの検討の結果、次のとおりアウトカム指標を設定した。 

表 2-28 アウトカム指標の設定 

最終アウトカム 中間アウトカム 中間アウトカム指標 

道路における快適

性の確保 

住民の不満の軽減 快適性に関する苦情・要望の件数 

道路における安全

性の確保 

事象発生の未然防止 安全・安心に関する苦情・要望の件数 

路面の不具合による事故防止 路面の不具合による事故・被害の件数 

付属施設の不具合による事故防止 付属施設の不具合による事故・被害の

件数 

不法占有物等による事故防止 不法占有物等による事故・被害の件数 

復旧の遅れ等に起因する事故防止 対応の遅れ等による事故・被害の件数 

効率的な維持管理 維持管理にかかわる財政負担の軽

減 

維持管理にかかる財政負担額 

 

 評価基準の設定  ④.

アウトカム指標に対する評価基準については、本検討では暫定的な評価基準とし

て、過年度の実績を目安として設定した。具体的には、次のとおりである。 

 平成 25 年度の苦情・要望の分類別件数   a.

表 2-29 平成 25 年度の苦情・要望の分類と件数 

最終アウトカム 苦情・要望の分類 件数 

快適性の確保 快適性に関する苦情要望 19 件 

安全性の確保 

路面の不具合に関する苦情・要望 43 件 

付属施設の不具合に関する苦情・要望 19 件 

不法占有等に関する苦情・要望 0 件 

復旧の遅れ等に関する苦情要望 0 件 

－ 意見・相談 6 件 

総計 87 件 

 

 平成 26 年度の苦情・要望の分類別件数   b.

表 2-30 平成 26 年度の苦情・要望の件数 

最終アウトカム 苦情・要望の分類 件数 

快適性の確保 快適性に関する苦情要望 13 件 

安全性の確保 

路面の不具合に関する苦情・要望 15 件 

付属施設の不具合に関する苦情・要望 32 件 

不法占有等に関する苦情・要望 3 件 

復旧の遅れ等に関する苦情要望 0 件 

－ 意見・相談 － 

総計 63 件 



 

41 

 

 アウトカム指標による評価  3）

ここまでで設定した条件に基づき、現行包括管理事業の成果をアウトカム指標によ

り評価した。 

評価の目安値は、平成 25 年度と平成 26 年度に寄せられた苦情・要望を内容によっ

て整理し、中間アウトカム指標により分類、設定した。また、事故・被害については、

まずは「起こらないこと」を前提とする考えと仮定した。 

今回は、現段階で想定されるアウトカム指標により試行として評価したが、今後は、

包括管理事業の成果を適切・的確に評価できるよう、評価基準の調整等を行うことが

想定される。 

表 2-31 アウトカム指標による現行包括管理事業の評価結果 

最終 

アウトカム 

中間 

アウトカム 

中間 

アウトカム 

指標 

H26 

結果 

評価基

準（暫

定） 

基準値設定の考え方等 

道路における

快適性の確保 

住民の不満の

軽減 

快適性に関す

る苦情・要望の

件数 

13件 19件 現行包括管理事業開始

前の平成 25 年度に市へ

寄せられた苦情・要望の

件数を目安とする。 

道路における

安全性の確保 

事象発生の未

然防止 

安全・安心に関

する苦情・要望

の件数 

50件 62件 現行包括管理事業開始

前の平成 25 年度に市へ

寄せられた苦情・要望の

件数を目安とする。 

路面の不具合

による事故防

止 

路面の不具合

による事故・被

害の件数 

0件 0件 事故・被害が起こらない

ことを前提とすること

と仮定する。 

付属施設の不

具合による事

故防止 

付属施設の不

具合による事

故・被害の件数 

0件 0件 

不法占有物等

による事故防

止 

不法占有物等

による事故・被

害の件数 

0件 0件 

復旧の遅れ等

に起因する事

故防止 

対応の遅れ等

による事故・被

害の件数 

0件 0件 

効率的な維持

管理 

維持管理にか

かわる財政負

担の軽減 

維持管理にか

かる財政負担

額 

7.7％ 10％ 現行包括管理事業開始

前と開始後のコスト削

減効果を目安とする。 
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2.3.3. 中間評価の結果 

中間評価結果まとめ （1）

ここまでの中間評価の結果をまとめると、次のとおりとなる。 

表 2-32 中間評価結果 

評価の視点 評価内容 評価 改善点・改善方針 

１．業務実施

内容の妥当

性 

作業項目 事業者が実施した作業項目と、予め

市が提示した要求水準書に示す項

目・内容に大幅な乖離は見られず、

概ね、妥当であると判断する。 

 【対象作業】 

 必要な作業項目・内容を業務要

求水準書に追記 

 予防保全や事業者の採算性を

考慮し、対象作業を増やす 

 事業者のノウハウが発揮しづ

らい作業は除く 

 【要求水準】 

 市が意図する要求水準が伝わ

るよう、業務要求水準書を見直

す 

 【発注方法】 

 技術点と価格点を評価する発

注方法とする 

 【契約内容】 

 必要な条件や想定されるリス

クを契約書に追記 

 【契約期間】 

 事業者自ら検討・検証を実施、

改善を図り、性能発注の特性を

発揮できるよう、契約期間を拡

大 

 【事業全体の枠組み】 

 事業者の自由度を高めて性能

発注の特性を活かすため、業務

内容の拡大や見直しを実施 

 【広報等】 

 包括管理事業を、もっと市民に

知ってもらう取組みの実施を

検討 

作業量 定型的な業務（日常の清掃等）は、

作業量は概ね妥当であるが、災害対

応等の非定型的な業務については、

改善する必要がある。 

２ ． 契 約 内

容・事業ス

キームの妥

当性 

関 係 者 ヒ

ア リ ン グ

結果：契約

内容・役割

分担 

事業に支障をきたす大きな問題は

ないが、事業実施期間中の構成員の

変更や提案書の取扱い等、改善した

ほうがよいと判断される懸念事項

がある。 

３．コスト削

減効果 

H24 の維持

管理費、包

括 管 理 事

業額 

【（H24維持管理費）－（包括管理事

業額））／（H24維持管理費） 

＝ 約 6.4％】 

「府中市インフラマネジメント計

画」では約 10％程度と想定。 

４．利用者の

評価 

地 域 住 民

ヒ ア リ ン

グ 

地域住民の評価は、概ね好評であ

り、包括管理事業の実施は肯定され

たと判断できる。 

• 現行包括管理事業の活動：約６割

が美化を実感 

• 包括管理事業への評価：半数が肯

定。事業拡大の意見もあり 

 

課題の抽出 （2）

中間評価の結果から、現行包括管理委託については、現行包括管理事業者は包括管理

事業の主旨を理解し、契約内容と計画に沿って概ね適切に実施されていると考える。一

方、様々な問題・課題が明らかになった。そこから、解決すべき課題を抽出した。それ

については、表 2-33、表 2-34 のとおりである。 
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表 2-33 中間評価で抽出した課題（業務実施内容） 

項目 問題・課題 解決すべき課題 

対象作業  事業実施中に明らかになった、包括管理事業

として含めるべき作業項目等がある。 

 当初は想定していなかった作業であるが、要

求水準の記載内容から判断し、追加となった

作業が発生した。 

 市では業務内容に含めると想定していた内

容（事故業務としての火災対応など）につい

て、現行包括管理事業者は含めて考えていな

かった作業がある。 

 業務報告書について、記載漏れや提出遅れが

多い。 

 市民からの苦情・要望の連絡が、直接事業者

に入ることが少ない。 

【課題①】 

想定していた業務に対し、加

えて実施することが必要な作

業や期限等が明らかになっ

た。 

そのため、業務要求水準書を

見直し、追記・修正を行う必

要がある。 

 現行包括管理事業の作業項目では、民間事

業者の収益確保が難しい。予防保全の観点

からも、対象作業を拡大する必要がある。 

 条件に合わせた事業規模とするため、修繕工

事などについて、対象作業の追加や別途現行

包括管理事業者に発注することに対しての

要望がある。 

【課題②】 

現行包括管理事業は試行であ

るため、狭い範囲で実施して

いる。 

次期以降は、民間事業者の採

算性も考慮した事業内容とす

る必要がある。 

 国指定の天然記念物であるけやき並木の管

理は、民間事業者のノウハウを活かすことが

難しい。 

 けやき並木は、事業の半年以上前に予算を組

むことになり、維持管理費の予測が難しい。 

【課題③】 

包括管理事業は性能発注であ

るため、民間事業者が自ら判

断して作業できないものを除

く必要がある。 

要求水準  市が想定していた要求水準以上を保ってい

る作業がある。 

 苦情件数がまだ多いことから、日常巡回を強

化する必要がある 

 市が想定していた作業量と比較して偏りが

見られ、要求水準が達成できなくなる懸念が

ある。 

【課題④】 

「従来の市の管理水準以上の

作業」と、「対応しきれいてい

ないように思える作業」があ

ることから、市が求める要求

水準を分わかりやすく民間事

業者に伝える必要がある。 

発注方法  「技術点」と合わせ、「価格点」の評価も実

施する必要がある。 

 「価格点」を適切に評価するため、評価基準

を見直す必要がある。 

【課題⑤】 

包括管理事業の目的の一つで

ある「維持管理費削減効果」

を達成するため、価格面でも

民間事業者の更なる創意工夫

を求める必要がある。 
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表 2-34 中間評価で抽出した課題（契約内容・事業スキーム） 

項目 問題 解決すべき課題 

契約の

内容 

 提案内容は情報公開の対象となるが、現行包括

管理事業者は非公開を求めている。 

 事業期間中にＪＶの構成員が変更になり、再契

約が必要となった。 

【課題⑥】 

条件やリスクについて、公募

時点で明らかにしておく必要

がある。 

 契約書と要求水準書の内容が合致していない部

分がある。 

【課題⑦】 

書類の内容を見直し、齟齬が

ないようにする。 

契約期

間 

 作業内容の検討や検証、各種調整期間を含める

と、契約期間は 5 年程度必要である 

 市民満足度の向上や予防保全の観点から、契約

期間は 10 年程度必要だが、メリットがないと参

画には躊躇する 

 性能維持のレベルを決めることは難しい。その

ため、今後対象範囲の拡大や対象業務を追加し

た場合は、最初の２～３年は維持管理方法の検

討・検証期間、その後本格的な実施期間になる

ことが想定される 

【課題⑧】 

包括管理事業の目的の一つで

ある「市民サービス向上」を

達成するため、民間事業者自

ら検証や調整を行い、より効

率的で効果的な事業とする必

要がある。 

事業の

枠組み 

 業務内容は、民間事業者の収益確保や予防保全

を考慮し、工事も含めて欲しい 

 性能発注の最低限の条件は、苦情や要望が少な

くなることであると考える。 

 業務総括責任者を専任・常駐させる場合、事業

規模が小さい 

 業務内容に含まれると判断される作業も、現行

包括管理事業者が計画した作業範囲や作業回数

等に含まれていない場合は、柔軟な対応が難し

く、性能発注の特性が活かされていない 

 対象範囲が狭く、作業項目も維持管理の範囲で

あることから、民間事業者の自由度が低く、魅

力が少ない。 

 拡大し、一層の削減効果を生み出す仕組みとす

ることが重要 

【課題⑨】 

性能発注とすることにより、

民間事業者の裁量で維持管理

費削減効果が生み出されるこ

とを期待している。 

そのため、性能発注の特性を

活かすことができる事業とす

る必要がある 

 事業者グループに参画しない地元企業が、維持

管理業務を受注できなくなることは避けなけれ

ばならない。しかし一方で、全体事業のマネジ

メントは、大手企業のノウハウが必要である。

そのため、適切な役割分担が必要である 

【課題⑩】 

地域のインフラ施設の維持管

理であることから、地元企業

も大手企業も参入できる事業

とする必要がある。 

 単価契約で発注している工事を包括管理事業に

含める場合、市が必要と判断しても工事できな

い可能性がある。 

【課題⑪】 

災害発生時に必要な工事が実

施できるような発注方法とす

る必要がある 
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項目 問題 解決すべき課題 

広報  活動の実態や窓口について、より周知すべき。 【課題⑫】 

市民サービスを受ける市民に

対して、更なる情報提供を行

う必要がある 

 

改善点の抽出と改善方針 （3）

前項目で抽出した課題について、次のとおり改善方針を設定した。 

 業務実施内容  1）

業務実施内容の課題については、「対象作業」、「要求水準」、「発注方法」に分類でき

る。その上で、それぞれの改善方法を設定した。なお、詳細は次の表のとおりである。 

表 2-35 改善方針（業務実施内容） 

改善点 課題番号 改善方針 

対象作業に関す

るもの 

課題① 【改善方針①】 

必要な作業項目や作業内容について、業務要求水準書に

追記する（業務要求水準書に反映し改善） 

課題② 【改善方針②】 

予防保全や事業者の採算性を考慮し、対象作業を増やす 

（適正な事業内容の検討に反映し改善） 

課題③ 【改善方針③】 

民間事業者のノウハウが発揮しづらい作業を除く 

（適正な事業内容の検討に反映し改善） 

要求水準に関す

るもの 

 

課題④ 【改善方針④】 

市が意図する要求水準が伝わるよう、業務要求水準書

を見直す 

（業務要求水準書に反映し改善） 

発注方法に関す

るもの 

課題⑤ 【改善方針⑤】 

技術点と価格点を評価する発注方法とする 

（実施方針や事業スキームに反映し改善） 
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 契約内容・事業スキーム  2）

契約内容・事業スキームについての課題は、「契約の内容」、「契約期間」、「事業の枠

組み」に分類できる。その上で、それぞれの改善方法を設定した。なお、詳細は次の

表のとおりである。 

表 2-36 改善方針（契約内容・事業スキーム） 

改善点 課題番号 改善方針 

契約の内容に関

するもの 

課題⑥ 【改善方針⑥】 

必要な条件や想定されるリスクを、契約書に追記する。 

（契約書や業務要求水準書に反映し改善） 

課題⑦ 【改善方針⑦】 

契約書と業務要求水準書を確認し、内容の統一を図る。 

（契約書や業務要求水準書に反映し改善） 

契約期間に関す

るもの 

 

課題⑧ 【改善方針⑧】 

民間事業者が自ら検討・検証して実施、改善を図り、性

能発注の特性を発揮できるように契約期間を拡大する。 

（事業スキームに反映し改善） 

事業の枠組みに

関するもの 

課題⑨ 【改善方針⑨】 

民間事業者の自由度を高めて性能発注の特性を活かすた

め、業務内容の拡大や見直しを行う 

（適正な事業内容の検討に反映し改善） 

課題⑩ 【改善方針⑩】 

地元企業の参入の促進、地元企業と大手企業の適切な役

割分担で事業を進める 

（地元企業と大手企業との役割分担に関する検討に反映

し改善） 

課題⑪ 【改善方針⑪】 

災害発生時に必要な工事が実施できるような発注方法と

する。 

（事業スキームに反映し改善） 

 

 その他  3）

その他、「広報」に関する課題について、改善方法を設定した。 

表 2-37 改善点と改善方針（その他） 

改善点 課題番号 改善方針 

契約の内容に関

するもの 

課題⑫ 【改善方針⑫】 

包括管理事業について、さらに市民に知ってもらう取組

みを行う。 

（実現に向けたスケジュールに反映し改善） 

 

  


