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１－１ 山元町とは（位置及び特色） 

＜山元町までの所要時間＞ 
  ＊東京～新幹線と常磐線：２時間３０分 
  ＊仙台～JR常磐線：          ４０分 
    高速道路使用：           ４５分 

＜東北の湘南＞ 
■ 位  置：仙台市から南に３５㎞ 
■ 面  積：６５㎢（東西６㎞ 南北１１㎞） 
■ 地  勢：西に標高３００ｍの阿武隈山地 
      東に仙台湾南部白砂青松の海岸線 
■ 気  候：平均気温１２．２度 
      年間降水量１，２５０ミリ 

仙台市 

JR常磐線 
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１－２ 産業、人口動態及び事業所職員数 
項目 内容 

産業別就業者 1次：９．３％  2次：３５．４％  3次：５５．３％ 

特産品 仙台イチゴ（販売額１３億円…県内２位） 
山元リンゴ 
山元ホッキ貝 

高齢化率 ３８．９％（県内３位…平成３０年３月末現在） 

出生率 ４．２８％（県内８番目の低さ…平成２９年人口動態総覧） 

人口推移 平成 ７年９月末 １８，８１５人…ピーク 
平成２３年２月末 １６，６９５人（５，５６１世帯） 
平成３０年３月末 １２，３６６人（４，７１８世帯） 
            △ ８４３世帯 （△１５．２％） 
            △４，３２９人  （△２５．９％） 

上下水道 
事業所職員数 

平成２７年４月 庶務班４名（横浜市水道局１名派遣） 
           施設班６名（横浜市環境創造局２名・水道局１名派遣） 
           所長 １名の計１１名 前年比△３名 （横浜市から４名） 
平成３０年４月 庶務班３名 
           施設班６名（横浜市環境創造局１名・水道局１名派遣・兵庫県１    
           名派遣） 
           所長 １名の計１０名 ２７年比△１名 （横浜市他から３名） 
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２－１ 被害の概要（津波襲来） 



２－２ 被害の概要（人・建物） 

死者 ・・・ ６３７人 

全壊家屋 ・・・ ２，２１７棟 

大規模半壊 ・・・ ５３４棟 

半壊 ・・・ ５５１棟 

火災 ・・・ なし 
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津波による水管橋の被災 

漏 水 調 査 ・ 通 水 作 業 
（福岡市水道局職員等） 

H23.3.11 ・・・ 町内全域断水
H23.4.11 ・・・ 78％復旧 
H23.4.28 ・・・ 100％復旧 

２－３ 被害の概要（水道管） 
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２－４ 被害の概要（給水収益減） 

水道の基盤強化のための地域懇談会資料 

H22とH24比 給水人口   △ 3,317人 
      水道料金収入 △107,435千円 

収入      ▲28% 
給水人口  ▲21% 



上下水道インフラの復旧・復興 
正確な世帯数と給水人口の把握 
料金収入減少への対応 

3.11 
東日本
大震災 

災害復旧を実施するための人手 
将来を見据えた計画策定への時間・経験・知恵 
上下水道事業運営組織のあり方 
官民連携のあり方 

直面した課題 

３－１ 東日本大震災によって直面した課題 
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年度 横浜ウォーターとのかかわり 
H23年度  東日本大震災後に現地入り 

 上下水道施設復旧・復興・事業運営のあり方を提言 
 国交省総合政策局/官民連携事業モデル調査採択 

H24年度  国交省水管理・国土保全局/上下水道一体運営モデル調査採択 
 3者協定の締結（山元町・横浜ウォーター・横浜市） 

H25年度  上下水道事業経営アドバイザリー業務（包括委託検討、財政計画など） 

H26年度  上下水道事業経営アドバイザリー業務（包括委託公募・選定、財政計画など） 

山元町の上下水道事業支援に関する協定 YWCとの打合せ風景 

４－１ 三者協定とアドバイザリー業務委託 
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山元町 

横浜ウォーター
(環境創造局・協定) 

横浜市水道局 

民間事業者 

 支援協定 
 委託契約 

連携 

 支援協定 

町民等 

 上下水道サービス 

 業務委託 
 復旧工事 
など 

県・市・町 

 受水 
 各種連携 

４－２ 三者協定とアドバイザリー業務委託 
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性能発注方式： 

包括民間委託： 

包括的民間委託 

包括的民間委託の条件 

民間事業者の自由裁量のもとに，施設の運転・管理を行
う契約方式 

従来の仕様書に基づく契約方式ではなく，性能規定による
契約方式 

個別発注、個別契約ではなく運転管理、清掃、水質分析、
修繕工事等の業務を一体発注 

民間事業者の自由度が増し、長期的な観点から維持管理
が可能。また、契約金額の規模の増による経費削減 

包 括 契 約： 

複 数 年 契 約： 

５－１ 上下水道事業包括的業務委託 
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修繕費 

直接経費 

（ユーティリティ費） 

施設運転業務 

外部委託 

人件費 

修繕費 

人件費 

包括的 
民間委託 

包括的 
民間委託 

修繕費 

人件費 

包括的 
民間委託 

人件費 

コスト縮減 
コスト縮減 コスト縮減 

資本的支出 

（改築更新費） 

資本的支出 

（改築更新費） 

資本的支出 

（改築更新費） 

資本的支出 

（改築更新費） 

現 行 

レベル1 

運転管理の 

包括委託 

レベル2 

ユーティリティを 

含め包括委託 

レベル3 

修繕費を含め 

包括委託 

直接経費 

（ユーティリティ費） 

レベル1 

 運転管理における民間側の創意工
夫による効率化 

 公共側の維持管理にかかる労力の
一部削減 

レベル2 

 民間の創意工夫（調達の柔軟化，
大口購入による単価の引き下げ，
品質の適正化，節約等）によるコス
ト縮減 

 公共側のユーティリティーの調達を
行っていた労力の一部削減 

レベル3 

 民間による補修の必要性の見極め，
保守点検との一体的な実施等によ
る効率化 

 公共側の補修の発注・管理を行って
いた労力の一部削減 

５－２ 上下水道事業包括的業務委託 
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山元町 
レベル2.5 



 包括的民間委託では、業務の実施方法は民間側に委譲されるため、維持管
理方法には入札業者それぞれに創意工夫と特徴が出る。 

 よって、包括的民間委託入札は、価格審査のみではなく提案内容の審査も含
めた方がより公平・公正な審査ができる。 

項  目 概       要 

総合評価落札方式に

よる条件一般競争入札 

一定の資格要件及び技術提案により長期間の事業遂行能力，技術能力を有す

る受託者に絞り込んだ上で，価格と価格以外の要素（技術提案）を考慮した評価

を行う。 

総合評価落札方式に

よる指名競争入札 

予め長期間の事業遂行能力，技術能力を有する企業を指名した上で，価格と価

格以外の要素（技術提案）を考慮した評価を行う。 

公募型プロポーザルに

よる随意契約 

一定の資格要件により長期間の事業遂行能力，技術能力を有する受託者に絞り

込んだ上で，価格以外の要素（技術提案）を考慮した評価を行う。この選定過程

により決定した受託者との間で，随意契約を締結する。 

【提案審査が含まれる入札方式】 

５－３ 上下水道事業包括的業務委託 
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山元町包括的業務委託の概要 
項目 内容 

選定方式 公募プロポーザル方式 

委託期間 5ヵ年（H27.4.1～H32.3.31） ※H27.1～3（引継） 

業務範囲 
●水道施設維持管理    
 
 

 
●特環施設維持管理                 ●農集排施設維持管理 

 
 
 
●上下水道事業料金等関係業務 

配水池 深井戸 浄水施設 機器点検 薬品 電 力 

山元浄化センター 制御装置の運転 坂元農集排処理場 上平農集排処理場 

メーター検針 料金、滞納整理、窓口、電話対応 開閉作業 給水装置検査 排水設備検査 浄化槽検査 

５－４ 上下水道事業包括的業務委託 
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項　　　目 項　　　目 項　　　目
1 （金） 1 (月) 1 （水） 現地見学会 1 （土）
2 （土） 2 (火) 2 （木） 第2回質問 2 （日）
3 （日） 3 (水) 3 （金） 3 (月)
4 (月) 4 （木） 4 （土） 4 (火)
5 (火) 5 （金） 5 （日） 5 (水)
6 (水) 審査委員会（第1回） 6 （土） 6 (月) 6 （木）
7 （木） 7 （日） 7 (火) 7 （金）
8 （金） 8 (月) 8 (水) 第2回質問締切 8 （土）
9 （土） 9 (火) 9 （木） 9 （日）

10 （日） 10 (水) 実施要領書等の質問回答（第1回） 10 （金） 10 (月) 企画提案書提出締切、応募の辞退
11 (月) 募集公告及び実施要領公表 11 （木） 11 （土） 11 (火)
12 (火) 12 （金） 12 （日） 12 (水)
13 (水) 実施要領書等の質問(第1回） 13 （土） 13 (月) 13 （木）
14 （木） 14 （日） 14 (火) 第2回質問回答 14 （金）
15 （金） 15 (月) 15 (水) 15 （土）
16 （土） 16 (火) 16 （木） 16 （日）
17 （日） 17 (水) 17 （金） 17 (月)
18 (月) 18 （木） 参加表明書、資格確認書類の受付 18 （土） 18 (火)
19 (火) 19 （金） 資料配布申込 19 （日） 19 (水)
20 (水) 20 （土） 20 (月) 20 （木）
21 （木） 21 （日） 21 (火) 21 （金）
22 （金） 22 (月) 資料配布 22 (水) 22 （土）
23 （土） 23 (火) 23 （木） 23 （日）
24 （日） 24 (水) 参加表明締切,資料配布 24 （金） 24 (月)
25 (月) 25 (木) 25 （土） 25 (火) 審査委員会、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ/ﾋｱﾘﾝｸﾞ
26 (火) 26 （金） 参加資格確認結果の通知 26 （日） 26 (水)
27 (水) 質問締切 27 （土） 27 (月) 27 (木)
28 (木) 28 （日） 28 (火) 28 （金） 審査結果及び審査講評の公表
29 （金） 29 (月) 現地見学会申込期限 29 (水) 29 （土）
30 （土） 30 (火) 30 (木) 30 （日）
31 （日） 31 （金） 企画提案書類の提出受付

8 月 9 月 10 月 11 月

審査委員会 現場確認 受託者プレゼン お客さまセンター開所式 

５－５ 上下水道事業包括的業務委託 
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項目 内容 

性能発注  水質等の最低限の条件を設定し、民間事業者の創意工夫を促し、
効率的な維持管理が実現できるよう複数年にわたり包括的に委
託化 

効率化策（VE）の
提案 

 維持コストや運転管理コストなどの向上を図るため、機器などによ
る性能向上、同等以上の性能を満足できる機器の導入提案を行
い、委託者がこれを適当と認めた場合は、受託者に対して委託者
が受益する範囲内において報奨を行う。 

 業務委託料が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額を
削除しないものとする。 

水道施設遠隔監
視システム導入 

 水道施設の維持管理において、委託者の承認を得て遠隔監視シ
ステムを導入し、業務の効率化を図ること。 

 システムの設置費用及び運営費用は受託者の負担。 
 契約書終了時の取扱いは、協議の上定める。 

既存設備等の 
確認 

 既存設備を相互で確認し、当該設備の瑕疵の所在を明らかにする。 
 運転・修繕などの維持管理記録を設備台帳データへ登録を行うこ

と。 

５－６ 上下水道事業包括的業務委託 
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区分 審査項目 内容 配点 

業務実施 
能力 

業務実施コンセプト 
 上下水道事業包括的業務委託の基本的考え方が明確に述べられているか。 

5 
 業務に関する認識が十分か。 

業務実施体制 

 業務を実施するために必要な組織体制と人員配置計画（平日、休日、夜間、緊急時の各体
制）が適切に提案されているか。 

10 
 同種・類似業務の実績は十分か。 
 移行期間の対応は十分か。 

担当予定者の資格・経験 
 技術者及び有資格者の数は十分か。 

5  必要な有資格者の配置計画が適切か。 
 適切な教育訓練が提示されているか。 

業務提案 
内容 

具体的な業務実施計画  効率的かつ確実な実施方法が具体的に述べられているか。 

25    要求水準未達とならないための方策、未達の場合の対応は適切か。 

  
 上下水道施設等包括的業務による利点を生かした有効な提案、欠点（課題）を克服する提

案はあるか。 

  

上水道施設運転管理業務 
 運転管理に関する取組が適切に計画されているか。 

(7) 
 効率的かつ設備機能維持を可能とする施設・設備別の保守点検計画が述べられているか。 

下水道施設等運転管理業務 
 運転管理に関する取組が適切に計画されているか。 

(10) 
 効率的かつ設備機能維持を可能とする施設・設備別の保守点検計画が述べられているか。 

上下水道事業料金関係業務 
 上下水道料金関係業務遂行の取組が適切に計画されているか。 

(8) 
 住民サービス向上、収納率向上への取組が計画されているか。 

危機管理・安全対策の提案 
 異常時、緊急時における人員配備計画及び緊急連絡体制が効果的か。 

10  現場からの支援要請に対する組織的なバックアップ体制は十分か。 
 水質水量異常時の対応、停電時の対応、重故障時の対応方針等が適切か。 

管理方法及びコスト縮減等の工夫、
効果的な手法等の提案 

 効果的かつ実施可能な業務改善方策・コスト縮減策が具体的に述べられているか。 
10 

 施設管理レベルの向上、更新整備に役立つ有効な提案があるか。 

町民サービス及び地元活用に関す
る提案 

 窓口業務など町民とのコミュニケーションや地元の人材、企業の活用に関する提案が具体
的に述べられているか。 

5 

見積価格 － 30 

５－７ 上下水道事業包括的業務委託 
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①上水道施設維持管理

②下水道施設維持管理

③農集排施設維持管理

④窓口・料金関係業務

⑤開閉栓業務

⑥薬品、電力、消耗品等の調達

⑦その他

⑧上水道集中監視装置更新

⑨町職員人件費（給料・手当・共済費）

▲人件費効果額

競
争
入
札

（現在の状況）
現在は業務毎

個別契約
（包括委託後）

①～⑧を包括的に業務委託

▲業務包括化による効果額

⑨町職員人件費

⑨民間人件費

①導入効果 

②職員の人事配置 
③町民へのサービス維持・向上 
④地元活用 
⑤危機管理体制の強化 

５－８ 上下水道事業包括的業務委託 
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約33,000千円/5年 

約32,000千円/5年 

直営業務集中 



開所式（Ｈ27.4.1） 

住民周知広報PR 

山元町水道お客さまセンター 
営業時間 平 日  8：30～17：15 
       土曜日 8：30～12：00 
休 業 日  日曜・祝日・年末年始 

６－１ 水道お客さまセンター 
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事務所併設 



６－２ 水道お客さまセンター 
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水道お客さまセンター  

上下水道事業所 



７－１ 補完の状況と今後の拡大領域 
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横浜ウォーター㈱に、アドバイザリー業務委託し、政策形成や 

業務管理を共同で推進 

区分 政策形成 業務管理 今後の拡大領域 

計画  毎年度の業務計画策定 
 財政見通しの策定 
 中期計画・ビジョンの検討 
 長寿命化計画の策定 

 更新計画策定 

 進行管理 

 中期的な進行提案 
ー 

設計・調査 ー ー  詳細設計の支援 

施工 ー ー  施工監理の支援 

維持管理  包括的民間委託導入検討（範囲・
方式・評価基準・要求水準設定
等） 

 今後の委託範囲の拡大検討 

 管路維持管理計画策定 

 包括委託業務モニタリ
ング 

 業務改善の提案 

 効率化の検討 

 3条修繕計画策定 

料金徴収  中期財政計画と適正料金の検討 

 町民意識調査の実施 
 包括委託業務モニタリ

ング 
 住民説明会等の支援 

水質管理  水質検査計画の策定  包括委託業務モニタリ
ング 
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山元町に対する御支援に深く感謝いたします。 

復旧した いちご 
（高設ベンチ水耕式） 


