
観点から契約の透明性、競争性を高める。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

年間の発注見通しの公表から入札の公告、資格審査、入札、契約の締結、入札結果の公表など契約の締結に ・公募型競争入札（毎月）
係る事務を行う。 　上旬・・・入札公告、質疑受付・回答
工事検査を市に委託し、検査の公正性と透明性を確保する。 当該年度 　中旬・・・申請書等及び入札書の受付

執行計画 　下旬・・・開札、資格審査、落札者決定、公表
(3)事業内容 内　　容 ・随意契約（随時）

公募型一般競争入札及び随意契約件数 想定値 100当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 58

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 契約事務の簡素化を図り、透明性を確保するとともに公正な競争を推進する。 間接 公募型一般競争入札契約率（公募型一般競争入札契約件数／全契約数 % 26.67 30
）

令和 3年度 契約事務の簡素化を図り、透明性を確保するとともに公正な競争を推進する。 間接 公募型一般競争入札契約率（公募型一般競争入札契約件数／全契約数 % 30
）

令和 4年度 契約事務の簡素化を図り、透明性を確保するとともに公正な競争を推進する。 間接 公募型一般競争入札契約率（公募型一般競争入札契約件数／全契約数 % 30
）

公募から契約までの期間が一ヶ月程度を要するため、至急を要する場合の対応ができない。
(7)事業実施上の課題と対応 法規に従って公募による入札か随意契約かが決定されるため、目標の達成は努力によるものでなく案件の性質に係る。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

電子調達システムの利用に伴う負担金 284 電子調達システムの利用に伴う負担金 341 319 電子調達システムの利用に伴う負担金 341 電子調達システムの利用に伴う負担金 341
総合評価入札方式、審査委員報償費 196 総合評価入札方式、審査委員報償費 140 0 総合評価入札方式、審査委員報償費 140 総合評価入札方式、審査委員報償費 140
工事検査事務負担金工事検査事務負担金 490 工事検査事務負担金工事検査事務負担金 499 428 工事検査事務負担金工事検査事務負担金 499 工事検査事務負担金工事検査事務負担金 499
設計図書郵送用切手代 14 設計図書郵送用切手代 14 12 設計図書郵送用切手代 14 設計図書郵送用切手代 14
入札等監視委員会負担金 10 入札等監視委員会負担金 10 10 入札等監視委員会負担金 10 入札等監視委員会負担金 10

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 994 合　　計 1,004 769 合　　計 1,004 合　　計 1,004
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 994 1,004 769 1,004 1,004

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.4 0.51 0.51 0.51 0.51
正職員人件費 3,520 4,437 4,437 4,437 4,437

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,514 5,441 5,206 5,441 5,441
(11)単位費用

45.14千円／件 54.41千円／件 89.76
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

契約の締結等業務は、法律、規則に基づき行っている業務であり、水道事業の公正公平性、透明性、効率性等を確保する ●①事前確認での想定どおり
うえで必要不可欠な業務である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

当該業務は、市民生活に影響を及ぼす工事等の発注に係る契約業務である。このことから、厳正なる手続きにより確実に
事務を執行する必要性が高い為、事前評価で定めた通り、事業の必要性が高いと評価している。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている 水道局が行う契約であるため □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 公平性と公正を確保するため。

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
■その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
契約を公表することで透明性を担保する

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
資産購入の際は、環境負荷軽減に配慮する

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
26.67 30 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

全契約数に対する公募型競争入札方式を用いた案件の割合が高かったため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 39.65 132.17
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,441 △927 5,206 95.68
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△20.54

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 「総合評価方式入札」対象案件が無かったことから、審

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 査委員へ費用が発生しなかったため。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.55

% 10万円 0.76 138.18

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
当該業務は、公正、公平かつ効率的な経営を行う上で必要不可欠な事業であることから今後も現状どおり事業を推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 881 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 契約事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.51 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,441 千円 (うち人件費 4,437 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 公正な契約の実施、予算の適正かつ効率的な執行という



増進に向けた経営に資する企業会計原則に基づき適正・正確な
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的 経理を行うこと。
展開方向

資金管理（出納全般、保管、運用）及び会計関連書類の審査・保管を適正かつ正確に行い、このためのチェ 随時：公金の出納、保管その他の会計事務
ック体制の二重化と執行管理を徹底し、適時的確な計理状況を把握する。 毎月：例月現金出納検査の資料作成及び検査での説明
また、平成26年度から適用された新会計基準に基づく正確な計理に留意する。 当該年度 毎日：出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との調整 

執行計画
(3)事業内容 内　　容

伝票処理件数 4,300件 想定値 4,300当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 4,318

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 伝票起票の際、計数や付属書類等の不備を無くすことにより、審査効率を上げる。 直接 不備伝票処理件数 件 55 55

令和 3年度 伝票起票の際、計数や付属書類等の不備を無くすことにより、審査効率を上げる。 直接 不備伝票処理件数 件 40

令和 4年度 伝票起票の際、計数や付属書類等の不備を無くすことにより、審査効率を上げる。 直接 不備伝票処理件数 件 20

伝票起票の際、計数や付属書類等の不備を無くすため、経理事務要領を見直し、業務マニュアルを整備する。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

パソコンバンク利用料 131 パソコンバンク利用料 66 66 パソコンバンク利用料 66 パソコンバンク利用料 66
財務会計システム賃借料 26 財務会計システム賃借料 26
財務会計システム保守 491 財務会計システム保守 491
貸金庫 35 貸金庫 35

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 683 合　　計 66 618 合　　計 66 合　　計 66
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 683 66 618 66 66

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.65 0.52 0.52 0.52 0.52
正職員人件費 5,720 4,524 4,524 4,524 4,524

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 6,403 4,590 5,142 4,590 4,590
(11)単位費用

1.49千円／件 1.07千円／件 1.19
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

公営企業会計においては、発生主義会計方式を採用しているため、一般会計と異なり、予算とともに決算にも重点が置か ●①事前確認での想定どおり
れており、公営企業の経理及び予算の執行に関して、必要な書類を作成し経営成績や財政状態を明らかにしなければなら ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ない。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

公営事業会計制度に基づいた適正・正確な経理業務が必要なため

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 法制度に基づき、適切に実施される必要性があるため

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の 法制度に基づき、適切に実施される必要があるため
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 計数確認業務時のペーパーレス化に努める 環境に配慮した製品の購入に努める ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
55 55 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

伝票作成及び事前確認作業の精度を向上させたため
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 50 110
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ●③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,590 1,813 5,142 112.03
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

包括業務委託に出納業務の一部や使用する会計システムを包括させている 伝票作成及び事前確認作業の精度を向上させたため

28.31

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 伝票作成及び事前確認作業の精度を向上させたため

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.2

件 10万円 0.97 123.71

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
施策の実現に必要な業務であり、引き続き実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 882 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 出納管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.52 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,590 千円 (うち人件費 4,524 千円）⑦事業費
総事業費 40,040 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉



ニケーションの充実　
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

事業運営状況等の積極的な情報提供、水資源の重要性（節水の周知等）の呼びかけ等を通じてお客さまとの ５月・１１月：広報「あびこの水道」の編集発行
相互理解を深め、またニーズを把握する。 ８月：水道施設見学会

当該年度 ２月：水道ハンドブックの更新
執行計画 随時：水道局ホームページの編集・管理

(3)事業内容 内　　容 随時：各種イベントにおけるＰＲ

「あびこの水道」配布 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値 100

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 広報紙やホームページなどによる広報・啓発活動や情報提供により、水道事業への市民の理解と信頼を深め、満足度を高めるこ 直接 あびこの水道配布数／世帯数 ％ 100 100
と。

令和 3年度 広報紙やホームページなどによる広報・啓発活動や情報提供により、水道事業への市民の理解と信頼を深め、満足度を高めるこ 直接 あびこの水道配布数／世帯数 ％ 100
と。

令和 4年度 広報紙やホームページなどによる広報・啓発活動や情報提供により、水道事業への市民の理解と信頼を深め、満足度を高めるこ 間接 あびこの水道配布数／世帯数 ％ 100
と。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

水道週間用視察見学用バス賃借料 100 水道週間用視察見学用バス賃借料 100 0 水道週間用視察見学用バス賃借料 100 水道週間用視察見学用バス賃借料 100
水道週間用視察見学用保険 2 水道週間用視察見学用保険 2 0 水道週間用視察見学用保険 2 水道週間用視察見学用保険 2
事業年報印刷製本費 418 事業年報印刷製本費 473 242 事業年報印刷製本費 473 事業年報印刷製本費 473
広報作成委託料 1,164 広報作成委託料 1,168 1,153 広報作成委託料 1,168 広報作成委託料 1,168
広報郵送料 27 広報郵送料 22 23 広報郵送料 22 広報郵送料 22
事業年報郵送料 7 事業年報郵送料 7 7 事業年報郵送料 7 事業年報郵送料 7
高度浄水処理水「我孫水」ボトリング 1,580 高度浄水処理水「我孫水」ボトリング 1,622 1,535 高度浄水処理水「我孫水」ボトリング 1,622

実施内容 水道事業PR商品購入 60 水道事業PR商品購入 60 0

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 3,358 合　　計 3,454 2,960 合　　計 1,772 合　　計 3,394
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 3,358 3,454 2,960 1,772 3,394

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.37 0.37 0.37 0.37
正職員人件費 2,640 3,219 3,219 3,219 3,219

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 5,998 6,673 6,179 4,991 6,613
(11)単位費用

59.98千円／％ 66.73千円／％ 61.79
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

水道事業を運営していく中で、利用者の意識とニーズを的確に把握するとともに、現在抱えている課題や将来に起こりう ●①事前確認での想定どおり
る課題について、水道事業者と利用者が意識を共有しながら施策を展開していくことが重要であり、個々の施策を円滑に ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 進めるためには、事業者の取組みの現状や結果を適時、適切に、利用者に伝えることが重要である｡広報活動事業は、事 ○要
   背景は？(事業の必要性) 業者と利用者の間の適切なコミュニケーションを確保するために有効な手段である｡ ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

事業の現状や結果について、利用者に伝える必要があることから、定期的に情報発信をしているため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 事業内容の情報提供は、事業者でなければ実施できないため

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市民マラソン大会等への参加 コロナ禍の中、イベント等の中止で市民とのコミュニケーシ ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ョンを取ることが困難であった。その中で、市民に必要な情 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り 報を広報紙やホームページの活用でPRした。 ●③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他 コロナ禍の中、イベント等の中心で市民とコミュニケーショ

ンを取ることが困難であった為。
＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 印刷物作成時に再生紙等環境配慮した製品を使用する 印刷物作成時に再生紙と植物油インキを使用した。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

新聞折込に加え、新聞未購読者には、郵送での配布にも対応した。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 6,673 △675 6,179 92.6
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△11.25

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 コロナ禍の中で、イベント活動に制限があったため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.5

％ 10万円 1.62 108

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
水道利用者に対して、水道事業にかかる情報発信は必須であることから、現状どおり推進する。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 883 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 お客様サービスの充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 広報活動推進 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成20年度 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 0.37 人）
(1)事業概要

(当　初) 6,673 千円 (うち人件費 3,219 千円）⑦事業費
総事業費 8,397 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 水道利用者とのコミュ



創意工夫やノウハウの導入によるお客様サービスのレベルアップや人件費の削減に寄与する。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

・開閉栓業務 ①定例検針日に量水器の検視を行い、料金を調定を行い料金請求を行う。
・量水器の検針・点検業務 　口座振替については毎月２５日、納付書については翌月１５日が納付期限。
・納付書発送業務 当該年度 ②料金未納分については、督促状を発送し収納を促す。
・料金賦課、徴収・収納業務 執行計画 ③水道局お客様センターでは未納分の支払いを随時受付。また、その際に口座振替への指導を行う。

(3)事業内容 内　　容

料金の収納率＝納付済件数／調定件数 想定値 96当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値 96.14

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 一般納付書の方に対し口座振替への変更を指導し、未納額を減らし収納率の向上を目指すとともに、納付書発送に係る費用を抑 直接 収納率 % 95.4 96
え、コストを削減する。

令和 3年度 一般納付書の方に対し口座振替への変更を指導し、未納額を減らし収納率の向上を目指すとともに、納付書発送に係る費用を抑 直接 収納率 % 96
え、コストを削減する。

令和 4年度 一般納付書の方に対し口座振替への変更を指導し、未納額を減らし収納率の向上を目指すとともに、納付書発送に係る費用を抑 直接 収納率 % 96
え、コストを削減する。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

備消耗品 56 備消耗品 62 44 備消耗品 62 備消耗品 62
通信運搬費 10,930 通信運搬費 10,959 10,705 通信運搬費 10,959 通信運搬費 10,959
手数料 12,499 手数料 13,086 12,099 手数料 13,086 手数料 13,086

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 23,485 合　　計 24,107 22,848 合　　計 24,107 合　　計 24,107
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 23,485 24,107 22,848 24,107 24,107

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.45 0.6 0.6 0.6 0.6
正職員人件費 3,960 5,220 5,220 5,220 5,220

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 27,445 29,327 28,068 29,327 29,327
(11)単位費用

285.89千円／％ 305.49千円／％ 291.95
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

事業のコスト削減や利用者へのサービス向上を目的に、民間の経営手法を大幅に導入する。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

包括業務委託により、民間企業の経営手法を導入することができ、経費の削減や利用者サービスの向上を実現することが
できた。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった ・料金の調定・徴収・収納業務の効率化による経費の削減

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ・お客様センターを中心とした業務による、利用者サービス
□その他 　促進された の向上

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した ・効率的な滞納整理業務の実施による、収納率の向上
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
95.4 96 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

包括業務委託により、民間企業の経営手法を導入することにより経費の削減や利
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 96.14 100.15

用者サービスの向上を実現することができた。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 29,327 △1,882 28,068 95.71
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△6.86

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 包括業務委託により、民間企業の経営手法を導入するこ

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 とにより経費の削減や利用者サービスの向上を実現する

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.33 ことができた。

% 10万円 0.34 103.03

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
水道事業は料金収入により執り行われているため、料金の収納率を上げることは健全な水道事業運営を行う上で欠かすことの出来ない極めて重
要な事項であることから、今後も鋭意推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 885 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 開かれた効率的な経営 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 料金の調定・徴収・収納 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.6 人）
(1)事業概要

(当　初) 29,327 千円 (うち人件費 5,220 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業ビジョン

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 民間の



げる目標への到達度や外部環境の変化等を的確に把握することにより、合理的で効果的な事業
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的 執行を図れるようにするため
展開方向

計画事業の進捗状況を把握し、社会経済情勢等の外部環境の変化を踏まえた評価や要因の分析を行い、今後 ・事務事業進捗状況の確認（６月、９月、１２月、３月）
の対応方針を検討する。 ・経営改善会議の開催（毎月）
⇒我孫子市水道事業基本計画に基づく水道局内の連絡調整、及び水道事業経営、財務計画の総合統制を行う 当該年度 ・アセットマネジメントを用いた推計（８～９月）
。 執行計画 ・国、県等からの調査対応、統計書類の作成（随時）

(3)事業内容 内　　容

進行管理事業数 想定値 25当該年度
単位 本

活動結果指標 実績値 25

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 進行管理を行うことで、計画と実績の乖離及びその原因を分析し、計画の確実な推進を図る。 直接 当該年度執行事業件数／当該年度計画事業件数×１００ ％ 100 100

令和 3年度 進行管理を行うことで、計画と実績の乖離及びその原因を分析し、計画の確実な推進を図る。 直接 当該年度執行事業件数／当該年度計画事業件数×１００ ％ 100

令和 4年度 進行管理を行うことで、計画と実績の乖離及びその原因を分析し、計画の確実な推進を図る。 直接 当該年度執行事業件数／当該年度計画事業件数×１００ ％ 0

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

経営改善会議の開催 0 0 経営改善会議の開催 0 経営改善会議の開催 0
アセットマネジメントを用いた推計 0 0 アセットマネジメントを用いた推計 0 アセットマネジメントを用いた推計 0
調査対応・統計類の作成 0 0 調査対応・統計類の作成 0 調査対応・統計類の作成 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.77 0.77 0.77 0.77
正職員人件費 2,640 6,699 6,699 6,699 6,699

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,640 6,699 6,699 6,699 6,699
(11)単位費用

176千円／本 267.96千円／本 267.96
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

事務事業の効率化や経営の健全化を進め、合理的かつ効率的な水道事業運営を図るため、水道事業計画の進行管理事務は ●①事前確認での想定どおり
必要不可欠である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ また水道事業の将来を展望し、平成31年度以降の目指すべき方向や新たな目標を定める必要がある。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

事業の進捗状況を確認することで、適正な事業運営を利用者サービスを実施できたため

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 事業主体が我孫子市水道局のため

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 広報紙あびこの水道やホームページにて公開 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

予定事業を遂行したため
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 6,699 △4,059 6,699 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△153.75

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.49

％ 10万円 1.49 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
水道事業における施策の根幹として、今後も継続していく

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 886 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 水道事業計画の進行管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 0.77 人）
(1)事業概要

(当　初) 6,699 千円 (うち人件費 6,699 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業基本計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 計画事業に掲



条を遵守する。水道は、広く一般の人が飲むものであり、健康に悪影響を及ぼしたり不快にさせ
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的 たりする事のないようにするため、浄水場の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用をおこなうために維
展開方向

持管理を行う。職場環境を充実させ、利用者の安全を確保する。
水道局庁舎の維持管理を行う。清掃委託・管理業務委託・警備業務委託・空気環境測定業務委託・構内電話 当初：・清掃、警備業務委託に向け積合わせによる業者選定
設備保守・エレベーター保守・冷暖房機保守・浄化槽保守・浄化槽汚泥引抜・自動ドア保守・直結給水ブー 　　　・庁舎管理業務に向け｢高年齢者等の雇用の安定等に関する法律｣により、（社）我孫子市シルバー人
スターポンプ保守・NHK放送受信料・燃料費・庁舎消耗費・庁舎修繕費 当該年度 　　　　材センターと契約

執行計画 　　　・その他庁舎管理に必要な事業の委託先を決定
(3)事業内容 内　　容 通年・・作業指示と作業結果の確認

　　
庁舎管理に係る保守契約件数　 想定値 20当該年度

単位 本
活動結果指標 実績値 19

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 庁舎施設の適切な保守管理 直接 実施件数／管理保守の予定件数 % 100 100

令和 3年度 庁舎施設の適切な保守管理 直接 実施件数／管理保守の予定件数 % 100

令和 4年度 庁舎施設の適切な保守管理 直接 実施件数／管理保守の予定件数 % 100

庁舎の老朽化により、施設管理の手法や修繕計画を検討する必要がある。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

庁舎消耗品費 220 庁舎消耗品費 150 291 庁舎消耗品費 150 庁舎消耗品費 150
妻子原浄水場空調ガス・ＬＰガス燃料費 2,878 妻子原浄水場空調ガス・ＬＰガス燃料費 2,970 2,691 妻子原浄水場空調ガス・ＬＰガス燃料費 2,970 妻子原浄水場空調ガス・ＬＰガス燃料費 2,970
NHK放送受信料(妻子原5・湖北台・久寺 91 NHK放送受信料(妻子原5・湖北台・久寺 84 83 NHK放送受信料(妻子原5・湖北台・久寺 84 NHK放送受信料(妻子原5・湖北台・久寺 84
庁舎業務委託(清掃･警備･管理･除草･空 12,016 庁舎業務委託(清掃･警備･管理･除草･空 12,302 12,089 庁舎業務委託(清掃･警備･管理･除草･空 12,302 庁舎業務委託(清掃･警備･管理･除草･空 12,302
浄化槽汚泥引抜・法定検査手数料 213 浄化槽汚泥引抜・法定検査手数料 213 213 浄化槽汚泥引抜・法定検査手数料 213 浄化槽汚泥引抜・法定検査手数料 213
ダストマット他レンタル料 132 ダストマット他レンタル料 133 133 ダストマット他レンタル料 133 ダストマット他レンタル料 133
ＡＥＤ（自動体外除細動器）賃借料 70 ＡＥＤ（自動体外除細動器）賃借料 77 77 ＡＥＤ（自動体外除細動器）賃借料 77 ＡＥＤ（自動体外除細動器）賃借料 77

実施内容 庁舎付帯設備修繕費 3,300 庁舎付帯設備修繕費 3,300 1,379 庁舎付帯設備修繕費 3,300 庁舎付帯設備修繕費 3,300
庁舎保守(電話・昇降機・自動ドア・排 3,833 庁舎保守(電話・昇降機・自動ドア・排 3,416 3,771 庁舎保守(電話・昇降機・自動ドア・排 3,416 庁舎保守(電話・昇降機・自動ドア・排 3,416

(8)施行事項
費　　用 水道賠償責任保険 426 水道賠償責任保険 594 591 水道賠償責任保険 594 水道賠償責任保険 594

建物総合損害共済 299 建物総合損害共済 305 309 建物総合損害共済 305 建物総合損害共済 305

予算(決算)額 合　　計 23,478 合　　計 23,544 21,627 合　　計 23,544 合　　計 23,544
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 23,478 23,544 21,627 23,544 23,544

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.32 0.32 0.32 0.32
正職員人件費 2,200 2,784 2,784 2,784 2,784

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 25,678 26,328 24,411 26,328 26,328
(11)単位費用

1,283.9千円／本 1,316.4千円／本 1,284.79
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

水道法第２条（責務）では、【国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くこと ●①事前確認での想定どおり
のできないものであり、水道が貴重な資源であることことにかんがみ、水資源及び水道施設並びに水の適正かつ合理的な ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 使用に関し必要な施策を講じなければならない】と記述されていることや、妻子原浄水場は、水道局と教育委員会が日常 ○要
   背景は？(事業の必要性) 的に事務を行っている。よって、水道法以外に労働安全衛生法、建築基準法などの関係法規を遵守するとともに、建物等 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

を維持管理することにより、建物の耐用年数の延命化を図るため。 事業の必要性の背景に変更が無いため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道事業体に必要な施策を講じるための責務があるため。

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 閉庁日に会議室を近隣自治会へ提供 閉庁日に安全確認の上、自治会に施設の一部利用を認めた。 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 冷暖房の設定を守ることや、照明不使用時の消灯を行い、燃 《主な実施内容》 ●①想定どおり
□②生き物と共存している 料費を節約する ・冷暖房の設定温度の遵守。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している ・不要な照明の消灯

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ・グリーンカーテンの実施。 ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

概ね必要な事業を実施したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 95 95
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
■③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 26,328 △650 24,411 92.72
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△2.53

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.38

% 10万円 0.39 102.63

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
当該事業は、水道事業を推進していく上で欠かせないものであることから継続的に取り組んでいく必要がある。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 887 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 庁舎維持管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.32 人）
(1)事業概要

(当　初) 26,328 千円 (うち人件費 2,784 千円）⑦事業費
総事業費 22,790 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業基本計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 水道法第２



目的・
(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的

展開方向

総務課等関連部署と連絡を密にし、処理を行う。 通年
①職員給与関係事務　②福利厚生事務　③労務管理事務

当該年度 ④文書管理　⑤安全衛生委員会の開催
執行計画

(3)事業内容 内　　容

職員一人当たりの営業収益(労働生産性）　 想定値 124,964当該年度
単位 千円

活動結果指標 実績値 128,157

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 労働生産性を対前年度比較で１％上げる。 直接 労働生産性＝（営業収益―受託工事収益）／損益勘定所属職員数　 千円 125,064 124,964

令和 3年度 労働生産性の上昇 直接 労働生産性＝（営業収益―受託工事収益）／損益勘定所属職員数　 千円 123,919

令和 4年度 労働生産性の上昇 直接 労働生産性＝（営業収益―受託工事収益）／損益勘定所属職員数 千円 124,577

近年、給水人口が増加しているにもかかわらず有収水量が減少の傾向にあるため事業費の削減が必要。
(7)事業実施上の課題と対応 また、事務負担として、職員数よりも担当職務数が多い。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

給与計算委託費 550 給与計算委託費 650 650 給与計算委託費 650 給与計算委託費 650
被服費(新任職員･対象職員） 340 被服費(新任職員･対象職員） 452 162 被服費(新任職員･対象職員） 452 被服費(新任職員･対象職員） 452
救急薬品(職員用） 20 救急薬品(職員用） 20 0 救急薬品(職員用） 20 救急薬品(職員用） 20

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 910 合　　計 1,122 812 合　　計 1,122 合　　計 1,122
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 910 1,122 812 1,122 1,122

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.7 0.7 0.7 0.7
正職員人件費 2,640 6,090 6,090 6,090 6,090

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,550 7,212 6,902 7,212 7,212
(11)単位費用

0.04千円／千円 0.06千円／千円 0.05
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

職員の少数精鋭化を目指すには、安心で安全な職場環境の提供が不可欠である。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

適正な人事管理が実施されたため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道局職員の人事管理業務であるため。

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(千円) 目標値(b)(千円) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(千円) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
125,064 124,964 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

営業収益が想定より増加したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 128,157 102.56
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 7,212 △3,662 6,902 95.7
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△103.15

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 営業収益が想定より増加したため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1,732.72

千円 10万円 1,856.81 107.16

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
施策を実施するためには、引き続き実施していく

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 888 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 組織・人事管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.7 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,212 千円 (うち人件費 6,090 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 適正な人事管理業務を遂行し、柔軟で実行力ある組織を作る。
施策



揮すると共に、公共の福祉増進に向けた経営に資するため、適正な財務管理を行うこと。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

健全財政を基礎として、適正な設備投資を行い水道事業を推進する。 ８月・２月・・大口定期預金組換
平成26年度から適用された新会計基準に基づく適正な財務管理に努める。 ２月・・「令和３年度水道局資金保管方法・運用等」の決定

当該年度 通年・・起債準備及び手続
執行計画

(3)事業内容 内　　容

流動資産回転率 想定値 0.61当該年度
単位 %

活動結果指標 実績値 0.57

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 事業収益に対する適正な設備投資を行い、収支のバランスを保ち健全経営を図る。 直接 流動資産回転率：　営業収益－受託工事収益／(（期首流動資産＋期 % 0.6 0.61
末流動資産）/2　）

令和 3年度 事業収益に対する適正な設備投資を行い、収支のバランスを保ち健全経営を図る。 直接 流動資産回転率：　営業収益－受託工事収益／(（期首流動資産＋期 % 0.61
末流動資産）/2　）

令和 4年度 事業収益に対する適正な設備投資を行い、収支のバランスを保ち健全経営を図る。 直接 流動資産回転率：　営業収益－受託工事収益／(（期首流動資産＋期 0.61
末流動資産）/2　）

減価償却で適切に内部留保することが必要だが、中長期的に増大する施設更新に対応するための資金調達や管理手法の最適化が
(7)事業実施上の課題と対応 必要となっている。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

財務会計システム賃借 26 貸金庫賃借 36 36 貸金庫賃借 36 貸金庫賃借 36
財務会計システム保守 491
貸金庫賃借 35
出納業務伝送（パソコンバンク）手数料 66

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 618 合　　計 36 36 合　　計 36 合　　計 36
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 618 36 36 36 36

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
正職員人件費 3,080 3,045 3,045 3,045 3,045

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,698 3,081 3,081 3,081 3,081
(11)単位費用

6,062.3千円／% 5,050.82千円／% 5,405.26
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

財政状態の健全維持と事務事業の効率化を目指し、安定した水道事業経営を維持するため、実施効果の高い予算編成と、 ●①事前確認での想定どおり
収支バランスのとれた健全経営が求められている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

資金不足等に陥らずに、健全で効率的な経営が実施できているため

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道事業の資金管理であるため

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 水道事業審議会及び広報・ホームページ等により市長の意見 予算・決算状況について、広報紙あびこの水道やホームペー ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り を徴収 ジにて公開 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0.6 0.61 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

繰越事業等もあったが、概ね資金の出納が適切に行われたため
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 0.57 93.44
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,081 617 3,081 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

16.68

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.02

% 10万円 0.02 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
今後も継続して健全で効率的な運営に努める

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 889 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 資金管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.35 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,081 千円 (うち人件費 3,045 千円）⑦事業費
総事業費 48,464 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業経営戦略

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 企業の経済性を発



ついて啓発を行う。
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
貯水槽台帳に基づき、設置者への指導、助言を積極的に行い、設置者の管理意識の定着と衛生上の問題発生 貯水槽水道の竣工情報を貯水槽台帳のデータに登録し管理する。また、データを基に貯水槽の設置者等に対
を防止する。また、集合住宅等の受水槽では直結（増圧）給水への普及促進も進める。 して維持管理や直結増圧給水方式への切替などの指導、助言等を行う。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

貯水槽水道指導件数 想定値 10当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 5

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 貯水槽水道の維持管理等の指導 直接 貯水槽水道指導件数 件 10 10

令和 3年度 貯水槽水道の維持管理等の指導 直接 貯水槽水道指導件数 件 10

令和 4年度 貯水槽水道の維持管理等の指導 直接 貯水槽水道指導件数 件 10

貯水槽水道の実態調査を定期的に行い、実態を把握することが必要。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

貯水槽水道の衛生管理指導 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
正職員人件費 880 435 435 435 435

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 880 435 435 435 435
(11)単位費用

88千円／件 43.5千円／件 87
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

水道法の改正により、貯水槽水道に関する水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任が適正かつ明確にされたことにより ●①事前確認での想定どおり
、受水槽の有効容量１０ｍ3以下のものについては、水道事業者の適切な関与により、貯水槽水道の適切な管理が必要で ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ あるため。また、権限委譲により衛生管理など、業務の多くは他部局で行うこととなったが、水道施設の検査などの業務 ○要
   背景は？(事業の必要性) については協力して行う。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

10㎥以下の貯水槽水道に関する問合せ等については、全て適切に指導・助言を行った。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった ・貯水槽水道の利用車に対して、衛生管理を初めとした施設

■提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 の維持管理の重要性について啓発を行うことが出来た。
□その他 　促進された ・取扱う情報に個人情報が含まれている。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
10 10 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

水道ハンドブックなどの配布物により、貯水槽水道の衛生管理に関する認識が広
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 5 50

まった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 435 445 435 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

50.57

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 貯水槽水道に関する問い合わせが想定より少なかったた

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下 め。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.3

件 10万円 1.15 50

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、貯水槽水道の衛生管理に関しては有効であることから、今後も引き続き指導・助言を行っていく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 900 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 貯水槽水道対策 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 貯水槽水道の衛生管理指導 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 435 千円 (うち人件費 435 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 貯水槽水道管理者に対して、貯水槽の維持管理に



業者については、指定工事事業者としての指定を受けなければならない。指定され
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 ることにより工事事業者は給水装置の工事が可能になる。この資格審査により、給水装置管理の適正化を図
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。 ることが出来る。
水道法及び我孫子市給水条例施行規程第９条により、指定工事店の指定を受けようとする工事事業者は、指 随時申請⇒審査⇒指定
定申請書を提出する。資格審査の結果、指定の許可条件を満たしている工事事業者に対しては指定を行なう
。また、特に優良と認められる事業者については表彰を行い、事業者の意識を高める。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

審査による指定率 想定値 100当該年度
　指定件数/申請件数 単位 ％

活動結果指標 実績値 100

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 適切な申請審査による指定 直接 審査による指定率 ％ 100 100
　指定件数/申請件数

令和 3年度 適切な申請審査による指定 直接 審査による指定率 ％ 100
　指定件数/申請件数

令和 4年度 適切な申請審査による指定 直接 審査による指定率 ％ 100
　指定件数/申請件数

申請書による審査のため、実態の確認が困難である。特に遠方の事業者については確認が難しい。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

通信運搬費 27 通信運搬費 54 6 通信運搬費 54 通信運搬費 54

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 27 合　　計 54 6 合　　計 54 合　　計 54
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 27 54 6 54 54

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.33 0.33 0.33 0.33
正職員人件費 1,760 2,871 2,871 2,871 2,871

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,787 2,925 2,877 2,925 2,925
(11)単位費用

17.87千円／％ 29.25千円／％ 28.77
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

安心、安全な給水の確保のため、給水管、給水用具の信頼性向上を目指して新しい給水器具等が開発され、工事事業者に ●①事前確認での想定どおり
はこれらを適正に使用する技術が必要である。また、給水装置の施工においては、本市設計施行基準や水道法等の関係法 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 令を遵守することが求められる。これらを全てを適正に実施できる工事事業者にのみ指定工事店の資格を与えるものであ ○要
   背景は？(事業の必要性) る。このようなことからこの事業は必須である。また、優良事業者を表彰することにより、給水装置工事に対する意識を ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

高めることは、適正な施工を行う上で重要である。 申請のあった給水装置工事事業者については、審査後、全者に対して本市指定給水装置工事事業者の指定を行った。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 新規に申請のあった給水装置工事事業者については、法令・

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 基準等に照らして審査し、基準を満たしている者については
□その他 　促進された 、本市指定給水装置工事事業者としている。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

申請のあった給水装置工事事業者については、全者に対し本市指定給水装置工事
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100

事業者として指定している。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,925 △1,138 2,877 98.36
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△63.68

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 3.42

％ 10万円 3.48 101.75

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
指定給水装置工事事業者制度の維持・推進に不可欠なため、今後も引き続き事業を推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 902 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 給水装置の適正な維持管理 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 指定給水装置工事事業者の審査 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.33 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,925 千円 (うち人件費 2,871 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 給水装置工事を行なう事



いて、基準どおり設計施行が行なわれているか審査及び検査を実施し
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 、一元的に維持管理をする。
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
申込者からの給水装置工事の申請について、その内容を審査し適否を判断し、承認するとともに、それに伴 ①給水装置工事の申請は通年で随時受付する。
う給水申込納付金、給水装置工事設計審査手数料、給水装置工事検査手数料を賦課する。承認後の工事検査 ②受付後、設計審査を行い、工事承認及び手数料・納付金等の請求を行う。
に当っては、立合いを行い設計に基づいて工事が適正に行なわれているか検査確認する。 当該年度 ③新規工事の場合は、分岐工事検査を行う。

執行計画 ④工事完了後、竣工検査を行う。
(3)事業内容 内　　容

審査指導後の工事承認率 想定値 100当該年度
　工事承認件数/工事申請件数 単位 ％

活動結果指標 実績値 100

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 審査指導による全件承認 直接 審査指導後の工事承認率 ％ 100 100
　工事承認件数/工事申請件数

令和 3年度 審査指導による全件承認 直接 審査指導後の工事承認率 ％ 100
　工事承認件数/工事申請件数

令和 4年度 審査指導による全件承認 直接 審査指導後の工事承認率 ％ 100
　工事承認件数/工事申請件数

指定給水装置工事事業者に対する指導を行うことで、書類訂正２回以下での承認率を上げること。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

水栓番号ステッカー作成 50 印刷製本費 153 153 印刷製本費 153 印刷製本費 153
水栓番号ステッカー作成 50 50 水栓番号ステッカー作成 50 水栓番号ステッカー作成 50

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 50 合　　計 203 203 合　　計 203 合　　計 203
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 50 203 203 203 203

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4
正職員人件費 3,080 3,480 3,480 3,480 3,480

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,130 3,683 3,683 3,683 3,683
(11)単位費用

31.3千円／％ 36.83千円／％ 36.83
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

給水装置工事の申請は、水道法に基づく安心安定して水を供給するために必要であり、給水装置等が法令に定める構造及 ●①事前確認での想定どおり
び材質基準に適合している必要性があることから、給水装置工事監理業務によりその適合性を審査及び検査することは、 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 必要なものである。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

申請のあった給水工事については、審査・指導の後、全件承認を行った。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 給水装置工事申請については、水道局の給水装置工事設計施

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 工基準及び関係法令等を熟知した者が、これらの規定に則っ
□その他 　促進された て審査し、その可否の判断を行うこととなる。このため、現

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 状では水道局が主体となって実施する必要がある。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

申請のあった給水装置工事については、審査・指導の後、全件承認を行った。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,683 △553 3,683 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△17.67

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.72

％ 10万円 2.72 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
給水装置は、水道施設の根幹をなす施設のひとつであり、その工事の審査・指導を行うことは極めて重要なことであることから、今後も引き続
き事業を推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 903 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 給水装置の適正な維持管理 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 給水装置工事監理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,683 千円 (うち人件費 3,480 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名)  

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 申請者からの給水装置工事の申請につ



置・管理及び在庫管理を行う。
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
水道メータについて、経年メータの交換、新規メータの出庫等にあたり、在庫管理を適正に行なう。年度末 経年メータ交換分＋新規交換分＝10,125個
メータの棚卸、年度前後期メータ発注、経年メータ出庫計画作成、工事申請に基づくメータ出庫管理、引き
上げ（局保管・廃止等による）メータの台帳処理。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

メータ交換実績 想定値 100当該年度
　メータ交換数／メータ交換予定数 単位 %

活動結果指標 実績値 99.3

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 適正在庫の維持とメータ交換 直接 メータ交換実績 % 100 100

令和 3年度 適正在庫の維持とメータ交換 直接 メータ交換実績 % 100

令和 4年度 適正在庫の維持とメータ交換 直接 メータ交換実績 % 100

メータ交換後に予測困難な不具合が発生することがあるため、迅速かつ柔軟な対応が求められる。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

通信運搬費 614 通信運搬費 638 638 通信運搬費 638 通信運搬費 638
水道メータ取替業務委託 32,620 水道メータ取替業務委託 33,301 33,035 水道メータ取替業務委託 33,301 水道メータ取替業務委託 33,301
量水器修繕費 32,417 量水器修繕費 22,064 21,888 量水器修繕費 22,064 量水器修繕費 22,064

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 65,651 合　　計 56,003 55,561 合　　計 56,003 合　　計 56,003
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 65,651 56,003 55,561 56,003 56,003

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15
正職員人件費 1,760 1,305 1,305 1,305 1,305

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 67,411 57,308 56,866 57,308 57,308
(11)単位費用

674.11千円／% 573.08千円／% 572.67
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

上水道の供給を受けるためには、給水契約が必要でありその使用水量に応じて料金が発生する。使用水量の計量には水道 ●①事前確認での想定どおり
メータは必須である。水道メータの新規出庫、交換個数は年間では膨大な数になることから、適正な維持管理が必要であ ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ る。なお、計量法により、水道メータは８年以内の交換が義務付けられている。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

交換予定であった量水器については、ほぼ交換することが出来た。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 量水器は水道局の資産であり、その購入と修繕および管理は

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 水道局が行う必要がある。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した ■⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の 量水器取替業務は、取替計画の策定を含め包括業務委託の中で実施されているが、量水器自体は局の資産であるため、そ
実現が図られる の購入・修繕は水道局が主体で実施している。

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

一部で外的要因により交換が出来なかった量水器が少数あった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 99.3 99.3
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 57,308 10,103 56,866 99.23
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

14.99

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.17

% 10万円 0.17 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
量水器は水道料金調定の要となる使用水量を計量する機器であるため、計量法に基づいた適正な維持管理を行うことは水道事業にとって必須で
ある。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 905 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 給水装置の適正な維持管理 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 量水器取替・修繕業務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.15 人）
(1)事業概要

(当　初) 57,308 千円 (うち人件費 1,305 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 水道メータについて、適正な設



、小規模貯水槽の衛生問題解消と安全でおいしい水の供給を
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 図る。
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
実施要領による一定の条件のもと、３階建て以上の新規共同住宅については直結増圧給水、３階までの専用 共同住宅等の新規申請については、直結給水実施要領により、直結給水可能なものは直結給水を指導し、既
住宅及び店舗併用住宅については直結直圧給水の普及を推進し、既設の小規模貯水槽水道設置者に対しては 設の小規模貯水槽水道設置者に対しては、直結給水への切替えを進める。
、貯水槽水道から直結給水への切替えを積極的に推進する。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

指導数 想定値 10当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 5

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 直結増圧給水方式件数の向上 直接 指導数 件 10 10

令和 3年度 直結増圧給水方式件数の向上 直接 指導数 件 10

令和 4年度 直結増圧給水方式件数の向上 直接 指導数 件 10

配水管網状況や配水圧の関係で直結増圧給水が実施できない場合がある。この場合は、貯水槽方式とするよう指導するしかない
(7)事業実施上の課題と対応 。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

直結・増圧給水水理計算対応業務委託 989 自動水圧測定器点検保守 33 33 自動水圧測定器保守 33
自動水圧測定器点検保守 32

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,021 合　　計 33 33 合　　計 0 合　　計 33
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,021 33 33 0 33

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
正職員人件費 2,640 870 870 870 870

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,661 903 903 870 903
(11)単位費用

366.1千円／件 90.3千円／件 180.6
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

受水槽を介さずに直接給水できる直結直圧（増圧）方式の給水は、水道水をより安心・快適に利用できる給水方式として ●①事前確認での想定どおり
需要が高まっていることや、直結給水の拡大によって貯水槽水道に対する衛生問題の改善、設置スペースの有効利用、本 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 管の水圧を利用することによる省エネルギー化になることなどから必要な事業である。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

水道利用者に対して、水道ハンドブックなどの配布による広報活動を行い、直結給水に関する知識を広めることが出来た
。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道利用者に対して、直結給水に関する知識を広めるため、

■提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 水道ハンドブックなどによる広報活動を実施した。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
10 10 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

直結増圧給水方式の工事申請が当初の見込みを下回った。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 5 50
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 903 2,758 903 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

75.33

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 直結増圧給水方式の工事申請が当初の見込みを下回った

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下 。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.11

件 10万円 0.55 49.55

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
直結給水方式については、広報活動などにより水道利用者の認識が高まってきており、貯水槽水道からの切り替えも増えてきている。これによ
り、水道の衛生管理の質も向上してきている。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 909 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 快適な水道水の利用 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 直結・増圧給水の普及促進 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.1 人）
(1)事業概要

(当　初) 903 千円 (うち人件費 870 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 直結直圧給水・直結増圧給水の普及促進により



の管理区分、漏水および給水栓等の修理時の連絡先等、お客さまとしての必要な基礎的知識などに
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 対する情報をホームページなどの媒体を用いて発信する。また、漏水修繕などの給水施設の維持管理を行う
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。 。
給水装置に係る情報の提供 ①ホームページなどを利用し給水装置に関する情報（維持管理方法、故障時の対応・連絡先、事故等）をわ
給水装置の廃止処理 かり易く発信する。
給水装置工事兼給水契約申込書及び給水装置工事竣工図書の整理保存 当該年度 ②給水装置工事兼給水契約申込書及び給水装置工事竣工図書の整理保存
穿孔不良など給水施設の維持管理 執行計画 ③穿孔不良など給水施設の維持管理(随時)

(3)事業内容 内　　容

給水装置維持点検・修繕数 想定値 80当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 99

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 必要な修繕を行い給水施設を適正に維持管理する。 直接 給水装置維持点検・修繕数 件 80 80

令和 3年度 必要な修繕を行い給水施設を適正に維持管理する。 直接 給水装置維持点検・修繕数 件 80

令和 4年度 必要な修繕を行い給水施設を適正に維持管理する。 直接 給水装置維持点検・修繕数 件 80

設置年度が古い給水管では、装置の不具合が増加する傾向があるが、古い給水管全てを敷設替することは不可能であることから
(7)事業実施上の課題と対応 、不具合を発見次第修繕を行い、不具合の影響を最小に抑える。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

通年修繕分 12,870 通年修繕分 12,870 7,590 通年修繕分 12,870 通年修繕分 12,870

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 12,870 合　　計 12,870 7,590 合　　計 12,870 合　　計 12,870
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 12,870 12,870 7,590 12,870 12,870

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
正職員人件費 2,640 2,610 2,610 2,610 2,610

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 15,510 15,480 10,200 15,480 15,480
(11)単位費用

119.31千円／件 193.5千円／件 103.03
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

水道事業中期計画に基づき、安全で快適な水を供給するためには、給水装置の維持管理に関する基礎的知識の普及が重要 ●①事前確認での想定どおり
であり、その情報をわかり易く発信する必要がある。また、給水施設は必要な修繕を行い適正に維持管理する必要がある ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

給水装置の維持管理の件数は想定より多かった。水道利用者を対象に、水道ハンドブックの配布、水道局ホームページな
どにより、給水装置の維持管理に関する情報を提供することが出来た。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった ・給水装置の維持管理ンいついて実施した。

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ・水道利用者を対象に水道ハンドブックの配布、水道局ホー
□その他 　促進された ムページなどにより、給水装置の維持管理に関する情報を提

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 供することが出来た。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
80 80 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

給水装置の維持管理の件数は想定より多かった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 99 80.81
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ●①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 15,480 30 10,200 65.89
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

給水装置の維持管理の件数が想定より多かった。

0.19

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 給水装置の維持管理の件数は想定より多かった。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.52

件 10万円 0.97 53.61

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ●結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業と「漏水防止事業」の漏水の緊急修繕は、同じ目的を達成するために実施していることから、結合して実施していく。 令和３年度から、本事業に「漏水防止事業」を結合し、効果的・効率的に実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 910 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 給水装置の適正な維持管理 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 給水装置の維持管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 15,480 千円 (うち人件費 2,610 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業ビジョン

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 給水装置



早期に発見し、漏水箇所の修繕を行うことで水資源の節約と有収率（年間有収水量＝料金徴収の
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 対象となった水量／年間給水量）の向上を図る。
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
・我孫子市水道局が管理する給水管(配水管)の漏水について調査を行う。 ・漏水調査を行う（包括委託にて実施）。
・給水管は調査対象の管種を抽出して調査を行う。 ・漏水箇所の修繕は発見しだい実施する。
・調査は、料金・給水・会計業務等包括委託にて行う。 当該年度 ・通年で漏水事故２４時間対応を行う。
・漏水箇所は発見しだい修繕を行う。 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ・漏水事故対応を２４時間行う。

調査件数 想定値 2,500当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 2,500

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 水資源の節約と有収率の向上 直接 調査件数 件 2,500 2,500

令和 3年度 水資源の節約と有収率の向上 直接 調査件数 件 2,500

令和 4年度 水資源の節約と有収率の向上 直接 調査件数 件 2,500

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

２４時間対応体制 6,782 ２４時間対応体制 6,826 6,826 ２４時間対応体制 6,826 ２４時間対応体制 6,826

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 6,782 合　　計 6,826 6,826 合　　計 6,826 合　　計 6,826
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 6,782 6,826 6,826 6,826 6,826

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05
正職員人件費 1,760 435 435 435 435

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 8,542 7,261 7,261 7,261 7,261
(11)単位費用

1.71千円／件 2.9千円／件 2.9
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

有収率の低下要因は、主に配水管及び給水管からの漏水とされていることから、防止対策が急務となっている。水道水を ●①事前確認での想定どおり
無駄なく供給する必要がある水道事業体としては、無収水量の大部分を占める漏水を防止しなければならない。また、国 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ が示す施策目標に有収率の向上があり、大規模事業体では９０％以上、中規模事業体（我孫子市）は９５％以上とするよ ○要
   背景は？(事業の必要性) う目標が設定されている。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

事前の計画通り漏水調査を実施している。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 漏水調査により発見された漏水は、速やかに修繕を実施して

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 いる。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
2,500 2,500 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

漏水調査により発見された漏水は、速やかに修繕を実施している。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 2,500 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 7,261 1,281 7,261 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要
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目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ●不要
   (目標対費用) 34.43

件 10万円 34.43 100

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ●結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
。本事業と「給水装置の維持管理」は、同じ目的を達成するために実施していることから、結合して実施していく。 令和３年度から、本事業の漏水の緊急修繕を「給水装置の維持管理」に結合し、漏水調査業務を「料金・給水・会計業務等包括委託」に結合さ

せ、効果的・効率的に実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 1491 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 資源消費の節約と環境負荷の低減 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 漏水防止事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,261 千円 (うち人件費 435 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業ビジョン

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 漏水箇所を



、有効に活用する。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

貯蔵品準備計画を作成し、購入、出納等適切な在庫管理を行い、棚卸を経て次年度へ継承する。 随時・・在庫管理、貯蔵品の搬入、貯蔵品の出納
①貯蔵品の購入 １０月・・貯蔵品準備計画の策定
②在庫管理 当該年度 ３月・・棚卸
③棚卸し 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ④貯蔵品出納

貯蔵品の出入庫数（出庫数＋入庫数） 想定値 20,000当該年度
単位 個

活動結果指標 実績値 21,007

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 貯蔵品回転率の上昇 直接 貯蔵品(たな卸資産）回転率＝営業収益-受託工事収益/((期首たな卸 % 128.21 134.14
資産＋期末たな卸資産）/２))

令和 3年度 貯蔵品回転率の上昇 直接 貯蔵品(たな卸資産）回転率＝営業収益-受託工事収益/((期首たな卸 % 134.14
資産＋期末たな卸資産）/２))

令和 4年度 貯蔵品回転率の上昇 直接 貯蔵品(たな卸資産）回転率＝営業収益-受託工事収益/((期首たな卸 % 134.14
資産＋期末たな卸資産）/２))

遠隔式の水道スマートメータの導入検討。東京都のモデル事業等を注視。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

たな卸資産購入限度額 300 たな卸資産購入限度額 24,258 12,543 たな卸資産購入限度額 24,258 たな卸資産購入限度額 24,258

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 300 合　　計 24,258 12,543 合　　計 24,258 合　　計 24,258
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 300 24,258 12,543 24,258 24,258

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.1 0.26 0.26 0.26 0.26
正職員人件費 880 2,262 2,262 2,262 2,262

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,180 26,520 14,805 26,520 26,520
(11)単位費用

0.06千円／個 1.33千円／個 0.7
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

経営基盤を強化するために、資産の有効活用が必要なため。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

水道局資産の有効活用が必要なため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道局資産に係る事業のため。

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
環境に配慮した物品の購入に努める

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
128.21 134.14 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

営業収益が想定より増加したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 129.38 96.45
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ●①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 26,520 △25,340 14,805 55.83
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

調達に伴う入札落札率が低かったため

△2,147.46

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 営業収益が想定より上回ったため

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.51

% 10万円 0.87 170.59

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
施策を実施するためには必要な業務であり、引き続き実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2142 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 貯蔵品管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.26 人）
(1)事業概要

(当　初) 26,520 千円 (うち人件費 2,262 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 貯蔵品は資産として経理処理が行われているため



要の増大など、厳しい経営環境の中、お客様のニーズ、民間
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的 企業の動向などを踏まえた幅広い視野を持ちながら、水道職員として高いコスト意識を持って行動できる経
展開方向

営感覚にあふれた職員を育成する。
求められる職員像をめざした人材育成の基本施策として、職員研修と職場内研修、職場外研修、自主研修に 通年・・職員への研修案内周知、参加手続
位置づけ、計画的に実施する。また市長部局が実施する研修にも積極的に参加する。 １０月・・次年度以降必要な研修の把握、予算見積

当該年度 ２月・・３年度研修計画の作成
執行計画

(3)事業内容 内　　容

研修計画数 想定値 18当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 15

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 企業職員として経営感覚にあふれる職員の育成 直接 研修計画数 件 18 18

令和 3年度 企業職員として経営感覚にあふれる職員の育成 直接 研修計画数 件 20

令和 4年度 企業職員として経営感覚にあふれる職員の育成 直接 研修計画数 件 20

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

研修旅費 452 研修旅費 312 2 研修旅費 312 研修旅費 312
研修費 1,001 研修費 1,041 73 研修費 1,041 研修費 1,041

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,453 合　　計 1,353 75 合　　計 1,353 合　　計 1,353
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,453 1,353 75 1,353 1,353

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26
正職員人件費 2,200 2,262 2,262 2,262 2,262

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,653 3,615 2,337 3,615 3,615
(11)単位費用

202.94千円／件 200.83千円／件 155.8
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

信頼される水道サービスを提供し続けていくためには、水道事業に精通する職員の適切な確保とその育成が求められてい ●①事前確認での想定どおり
るが、合理化のための人員削減によって事務系や技術系の各専門分野に専属の職員を配置することが困難なことから、技 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 術の空洞化や災害時対応力の低下が懸念されるため。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

持続可能な事業を推進するうえで、人材の育成は必須である。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道局の人材育成に係る事業のため。

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている オンライン講習の活用 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
18 18 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響で参加できない研修があったため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 15 83.33
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ●①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ●②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,615 38 2,337 64.65
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ 新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、参加を ●不要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、参加を見送った研修があった 見送った研修があったため。
ため。

1.04

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、参加を見送っ

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 た研修があったため。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.5

件 10万円 0.64 128

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
当年度については新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、参加を見送らざるを得ないケースがあったが、オンライン講習を活用して対応可能
なものについては積極的に参加した。本事業は、水道局職員の人材育成のために必要な事業であり、今後も推進していく必要がある。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2143 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 職員研修の推進 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.26 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,615 千円 (うち人件費 2,262 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 水道需要の減による給水収益の減や施設更新需



運 民間企業が持っている様々なノウハウを導入することにより、業務の効率化を図り、経費の削減を行うとと
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的 もに、お客様サービスの向上を目指します。
展開方向

《料金業務系》・窓口受付業務　・検針業務　・検算業務　・調定・更生業務　・収納業務　・精算業務　 《料金業務系》・窓口受付業務　・検針業務　・検算業務　・調定・更生業務　・収納業務　・精算業務　
・開・閉栓業務・滞納整理業務　・給水停止業務　・下水道使用料に関する業務 ・開・閉栓業務・滞納整理業務　・給水停止業務　・下水道使用料に関する業務
《給水業務系》・窓口受付業務　・給水装置工事設計審査業務及び水理計算業務　・道路占用許可申請業務 当該年度 《給水業務系》・窓口受付業務　・給水装置工事設計審査業務及び水理計算業務　・道路占用許可申請業務
　・給水装置工事分岐検査業務　・給水装置工事竣工検査業務　・量水器交換実施計画等の策定　・漏水防 執行計画 　・給水装置工事分岐検査業務　・給水装置工事竣工検査業務　・量水器交換実施計画等の策定　・漏水防

(3)事業内容 内　　容 止対策支援業務　・給水装置の廃止手続き業務　・指定給水装置工事事業者(指定工事店)管理支援業務　・ 止対策支援業務　・給水装置の廃止手続き業務　・指定給水装置工事事業者(指定工事店)管理支援業務　・
管路情報管理システムに係る支援業務 管路情報管理システムに係る支援業務
《会計業務系》・日次・月次処理　・予算・決算支援業務　・各種報告・調査・統計支援業務　・貯蔵品出 評価基準による得点 想定値 460当該年度
納及び棚卸業務　・財務会計システム　 単位 点

活動結果指標 実績値 448

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 業務委託の拡充により削減できた職員を、水道事業を取り巻く諸問題を解決するための基幹業務に配置する 直接 評価基準による得点 点 450 480

令和 3年度 業務委託の拡充により削減できた職員を、水道事業を取り巻く諸問題を解決するための基幹業務に配置する 直接 評価基準による得点 点 480

令和 4年度 業務委託の拡充により削減できた職員を、水道事業を取り巻く諸問題を解決するための基幹業務に配置する 直接 評価基準による得点 点 480

令和２年度から新たな包括業務委託が始まる。これまで、３期に渡り包括業務委託を実施して来た実績を踏まえ、より進んで業
(7)事業実施上の課題と対応 務にあたる必要があるが、業務については、一定の水準で実施できていることから、局と受託者とで新たな目標を定め業務を進 代替案検討 ○有 ●無

めていく。特に新包括業務委託では業務委託の範囲を拡大しているので、この部分について十分に精査し進めていく。

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委託料 152,829 委託料 170,280 170,280 委託料 170,280 委託料 170,280

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 152,829 合　　計 170,280 170,280 合　　計 170,280 合　　計 170,280
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 152,829 170,280 170,280 170,280 170,280

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 1.45 0.78 0.78 0.78 0.78
正職員人件費 12,760 6,786 6,786 6,786 6,786

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 165,589 177,066 177,066 177,066 177,066
(11)単位費用

376.34千円／点 384.93千円／点 395.24
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

水道事業の効率化と経費の削減は急務であるが、職員が業務の効率化を図るには限界があることから、民間のノウハウを ●①事前確認での想定どおり
導入し、より進んだ事業の効率化と経費の削減を目指す必要がある。また合わせてお客様サービスの向上も図ることが出 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 来る。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

業務要求水準書に記載の項目については、ほぼ実施出来ており、併せてお客様サービスの向上にも尽力している。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった ・料金業務と給水業務の多くを民間委託することにより、事

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 務の効率化と経費の削減を行っている。
□その他 　促進された ・民間企業が持っている様々なノウハウを活用することによ

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した り、お客様サービスの向上が図られた。
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる ■⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(点) 目標値(b)(点) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(点) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
450 480 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

業務実績では包括業務委託の業務水準要求書の内容を満たしており、問題なく事
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 448 93.33

業は執行されている。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 177,066 △11,477 177,066 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△6.93

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 業務の進捗に係る手順の見直しを行った。

単位 費用単位 ○①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下

●②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.02

点 10万円 0 0

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ●結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業と「漏水防止事業」の漏水調査業務は、同じ目的を達成するために実施していることから、結合して実施していく。 令和３年度から、本事業に「漏水防止事業」を結合し、効果的・効率的に実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2144 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 料金・給水・会計業務等包括委託 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 令和 2年度 ～ 令和 6年度 ⑥担当職員数 8 人 (換算人数 0.78 人）
(1)事業概要

(当　初) 177,066 千円 (うち人件費 6,786 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業



施策目的・
(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的

展開方向

①関連する例規の制定及び改廃 随時：条例・規則等の制定及び改廃
②上位法改正にともなう関連例規への影響調査 　　　賠償請求事務
③賠償請求事務 当該年度 　　　公告、訓令、告示

執行計画 　　　
(3)事業内容 内　　容

条例・規則等の制定及び改廃数 想定値 4当該年度
単位 本

活動結果指標 実績値 3

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 関連例規整備による経営基盤の強化 直接 制定及び改廃実施件数／制定及び改廃予定数 ％ 100 100

令和 3年度 関連例規整備による経営基盤の強化 直接 制定及び改廃実施件数／制定及び改廃予定数 ％ 100

令和 4年度 関連例規整備による経営基盤の強化 直接 制定及び改廃実施件数／制定及び改廃予定数 ％ 100

迅速かつ正確な例規の制定改廃。総務部文書管理課と事務の歩調を合わせる。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

法律相談 110 法律相談 110 0 法律相談 110 法律相談 110

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 110 合　　計 110 0 合　　計 110 合　　計 110
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 110 110 0 110 110

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.45 0.36 0.36 0.36 0.36
正職員人件費 3,960 3,132 3,132 3,132 3,132

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,070 3,242 3,132 3,242 3,242
(11)単位費用

1,017.5千円／本 810.5千円／本 1,044
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

法制度等に対応する必要・義務がある。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

法令等の改正に伴い、例規の改廃手続きが必要であるため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 企業経営の根幹に係る事務であるため。

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

適切に制定及び改廃を実施したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,242 828 3,132 96.61
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

20.34

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 3.08

％ 10万円 3.19 103.57

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
施策を実施するためには必要な業務であるため、引き続き実施する。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2145 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 法務事務 位置づけ

③事業主体 ○市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.36 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,242 千円 (うち人件費 3,132 千円）⑦事業費
総事業費 929 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 水道局の経営基盤を強化するため、機能的な運営体制の再構築。



管理事務の効率化と諸経費の削減を図る。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

各担当で管理していた公用車両の管理（調達、運用、維持修繕）を一括して行う。 ４月・・車両台帳、管理スケジュールの作成
通年・・公用車点検・修繕

当該年度 随時・・車検・点検一式
執行計画 ９月・・次年度保険料の算定

(3)事業内容 内　　容 ２月・・次年度任意保険手続

車両管理スケジュールに対しての点検、車検の実施数 想定値 12当該年度
単位 台

活動結果指標 実績値 12

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 集中管理による諸経費の削減と専門的業務への人材のシフト 直接 点検・車検実施数／点検・車検予定数 ％ 100 100

令和 3年度 集中管理による諸経費の削減と専門的業務への人材のシフト 直接 点検・車検実施数／点検・車検予定数 ％ 100

令和 4年度 集中管理による諸経費の削減と専門的業務への人材のシフト 直接 点検・車検実施数／点検・車検予定数 ％ 100

耐用年数による車両入れ替えと行いながら適切な車両数を検討する
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

公用車燃料費(3条) 536 公用車燃料費(3条) 287 274 公用車燃料費(3条) 287 公用車燃料費(3条) 287
公用車管理用備消耗品費 100 公用車燃料費(4条) 249 120 公用車燃料費(4条) 249 公用車燃料費(4条) 249
公用車タイヤ・バッテリー 0 公用車管理用備消耗品費 100 198 公用車管理用備消耗品費 100 公用車管理用備消耗品費 100
車検代行手数料 31 車検代行手数料 70 63 車検代行手数料 31 車検代行手数料 70
12か月定期点検手数料 88 6・12か月定期点検手数料 118 100 6・12か月定期点検手数料 175 6・12か月定期点検手数料 118
タイヤ交換手数料 53 タイヤ交換手数料 53 18 タイヤ交換手数料 53 タイヤ交換手数料 53
公用車修繕費 275 公用車修繕費 275 291 公用車修繕費 275 公用車修繕費 275

実施内容 車検費用 434 車検費用 88 758 車検費用 434 車検費用 88
車検収入証紙 10 車検収入証紙 17 10 車検収入証紙 10 車検収入証紙 17

(8)施行事項
費　　用 12か月点検修繕費 55 6・12か月点検修繕費 94 13 6・12か月点検修繕費 142 6・12か月点検修繕費 94

自動車損害共済 66 自動車損害共済 64 64 自動車損害共済 64 自動車損害共済 64
自動車総合保険(任意保険） 289 自動車総合保険(任意保険） 235 211 自動車総合保険(任意保険） 235 自動車総合保険(任意保険） 235
公用車自賠責保険 110 公用車自賠責保険 232 215 公用車自賠責保険 110 公用車自賠責保険 232
公用車重量税 93 公用車重量税 158 156 公用車重量税 93 公用車重量税 158
公用車燃料費(4条) 249
6ヶ月定期点検手数料 87

予算(決算)額 合　　計 2,476 合　　計 2,040 2,491 合　　計 2,258 合　　計 2,040
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,476 2,040 2,491 2,258 2,040

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11
正職員人件費 880 957 957 957 957

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,356 2,997 3,448 3,215 2,997
(11)単位費用

279.67千円／台 249.75千円／台 287.33
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

経営基盤の強化のためには、集中管理等による効率化が不可欠であるため。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

経営担当での効率的な集中管理を行うことで、他の担当の業務負荷が減少し、局全体の業務を効率よく遂行できたため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道局の資産であるため

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる 水道局の資産であるため □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した ■⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の 水道局の資産であるため
実現が図られる

■その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他 該当なし

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 公用車の使用を極力控える 公用車の使用を控える ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

経営担当による効率的な公用車管理を行うことができた。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ●③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ●②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,997 359 3,448 115.05
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ 故障や事故等で、突発的な修繕に費用が掛かって ●不要

主に給水車の車検等で費用がかさんでしまい、また、突発的な修繕件数 しまったため。
と費用が、例年の比較して高くなってしまったのが原因と考えられる。

10.7

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 車検費用や、公用車の修繕費が高くなってしまったため

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ●要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ○不要
   (目標対費用) 3.34

％ 10万円 2.9 115.17

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
車検費用が想定通りとならなかったため、目標値を下回ってしまった。車検等での修繕の内容を分かりやすいデータの形で残すことで、より正
確な費用予想を行えるようにしたいと考える。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2146 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 公用車管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.11 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,997 千円 (うち人件費 957 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 資産でもある公用自動車の管理を集中することにより、



設の適切な管理と運用。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

有益な資産の取得、適切な管理及び売却その他の処分等の検討と実施する。 通年：水道庁舎及び湖北台浄水場の目的外使用に係る届出及び許可、賃借料支払
また行政財産の目的外使用に係る届出・許可に伴う手続きを制度化する。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

申請及び契約件数 想定値 17当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 17

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 庁舎管理規程に基づく適切な財産管理 直接 財産の目的外使用に係る審査件数／申請件数 ％ 100 100

令和 3年度 財産の目的外使用に係る審査 直接 財産の目的外使用に係る審査件数／申請件数 ％ 100

令和 4年度 財産の目的外使用に係る審査 直接 財産の目的外使用に係る審査件数／申請件数 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

井戸用土地及び導水管路用土地賃借料 68 井戸用土地及び導水管路用土地賃借料 68 103 井戸用土地及び導水管路用土地賃借料 68 井戸用土地及び導水管路用土地賃借料 68
配水管布設用土地賃借料 424 配水管布設用土地賃借料 424 422 配水管布設用土地賃借料 424 配水管布設用土地賃借料 424

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 492 合　　計 492 525 合　　計 492 合　　計 492
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 492 492 525 492 492

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.15 0.26 0.26 0.26 0.26
正職員人件費 1,320 2,262 2,262 2,262 2,262

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,812 2,754 2,787 2,754 2,754
(11)単位費用

181.2千円／件 162千円／件 163.94
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

経営基盤の強化 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

水道局庁舎及び水道施設の管理上、必要な業務であるため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 水道局庁舎及び水道施設の管理に関する業務であるため。

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる 水道局が保有する財産であるため □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

■その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 閉庁日に会議室を近隣自治体へ提供 近隣自治会への、閉庁日の会議室貸出。 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 冷暖房の設定を守ることや、照明の不使用時消灯への協力を 昼休みや17時以降の不要な照明の消灯。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している 依頼し、燃料費の削減に取り組む ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

必要な手続きを予定とおり実施できたため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,754 △942 2,787 101.2
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△51.99

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 3.63

％ 10万円 3.59 98.9

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
施策を実施するためには必要な業務であるため、引き続き実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2147 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 経営基盤の強化 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 財産管理 位置づけ

③事業主体 ○市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.26 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,754 千円 (うち人件費 2,262 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名) 我孫子市水道事業経営戦略

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 資産である庁舎、その他施



祉増進に向けた経営に資するため、適正な財務管理を行う。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

効率的な事業運営や施設改良事業等がおこなえるよう、緊急性や効率性などを勘案して、予算措置を行う。 １０月：スケジュール、編成方針等作成
１２月：ヒアリング

当該年度 １月：予算調整・示達・予算書作成
執行計画

(3)事業内容 内　　容

予算編成に要したヒアリング実施回数 想定値 5当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 4

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 事業運営の効率化により諸経費を縮減し、安定した経営基盤をつくる 直接 査定率＝　予算の査定額／予算要求額 ％ 100 100

令和 3年度 事業運営の効率化により諸経費を縮減し、安定した経営基盤をつくる 直接 査定率＝　予算の査定額／予算要求額 ％ 100

令和 4年度 事業運営の効率化により諸経費を縮減し、安定した経営基盤をつくる 直接 査定率＝　予算の査定額／予算要求額 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

予算編成事務 0 0 予算編成事務 0 予算編成事務 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.55 0.55 0.55 0.55
正職員人件費 2,200 4,785 4,785 4,785 4,785

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,200 4,785 4,785 4,785 4,785
(11)単位費用

440千円／回 957千円／回 1,196.25
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

財政状態の健全維持と事務事業の効率化を目指し、安定した水道事業経営を維持するため、実施効果の高い予算編成と、 ●①事前確認での想定どおり
収支バランスのとれた健全経営が求められている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

事業の安定的で健全な運営に必要なため

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 公営企業会計の予算は、管理者が作成し、地方公共団体の長

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 が調整することと法令で定められているため
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 広報等により情報提供し、審議会・ホームページ等により、 広報紙あびこの水道、ホームページにて公開 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 外部意見を聴取 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

複数回のヒアリングの実施により、予算の精度をあげた
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,785 △2,585 4,785 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△117.5

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.09

％ 10万円 2.09 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
地方公営企業法による業務であり、現状通り推進する。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2148 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 予算編成 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 0.55 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,785 千円 (うち人件費 4,785 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業経営戦略

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 企業の経済性を発揮すると共に、公共の福



るため、適正な財務管理を行う。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

１年間の活動目標を金銭面で示した予算に基づき、執行した内容の結果を、決算として調整する。 ４月~５月末：損益計算書、貸借対照表等の財務諸表等の作成
５月：理事者への報告

当該年度 ６月：監査委員による決算審査
執行計画 ９月：議会での決算審査

(3)事業内容 内　　容

決算修正振替数 想定値 5当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 0

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 事業収益に対する適正な設備投資を行い、、収支バランスを保ち健全経営を図る。 直接 経営資本営業利益率＝(営業利益/経営資本）×１００ ％ △1.16 0

令和 3年度 公営企業に投下された資金(総資本)により、より効率的に運用されている　 直接 経営資本営業利益率＝(営業利益/経営資本）×１００ ％ 0

令和 4年度 事業収益に対する適正な設備投資を行い、、収支バランスを保ち健全経営を図る。 直接 経営資本営業利益率＝(営業利益/経営資本）×１００ ％ 0

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

決算調製事務 0 0 決算調製事務 0 決算調製事務 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.55 0.55 0.55 0.55
正職員人件費 2,200 4,785 4,785 4,785 4,785

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,200 4,785 4,785 4,785 4,785
(11)単位費用

440千円／件 957千円／件 0
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

財政状態の健全維持と事務事業の効率化を目指し、安定した水道事業経営を維持するため、実施効果の高い予算編成と、 ●①事前確認での想定どおり
収支バランスのとれた健全経営が求められている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

企業の運営には、収支や財産把握などの財務管理が適正におこなわれることが必要なため

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 決算の作成者は管理者であるため

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
△1.16 0 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

営業収支がマイナス（営業損失）のため（※指標の値がマイナスとなるため、達
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と △0.93 0

成率は0としている）。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,785 △2,585 4,785 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△117.5

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 給水収益の増加以上に営業費用が増加したため

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0

％ 10万円 △0.02 -∞

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
地方公営企業法にもとづく業務であり、現状通り推進する。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2149 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 決算調製 位置づけ

③事業主体 ○市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.55 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,785 千円 (うち人件費 4,785 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉増進に向けた経営に資す



整理（給水停止処分含む）を行い、収納率の向上を図る。
施策目的・

(2)目的 営の効率化による諸経費の縮減化を進め、一層の経営基盤強化と利用者サービスの充実を図ります。 事業目的
展開方向

水道料金等の未納者に対し滞納整理（給水停止処分含む）を行う。 滞納整理は、５月、８月、１１月、２月の年４回実施。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

収納率の向上 想定値 99.95当該年度
　未収納額/料金調定額（５か年） 単位 ％

活動結果指標 実績値 99.93

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 未収納額の減少 直接 収納率の向上 ％ 99.94 99.95
　未収納額/料金調定額（５か年）

令和 3年度 未収納額の減少 直接 収納率の向上 ％ 99.95
　未収納額/料金調定額（５か年）

令和 4年度 未収納額の減少 直接 収納率の向上 ％ 99.95
　未収納額/料金調定額（５か年）

独居老人世帯や０歳児のいる世帯など、保護が必要な世帯に対しては、市の担当部局と連絡を取り、給水停止は回避する。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

備消耗品 10 備消耗品 11 2 備消耗品 11 備消耗品 11
通信運搬費 2,239 通信運搬費 2,261 1,985 通信運搬費 2,261 通信運搬費 2,261

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,249 合　　計 2,272 1,987 合　　計 2,272 合　　計 2,272
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,249 2,272 1,987 2,272 2,272

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
正職員人件費 4,400 3,480 3,480 3,480 3,480

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 6,649 5,752 5,467 5,752 5,752
(11)単位費用

66.53千円／％ 57.55千円／％ 54.71
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

料金の未納は、健全な水道事業の運営を阻害するものである。このため、料金の未納者に対して行う滞納整理は、収納率 ●①事前確認での想定どおり
の向上を目指すだけに留まらず、水道事業の経営にも影響を与える重要なものである。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

滞納整理により、未収金の多くを収納することができ、収納率が向上した。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった ・料金滞納者に対する未収料金の徴収を行う。

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ・水道事業経営に与える影響を抑えるために、給水停止（給
□その他 　促進された 水停止予告通告書の送付を含む）。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
99.94 99.95 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

滞納整理により未収金について多くを収納することができたことから、収納率が
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 99.93 99.98

向上した。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,752 897 5,467 95.05
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

13.49

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.74

％ 10万円 1.83 105.17

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
水道事業は料金収入を主たる経営財源としているので、料金の未納は健全な事業経営を阻害するため、未収料金を回収することは極めて重要で
あることから、今後も鋭意推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2150 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 開かれた能率的な経営 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 滞納整理及び給水停止処分 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,752 千円 (うち人件費 3,480 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62302 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

水道経営の健全化のため、包括業務委託の着実な推進による官民連携効果で、サービスの維持向上と事業運 水道料金等の未納者に対し滞納



どが設置する自主防災組織等との連携を図り、災害時などに迅速かつ効率的な応急給水を実施でき
施策目的・

(2)目的 の耐震化などの整備を進めます。また、災害時等における応急給水体制を強化するとともに、環境に配慮し 事業目的 るよう体制を整備する。
展開方向

、水道システムの効率化を進め、エネルギーの省力化を図ります。
・防災訓練等へ参加し、自主防災組織と連携した応急給水訓練を実施する。 ・防災訓練等への参加　市が主催する防災訓練並びに避難所設営訓練（年４回）
・防災訓練等をとおし、地域市民の方々に応急給水について理解を深めていただくとともに、災害時の備え ・水道局独自の非常時対応訓練の実施（年１回）
について考えていただく。 当該年度 ・他事業体や千葉県との情報共有の場づくり、日本水道協会の訓練への参加

執行計画
(3)事業内容 内　　容

応急給水訓練を実施した自主防災組織等の数 想定値 4当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 0

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 自主防災組織等との応急給水実施訓練を行い、実施体制の整備を推進する。 直接 応急給水訓練を実施した自主防災組織等の数 回 4 4

令和 3年度 自主防災組織等との応急給水実施訓練を行い、実施体制の整備を推進する。 直接 応急給水訓練を実施した自主防災組織等の数 回 4

令和 4年度 自主防災組織等との応急給水実施訓練を行い、実施体制の整備を推進する。 直接 応急給水訓練を実施した自主防災組織等の数 回 4

地域住民の人数に対して参加者が少なく、かつ高齢者が多い。出来るだけ多くの方、特に若い世代にも積極的に参加してもらう
(7)事業実施上の課題と対応 ための方策について検討する。 代替案検討 ○有 ●無

平成31年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

６㍑給水袋購入 1,738 1,213 ６㍑給水袋購入 1,738 ６㍑給水袋購入 1,738

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 1,738 1,213 合　　計 1,738 合　　計 1,738
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 1,738 1,213 1,738 1,738

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,320 1,740 1,740 1,740 1,740

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,320 3,478 2,953 3,478 3,478
(11)単位費用

330千円／回 869.5千円／回 0
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

災害時などにおいては、被災者に対し飲料水を確保し、迅速に供給することは重要なことであるが、水道局職員は主に災 ○①事前確認での想定どおり
害復旧に従事することとなるので、迅速な対応が出来ない場面が想定される。このため、日ごろから地域の自主防災組織 ●②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ などの協力の元、応急給水を実施するための体制作りが必要となる。また、市立中学校６校についても、応急給水拠点と ○要
   背景は？(事業の必要性) して指定されている市立小学校１３校に準じて応急給水を行えるようにしたことから、市内１９か所の小中学校での応急 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

給水が可能となり、より迅速に飲料水を供給することが出来るようになった。 コロナ禍の影響により市総合防災訓練および避難所運営訓練がいずれも中止となったことから、効果的な応急給水訓練が
実施出来なかった。６㍑給水袋については予定通り購入し配備した。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 令和２年度は訓練は実施できなかったが、事業は今後も予定

■提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 通り実施する。
□その他 　促進された ６㍑給水袋については予定通り購入し配備した。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ・市が実施する総合防災訓練や避難場運営訓練において市民 該当なし ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り 参加の応急給水訓練を実施している ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ●③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他 コロナ禍の影響により市総合防災訓練および避難所運営訓練

がいずれも中止となったことから、効果的な応急給水訓練が
＜その他の内容＞ 実施出来なかった。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ６㍑給水袋については予定通り購入し配備した。 ○①想定どおり
□②生き物と共存している ●②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 コロナ禍の影響により市総合防災訓練および避難所運営訓練 ●不要

がいずれも中止となったことから、効果的な応急給水訓練が
＜その他の内容＞ 実施出来なかった。
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(回) 目標値(b)(回) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(回) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
4 4 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

コロナ禍の影響により市総合防災訓練および避難所運営訓練がいずれも中止とな
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 0 0

ったことから、効果的な応急給水訓練が実施出来なかった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ●①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,478 △2,158 2,953 84.91
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

６㍑給水袋の購入費が想定より安く抑えることが出来た。

△163.48

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 コロナ禍の影響により市総合防災訓練および避難所運営

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下 訓練がいずれも中止となったことから、効果的な応急給

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.12 水訓練が実施出来なかった。

回 10万円 0 0

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
災害時には、局職員だけでは応急給水を実施することは困難であることから、市民の手による応急給水活動の実施は不可欠であり、このような
応急給水体制の整備を行う上で必要であることから、今後も事業を推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（令和 2年度）

事業コード 2152 課コード 0901 会計種別 公営企業会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 緊急給水・復旧体制の整備 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 水道局・経営課

個別事業 応急給水体制の充実 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,478 千円 (うち人件費 1,740 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62301 重点３ ○有 ●無 (計画名) 我孫子市水道事業ビジョン

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

安全な水を安定的に供給するため、水質管理の充実や高度処理施設の効率的な運用、水源の安定確保や施設 自治会な


