
、市民が必要とする市政情報を公開することにより、市民の知る権利を確保し
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的 、市民と市との情報の共有化を図る。
展開方向

、適切な文書管理を行います。
・情報公開条例に基づく公開請求の受付及び公開の実施。 ・情報公開請求の受付、相談及び実施。
・審議会等の会議の開催のお知らせ、会議録の公表。 ・情報公開実施状況の作成及び公表。
・我孫子市情報公開・個人情報保護審査会の運営。 当該年度 ・審議会等の会議開催のお知らせ。
・自治会からの陳情・要望、これらに対する市の回答の取りまとめ及び公表。 執行計画 ・自治会からの要望・陳情と市の回答の公表。

(3)事業内容 内　　容 ・公職にある者からの要望等の取りまとめ。 ・公職にある者から受けた提言・要望等の目録作成と公表。

情報公開請求件数 想定値 60当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 122

(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 情報公開請求に対する決定を条例解釈上適正なものとし、審査請求に対する認容裁決が無いようにする。 間接 情報公開請求全体に占める適正な情報公開の割合（全請求－審査請求 ％ 100 100
を認容裁決する件数／請求全体の件数）

平成31年度 情報公開請求に対する決定を条例解釈上適正なものとし、審査請求に対する認容裁決が無いようにする。 間接 情報公開請求全体に占める適正な情報公開の割合（全請求－審査請求 % 100
を認容裁決する件数／請求全体の件数）

令和 2年度 情報公開請求に対する決定を条例解釈上適正なものとし、審査請求に対する認容裁決が無いようにする。 間接 情報公開請求全体に占める適正な情報公開の割合（全請求－審査請求 ％ 100
を認容裁決する件数／請求全体の件数）

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

情報公開制度会議出席旅費 13 情報公開制度会議出席旅費 6 3 情報公開制度会議出席旅費 6 情報公開制度会議出席旅費 6
嘱託職員賃金（１号１人）（９月補正） 878 嘱託職員報酬（１号１人） 876 868 嘱託職員報酬（１号１人） 876 嘱託職員報酬（１号１人） 876
情報公開・個人情報保護審査会報酬 53 情報公開・個人情報保護審査会報酬 53 0 情報公開・個人情報保護審査会報酬 53 情報公開・個人情報保護審査会報酬 53
事務用消耗品 1 事務用消耗品 10 10 事務用消耗品 1 事務用消耗品 1
コンシェルジュデスク利用料 78 コンシェルジュデスク利用料 78 78 コンシェルジュデスク利用料 78 コンシェルジュデスク利用料 78

嘱託職員報酬（１号１人）（９月補正） 860 860

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,023 合　　計 1,883 1,819 合　　計 1,014 合　　計 1,014
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 1,023 1,883 1,819 1,014 1,014

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) 0.87 0.52 0.52 0.52 0.52
正職員人件費 7,656 4,576 4,576 4,576 4,576

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 837 1,736 1,736 876 876
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) 8,679 6,459 6,395 5,590 5,590
(11)単位費用

86.79千円／件 107.65千円／件 52.42
    (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

市民と市が協働でまちづくりを進めるために、市民との情報の共有が不可欠である。そのために、市が保有する情報を積 ●①事前確認での想定どおり
極的に公開する必要がある。 ○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

各種資料の公表や情報公開制度を利用した情報公開により、市民が市政に参加することができるよう情報の共有化を図る
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 市と市民が協働してまちづくりを行うためには、市が保有す

■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 る情報を積極的に公開する必要がある。
□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
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

条例を適正に解釈運用し、当初目標を達成した。
□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 6,459 2,220 6,395 99.01
□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

25.58

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) 1.55

％ 10万円 1.56 100.65

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
情報公開制度による市政情報の市民への提供は、市民と市が協働でまちづくりを進める上で不可欠であるため、今後も引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 39 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 情報公開事務事業 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 6 人 (換算人数 0.52 人）
(1)事業概要

(当　初) 6,450 千円 (うち人件費 4,576 千円）⑦事業費
総事業費 8,546 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 6,459 千円 (うち人件費 4,576 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 情報公開条例を適正に運用し



が保有する情報を積極的に提供し、市民と市との情報の共有化を図る。
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的
展開方向

、適切な文書管理を行います。
我孫子市史、各種計画書、予算書、調査書などの行政資料を適宜配架し、いつでも市民等が自由に閲覧する ・市の計画書、年報、調査書等の市の行政資料の収集及び提供
ことができるようにする。 ・公表コーナーの管理(自治会からの要望と回答、審議会等の会議録、主要事務事業、パブリックコメント
市史、予算書、各種計画書等有償刊行物の販売を行う。 当該年度 の募集とその結果）
新聞から市政運営に参考となる情報を収集する。 執行計画 ・有償刊行物の販売

(3)事業内容 内　　容 ・行政情報の収集及び発信

行政情報資料室で閲覧している市役所作成資料の冊数 想定値 923当該年度
単位 冊

活動結果指標 実績値 930

(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 行政情報資料室で備えるべき市作成資料をすべて備え、かつ、最新のものに更新する。 直接 行政情報資料室に備えてある資料冊数／行政情報資料室で備えておく ％ 100 100
べき資料冊数（備えてある資料数＋請求されたが無かった資料数）

平成31年度 行政情報資料室で備えるべき市作成資料をすべて備え、かつ、最新のものに更新する。 直接 行政情報資料室に備えてある資料冊数／行政情報資料室で備えておく % 100
べき資料冊数（備えてある資料数＋請求されたが無かった資料数）

令和 2年度 行政情報資料室で備えるべき市作成資料をすべて備え、かつ、最新のものに更新する。 直接 行政情報資料室に備えてある資料冊数／行政情報資料室で備えておく % 100
べき資料冊数（備えてある資料数＋請求されたが無かった資料数）

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

嘱託職員賃金（１号１人）（９月補正） 1,097 嘱託職員報酬（１号１人） 1,095 1,090 嘱託職員報酬（１号１人） 1,095 嘱託職員報酬（１号１人） 1,095
コピー機保守料 300 コピー機保守料 269 139 コピー機保守料 269 コピー機保守料 269
コピー機の使用料 179 コピー機の使用料 124 124 コピー機の使用料 124 コピー機の使用料 124
資料室資料・事務用消耗品 425 資料室資料・事務用消耗品 358 358 資料室資料・事務用消耗品 378 資料室資料・事務用消耗品 378

嘱託職員報酬（１号１人）（９月補正） 1,076 1,071

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,001 合　　計 2,922 2,782 合　　計 1,866 合　　計 1,866
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 2,001 2,922 2,782 1,866 1,866

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) 0.61 0.11 0.11 0.11 0.11
正職員人件費 5,368 968 968 968 968

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,047 2,171 2,171 1,095 1,095
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) 7,369 3,890 3,750 2,834 2,834
(11)単位費用

10.56千円／冊 4.21千円／冊 4.03
    (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

行政の公正な運営及び透明化を図ること並びに市と市民との協働により市政を運営するためには、行政情報を情報公開の ●①事前確認での想定どおり
手続きを取らずとも、いつでも自由に得られるよう、常に資料を整備・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

市民へ市政情報を積極的に提供することができた。

○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 市と市民との情報の共有化を図るため、市が保有する情報を

□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 積極的に提供する必要がある。
□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  
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

行政情報資料室に備えておくべき資料を漏れなく備えた。
■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 0 0
　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 3,890 3,479 3,750 96.4
□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

47.21

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  a

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) 2.57

％ 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
市民が必要とする市政に関する情報を提供する必要があるため、今後も引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 40 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 行政情報資料室の管理・運営 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) 3,910 千円 (うち人件費 968 千円）⑦事業費
総事業費 7,234 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 3,890 千円 (うち人件費 968 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 情報公開の一環として、市



対応できるよう、文書の保管・廃棄の方法を全庁的に統一して文書の検索性を高め、求めに
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的 応じ速やかに提供することができる適切な文書管理システムを確立する。
展開方向

、適切な文書管理を行います。
すべての文書を個別フォルダーに収納して専用のキャビネットで保管し、ファイル基準表によって個別フォ 保存期間の過ぎた文書の各課への返却
ルダーを管理し、年度終了時には廃棄すべき文書及び保存年限の切れた文書を廃棄し、保存すべき文書をフ ３年以上保存する文書の各課から文書情報管理課への引継ぎ
ァイル基準表により保存年限・保存箱番号を入れて引継ぎ、一括管理する。ファイリングシステムがそれぞ 当該年度 前期ファイリングシステム点検指導（文書事務監視委員会による点検指導　４日間）
れの課で適切に維持されているかを、年2回、文書事務監視委員会により点検する。 執行計画 後期ファイリングシステム点検指導（文書事務監視委員会による点検指導　４日間）

(3)事業内容 内　　容

ファイリングを実施しているすべての課・担当の数 想定値 74当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 74

(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 総合評価Ａ～Ｅの５段階中、Ｂ評価以上の割合を上げる 直接 全体の課に対する、維持管理点検指導（年２回）における総合評価で ％ 63 65
Ｂ評価以上となった課・担当の割合

平成31年度 総合評価Ａ～Ｅの５段階中、Ｂ評価以上の割合を上げる 直接 全体の課に対する、維持管理点検指導（年２回）における総合評価で ％ 70
Ｂ評価以上となった課・担当の割合

令和 2年度 総合評価Ａ～Ｅの５段階中、Ｂ評価以上の割合を上げる 直接 全体の課に対する、維持管理点検指導（年２回）における総合評価で ％ 75
Ｂ評価以上となった課・担当の割合

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

研修等参加旅費 2 消耗品費（印本費へ流用△３６０千円） 1,546 880 ファイリング消耗品 1,906 ファイリング消耗品 1,906
ファイリング用消耗品 1,953 文書保管キャビネット 1,488 726 文書保管キャビネット 1,488 文書保管キャビネット 1,488
文書保管キャビネット 1,937 文書保存・廃棄委託料 5,649 4,921 文書保存・廃棄委託料 5,649 文書保存・廃棄委託料 5,649
文書保存・廃棄委託料 5,609 嘱託職員賃金（２号１人） 252 252 嘱託職員賃金（２号１人） 252 嘱託職員賃金（２号１人） 252
行政文書管理改善機構負担金 20 印刷製本費（消耗品費から流用３６０千 360 360
嘱託職員賃金（２号１人） 249 円）

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 9,770 合　　計 9,295 7,139 合　　計 9,295 合　　計 9,295
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 9,770 9,295 7,139 9,295 9,295

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 0.45 0.45 0.45 0.45
正職員人件費 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 235 252 252 252 252
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) 13,730 13,255 11,099 13,255 13,255
(11)単位費用

180.66千円／件 179.12千円／件 149.99
    (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

情報公開制度は、行政の説明責任を果たし、市民の知る権利を補償する制度であり、この制度を円滑に、かつ確実に行う ●①事前確認での想定どおり
ためのシステムがファイリングシステムである。従って、このファイリングシステムを維持向上してゆくことが、情報公 ○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・ 開制度の適切な運営につながるため、必要である。 ○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

個人情報を含む情報を適切に取り扱い、情報公開請求に適正に対応するために、ファイリングシステムの基準を守り、適
正に情報を管理することができた。

●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 市が保有する文書は、個人情報を含むものであり、また、情

■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 報公開制度に対応するため、市が適正に文書を管理しなけれ
□その他 　促進された ばならない。

□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＞
63 65 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

前期・後期のファイリングシステム維持管理点検指導において適正な文書管理に
□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 70 107.69

ついてアドバイスし、改善が図られたため。
　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 13,255 475 11,099 83.73
□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

文書保管キャビネットの単価が予算編成時の想定より低下したため。ま
た、購入台数についても、故障したキャビネットを修理して使用するこ

3.46 とにより想定より少なくすることができたため。

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 目標を当初の想定どおり達成しながら、事業費を当初の

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 想定より抑えることができたため。

○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) 0.49

％ 10万円 0.63 128.57

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
維持管理については、達成率が上昇している。
また、文書の保存については、書庫や執務室内に保管している文書の保存年限が適切か、不要な文書を保存していないかなどを、
今後も継続して検証し、紙文書の削減に努めていくとともに、前年度から継続して紙文書の電子データへの移行やマイクロフィルム化の実現に
向けての課題への対応を図りながら、今後も継続すべき事業である。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 41 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政文書管理業務 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 ファイリングシステム維持管理 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 6 人 (換算人数 0.45 人）
(1)事業概要

(当　初) 13,255 千円 (うち人件費 3,960 千円）⑦事業費
総事業費 12,998 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 情報公開制度に



本的な統計データを市民と市が
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的 共有する。
展開方向

、適切な文書管理を行います。
国や県が実施する国勢調査、事業所･企業統計調査、農林業センサス、工業統計調査、千葉県毎月常住人口 ２０１９年１月までに庁内関係課及び関係機関からデータを収集し、統計書として整理後、翌年５月までに
調査などで得られたデータや民間企業が所有する我孫子市に関する基本的なデータを収集し、市ホームペー 市ホームページへの掲載及び統計書の作成。（年１回）
ジへの掲載及び統計書の作成。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

ホームページへの掲載回数 想定値 1当該年度
単位 発行数

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 予定どおり完了し、多くの市民や企業に利用してもらう。 間接 期限までに取りまとめる。 ％ 0 100

平成31年度 予定どおり完了し、多くの市民や企業に利用してもらう。 間接 期限までに取りまとめる。 ％ 100

令和 2年度 予定どおり完了し、多くの市民や企業に利用してもらう。 間接 期限までに取りまとめる。 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

2016統計書作成 0 2017統計書作成 0 2018統計書作成 0 2019統計書作成 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) 0.17 0.05 0.05 0.05 0.05
正職員人件費 1,496 440 440 440 440

(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) 1,496 440 440 440 440
(11)単位費用

1,496千円／発行数 440千円／発行数 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

社会・経済の状況が大きく変化する中で経年変化を捉えて行政施策の企画・立案・評価のための基礎資料とするとともに ○①事前確認での想定どおり
、個々の世帯や企業が的確な意思決定を行う上で重要である。 ●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

平成31年1月及び4月に選挙の実施があったため、ホームページの掲載及び統計書の作成に遅れが生じた。なお、前記の事
業は令和元年6月に掲載・作成を予定。

●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 統計法に基づく基幹統計その他国及び県が行う統計調査以外

■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 のものであって、市がその事務処理に必要な統計を作成する
□その他 　促進された ため。

□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 該当なし。
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＞
0 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

平成31年1月及び4月に選挙の実施があったため、統計書の作成に遅れが生じた。
□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 0 0
　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 440 1,056 440 100
□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

70.59

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 平成31年1月及び4月に選挙の実施があったため。

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) 22.73

％ 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
統計書の作成は、市の実態を周知する点のおいては有効な手法である。職員体制については、統計担当は選挙管理委員会と併任のため慢性的な
職員不足である。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 64 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 統計書作成 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 5 人 (換算人数 0.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 440 千円 (うち人件費 440 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 我孫子市の人口・産業・社会福祉・教育・文化などの広範な分野にわたる基



行政運営を図る。
展開方向

各所管課からの依頼により、例規の制定改廃、議案の提出その他法令等に基づく公示行為を行う。また、こ ①例規（条例を除く。）の制定改廃及び法令等に義務付けられた公示行為　随時対応
れらの行為が法令等に適合しているか、条文が適切に表現されているか、条文に矛盾がないか等審査し、手 ②議決事件（条例の制定改廃を含む。）に関するもの
続を執る。議決後又は決裁後、必要に応じ公示し、例規に関しては例規集を整備する。 当該年度 　４・７・１０・１月　議案提出依頼の受付　　

執行計画 　５・８・１１・２月　議案の審査及び作成   
(3)事業内容 内　　容 　６・９・１２・３月　議案の送付・議決後会議結果（法令に定められたもの）の公示　

例規等の審査件数 想定値 500当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 476

(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 担当職員の法制執務能力を高める。 直接 例規等の審査件数に対する制定改廃件数及び公示件数の割合 ％ 100 100
（制定改廃件数及び公示件数／審査件数）

平成31年度 担当職員の法制執務能力を高める。 直接 例規等の審査件数に対する制定改廃件数及び公示件数の割合 ％ 100
（制定改廃件数及び公示件数／審査件数）

令和 2年度 担当職員の法制執務能力を高める。 直接 例規等の審査件数に対する制定改廃件数及び公示件数の割合 ％ 100
（制定改廃件数及び公示件数／審査件数）

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

例規データベース維持更新委託料 1,191 例規データベース維持更新委託料 1,191 1,191 例規データベース維持更新委託料 1,191 例規データベース維持更新委託料 1,191
例規等検索システム使用料 908 例規等検索システム使用料 908 908 例規等検索システム使用料 908 例規等検索システム使用料 908
法令改廃・例規整備情報利用料 636 法令改廃・例規整備情報利用料 636 635 法令改廃・例規整備情報利用料 636 法令改廃・例規整備情報利用料 636
コンシェルジュデスク利用料 159 コンシェルジュデスク利用料 159 158 コンシェルジュデスク利用料 159 コンシェルジュデスク利用料 159
法令追録・図書購入費 3,000 法令追録・図書購入費 3,000 2,733 法令追録・図書購入費 3,000 法令追録・図書購入費 3,000
行政不服審査法セミナー等研修旅費 6

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 5,900 合　　計 5,894 5,625 合　　計 5,894 合　　計 5,894
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 5,900 5,894 5,625 5,894 5,894

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) 2.75 2.55 2.55 2.55 2.55
正職員人件費 24,200 22,440 22,440 22,440 22,440

(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) 30,100 28,334 28,065 28,334 28,334
(11)単位費用

60.2千円／件 56.67千円／件 58.96
    (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

・行政行為は、法令、条例等を根拠に行われることを原則としており、特に市民等に対し義務を課したり、権利を制限す ●①事前確認での想定どおり
るような行為、罰則を課す行為は、法令又は条例（５万円以下の過料にあっては規則）に根拠を要する。 ○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・ ・したがって、市におけるあらゆる行政行為が、適法に行われるには、例規が適法に機能している必要があり、その手続 ○要
   背景は？(事業の必要性) は、正確かつ迅速に行われなければならない。　 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

・また、議決事件の処理についても、法律が求める行為であることから、その運用は適正に行われなければならない。 行政事務全般において例規が適法に機能しているか、公示行為等の手続が適正に行われているかなどの審査を政策法務室
・以上のことから、例規議案審査事務を包括的に実施する必要がある。　　　　　　　　　　 において包括的に対応することにより、事業の目的を達成することができた。
○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

□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 市の例規の制定改廃の必要性の有無、時期等、市の事業に精 □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 通している必要があるとともに、迅速性が求められるため。 ■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 例規の制定改廃の必要性の有無、方法、時期等市の事業に精通している必要があるとともに、迅速性及び関係各課との調
実現が図られる 整が求められるため。

■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

適正に事務処理を行ったため。
□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 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 28,334 1,766 28,065 99.05
□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

5.87

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) 0.35

％ 10万円 0.36 102.86

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
各課の職員に対する法制執務上の助言及び指導を行うとともに、審査事務や研修等を通して職員の政策法務能力を高め、適切な政策を法制度化
することが必要であるため、今後も引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 66 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 例規議案等審査事務 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 6 人 (換算人数 2.55 人）
(1)事業概要

(当　初) 28,334 千円 (うち人件費 22,440 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 00000 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

市例規の制定改廃、議決事件その他法令等に義務付けられた公示行為について、その手続を適法に、正確か
施策目的・

(2)目的 事業目的 つ迅速に行い、適正な



人情報保護条例に基づき、個人情報の収集制限、｢個人情報ファイル」の取扱い、個人情報の目的外利 ・個人情報の取扱について、職員への個人情報保護制度の指導(各課通知）
用及び提供の制限などについて、職員に周知する。 ・個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の相談、受付
・個人情報保護審議会の運営。 当該年度 ・個人情報ファイルの公表
・個人情報の適正な管理について、管理状況を確認し、適性な管理方法について職員に指導周知する。 執行計画 ・個人情報保護審議会の開催と資料作成

(3)事業内容 内　　容 ・個人情報の開示、訂正、利用停止請求の受付等を行う。 ・出資法人への個人情報保護制度の支援
・個人情報保護に関する市民への情報提供
個人情報の管理状況についての点検回数 想定値 2当該年度

単位 回
活動結果指標 実績値 2

(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 個人情報の適正な取扱い及び管理に関する職員の意識の向上 直接 個人情報の管理状況についての点検回数 回 2 2

平成31年度 個人情報の適正な取扱い及び管理に関する職員の意識の向上 直接 個人情報の管理状況についての点検回数 回 2

令和 2年度 個人情報の適正な取扱い及び管理に関する職員の意識の向上 直接 個人情報の管理状況についての点検回数 回 2

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

嘱託職員賃金（１号１人）（９月補正） 219 嘱託職員報酬（１号１人） 219 219 嘱託職員賃金（１号１人） 219 嘱託職員賃金（１号１人） 219
個人情報保護審議会報酬 49 個人情報保護審議会報酬 49 25 個人情報保護審議会報酬 49 個人情報保護審議会報酬 49
事務用消耗品 1 事務用消耗品 12 12 事務用消耗品 1 事務用消耗品 1
研修等参加旅費 6 嘱託職員報酬（１号１人）（９月補正） 215 213

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 275 合　　計 495 469 合　　計 269 合　　計 269
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 275 495 469 269 269

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) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
正職員人件費 3,256 3,256 3,256 3,256 3,256

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 209 434 434 219 219
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) 3,531 3,751 3,725 3,525 3,525
(11)単位費用

1,765.5千円／回 1,875.5千円／回 1,862.5
    (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

個人が自分自身の情報について敏感になる中、職員一人ひとりが我孫子市個人情報保護条例を遵守し、市が保有している ●①事前確認での想定どおり
個人情報をより一層適正に取り扱い、個人情報の保護を徹底する必要がある。 ○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

個人情報の管理を適正に行った。

○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 市が保有する個人情報は、市が適切に管理する必要がある。

□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 市が保有している個人情報を取り扱うため、市が自ら行わな □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 ければならないため。 □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)(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＞
2 2 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

年2回のファイリングシステム維持管理点検及び個人情報保護審議会の開催によ
□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 2 100

り、適切に個人情報の保護を図った。
　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 3,751 △220 3,725 99.31
□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

△6.23

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) 0.05

回 10万円 0.05 100

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
個人情報保護条例の規定を遵守し、個人情報を適正に扱うことが必要であるため、今後も引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 67 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 個人情報保護事務 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 6 人 (換算人数 0.37 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,740 千円 (うち人件費 3,256 千円）⑦事業費
総事業費 2,989 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 3,751 千円 (うち人件費 3,256 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 00000 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

市が保有している個人情報を適正な取り扱いすることにより、個人の権利利益を保護する。
施策目的・

(2)目的 事業目的
展開方向

・個



年齢別及び町丁字別の人口を明らかにし、各種行政施策の基礎資料とする。
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的
展開方向

、適切な文書管理を行います。
市町村における人口、世帯数、調査期日以前１月間における出生者数及び死亡者数、調査期日以前１月間に 調査期日の属する月の翌月の１５日までに提出する。
おける転入者数及び転出者数、年齢別、町丁字別の人口を毎月県に報告する。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

報告数 想定値 12当該年度
単位 回

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 実態と変化を明らかにする。 間接 期限までに提出する。 ％ 100 100

平成31年度 実態と変化を明らかにする。 間接 期限までに提出する。 ％ 100

令和 2年度 実態と変化を明らかにする。 間接 期限までに提出する。 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

需用費 28 需用費 28 24 需用費 28 需用費 28

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 28 合　　計 28 24 合　　計 28 合　　計 28
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 100 ％ 28 24 補助率 100 ％ 28 補助率 100 ％ 28
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 28 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) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
正職員人件費 440 440 440 440 440

(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) 468 468 464 468 468
(11)単位費用

39千円／回 39千円／回 38.67
    (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

千葉県統計調査条例及び要綱等に基づく県の委任事務である。 ●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

関係各課と連携を図り、期限までに報告を実施した。

●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 千葉県統計調査条例等による。

□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 該当なし。
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

期限内に報告を実施。
□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 468 0 464 99.15
□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

0

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) 21.37

％ 10万円 21.55 100.84

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
千葉県統計調査条例に規定された、調査・報告事務であるため現状どおり推進する。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 71 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査 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 5 人 (換算人数 0.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 468 千円 (うち人件費 440 千円）⑦事業費
総事業費 504 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 県内に常住する人口の動態、



策目的・
(2)目的 事業目的 効率を図る。公印を適切に管理する。庁内印刷文書について、一括対応を図り、経費の効率化を図る。

展開方向

市に到着する文書を一括して受領し、所管課へ配布する。書留等による特殊郵便物については、受領及び配 文書の収受－毎日随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
布の経過を記録する。郵便料金計器を用いて、郵便物に郵便料金を印字し、対外文書を一括して発送する。   文書の発送－毎日随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公印の保管及び使用承認を行うと伴に、所管課からの申請に基づき公印の新調、改刻・廃止の告示等を行い 当該年度 　  公印の新調・改刻・廃止の手続－随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公印台帳を整備する。全庁からの印刷依頼に基づき印刷する。複写機・印刷機・裁断機・丁合機・郵便料金 執行計画 　　    印刷－随時

(3)事業内容 内　　容 計器等の共用機器を適切に管理する。

役所開設日数 想定値 244当該年度
単位 日

活動結果指標 実績値 244

(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 郵便物の各課への仕分け及び発送並びに依頼された印刷業務を適正に処理する。 直接 受領文書の所管課への配布誤り、対外文書の発送誤り、印刷誤りがあ ％ 100 100
った日数の割合(244日－X日)／244日）

平成31年度 郵便物の各課への仕分け及び発送並びに依頼された印刷業務を適正に処理する。 直接 受領文書の所管課への配布誤り、対外文書の発送誤り、印刷誤りがあ ％ 100
った日数の割合(244日－X日)／244日）

令和 2年度 郵便物の各課への仕分け及び発送並びに依頼された印刷業務を適正に処理する。 直接 受領文書の所管課への配布誤り、対外文書の発送誤り、印刷誤りがあ ％ 100
った日数の割合(244日－X日)／244日）

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

コピー用紙、印刷機用インク他消耗品 3,843 コピー用紙、印刷機用インク他消耗品 3,409 3,274 コピー用紙、印刷機用インク他消耗品 3,409 コピー用紙、印刷機用インク他消耗品 3,409
複写機保守、裁断機等修理代 2,175 複写機保守、裁断機等修理代 1,848 1,553 複写機保守、裁断機等修理代 1,848 複写機保守、裁断機等修理代 1,848
別納郵便料金、切手、葉書代 17,100 別納郵便料金、切手、葉書代 15,000 13,557 別納郵便料金、切手、葉書代 15,000 別納郵便料金、切手、葉書代 15,000
印刷機等保守点検委託料 847 印刷機等保守点検委託料 1,083 1,083 印刷機等保守点検委託料 1,083 印刷機等保守点検委託料 1,083
嘱託職員賃金（２号３人） 7,479 嘱託職員賃金（２号３人） 8,578 7,526 嘱託職員賃金（２号３人） 8,578 嘱託職員賃金（２号３人） 8,578
裁断機替刃研磨手数料 11 印刷機、複写機等使用料 2,811 2,811 印刷機、複写機等使用料 2,811 印刷機、複写機等使用料 2,811
印刷機、複写機等使用料 2,945

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 34,400 合　　計 32,729 29,804 合　　計 32,729 合　　計 32,729
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 34,400 32,729 29,804 32,729 32,729

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 0.3 0.3 0.3 0.3
正職員人件費 2,200 2,640 2,640 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 7,066 8,578 8,578 8,578 8,578
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) 36,600 35,369 32,444 35,369 35,369
(11)単位費用

150千円／日 144.95千円／日 132.97
    (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

文書のやり取りが迅速かつ適切に行われるようにする。公印の使用は適正に、管理は厳重に行う必要がある。印刷につい ●①事前確認での想定どおり
ては、一括して行うことにより、所管課における印刷機・複写機のリース料、複写機の保守料金及びコピー用紙購入費の ○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・ 削減を図る。文書の発送については、発送を集約することにより各種割引制度を利用し、郵便料金の削減を図る。 ○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

文書の処理及び公印の管理を適正に行った。

●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 市の事務における基本的な業務であり、市が直接実施するこ

■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 とにより、柔軟で効率的な対応が可能となっている。
□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 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

各業務を適正に行ったことによる。
□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 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 35,369 1,231 32,444 91.73
□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

消耗品費、修繕料及び通信運搬費が当初の見込みより少なかったため

3.36

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 消耗品費、修繕料及び通信運搬費が当初の見込みより少

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 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) 0.28

％ 10万円 0.31 110.71

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
市の基礎的な業務であり、市が適切に対応する必要があるため、今後も引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 79 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 文書管理事務 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 文書の収受・配布・発送、公印の管理及び印刷業務 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 4 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 35,369 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 35,829 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 00000 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

市に到着する文書を確実に所管課へ配布し、市が発送する文書を一括して発送することにより、行政運営の
施



員の確保が厳しい現状を踏まえ、あらかじめ調査員希望者を登録するとともに、研修等に参加させ 県登録基準数（７０名）は超えているものの、登録調査員の死去や転居、登録継続拒否等による調査員の減
て調査員の資質の向上を図る。 少に対し、新規の登録調査員を募集し登録調査員数の維持を図る。また、平成３０年度中に実施される東葛

当該年度 飾地区統計研究会の調査員合同研修会に調査員５名程度を参加させ資質向上を図る。
執行計画

(3)事業内容 内　　容

県登録調査員数　 想定値 143当該年度
単位 名

活動結果指標 実績値 147

(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 調査を円滑に行うため、登録調査員数の維持に努める。 間接 調査員登録基準数７０名に対する登録調査員数は超えているものの、 人 143 140
登録調査員の維持に努める。

平成31年度 調査を円滑に行うため、登録調査員数の維持に努める。 間接 調査員登録基準数７０名に対する登録調査員数は超えているものの、 人 130
登録調査員の維持に努める。

令和 2年度 調査を円滑に行うため、登録調査員数の維持に努める。 間接 調査員登録基準数７０名に対する登録調査員数は超えているものの、 人 120
登録調査員の維持に努める。

個人情報対する関心の高まりから調査活動の困難さが増していく状況であり、調査員数を確保するのが難しい。
(7)事業実施上の課題と対応 統計調査の必要性を認識させていく中で、統計調査員としての重要性を周知させていく。調査員が高齢化しているため、若い世 代替案検討 ○有 ●無

代の調査員を確保する。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

需用費 22 需用費 22 22 需用費 22 需用費 22

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 22 合　　計 22 22 合　　計 22 合　　計 22
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 100 ％ 22 22 補助率 100 ％ 22 補助率 100 ％ 22
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 22 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) 0.11 0.05 0.05 0.05 0.05
正職員人件費 968 440 440 440 440

(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) 990 462 462 462 462
(11)単位費用

6.97千円／名 3.23千円／名 3.14
    (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

産業構造の変化、雇用構造の変化、少子・高齢化の進展、高度情報通信社会の到来等社会・経済の急速な変化に伴って、 ●①事前確認での想定どおり
ニーズに即した統計データの整備、調査データの迅速な提供など、統計に対する需要が増大している。一方、市民の価値 ○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・ 観の多様化、プライバシー意識の高まり、居住環境や生活形態の多様化等により、統計調査環境は一段と厳しさを増して ○要
   背景は？(事業の必要性) おり、統計調査員の確保難はさらに度を強めている。これらに対応し、円滑な統計調査の実施と統計の正確性を確保して ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

いくためには、統計調査員の確保およびその資質の向上を図っていくことがより一層重要となる。 公募・推薦の結果、辞退者数を新規登録者数が上回った。

●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 千葉県統計調査員確保対策事業要綱により実施。

□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
□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 該当なし。
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)(人) 目標値(b)(人) 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)(人) 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＞
143 140 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

公募・推薦による新規登録者数が増加。
□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 147 105
　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 462 528 462 100
□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

53.33

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

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) 30.3

人 10万円 31.82 105.02

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
国の「統計調査員確保対策事業」により制定された千葉県統計調査員確保対策事業要綱に規定する、市町村長が委託を受け実施する事業である
ため現状どおり推進。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 84 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 統計調査員確保対策事業 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 5 人 (換算人数 0.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 462 千円 (うち人件費 440 千円）⑦事業費
総事業費 1,080 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 00000 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

登録調査員数の確保並びに資質の向上を図ることにより、国の実施する統計調査の実施を円滑かつ容易にす
施策目的・

(2)目的 事業目的 る。
展開方向

統計調査



について　　　　　　　　　  　　　　　　　 新規事件　　随時対応
１．担当課からの相談に応じ、法的なアドバイスを与える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．顧問弁護士等に照会し、又は相談の機会を設け、市としての対応を検討する　　　　　　　　　　　　 当該年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．弁護士との委任契約の締結、連絡調整、報酬等の支払いその他の事務手続きを行う 執行計画 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3)事業内容 内　　容 　　　　　　　　　　　　　　　　

訴訟・相談発生件数 想定値 50当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 82

(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 担当職員の法務能力の向上を図る。 直接 訴訟・相談完結率 ％ 97.6 100
（訴訟・相談完結件数／訴訟・相談発生件数）

平成31年度 担当職員の法務能力の向上を図る。 直接 訴訟・相談完結率 ％ 100
（訴訟・相談完結件数／訴訟・相談発生件数）

令和 2年度 担当職員の法務能力の向上を図る。 直接 訴訟・相談完結率 ％ 100
（訴訟・相談完結件数／訴訟・相談発生件数）

訴訟法律事件の処理は、個別の案件ごとに担当課が直接顧問弁護士に相談・依頼することから、担当課限りの処理に終始しがち
(7)事業実施上の課題と対応 である。法律問題に対して広く全庁的・全市的な対応を可能にするには、法規部門が問題の所在及び処理状況を適宜把握しうる 代替案検討 ○有 ●無

態勢づくりが必要である。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

顧問弁護士委託料 1,680 顧問弁護士委託料 1,680 1,680 顧問弁護士委託料 1,680 顧問弁護士委託料 1,680
法律相談業務委託料 219 法律相談業務委託料 219 219 法律相談業務委託料 219 法律相談業務委託料 219
法律相談事務旅費 3 法律相談事務旅費 2 1 法律相談事務旅費 2 法律相談事務旅費 2
法律相談駐車場使用料 8 法律相談駐車場使用料 4 0 法律相談駐車場使用料 4 法律相談駐車場使用料 4

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,910 合　　計 1,905 1,900 合　　計 1,905 合　　計 1,905
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 1,910 1,905 1,900 1,905 1,905

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) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
正職員人件費 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840

(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) 6,750 6,745 6,740 6,745 6,745
(11)単位費用

135千円／件 134.9千円／件 82.2
    (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

行政の活動分野の増大に伴い、自治体が当事者又は利害関係人となる訴訟及び法律事件の数は不可避的に増加し、内容的 ●①事前確認での想定どおり
にも多様化・複雑化する傾向にある。このため専門家による処理として、顧問弁護士制度を活用するとともに、法律問題 ○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・ に対する全庁的・全市的な取組みを可能にするため、訴訟法律事件を総合的にコーディネートする本事業が不可欠である ○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

行政事務の多様化に伴い、専門知識を必要とする行政相談が増加しているため、法的な助言により各所管課を支援する仕
組みが不可欠である。

●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 市が当事者であるため。

■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＞
97.6 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

適切に処理したため。
□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 6,745 5 6,740 99.93
□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

0.07

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) 1.48

％ 10万円 1.48 100

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
法的助言による各所管課への支援により法令の適正な執行の実現を図る必要があるため、現状どおり推進する。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 85 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 訴訟事務 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 訴訟事務 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 6 人 (換算人数 0.55 人）
(1)事業概要

(当　初) 6,745 千円 (うち人件費 4,840 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 00000 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

訴訟及び法律事件の法的な処理を通じて、適正な行政運営を行う。
施策目的・

(2)目的 事業目的
展開方向

市が当事者又は利害関係人として関与する訴訟及び法律事件



導入や更新を進めると 従来運用を行っていた基幹系業務や住基ネット・交付機等サーバー系システムの中で電算システム包括委託
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的 業務に含まれるものについて、事業者から提供されるサービスをモニタリングし、サービス水準の維持・向
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ 上に努める。また、その他のシステムについては運用保守を行い、システムの安定稼働を図る。
・電算システム包括委託業務によって事業者から提供されるサービスのモニタリングを実施する。 ・年度当初にシステム関連機器とソフトウエアの保守契約を締結する。
・処理依頼など、担当課から事業者への依頼について、とりまとめを行う。 ・年間を通して提供サービスをモニタリングし、安定稼働を図る。
・担当課が円滑に運用を行えるようサポートし、事業者との連絡調整役を行う。 当該年度 ・年間を通して担当課の運用サポートを行い、安定稼働を図る。
・翌年度以降包括委託業務の対象となるシステムについて、事業者と調整を図る。 執行計画 ・年間を通してシステムを安定稼働させ、運用保守を行う。

(3)事業内容 内　　容 ・包括委託業務に含まれないシステムについて、資源の管理や運用保守を行う。 ・年間を通して庁内ネットワークの運用保守を行う。
・庁内ネットワークについて、運用保守を行う。 ・H30年12月に第四次LGWANの切替を行う。（二重化に対応）
・LGWAN(行政間ネットワーク)機器の管理運用を行う。 包括業務委託のＳＬＡ達成水準(オンライン業務の稼働日数) 想定値 360当該年度

※ＳＬＡ:サービスレベルアグリメント(サービスの品質保証) 単位 日
活動結果指標 実績値 360

(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 電算システムに係るサービス水準の維持・向上、及び、安定稼動を図る 間接 ＳＬＡ達成水準 ％ 96 97

平成31年度 電算システムに係るサービス水準の維持・向上、及び、安定稼動を図る 間接 ＳＬＡ達成水準 ％ 98

令和 2年度 電算システムに係るサービス水準の維持・向上、及び、安定稼動を図る 間接 ＳＬＡ達成水準 ％ 99

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

嘱託職員報酬 10,466 10,416 嘱託職員報酬 10,067 嘱託職員報酬 10,067
電算業務委託料 0 電算業務委託 0 0 電算業務委託 0 電算業務委託 0
コンピュータ・関連機器保守委託料 6,412 コンピュータ・関連機器保守委託料 4,299 4,152 コンピュータ・関連機器保守委託料 4,299 コンピュータ・関連機器保守委託料 4,299
コンピュータ・関連機器賃借料 6,274 コンピュータ・関連機器賃借料 4,344 4,344 コンピュータ・関連機器賃借料 4,344 コンピュータ・関連機器賃借料 4,344
消耗品費、印本費、修繕料 2,657 消耗品費、印本費、修繕料 2,814 1,830 消耗品費、印本費、修繕料 3,165 消耗品費、印本費、修繕料 3,165
通信運搬費等 16,737 通信運搬費等 15,053 15,004 通信運搬費等 16,767 通信運搬費等 16,767
備品購入 645 備品購入 1,821 1,813 備品購入 116 備品購入 116

実施内容 電算システム包括委託料 296,673 電算システム包括委託料 331,450 331,046 電算システム包括委託料 326,673 電算システム包括委託料 326,673
※FSS・ファイアウォール・ウイルス ※FSS・ファイアウォール・ウイルス ※FSS・ファイアウォール・ウイルス ※FSS・ファイアウォール・ウイルス

(8)施行事項
費　　用 対策・フィルタリングを除く 対策・フィルタリングを除く 対策・フィルタリングを除く 対策・フィルタリングを除く

空調設備保守委託１２ヶ月（２台） 1,556 空調設備保守委託１２ヶ月（２台） 855 765 空調設備保守委託１２ヶ月（２台） 855 空調設備保守委託１２ヶ月（２台） 855
＊ 次期電算システム選定コンサル委託 30,000 ＊ 次期電算システム委託債務負担設定 0

＊ 無停電装置調査委託 1,360 無停電電源設備賃貸借(予備費162千円 5,205 5,043 無停電電源設備賃貸借 5,205 無停電電源設備賃貸借 5,205
＊ 無停電電源設備賃貸借（１月～３月） 1,682 無停電電源設備保守 1,458 1,458 無停電電源設備保守 1,458 無停電電源設備保守 1,458
＊ 無停電電源設備保守（１月～３月） 208 ＊ 第4次LGWAN機器更新賃借料(3か月) 179 179 第4次LGWAN機器更新賃借料 714 第4次LGWAN機器更新賃借料 714
＊ 財務会計システム公会計対応 1,969 ＊ 第4次LGWAN機器保守(ハードに付属) 0 0 第4次LGWAN機器保守(ハードに付属) 0 第4次LGWAN機器保守(ハードに付属) 0
＊ パソコン新規購入（９台） 1,521 ＊ 第4次LGWAN回線費用(主回線) 204 204 第4次LGWAN回線費用(主回線) 613 第4次LGWAN回線費用(主回線) 613
＊ 教育委員会・中学校６校ネットワーク 525 中間サーバコネクタ保守料(9月補正) 205 205
＊ 回線増速 ＊ 仮想基盤機器更新（リース金額未定） 972 仮想基盤機器更新（リース金額未定） 11,664

＊ ※H32年3月更新
予算(決算)額 合　　計 338,219 合　　計 378,353 376,459 合　　計 405,248 合　　計 385,940
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 338,219 378,353 376,459 405,248 385,940

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) 1.65 2.05 2.05 2.05 2.05
正職員人件費 14,520 18,040 18,040 18,040 18,040

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067
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) 352,739 396,393 394,499 423,288 403,980
(11)単位費用

979.83千円／日 1,101.09千円／日 1,095.83
    (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

　情報通信技術の進展により様々な行政事務や住民サービスがコンピュータシステム化されており、システムの停止は行 ●①事前確認での想定どおり
政機能や住民サービスの提供に多大な影響を与えることから許されないため。 ○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

住民情報や税情報などを適正に管理し、安定した住民サービスの提供を行う必要がある。

○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 電算システムの包括委託による運用及び適正な保守業務を行

□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、安定した住民サービスの提供を行った。
□その他 　促進された 市が実施する事により、市の運用形態に合わせたサービスの

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 提供を行うことができ、また、市独自の特色あるサービスに
(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 も対応することができた。 ○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 一部の運用において民間委託することは可能だが、市が企画 □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 ・管理を行っていく事業である。 □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＞
96 97 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

一部の業務で軽微な障害が発生したが、事業の目的はほぼ達成できた。
□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 99 102.06
　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 396,393 △43,654 394,499 99.52
■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

△12.38

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) 2.45

％ 1000万円 2.51 102.45

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
平成24年1月から電算システムの包括委託を行っている。全業務の停止等の深刻な障害は発生していないが、一部の業務では発生している。発
生数

様

は減少しており、今後

式

も安定稼働に向け引き

第

続き事業を推進してい

３

く。

号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 113 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政の情報化の総合的な推進 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 電算システムの運用 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 2.05 人）
(1)事業概要

(当　初) 391,012 千円 (うち人件費 18,040 千円）⑦事業費
総事業費 398,839 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 396,393 千円 (うち人件費 18,040 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な



住民票の交付申請や税の申告など各種行政手続や市の情報発信などを、インターネットを利用することによ
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的 り、誰でも、いつでも簡単に行えるようにし、市民サービスの向上を図る。
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ
県および県内市町村との共同利用である電子申請システム・施設予約システムを活用し、各種の行政手続の 各種届出・申請などの業務の電子サービス化について、手続を所管する関係部課への働きかけ・協議・検討
電子化を進め利便性を高める。 を行いサービスを提供する。(通年)

当該年度 電子申請に添付されたファイルの無害化の仕組みを導入していく。
執行計画 H28年4月に施設予約システムが更新され、新たに近隣センター１１館でのシステム運用がスタートした。

(3)事業内容 内　　容 引き続き安定稼動を図っていく。

電子サービスの数 想定値 50当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 55

(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 市の電子サービスの数の増加 直接 電子サービスの数 件 41 50

平成31年度 市の電子サービスの数の増加 直接 電子サービスの数 件 60

令和 2年度 市の電子サービスの数の増加 直接 電子サービスの数 件 70

電子申請にあたって関係法令等の整備と事務処理フローの確認。手数料の徴収方法の検討。
(7)事業実施上の課題と対応 パブリックコメントの電子申請の実施に向けた規則の改正。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

電子申請システム利用料 188 電子申請システム利用料 193 193 電子申請システム利用 193 電子申請システム利用 193
電子申請システム利用負担金 91 電子申請システム利用負担金 91 89 電子申請システム利用負担金 91 電子申請システム利用負担金 89
ちば施設予約システム利用料 2,880 ちば施設予約システム利用料 2,880 2,880 ちば施設予約システム利用料 2,880 ちば施設予約システム利用料 2,880
ちば施設予約システム利用負担金 17 ちば施設予約システム利用負担金 17 15 ちば施設予約システム利用負担金 17 ちば施設予約システム利用負担金 15

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 3,176 合　　計 3,181 3,177 合　　計 3,181 合　　計 3,177
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 3,176 3,181 3,177 3,181 3,177

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 0.5 0.5 0.5 0.5
正職員人件費 3,520 4,400 4,400 4,400 4,400

(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) 6,696 7,581 7,577 7,581 7,577
(11)単位費用

133.92千円／件 151.62千円／件 137.76
    (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

各種の申請手続きがネットワークを通じて行えることで、行政機関に出向く必要が無くなり申請書作成や届出に要した時 ●①事前確認での想定どおり
間や経費を大幅に削減することが出来る。また、申請・届出がいつでも、どこからでも行えるため、市民への利便性を高 ○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・ めることができる。 ○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

国が進める電子政府・電子自治体の方向性に合わせて、今後も検討していく必要がある。

○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 各種申請・証明書等の発行、各種イベントの開催は市の業務

□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 であるため、それらの業務を電子申請で行えるようにする仕
□その他 　促進された 組みは、市が主導で実施しなければならない。

□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)(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＞
41 50 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

想定以上の手続きの数であった。
□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 55 110
　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 7,581 △885 7,577 99.95
□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

△13.22

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 想定以上の手続きの数であった。

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) 0.66

件 10万円 0.73 110.61

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
各種イベントや集団検診への申し込みなどの利用者は増えている。
施設予約システムなどは、市民の利便性が高い。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 119 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政と地域の情報化の一体的推進 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 行政手続の電子化推進 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16年度 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,581 千円 (うち人件費 4,400 千円）⑦事業費
総事業費 3,122 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な導入や更新を進めると



報資産をセキュリティ脅威から守る。
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ
・コンピュータウイルスや不正侵入などの脅威からサーバ、パソコンを守るために、ウイルス対策、セキュ ・セキュリティパッチ適用システムの運用
リティパッチ適用ソフトウエア等を定期的に更新し、維持管理を行う。 ・コンテンツフィルタリングソフトの運用
・セキュリティ対策として、ファイルセキュリティシステムにてＩＣカードを用いたアクセス制御やファイ 当該年度 ・ウイルス対策プログラムの運用
ルの暗号化を実施する。 執行計画 ・ウイルスログ・アクセスログの採取

(3)事業内容 内　　容 ・情報資産保全対策について、電算システム包括委託の運用に則した見直しを行う。 ・情報資産保全対策の運用
・現実的なセキュリティ対策が稼働した段階で、それが有効に作用しているか検証（監査）を行い、セキュ ・ＩＣカードを用いたシステムの運用（電算システム包括委託の範囲内）
リティレベルの向上を図る。 セキュリティ対策のなされたパソコンの数 想定値 1,570当該年度

単位 台
活動結果指標 実績値 1,570

(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 パソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ）にセキュリティ対策を自動実施 間接 セキュリティ対策のなされた、ネットワークに接続しているパソコン ％ 100 100
の割合

平成31年度 パソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ）にセキュリティ対策を自動実施 間接 セキュリティ対策のなされた、ネットワークに接続しているパソコン ％ 100
の割合

令和 2年度 パソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ）にセキュリティ対策を自動実施 間接 セキュリティ対策のなされた、ネットワークに接続しているパソコン ％ 100
の割合

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｳｲﾙｽ対策(包括委託)) 2,919 Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｳｲﾙｽ対策(包括委託) 2,919 2,919 Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｳｲﾙｽ対策(包括委託) 2,919 Webﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｳｲﾙｽ対策(包括委託) 2,919
ﾌｧｲﾙｾｷｭﾘﾃｨシステム(包括委託) 2,975 ﾌｧｲﾙｾｷｭﾘﾃｨシステム(包括委託) 2,975 2,975 ﾌｧｲﾙｾｷｭﾘﾃｨシステム(包括委託) 2,975 ﾌｧｲﾙｾｷｭﾘﾃｨシステム(包括委託) 2,975
ファイヤーウォール（包括委託） 433 ファイヤーウォール（包括委託） 433 433 ファイヤーウォール（包括委託） 433 ファイヤーウォール（包括委託） 433

<LGWAN-ASP利用料> <LGWAN-ASP利用料> <LGWAN-ASP利用料>
ウイルスパターンファイル更新 194 194 ウイルスパターンファイル更新 194 ウイルスパターンファイル更新 194
WSUS更新 506 506 WSUS更新 506 WSUS更新 506

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 6,327 合　　計 7,027 7,027 合　　計 7,027 合　　計 7,027
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 6,327 7,027 7,027 7,027 7,027

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 0.55 0.55 0.55 0.55
正職員人件費 3,960 4,840 4,840 4,840 4,840

(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) 10,287 11,867 11,867 11,867 11,867
(11)単位費用

8.14千円／台 7.56千円／台 7.56
    (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

（経常）サイバー攻撃、不正侵入、コンピュータウイルス、情報漏洩等、市が保有する情報資産に対する脅威は増大する ●①事前確認での想定どおり
一方です。万一、セキュリティ事故を起こしてしまった時に市が受けるダメージは甚大であり、情報資産に対するセキュ ○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・ リティ対策は必須です。 ○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

Webフィルタリング、ウイルス対策、カード認証システムなどにより、ウイルス感染や不正アクセスを防止している。

●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 市で使用しているパソコン等が対象のため

■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 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

庁内LANに接続しているすべてのパソコンに用途に合わせたセキュリティ対策を
□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

実施しているため。
　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 11,867 △1,580 11,867 100
□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

△15.36

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) 0.84

％ 10万円 0.84 100

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
情報資産を保全する上で欠かす事の出来ない事業である。職員が利用している認証用カードの利用方法について定期的に実態調査を行い適切な
使用方法について、周知、指導を行い一定の効果が上がっている。今後も事業を継続していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 120 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 セキュリティ対策の強化・運用 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 セキュリティ対策の実施 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) 11,867 千円 (うち人件費 4,840 千円）⑦事業費
総事業費 11,008 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な導入や更新を進めると 市の情



複、脱漏等を防ぎ、調査結果の正確性を確保することによ
施策目的・

(2)目的 す。また、市民の請求に応じ速やかに情報が提供できるよう、ファイリングシステムの維持・管理を徹底し 事業目的 って、国、県、市の計画、施策等の立案の基礎資料として資するために行う。
展開方向

、適切な文書管理を行います。
県が開催する説明会に出席し、統計調査の内容を把握する。 ○平成３０年度学校基本調査　４月中旬調査依頼、５月上旬審査～提出
県から通知された統計調査員数を選考し、県に対して推薦事務を行う。 ○工業統計調査　５月調査依頼、７月提出
統計調査員に対して当該統計調査の活動内容を説明するとともに、送付された調査用品を仕訳し、調査員に 当該年度 ○住宅土地統計調査　９月調査依頼、１１月審査～提出
配布する。 執行計画

(3)事業内容 内　　容 調査期間中、調査員、調査活動における監督、指導を行う。
提出された調査票の審査及び整理を行い、指定された期日に県に提出する。

基幹統計調査数 想定値 3当該年度
単位 調査

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 円滑な調査を実施し、指定された期日に調査票を提出することにより、計画、施策等を立案するための基礎資料に資すること 間接 県から指定された調査員数を確保し、指定された期日に調査票を提出 調査 3 3

平成31年度 円滑な調査を実施し、指定された期日に調査票を提出することにより、計画、施策等を立案するための基礎資料に資すること － 県から指定された調査員数を確保し、指定された期日に調査票を提出 0

令和 2年度 円滑な調査を実施し、指定された期日に調査票を提出することにより、計画、施策等を立案するための基礎資料に資すること － 県から指定された調査員数を確保し、指定された期日に調査票を提出 0

個人情報に関する関心の高まりにより、調査客体の調査への拒否等の増加や統計調査員の確保が困難になってきたこと
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

職員手当 18 職員手当 139 0 職員手当 159 職員手当 1,129
賃金 363 賃金 175 55 賃金 553 賃金 4,945
報償費（調査員、指導員） 1,816 報償費（調査員、指導員） 5,802 4,904 報償費（調査員、指導員） 5,428 報償費（調査員、指導員） 53,262
旅費 88 旅費 599 453 旅費 260 旅費 749
需要費 184 需要費 364 142 需要費 257 需要費 1,428
役務費 258 役務費 282 142 役務費 751 役務費 5,702

委託料 2,677
実施内容 使用料及び賃借料 2,261

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,727 合　　計 7,361 5,696 合　　計 7,408 合　　計 72,153
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 100 ％ 0 補助率 100 ％ 7,361 5,696 補助率 100 ％ 7,408 補助率 100 ％ 72,153
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 2,727 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) 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
正職員人件費 16,720 13,200 13,200 13,200 13,200

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 8,373 175 175 553 4,945

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 19,447 20,561 18,896 20,608 85,353
(11)単位費用

6,482.33千円／調査 6,853.67千円／調査 6,298.67
    (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

統計法に定められた基幹統計を作成するための基幹統計調査であり、地方自治法に基づく法定受託事務である。 ●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

法令等に基づき、適切に事務を実施した。

●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 統計法に規定される基幹統計調査であり、市町村への法定受

□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 託事務である。
□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 該当なし。
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)(調査) 目標値(b)(調査) 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)(調査) 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＞
3 3 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

法令等に基づき、適切に事務を実施した。
□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 3 100
　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 20,561 △1,114 18,896 91.9
□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

△5.73

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 調査員及び調査客体ともに、法の趣旨を理解しているた

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) 0.01

調査 10万円 0.02 200

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
統計法に規定される基幹統計調査であり、市町村への法定受託事務であるため現状どおり推進。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1657 課コード 0104 会計種別 一般会計 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 総務部・文書情報管理課

個別事業 基幹統計調査 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 5 人 (換算人数 1.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 20,561 千円 (うち人件費 13,200 千円）⑦事業費
総事業費 2,413 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 81103 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

市政に関する情報を積極的に公表し、市民と市の情報共有を図るため、情報公開制度の適切な運用を図りま 統計法に基づき実施される統計調査において、重



業務改革を推進できる人材を育成する。
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ
パソコン等のＩＴ機器、ネットワーク活用、システムの運用、情報モラル等についての研修会を実施する。 ＩＴガバナンスに関する研修を8月と11月に実施する。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

研修の開催回数 想定値 1当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 1

(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 ＩＴガバナンスに関する研修を実施する。 直接 研修開催回数 回 1 1

平成31年度 ＩＴガバナンスに関する研修を実施する。 直接 研修開催回数 回 2

令和 2年度 ＩＴガバナンスに関する研修を実施する。 直接 研修開催回数 回 2

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

CIO育成研修旅費 20 CIO育成研修旅費 17 17 CIO育成研修旅費 17 CIO育成研修旅費 17

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 20 合　　計 17 17 合　　計 17 合　　計 17
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 20 17 17 17 17

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 0.5 0.5 0.5 0.5
正職員人件費 3,520 4,400 4,400 4,400 4,400

(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) 3,540 4,417 4,417 4,417 4,417
(11)単位費用

1,770千円／回 4,417千円／回 4,417
    (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

ＩＴは行政事務の効率化に欠かせない存在となっている。ＩＴ全般に対し、基礎レベル以上のスキルを有する職員を育成 ●①事前確認での想定どおり
し、ＩＴリーダーを中心としてシステムの運用や事務の効率化を図る必要があるため。 ○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

ITは行政事務に欠かせない存在であり、ITを活用したシステムの運用や事務の効率化を図るために各所管課のITリーダー
を育成する必要がある。

○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 全国地域情報化推進協会が主催するＣＩＯ育成研修に参加

□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)(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＞
1 1 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

予定どおりＣＩＯ育成研修に１回参加した。
□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 1 100
　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 4,417 △877 4,417 100
□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

△24.77

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) 0.23

回 100万円 0.23 100

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
ＣＩＯ育成研修は、５日間の宿泊研修であり他の研修にはない内容のため、今後も継続的に参加していく。
社会保障・税番号制度など、国の最新の動向について知識を深めるとともに、各業務システムに関する必要な機能・最新の情報などを学んでい
く必要がある。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1808 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政の情報化の総合的な推進 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 ＩＴリーダーの育成 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 5 人 (換算人数 0.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,417 千円 (うち人件費 4,400 千円）⑦事業費
総事業費 2,965 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な導入や更新を進めると ＩＴ化に対応した



な導入や更新を進めると 社会保障・税番号制度において平成28年1月から個人番号の利用が開始されることとなっている。番号制度
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的 の運用開始にむけて、番号制度に対応したシステムの整備および機器を導入する。また、運用開始後は、シ
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ ステムの安定稼働を図る。
・平成29年1月　国の機関における情報提供ネットワークシステムでの連携開始、マイポータルの運用開始 ・平成30年4月　セキュリティクラウドを経由したインターネット接続
・平成29年7月　地方公共団体における情報提供ネットワークシステムでの連携開始 ・平成30年4月　情報提供ネットワークを使った団体間の情報連携
スケジュールにあわせたシステムの整備や機器の導入 当該年度 ・平成30年4月　マイナポータルの子育てワンストップサービスを活用した子育て関連サービスの実施
・新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ・マイナポータルを活用した子育て関連サービスの手続きに対応する電子申請システム関連の整備

情報提供ネットワークシステムへの接続に向けた環境構築の進捗率 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 情報提供ネットワークシステムへの接続に向けた環境構築を実施する。 間接 番号制度に対応したシステムの整備 ％ 0 100
接続環境構築後は、継続して事業を実施する。

平成31年度 番号制度に対応した全業務システムの整備 間接 番号制度に対応した全業務システムの整備 ％ 100

令和 2年度 番号制度に対応した全業務システムの整備 間接 番号制度に対応した全業務システムの整備 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

副本登録等に関する作業 2,387

中間サーバー利用負担金 2,445 中間サーバー利用負担金 2,580 2,576 中間サーバー利用負担金 2,580 中間サーバー利用負担金 2,580
＊ 情報セキュリティクラウド回線初期費 69
＊ 情報セキュリティクラウド回線費用 1,247 情報セキュリティクラウド回線費用 1,247 1,247 情報セキュリティクラウド回線費用 1,247 情報セキュリティクラウド回線費用 1,247
＊ 情報セキュリティクラウド運用保守 3,001 情報セキュリティクラウド運用保守 3,001 3,001 情報セキュリティクラウド運用保守 3,001 情報セキュリティクラウド運用保守 3,001

実施内容 ＊ LGWAN-ASP利用料 806 LGWAN-ASP利用料 0 LGWAN-ASP利用料 0 LGWAN-ASP利用料 0
(ウイルスパターン・WSUS) (ウイルスパターン・WSUSはセキュリ (ウイルスパターン・WSUSはセキュリ (ウイルスパターン・WSUSはセキュリ

(8)施行事項
費　　用 ＊ サーバ・ネットワーク設定変更委託 790 ティ対策の実施へ事業統合) ティ対策の実施へ事業統合) ティ対策の実施へ事業統合)

＊ 子育てワンストップサービス電子申請 540 子育てワンストップサービス電子申請 516 516 子育てワンストップサービス電子申請 516 子育てワンストップサービス電子申請 516
システムへの対応(導入費用) システムLGWAN-ASP利用料 システムLGWAN-ASP利用料 システムLGWAN-ASP利用料
（6月補正） 中間サーバ接続端末用ネットワーク 140 0

＊ 子育てワンストップサービス電子申請 260 設定変更
システムLGWAN-ASP利用料(6ヵ月) 旧姓使用システム改修委託料(9月補正) 21,830 21,830
（6月補正）

予算(決算)額 合　　計 11,545 合　　計 29,314 29,170 合　　計 7,344 合　　計 7,344
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 100 ％ 9,790 21,829 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 11,545 19,524 7,341 7,344 7,344

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 0.55 0.55 0.55 0.55
正職員人件費 3,960 4,840 4,840 4,840 4,840

(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) 15,505 34,154 34,010 12,184 12,184
(11)単位費用

155.05千円／％ 341.54千円／％ 340.1
    (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

社会保障・税番号制度において平成28年1月の番号利用開始、平成29年7月の情報連携開始が決定しており、運用開始に向 ●①事前確認での想定どおり
けたシステムの整備や機器導入が必須であるため。 ○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

法律に基づく事業であり、システム改修や機器の整備は必要不可欠である。

○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 市の責務であり、市以外に事業を実施できる者はいない。

□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＞
0 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

必要となる改修や対応は遅延無く全て完了した。
□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 34,154 △18,649 34,010 99.58
□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

△120.28

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) 0.29

％ 10万円 0.29 100

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
事業の進捗に遅延は無く順調に進めることができた。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 2087 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政の情報化の総合的な推進 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 社会保障・税番号制度の導入 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28年度 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 0.55 人）
(1)事業概要

(当　初) 12,324 千円 (うち人件費 4,840 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) 34,154 千円 (うち人件費 4,840 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的



ラリンピック開催に向け、外国人を含む観光客等へのサービス向上・情報発
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的 信力の向上及び災害発生時のインターネット環境の提供・情報発信のために公衆無線ＬＡＮ環境を整備する
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ 。
・我孫子駅南口、天王台駅南口、手賀沼公園にて公衆無線ＬＡＮサービスを提供する。(H29年度整備) ・平成30年4月～我孫子駅南口、天王台駅南口、手賀沼公園にて公衆無線ＬＡＮサービスを提供する。
・駅前、観光施設、防災拠点を中心に利活用を検討し優先順位の高いところから順次整備を進めていく。 ・平成30年4月～周知、PRの実施
・接続時のリダイレクト機能を活用し、利用者への効果的な情報発信を行う。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

公衆無線ＬＡＮ環境の整備数 想定値 3当該年度
単位 個所

活動結果指標 実績値 2

(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 市民が利用するインターネット環境の接続環境の向上 間接 公衆無線ＬＡＮが整備された数 個所 2 3

平成31年度 市民が利用するインターネット環境の接続環境の向上 間接 公衆無線ＬＡＮが整備された数 個所 3

令和 2年度 市民が利用するインターネット環境の接続環境の向上 間接 公衆無線ＬＡＮが整備された数 個所 3

公衆電話設備が少ない場所では、工事費が増大するなと費用対効果に課題が生じる。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2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

＊ 公衆無線Wi-Fi調査・設計・環境構築費 1,957 フレッツ光ネクスト利用料 210 140 フレッツ光ネクスト利用料 210 フレッツ光ネクスト利用料 210
＊ アクセスポイント機器及び部材 1,259 公衆電話施設利用料 344 229 公衆電話施設利用料 344 公衆電話施設利用料 344
＊ 回線契約・工事費 41 プロバイダ利用料 39 26 プロバイダ利用料 39 プロバイダ利用料 39
＊ フレッツ光ネクスト利用料(5ヵ月) 58 Wi-Fi認証クラウド運用・利用料 194 130 Wi-Fi認証クラウド運用・利用料 194 Wi-Fi認証クラウド運用・利用料 194
＊ 公衆電話施設利用料(5ヵ月) 96
＊ プロバイダ利用料(5ヵ月) 11
＊ Wi-Fi認証クラウド運用・利用料 54

実施内容 ＊ (5ヵ月)

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 3,476 合　　計 787 525 合　　計 787 合　　計 787
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 3,476 787 525 787 787

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 0 0 0 0
正職員人件費 0 0 0 0 0

(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) 3,476 787 525 787 787
(11)単位費用

1,738千円／個所 262.33千円／個所 262.5
    (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

外国人を含む観光客における公衆無線LAN環境のニーズは全国的に高く、市において本サービスを提供し情報発信力を向 ●①事前確認での想定どおり
上することで来訪者の利便性向上、観光客誘致に一定の効果が見込めます。また、大規模災害時には被災者及び帰宅困難 ○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・ 者向けの災害情報の発信も実施でき、更に輻輳(ふくそう)による電話回線の利用不可の場合でもメールの送受信が可能と ○要
   背景は？(事業の必要性) なるなど、平常時及び緊急時の両面において利活用が図れます。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

手賀沼公園・天王台駅南口でのサービス提供を行うことで、市外からの来訪者の利便性が向上した。また、外国語へ対応
し外国人の観光客の利便性も向上した。

○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 県の補助制度を活用したため、市が主導で進める必要があっ

□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 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 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)(個所) 目標値(b)(個所) 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)(個所) 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＞
2 3 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

当初予定していた、我孫子駅南口については土地の用途・区分の関係により設置
□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 66.67

できなくなったため、１ヵ所減となった。
　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 787 2,689 525 66.71
□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＞ 予定より１カ所少なくなったため、事業費を一部 ●不要

設置見送りにより、我孫子駅南口の通信費用を支出しなかった。 支出しなかった。

77.36

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) 3.81

個所 100万円 3.81 100

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
2020年の東京オリンピックに向けて外国人の観光客が予想され、外国人を含む観光客の誘致のために必要なインフラ設備であり、今後も更なる
場所の拡大を検討していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 2219 課コード 0104 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 □経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 行政の情報化の総合的な推進 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 総務部・文書情報管理課

個別事業 通信インフラの整備 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29年度 ～ ⑥担当職員数 0 人 (換算人数 0 人）
(1)事業概要

(当　初) 787 千円 (うち人件費 0 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 83204 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

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な導入や更新を進めると ２０２０年のオリンピック・パ


