
認）、住居表示台帳の修正（住居番号、店舗・会社等の名称、土 住居表示台帳の修正・整備を行う。併せて該当地区町名表示板等の維持管理を実施。また、年２～３回、表
地所在地番の照合・修正）等の維持管理を実施。 示板の不足分の補充をする。
また、住居表示実施地区の町名表示板や住居番号表示板及び街区表示板のストックのための補充を行い、市 当該年度
民から劣化や毀損した表示板の交換要請（取替）に基づくものや家屋新築等による表示板の提供を行う。 執行計画

(3)事業内容 内　　容

住居表示届出の件数 想定値 250当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 335

(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 維持管理業務の実施 直接 住居表示台帳の作成（表示板の補充含む） 件 11 250

平成31年度 維持管理業務の実施 直接 住居表示台帳の作成（表示板の補充含む） 件 250

令和 2年度 維持管理業務の実施 直接 住居表示台帳の作成（表示板の補充含む） 件 250

(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

住居表示維持管理業務委託 0 住居表示事務を行う2号嘱託職員1.0 2,326 4,078 住居表示事務を行う2号嘱託職員1.0 2,326 住居表示事務を行う2号嘱託職員1.0 2,326
消耗品費 111 共済費（嘱託職員分） 368 643 共済費（嘱託職員分） 368 共済費（嘱託職員分） 368
修繕料 248 旅費（嘱託職員分） 92 81 旅費（嘱託職員分） 92 旅費（嘱託職員分） 92
住居表示事務を行う2号嘱託職員1.0 2,056 需用費 319 157 需用費 319 需用費 319
社会保険料 313 委託料 1,944 1,867 委託料 1,944 委託料 1,944
雇用保険料 23
費用弁償 45 (9月補正)　決算額は上記各々に含む

実施内容 住居表示事務を行う2号嘱託職員1.0 1,801
共済費（嘱託職員分） 286

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,796 合　　計 7,136 6,826 合　　計 5,049 合　　計 5,049
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 2,796 7,136 6,826 5,049 5,049

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) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
正職員人件費 5,280 4,400 4,400 4,400 4,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,437 4,873 4,802 2,786 2,786
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) 8,076 11,536 11,226 9,449 9,449
(11)単位費用

80.76千円／枚 46.14千円／件 33.51
    (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

表示板の表示は法律で義務付けられており、新築時の提供や毀損等による再提供のために、いつでも提供できるよう補充 ●①事前確認での想定どおり
しておく必要がある。なお、今後住居表示実施区域においても、経年変化により建物の形態（新築・建直し・取り壊し） ○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・ が変わることや、小規模開発等による道路の新設や変化が生じることなどから、緊急時の対応などを含め最新の住居表示 ○要
   背景は？(事業の必要性) 台帳を作成し、常に現状を把握しておくため維持管理する必要がある。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

本事業は、最新の情報を提供し、市民生活の利便性の向上に資する事業となっているため。

●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 住居表示板の表示行為は法律で義務付けられ、住居表示届出

■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 などによる台帳の整備を行う上で個人情報の保護を図る必要
□その他 　促進された があるため。

□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
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＞
住居表示板は新築時の提供（居住用）や市民からの情報の提供により住居表示板の整備にあたる。

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＞
街区表示板の整備（毀損、剥がれなど、表示板の取り換え）を行い環境に美化に配慮する

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＞
11 250 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

街区造成による新築件数増加による。
□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 335 134
　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 11,536 △3,460 11,226 97.31
□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

△42.84

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 街区造成による新築件数増加による。

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) 2.17

件 10万円 2.98 137.33

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
概ね目標どおりに実施できた。さらなる市民サービスの向上を図るため、引き続き維持管理等を推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 142 課コード 0301 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 住居表示の維持管理業務 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 住居表示の維持管理業務 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 0.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 9,132 千円 (うち人件費 4,400 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) 11,536 千円 (うち人件費 4,400 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

住居表示実施地区の維持管理事業
施策目的・

(2)目的 事業目的
展開方向

該当地区の現地調査（家屋等建物の形態確



施策目的・
(2)目的 事業目的

展開方向

(1)住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の管理。 (1)～(5)届出等に基づき通年にわたり、ほぼ即日処理。
(2)個人番号カードの交付。 (6)、(7)通年にわたり対応。
(3)公的個人認証サービスに係る電子証明の発行。 当該年度 (8)毎月処理。
(4)住民基本台帳の閲覧に関する事務。 執行計画

(3)事業内容 内　　容 (5)特別永住者証明書の交付及び外国人の居住地の届出に関する事務。
(6)住民実態調査の実施。
(7)住民基本台帳ネットワークの管理とセキュリティの保持。 　　　　住民異動記録件数 想定値 100当該年度
(8)人口に関する基礎データの作成。 指標＝------------------＝人口異動に対する記録割合 単位 %

活動結果指標 実績値 100  　　　住民異動届出件数

(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 住民基本台帳整備事務を遅滞無く適正に遂行する。 直接 人口異動に対する記録割合 % 100 100

平成31年度 住民基本台帳整備事務を遅滞無く適正に遂行する。 直接 人口異動に対する記録割合 % 100

令和 2年度 住民基本台帳整備事務を遅滞無く適正に遂行する。 直接 人口異動に対する記録割合 % 100

システムの変更により入力作業に伴う負担が軽減された部分がある反面、システムの不具合が時折発生している。これについて
(7)事業実施上の課題と対応 は、関係課との連絡調整を速やかに行い、慎重かつ適正な事務処理を行っている。 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

住民記録を行う2号嘱託職員4.0 8,226 住民記録を行う2号嘱託職員4.0 8,253 8,156 住民記録を行う2号嘱託職員4.0 8,253 住民記録を行う2号嘱託職員4.0 8,253
社会保険料（嘱託） 1,252 共済費（嘱託職員分） 1,306 1,286 共済費（嘱託職員分） 1,306 共済費（嘱託職員分） 1,306
雇用保険料（嘱託） 92 旅費（嘱託職員分） 184 162 旅費（嘱託職員分） 184 旅費（嘱託職員分） 184
社会保険料（臨時） 257 賃金（産休代替職員分） 1,719 1,719 賃金（産休代替職員分） 1,719 旅費 26
雇用保険料（臨時） 24 共済費（産休代替職員分） 278 278 共済費（産休代替職員分） 278 需用費 628
賃金（臨時） 1,715 旅費 26 19 旅費 26 使用料及び賃借料 263
普通旅費 3 需用費 628 598 需用費 628

実施内容 研修旅費 25 使用料及び賃借料 263 263 使用料及び賃借料 263
費用弁償 178 備品購入費 79 79 備品購入費 79

(8)施行事項
費　　用 消耗品 310

印刷製本費 176
修繕料 375
事務機器使用料 344
通信運搬費 995
券面印字システム保守委託料 550
備品購入費 175
個人番号カード事務交付金 13,080
9月補正
賃金（臨時） 1,575
社会保険料（臨時） 237

予算(決算)額 合　　計 29,589 合　　計 12,736 12,560 合　　計 12,736 合　　計 10,660
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 29,589 12,736 12,560 12,736 10,660

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) 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5
正職員人件費 27,280 30,800 30,800 30,800 30,800

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 12,184 9,743 9,604 9,743 9,743
臨時職員賃金額 1,996 1,997 1,997 1,997 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 56,869 43,536 43,360 43,536 41,460
(11)単位費用

568.69千円／% 435.36千円／% 433.6
    (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

住民票は住民の居住関係の公証や選挙人名簿の登録、行政事務において基礎となるものであり、住民基本台帳法に定めら ●①事前確認での想定どおり
れた事務であるため。 ○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

住民基本台帳法に基づき、遅滞なく事務処理を行えたため。

●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 個人情報を適切に管理するため。

□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 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

正確かつ確実な事務の遂行による。
□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 43,536 13,333 43,360 99.6
□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

23.45

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

% 10万円 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
住民基本台帳は、行政事務の基幹となるものであり、住民の利便性を高め行政の合理化に資することから、市が主体となり現行どおり推進して
いく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 143 課コード 0301 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 住民基本台帳法に基づく管理業務 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 住民基本台帳法に基づく管理業務 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 5 人 (換算人数 3.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 43,664 千円 (うち人件費 30,800 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) 43,536 千円 (うち人件費 30,800 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

住民基本台帳法に基づき住民基本台帳を整備し、遅滞無く住民に関する正確な記録を行う。



庁時間内のほか、閉庁している平日の夜間や土・日・祝日においても「住民票の写し」および「印鑑証明
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 書」を発行することにより市民サービスの向上と事務の効率化を図る。
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
市内５ヶ所に自動交付機を設置しており、住民票の写しと印鑑証明書の交付を行う。 ・自動交付機の運用
なお稼働時間及び休止日は次のとおりである。 ・コンビニ交付開始への検討
①市役所玄関前（8：30～20：00） 当該年度
②我孫子行政サービスセンター（9：00～20：00) 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ③市民プラザ（9：00～20：00)
④湖北地区公民館（9：00～20：00　毎月最後の月曜日休止★）
⑤市民図書館布佐分館（9：30～17：00　毎週月曜日休止★) 利用枚数（住民票（全）、住民票（一）、印鑑証明） 想定値 20,300当該年度
いずれも年末年始は休止。　休止★は休日を除く。　市民図書館布佐分館は特別整理日も休止。　 平成30年3月31日現在 自動交付機：20,219件　窓口：72,744件 単位 件

活動結果指標 実績値 20,288平成31年3月31日現在 自動交付機：20,288件　窓口：72,192件　　　

(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 市民サービスの向上、窓口業務の効率化等を図るため、自動交付機の利用率を上げる。 直接 自動交付機利用率（窓口受付との対比） 件 27.8 27.8

平成31年度 市民サービスの向上、窓口業務の効率化等を図るため、自動交付機の利用率を上げる。 直接 自動交付機利用率（窓口受付との対比） 件 27.9

令和 2年度 市民サービスの向上、窓口業務の効率化等を図るため、自動交付機の利用率を上げる。 直接 自動交付機利用率（窓口受付との対比） 件 27.9

(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

自動交付機を行う2号嘱託職員1.0 2,064 2,039 自動交付機を行う2号嘱託職員1.0 2,064 自動交付機を行う2号嘱託職員1.0 2,064
印刷製本費（偽造防止用紙） 50 共済費（嘱託職員分） 328 322 共済費（嘱託職員分） 328 共済費（嘱託職員分） 328
消耗品費 25 旅費（嘱託職員分） 46 41 旅費（嘱託職員分） 46 旅費（嘱託職員分） 46

需用費 74 53 需用費 74 需用費 74
自発機ﾘｰｽ料（情報ｼｽﾃﾑ課所管） 7,709 委託料（我孫子行政ＳＣ用） 467 354 委託料（我孫子行政ＳＣ用） 467 委託料（我孫子行政ＳＣ用） 467

我孫子行政ＳＣ用 自発機ﾘｰｽ料（情報ｼｽﾃﾑ課所管） 7,709 7,709 自発機ﾘｰｽ料（情報ｼｽﾃﾑ課所管） 7,709 自発機ﾘｰｽ料（情報ｼｽﾃﾑ課所管） 7,709
実施内容 　自動交付機障害時対応委託料 467

(8)施行事項
費　　用 我孫子市役所正面玄関用

　自動交付機障害時対応委託料 0

自動交付機を行う2号嘱託職員1.0 2,056
社会保険料 313
雇用保険料 23
費用弁償 45

予算(決算)額 合　　計 10,688 合　　計 10,688 10,518 合　　計 10,688 合　　計 10,688
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 10,688 10,688 10,518 10,688 10,688

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 0.4 0.4 0.4 0.4
正職員人件費 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,437 2,438 2,402 2,438 2,438
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) 14,208 14,208 14,038 14,208 14,208
(11)単位費用

0.62千円／枚 0.7千円／件 0.69
    (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

平日の開庁時間に来庁できない市民のために行う事業であるため、必要性は高い。 ●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

閉庁時の証明書発行の市民サービスに応えるために必要。

●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 印鑑証明、住民票の写しを発行していることから、個人情報

■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 の保護を図る必要がある。
□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＞
共同ではできない。

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＞
27.8 27.8 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

利用者は時間外や休日等の利便性の良さから手軽に利用しているものと考えられ
□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 28.1 101.08

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 14,208 0 14,038 98.8
□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) 0.2

件 10万円 0.2 100

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
概ね目標どおり実施できた。さらなる市民サービスの向上・窓口の効率化を図るため、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（平成30年度）

事業コード 144 課コード 0301 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 自動交付機運用業務 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 自動交付機設置業務 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 平成 8年度 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 14,102 千円 (うち人件費 3,520 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) 14,208 千円 (うち人件費 3,520 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 開



的・
(2)目的 事業目的 この身分関係を公証するため。（地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務）

展開方向

①戸籍届出の審査、受付 ①戸籍届出の受付から戸籍簿への記載、収納、管理・・・受付順に処理
②戸籍届出に基づく戸籍簿への記載 ②住民基本台帳担当への連絡・・・即日処理
③戸籍簿の管理・保管 当該年度 ③人口動態調査・相続税に関する報告・・・毎月処理
④住民基本台帳、戸籍附票作成のための連絡調整 執行計画 戸籍システムが平成30年８月末に契約が満了するため、戸籍システムの更新に向けて事務を進める。

(3)事業内容 内　　容 ⑤人口動態調査票の作成・送付 今年度、我孫子駅前土地区画整理事業に伴い、本籍表示の更正を行い、それに伴う通知等の郵送料を予算計
⑥相続税法に基づく通知事務 上する。
⑦犯罪人名簿の管理 戸籍職権訂正件数／戸籍処理事件数×100 想定値 0.92当該年度

平成30年3月31日時点 48件／5,213件×100＝0.92 単位 ％
活動結果指標 実績値 0.74平成31年3月31日現在 39件／5,223件×100＝0.74

(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 戸籍職権訂正件数処理率 直接 戸籍職権訂正処理件数／戸籍処理事件数×100 ％ 0.92 0.92

平成31年度 戸籍職権訂正件数処理率 直接 戸籍職権訂正処理件数／戸籍処理事件数×100 ％ 0.9

令和 2年度 戸籍職権訂正件数処理率 直接 戸籍職権訂正処理件数／戸籍処理事件数×100 ％ 0.8

戸籍事務のコンピュータ化稼動により戸籍記載後の証明発行の事務処理時間が短縮できたが、戸籍届出に係る事務処理は増えて
(7)事業実施上の課題と対応 いる。届出受理、記載処理、記載確認、関係帳票処理、関係機関への通知等正確かつ迅速な処理が求められる。これらの記録管 代替案検討 ○有 ●無

理については慎重適正な業務遂行に努める。

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

戸籍事務を行う2号嘱託職員3.0 6,169 戸籍事務を行う2号嘱託職員3.0 6,190 6,117 戸籍事務を行う2号嘱託職員3.0 6,190 戸籍事務を行う2号嘱託職員3.0 6,190
社会保険料（嘱託） 939 共済費（嘱託職員分） 980 965 共済費（嘱託職員分） 980 共済費（嘱託職員分） 980
雇用保険料（嘱託） 69 旅費（嘱託職員分） 138 122 旅費（嘱託職員分） 138 旅費（嘱託職員分） 138
費用弁償（嘱託） 133 旅費 37 17 旅費 37 旅費 37
普通旅費 35 需用費 1,933 1,609 需用費 1,933 需用費 1,933
研修旅費 25 役務費 242 94 役務費 242 役務費 242
消耗品費 1,594 委託料 8,637 8,637 委託料 8,637 委託料 8,637

実施内容 印刷製本費 544 使用料及び賃借料 10,684 10,490 使用料及び賃借料 10,799 使用料及び賃借料 10,799
修繕料 375 負担金補助及び交付金 69 69 負担金補助及び交付金 69 負担金補助及び交付金 69

(8)施行事項
費　　用 通信運搬費 136

事務機器使用料 10,775 (9月補正)
戸籍事務協議会負担金 69 委託料（システム改修費） 497 497
戸籍システム保守委託料 8,655

（12月補正）
委託料（改元対応） 762 762

予算(決算)額 合　　計 29,518 合　　計 30,169 29,379 合　　計 29,025 合　　計 29,025
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 29,518 30,169 29,379 29,025 29,025

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) 5 3.8 3.8 3.8 3.8
正職員人件費 44,000 33,440 33,440 33,440 33,440

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 4,874 7,308 7,204 7,308 7,308
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) 73,518 63,609 62,819 62,465 62,465
(11)単位費用

73,518千円／％ 69,140.22千円／％ 84,890.54
    (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

戸籍法・人口動態調査令・相続税法等に基づく事務であるため。 ●①事前確認での想定どおり
また、戸籍は、日本国民について、その親族的な身分関係を登録・公証するものであり、必要不可欠なものである。 ○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

戸籍事務は、日本国民の国籍と親族関係及び身分事項を登録・公証し異動（婚姻、縁組、離婚等）に関する極めて重要な
戸籍事務であるため。また、戸籍事務は地方自治法第29条9項1項に規定する第一号法定受託事務として市長が所管する。

●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 戸籍関係法に基づく事務処理で、国の第一号法定受託事務で

□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 あるため、業務を移管、委任することはできない業務である
□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 個人情報を取り扱うため、市民の参加を得ることは困難である。サービスのための市民の声や情報を得る工夫として研修
実現が図られる や、常に最新の書類や戸籍に関する月刊誌などで最新の情報を得て市民サービスを行っている。

□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 ○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＞
個人情報を取り扱う業務のため、市民の参画は困難である。サービス向上のため市民の声や情報を得る工夫は行っている
。

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＞
直接的に環境に影響する事業ではないが、紙戸籍から電子戸籍に移行したこと、各種データ保存を紙ベースから電子媒体
に移行していくことで、機材の運搬や資源エネルギーの抑制につながるものと考える。

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 (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0.92 0.92 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

複数人でのチェック体制により、間違いによる戸籍訂正が減少し目標につながっ
□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 0.74 124.32

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 63,609 9,909 62,819 98.76
□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

消耗品や印刷費などの見直しを図り予算を大きく下回った。

13.48

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 複数人でのチェック体制により、間違いによる戸籍訂正

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 が減少し目標につながった。

○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) 0.01

％ 100万円 0.01 100

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
戸籍訂正は、過去の戸籍から発見されることもあるが、現年度分について正しく記載処理をすることが最重要であり、戸籍法の解釈や職員の経
験年数も影響を及ぼすものである。そのため、職員配置（人事異動）に配慮しながら担当職員が研鑽を積むことが大切と考える。
また、国の第一号法定受託事務であることから管轄する法務局と連携を図りながら事務処理を進めていくことが重要である。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 146 課コード 0301 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 戸籍簿の維持管理業務 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 戸籍簿の維持管理業務 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 6 人 (換算人数 3.8 人）
(1)事業概要

(当　初) 62,674 千円 (うち人件費 33,440 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) 63,609 千円 (うち人件費 33,440 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

戸籍法に基づき、人の出生から、婚姻、縁組、死亡に至るまでの重要な身分関係の変遷を戸籍簿に登録し、
施策目



の
施策目的・

(2)目的 事業目的 手続きを全て一つの窓口で、即時処理をする。
展開方向

①市民課窓口に来られた方の住民異動関係の手続きを１つの窓口で処理をする。 市民課の７行政サービスセンターの取扱業務を統一しサービスの均一化を図ります。
②フロアーマネージャーを配置し、申請書等の記入要領の説明や庁舎案内をする。 我孫子行政サービスセンターについては、待合スペース及び執務スペースが狭小であるため、利用者の利便
③取扱業務は、住民異動届、印鑑登録、住所証明、戸籍証明、戸籍届、埋火葬許可、税証明、国民健康保険 当該年度 性も考慮し、同一施設内（けやきプラザ内）で代替スペースが確保できるよう、県と協議を図ります。また
異動届、国民年金異動届、乳幼児医療費助成等の取次ぎ等を行う。 執行計画 、布佐駅、布佐市民センターと併設している布佐行政サービスセンターについては、平成２７年３月に公共

(3)事業内容 内　　容 ④各行政サービスセンターを運営・維持・管理する。 下水道へ接続を終えて、今後浄化槽撤去をするためJR千葉支社と工事の撤去の是非を協議します。
⑤布佐行政サービスセンターの浄化槽撤去の是非及び老朽化した旧湖北行政サービスセンターの解体、湖北
台行政サービスセンターの移転先を検討する。 窓口サービス職場内研修の開催及び窓口事務取扱に関する課内周知の 想定値 12当該年度
⑥我孫子行政サービスセンターの狭小問題の解決を図る。 ための受付だより発行数 単位 回

活動結果指標 実績値 13⑦窓口業務の委託及び行政サービスセンターの開庁日または開庁時間の変更を検討する。

(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 市民サービスの向上及び職員が安心して業務に従事できる職場の安全確保 直接 クレームの件数を減少させる（窓口のクレーム対応の強化） 回 0 20

平成31年度 市民サービスの向上及び職員が安心して業務に従事できる職場の安全確保 直接 クレームの件数を減少させる（窓口のクレーム対応の強化） 回 10

令和 2年度 市民サービスの向上及び職員が安心して業務に従事できる職場の安全確保 直接 クレームの件数を減少させる（窓口のクレーム対応の強化） 回 10

(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

受付事務嘱託35人 71,980 受付事務嘱託34人 66,542 69,325 受付事務嘱託34人 70,143 受付事務嘱託34人 70,143
社会保険料・雇用保険料 11,755 共済費（嘱託職員分） 10,502 10,920 共済費（嘱託職員分） 11,095 共済費（嘱託職員分） 11,095
費用弁償・旅費 1,568 旅費（嘱託職員分） 1,561 1,377 旅費（嘱託職員分） 1,561 旅費（嘱託職員分） 1,561
消耗品費・燃料費 1,425 賃金（産休代替職員分） 1,719 2,677 賃金（産休代替職員分） 1,334 旅費 16
印刷製本費・修繕料 1,083 共済費（産休代替職員分） 291 416 共済費（産休代替職員分） 238 需用費 2,145
（９月補正） 旅費 16 13 旅費 16 役務費 805
産休代替事務補佐員 需用費 2,145 1,730 需用費 2,145 委託料 250

実施内容 社会保険料（９月補正） 237 役務費 805 25 役務費 805 使用料及び賃借料 1,304
臨時職員賃金（９月補正） 1,575 委託料 387 239 委託料 250 需用費（ＳＣ分） 1,994

(8)施行事項
費　　用 通信運搬費 806 使用料及び賃借料 1,304 1,163 使用料及び賃借料 1,304 委託料（ＳＣ分） 3,969

手数料 31 備品購入費 67 67 公課費 7 使用料及び賃借料（ＳＣ分） 8,498
委託料 243 需用費（ＳＣ分） 2,108 2,034 需用費（ＳＣ分） 1,994 負担金補助及び交付金（ＳＣ分） 1,614
使用料及び賃借料（防犯カメラ） 611 委託料（ＳＣ分） 3,832 3,756 委託料（ＳＣ分） 3,969
使用料及び賃借料 8,609 使用料及び賃借料（ＳＣ分） 8,498 8,433 使用料及び賃借料（ＳＣ分） 8,498
放送受信料 15 負担金補助及び交付金（ＳＣ分） 1,614 1,421 負担金補助及び交付金（ＳＣ分） 1,614
行政ＳＣ管理費負担金 1,374 (9月補正) 決算額は上記の各々に含む
光熱水費 1,783 受付事務嘱託2人 3,601 ＊ 旧湖北行政ＳＣ解体調査委託 1,385 ＊ 旧湖北行政ＳＣ解体工事 14,570
清掃委託料/草刈委託料 4,153 共済費（嘱託職員分） 593
保険料・重量税 37 賃金（産休代替職員分） 1,218

共済費（産休代替職員分） 194
予算(決算)額 合　　計 107,285 合　　計 106,997 103,596 合　　計 106,358 合　　計 117,964
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 107,285 106,997 103,596 106,358 117,964

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) 11.4 11.1 11.1 11.1 11.1
正職員人件費 100,320 97,680 97,680 97,680 97,680

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 85,288 82,799 81,622 82,799 82,799
臨時職員賃金額 0 3,422 3,093 1,572 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 207,605 204,677 201,276 204,038 215,644
(11)単位費用

17,300.42千円／回 17,056.42千円／回 15,482.77
    (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

本庁市民課はもとより各行政サービスセンターにおいても幅広い業務に対応することで、事務の効率化を図るとともに市 ●①事前確認での想定どおり
民の利便性の向上に寄与する。利用者数等窓口としての需要が高い我孫子行政サービスセンターの狭小問題を解決するこ ○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・ とで、事務の効率化及び市民の利便性の向上により高い寄与が見込まれる。また、旧湖北行政サービスセンターの解体へ ○要
   背景は？(事業の必要性) の検討及び布佐浄化槽撤去の是非の検討、湖北台地区公共施設整備方針に伴う湖北台行政サービスセンターの移転先を検 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

討することで所管課施設の整備を行う。さらに、現状の見直しとして、窓口業務委託への検討を行うとともに、行政サー 総合窓口として市民サービス向上に努めた。
ビスセンターの開庁日または開庁時間の変更を検討することで、利用実態に合わせた総合窓口の運用を行う。
○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 総合窓口は、迅速かつ的確に市民からの要求に答える必要が

□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 あり、詳細な部分をマニュアル化することは困難であること
□その他 　促進された から、市の実施が必要である。 

□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 個人情報を扱うため、市民参加には向かない。
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＞
個人情報を取り扱うため、市民参加は求めない。

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＞
環境への関連事業はとくにない。

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 (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 20 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

研修や部会等に積極的に参加し知識向上に努めた。また、受付だより等で職員へ
□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 1,000

情報共有を図り、より良い市民サービスの提供を行うことができた。
　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 204,677 2,928 201,276 98.34
□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

1.41

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 規則改正が多かったため、「受付だより」の発行回数を

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 増やしたり、研修や情報の共有化を図ることでよりきめ

○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) 0.1 細やかな窓口対応を行った結果、不当要求以外のクレー

回 100万円 0.01 1,000 ムが減少したことで目標値を上回ることになった。

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
　職員全員が、常に高い業務改革意識を持ち、市民サービスの向上に努めた。また、日々変化する社会情勢に合わせ、変更される業務の取り扱
いなどについては、「受付だより」を発行することにより課内及び各行政サービスセンターとも情報を共有化を図り、窓口対応能力を高めた

様

。

式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 148 課コード 0301 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 総合窓口の運用業務 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 総合窓口の運用業務 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 15 人 (換算人数 11.1 人）
(1)事業概要

(当　初) 200,980 千円 (うち人件費 97,680 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) 204,677 千円 (うち人件費 97,680 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

市民の方を「歩かせない」「待たせない」「迷わせない」ことをテーマに住民異動関係(転入/転出/転居)



障、税、災害対
施策目的・

(2)目的 事業目的 策の分野で、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤として活用される。
展開方向

 番号法に基づき、「行政の効率化」、「国民の利便性」、「公平・公正な社会の実現」を目指し、e-Tax等  市民の利便性を考え、カ－ド申請を本庁市民課及び各行政サービスセンターの窓口で受付を行う申請時来
の電子証明書を利用した電子申請等、様々な行政サービスに利用できる個人番号カードの交付を行う。 庁方式を採用する。この方式の場合は、カードを自宅へ郵送(本人限定郵便)する。
 この番号は、社会保証、税、災害対策分野の法律で定められた行政手続きで利用される。 当該年度  また、平日に来庁できない市民に対し、2ヶ月に1回程度休日開庁を行い、カードの申請受付や交付事務を

執行計画 行う。
(3)事業内容 内　　容 ・平成２９年７月　   地方公共団体で情報連携開始

・平成２９年７月以降 行政から情報を発信することができるマイナポータルサイト開始
 個人番号カードの交付達成数 想定値 3,000当該年度
 平成30年3月31日時点　2,525枚 単位 枚

活動結果指標 実績値 2,358 平成31年3月31日時点　2,358枚

(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  個人番号カードの交付数の達成 直接  個人番号カードの交付達成数 枚 2,525 3,000

平成31年度  個人番号カードの交付枚数の増 － 0

令和 2年度  個人番号カードの交付枚数の増 － 0

 国・県と連携をとりながら情報の収集に努め、マイナンバーカードを活用した行政サービスの推進を行わなければならない。
(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

個人番号カードの交付業務 個人番号カードの交付業務 個人番号カードの交付業務 個人番号カードの交付業務

消耗品 130 需用費 98 13 需用費 98 需用費 98
通信運搬費 996 役務費 894 688 役務費 1,008 役務費 1,008
券面印字システム保守委託料 723 委託料 550 550 委託料 550 委託料 550
備品購入費 175 負担金補助及び交付金 13,229 10,340 負担金補助及び交付金 15,269 負担金補助及び交付金 15,269
個人番号カード関連事務委任交付金 13,080

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 15,104 合　　計 14,771 11,591 合　　計 16,925 合　　計 16,925
国庫支出金 補助率 100 ％ 13,080 補助率 100 ％ 13,229 0 補助率 100 ％ 13,229 補助率 0 ％ 13,229
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 2,024 1,542 11,591 3,696 3,696

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) 1.1 1 1 1 1
正職員人件費 9,680 8,800 8,800 8,800 8,800

(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) 24,784 23,571 20,391 25,725 25,725
(11)単位費用

8.26千円／枚 7.86千円／枚 8.65
    (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

 番号法に基づき、社会保障、税、災害対策の分野で、公平かつ公正な社会の実現のための社会基盤として活用するため ●①事前確認での想定どおり
、平成２８年１月より開始した個人番号カード交付を引き続き行う。 ○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

行政手続きにおいて特定の個人を識別するための番号法の施行に伴い、個人番号の附番や通知、個人番号カードの交付等
が必要となったため。

●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 番号法で定められた法定受託事務であるため。

□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 ○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＞
該当しない。

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＞
該当しない。

効
　
率
　
性

現況値(a)(枚) 目標値(b)(枚) 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)(枚) 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＞
2,525 3,000 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

番号法施行と同時に早急にカードを要した方への交付はひとまず落ち着いたと考
□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 2,358 78.6

えられ、今後は必要性が生じた人が徐々に申請してくると考えられる。
　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 23,571 1,213 20,391 86.51
□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

カード交付の枚数が想定を下回っていたため。

4.89

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) 12.73

枚 10万円 11.56 90.81

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
番号法に基づき、マイナンバー制度の実現のため、今後も申請のあった市民へマイナンバーカードの交付を迅速に行う必要があるため、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 2112 課コード 0301 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 住民基本台帳法に基づく管理業務 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 個人番号カードの交付業務 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 平成28年度 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 1 人）
(1)事業概要

(当　初) 23,685 千円 (うち人件費 8,800 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) 23,571 千円 (うち人件費 8,800 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

 住民票を有する全ての方ひとりひとりに個人番号が付番・通知されることにより、社会保



的
展開方向

(1)旅券申請受付 (1)旅券申請を通年にわたり即日処理。
(2)申請書及び旅券の審査 (2)誤りの無いように正確、迅速に行う。
(3)旅券交付 当該年度 (3)旅券交付は本人確認を怠ることなく行う。
(4)旅券の管理 執行計画 (4)毎日、旅券在庫確認を行う。

(3)事業内容 内　　容 (5)未受領者への督促 (5)交付期限2ヶ月前から、督促状の送付等行い受領を促す。

正確かつ迅速に処理した率 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 旅券事務の申請を遅滞無く適正に遂行する 直接 正確かつ迅速に処理した率 ％ 100 100

平成31年度 旅券事務の申請を遅滞無く適正に遂行する 直接 正確かつ迅速に処理した率 ％ 100

令和 2年度 旅券事務の申請を遅滞無く適正に遂行する 直接 正確かつ迅速に処理した率 ％ 100

市民の利便性の向上のためには 、夜間も申請受付ができることが望ましい。しかし、夜間は県や外務省との十分な事務連携を
(7)事業実施上の課題と対応 図ることができないため日中の受付のみとせざるを得ない。 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

社会保険料（臨時職員分） 161 2号嘱託職員1.0 2,014 4,078 2号嘱託職員2.0 4,127 2号嘱託職員2.0 4,127
雇用保険料（臨時職員分） 28 共済費（嘱託職員分） 654 643 共済費（嘱託職員分） 654 共済費（嘱託職員分） 654
事務補佐員賃金 2,513 旅費（嘱託職員分） 92 81 旅費（嘱託職員分） 92 旅費（嘱託職員分） 92
普通旅費 39 賃金（臨時職員分） 868 857 賃金（臨時職員分） 868 賃金（臨時職員分） 868
研修旅費 6 賃金（産休代替職員分） 1,435 1,348 賃金（産休代替職員分） 497 共済費（臨時職員分） 8
消耗品費(ﾃｰﾌﾟのり、ﾎﾟｽﾄｲｯﾄ等) 144 共済費（臨時職員分） 8 8 共済費（臨時職員分） 8 旅費 26
通信運搬費(督促用ﾊｶﾞｷ） 32 共済費（産休代替職員分） 228 227 共済費（産休代替職員分） 88 需用費 129

実施内容 IC旅券用端末保守 11 旅費 26 9 旅費 26 役務費 15
需用費 122 78 需用費 129

(8)施行事項
費　　用 役務費 15 5 役務費 15

(9月補正)　決算額は上記に含む
2号嘱託職員1.0 2,113

予算(決算)額 合　　計 2,934 合　　計 7,575 7,334 合　　計 6,504 合　　計 5,919
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 2,934 7,575 7,334 6,504 5,919

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) 3 2.6 2.6 2.6 2.6
正職員人件費 26,400 22,880 22,880 22,880 22,880

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 4,873 4,802 4,873 4,873
臨時職員賃金額 2,701 2,531 2,440 1,461 876

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 29,334 30,455 30,214 29,384 28,799
(11)単位費用

6.52千円／件 304.55千円／％ 302.14
    (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

県が実施している旅券業務の一部について市町村への権限移譲が平成２８年度から実施され、平成３１年度中に県の窓口 ●①事前確認での想定どおり
が閉鎖される予定である。このため、いち早く窓口を設けた。 ○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・ 旅券の申請には戸籍謄・抄本を添付する必要があるが、我孫子市に本籍のある方はその場で取得して、旅券手続きを行う ○要
   背景は？(事業の必要性) ことができるため効率的であり、市内で申請から交付までできることで市民の利便性の向上に寄与することができる。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

窓口への交通の便が良く、申請者の本籍地が市内の場合同室にて取得が可能であり、一ヵ所で申請に関する手続きが行え
利用者への市民サービスとして必要である。

○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 窓口が遠方で申請手続きに不便を感じていた方も、県内権限

□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 移譲を受けて窓口が増えることで、利用者の申請交付に係る
□その他 　促進された 負担軽減になる。

□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 個人情報を取り扱うため、市民の参画は求めない。

＜その他の内容＞
業務の特性から、市民参加は求めない。

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＞
特に無し。

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

窓口の交通の利便も影響して、申請件数が想定を上回り、市民、近隣市の期待に
□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 100 100

応えた。
　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 30,455 △1,121 30,214 99.21
□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

△3.82

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30年10月の近隣市窓口開設により、他市の申請者が

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 減少した。

○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

％ 10万円 0.33 100

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
本事業は、平成28年10月から県からの権限移譲により窓口を開設し、利用者へのサービス向上として効果的な事業となっていることから、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 2183 課コード 0301 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 旅券事務 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 市民生活部・市民課

個別事業 旅券事務所の開設と運営 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 平成28年度 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 2.6 人）
(1)事業概要

(当　初) 26,373 千円 (うち人件費 22,880 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) 30,455 千円 (うち人件費 22,880 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

一般旅券の申請受付及び交付を市の窓口で実施し、市民の利便性の向上を図る。
施策目的・

(2)目的 事業目


