
直通電話 72-3149 事業コード 604020105 13 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４９ 終了年度 未定

施策コード

2040104

6030301

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

877 0 0 5,000 0

0 0 0

415 412 424

1,292 412 424 金額（千円）

415 412 424 0

7 7 8

0.05人 0.05人 0.05人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 33 33 33 16

実績値 3 0 0

達成率 9.1% 0.0% 0.0%

目標値 10,000 10,000 10,000 5,000

実績値 877 0 0

達成率 8.8% 0.0% 0.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

貸付金額(千円）

貸付件数（件）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

目標値は基金の貸し付け可能額

各指標の説明・算定方法

目標値は、基金の貸し付け可能枠

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

水道事業給水装置資金貸付基金を運用し、３０万円を限度に無利子で貸付を行う。
貸付条件
１．市税を完納していること。
２．自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
３．資金の償還について充分な支払能力を有すること。
４．確実な連帯保証人があること。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

特になし。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　平成１５年度において貸付は行っていないが、高岡・五の沢地区については平成１４年度から事業の着手を
行っており平成１７年度には終了予定である。
平成１５年度末現在の水道給水人口５５，９３５人　　計画人口 ５６，５６８人

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 特になし。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

給水装置設置資金貸付事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

市民に対し給水装置を新設する工事費用を貸し付ける。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
　水道、下水道の整備／水道の整備／市民皆水道化への取り組み

　行政としての経営基盤の強化／基金の効率的な活用

課内№
総務部総務課担当部課

鎌田晶彦 川端章義

３）個別計画での位
置付け

２）目指す成果
→何をどんな状態
にする（何がどんな
状態になる）ように

給水装置を新設する者のうち自己資金のみでは、一時に工事費を負担することが困難な者に貸付を行い負担の軽
減を図る。

１　事業のアウトライン

白井　俊
平成16年8月30日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 67 360 390 130

実績値 67 330 350 目標レベル

達成率 100.0% 91.7% 89.7% ★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） Ｂ

、 一部見直し 大幅見直し

拡大方向
現状維持
縮小方向 *●
統　　　合
休・廃止

年度毎の償還金に滞納金を加算した額を目
標値とする

５　事業の成果 給水装置設置資金貸付事務
事業の成果を示す指標 各指標の説明・算定方法

□極めて妥当 □一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるた
めには今の事業内容が
適当か、受益と負担の関
係に不公平はないか

８　今後の方向性・課題

本事業は、一度に支払えない人への貸付制度であり、市としての関与には一定の妥当性がある。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ D

借入申込みが無く、貸付は実行されなかったが、現在、
高岡・五の沢地区が給水工事中であることから、本制度
は利用者にとって必要なものである。ただし、基金運用に
ついては、非効率な状況から見直す必要がある。

【評価ポイント】
その事業に市が関与す
る必要があるか、市がど
こまで関与するのが適当
か

□極めて妥当

現在高岡・五の沢地区の給水工事の進捗率は３５．５５%であり、工事終了予定の平成１７年度までは給水予定区域
の設置者がいるため、必要な制度である。

高岡・五の沢地区対象世帯数　２１１世帯　　　施工終了世帯　７５世帯　　　未施工世帯数　１３６世帯

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

貸付実行はされていないが、計画区域内で給水装置の未設置者６３３人がいる。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の
達成に効果があるか、ま
た、市民（対象者）に必
要とされているか

３）市関与の妥当性　

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、
事業改善等の効果はど
うだったか

□概ね良好 ■一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

償還金額（千円）

事業
規模

給水工事施工中であることから、今後、利用者が出てくる可能性があ
り、貸付制度は存続するが、基金については廃止の方向で取り進め
る。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課
長評価

最終評
価 基金廃止に向け、取り進める。

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

ここ２年、貸付は実行されていないものの、本制度は、市の給水工事施工に伴い、新たに給水装置を設置する際、
自己資金のみでは一時に工事費を負担することが出来ない者に対する貸付であり、適当と思われる。ただし、基金
に積立てし、その運用により行なうことについては、経費の非効率な運用となっていることから、基金の廃止について
検討する必要がある。

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある


