
直通電話 72-3224 事業コード 601030107 7 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４８ 終了年度 未定

施策コード

6010301

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

397 467 376 230 20

#REF! #REF! #REF! 158

#REF! #REF! #REF! 198

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

#REF! 1,680

#REF! #REF! #REF!

0.16人 0.16人 0.16人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 600 600 600 未設定

実績値 497 489 58

達成率 82.8% 81.5% 9.7%

目標値 480 480 480 未設定

実績値 360 400 400

達成率 75.0% 83.3% 83.3%

目標値 50 50 50 未設定

実績値 19 72 39

達成率 38.0% 144.0% 78.0%

鉾井　寿治
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

課内№
水道部業務課担当部課

宮原　和智 伊藤　高行

１）
　事  　　業　　  名

水道事業ＰＲ・情報提供事務
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

１）事業の目的
→何のために

水の大切さや浄水場の仕組みについて、市民によく理解してもらう。

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

２　事業の内容

市民が、水道事業についての正しい知識を持つようにする。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１6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

水道週間グッズ

水道料金等

水道週間広告料（新聞掲載）

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
市民参加システムの確立／広報活動の充実

広告折込チラシ等（凍結防止）

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

①水道週間に、水の大切さや浄水場の仕組みを理解してもらうため施設見学会を行い、同時に次のような事業Ｐ
Ｒを行った。
　　◆チラシ配付（水道部作成広報ビデオのPR掲載）・公用車での街頭啓発・懸垂幕の取付（水を大切にしよう）
②また、広報紙に凍結注意の情報提供を行った。
　　◆広報「いしかり」（12月号）に水道凍結注意の折込チラシ

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

前回の事業評価を踏まえ、水道週間に特化した施設見学会は今年度をもって終了とした。

評価通りと思う。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

水道週間は、毎年6月1日～6月7日と定められており、この期間に全国の水道事業者が連携して各種ＰＲ活動を
行っている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 なし

商店街で行った水道週間のＰＲチラシの配付枚数
Ｈ１６は職員６名で配布
目標値は、職員１名あたり８０枚と設定した。

花川南浄水場来場者に対するアンケート調査の有効回
答数。
目標値は、小学生500人を除く一般の来場者
100＊5割＝50人と設定した。

各指標の説明・算定方法

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、過去の来場者数の推計から設定した。
小学生500人＋一般100人　計600人

水道週間ＰＲチラシ配
布枚数（枚）

市民アンケート有効回
答数（票）

花川南浄水場来場者
数（人）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 100 100 100 100

実績値 98.36 98.88 99.08 目標レベル

達成率 98.4% 98.9% 99.1% ★★★

最終目標 年度に

目標値 100 100 100 100

実績値 94 91 92 目標レベル

達成率 94.0% 91.0% 92.0% ★★★

最終目標 年度に

目標値 30 30 30 30

実績値 77 9 26 目標レベル

達成率 256.7% 30.0% 86.7% ★★★

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）

現状維持 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

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

現在の事業実施内容については、平成16年度において、その経費の見直しを行ったところであり、今後において
も費用対効果を検証する必要がある。

７　平成１6年度事業の総合評価

【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

事業運営状況等の情報開示や「凍結防止」に代表されるような水道
利用にあたっての基礎知識等の情報提供は、水道事業運営の上か
らも重要なことであることから、水道週間に限定した事業実施を見直
し、市広報やホームページ等で、適宜必要な情報を提供することが
重要である。

上に
つい
ての
説明

水道週間に限定した事業の廃止。

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

事業
規模

凍結修理件数（件）

統計実績

花川南浄水場来場により、水ができるまで
や、水の大切さについて理解できた（してい
る）という人の割合。

アンケート

目標値は、凍結修理３０件と設定し、達成率
は低いほど良い。冬期間に指定業者が修理
を行った件数。ただし、数値は急激な気温減
少（-２３.１度以下）の気象現象に大きく左右
される。

指定業者
に対する
聞き取り
調査

普及率（％）

市民アンケート理解度
（％）

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

■ともに疑問あり

水道週間に限定した大型店舗前における街頭啓発等は、昨年と同等の実績を残すことが出来たものの、「花川南
浄水場」施設見学者数は、昨年実績を大きく下回った。

【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　

【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

事業ＰＲや情報の提供は、水道事業経営には欠かせないものであり、その必要性は高いが、水道週間に実施した
施設見学については、事業活動の結果が示すとおり、その有効性・必要性ともに疑問が残った。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

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

事業経営は、地方自治体が経営することが基本となっているため、事業ＰＲや情報提供には市（事業者）の一定の
関与の必要性があると認識している。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｄ

水道事業の運営にあたって、市が関与する妥当性はあ
るものの、事業活動の状況や事業内容の妥当性が、費
用対効果に見合ったものとはなっていない。

□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

給水区域内人口における給水人口の割合。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 水道事業ＰＲ・情報提供事務

事業の成果を示す指標


	詳細評価（水道事業ＰＲ・情報提供事務）

