
 

作成日 平成16年11月26日

作成者 小澤端夫

更新日 更新者 小澤端夫

成果・活動指標 実績(平成15年度） 実績（平成１６年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 達成度測定

お客様満足度（苦情件数） ７２件 ７２件 前年度比５％減（16年度） シート名 業務割合

Ｓｈｅｅｔ１ 40%

Ｓｈｅｅｔ２ 10%

Ｓｈｅｅｔ３ 50%

合計 100%

総労働時間数 67,745

適合率 100.00% 100.00% 100% 所属正職員人数 34

   〃   (管理職除く） 30

年間所定労働時間数 1,944

所属平均時間外数（月平均） 5.0

所属平均年休、夏特日数 17.7

全嘱託等職員総労働時間数 3111

全臨時職員総労働時間数 1,600

業務割合 業務時間数達成度測定

２桁 ４桁

01010101 水質検査計画水質検査計画水質検査計画水質検査計画のののの実施度実施度実施度実施度 ーーーー 100100100100%%%%（（（（楠含楠含楠含楠含むむむむ）））） 100%100%100%100% ＢＢＢＢ 90%90%90%90% 24388.224388.224388.224388.2

0101 情報の提供 実施 法に準じた計画、水質検査結果の公表法に準じた計画、水質検査結果の公表 Ｂ 20% 4877.6

0102 検査区域数 給水6区域で実施 給水８区域での検査（楠１区域含む） 給水7区域での検査 Ｂ 30% 7316.5

0103 導入時期、習得率 ー 機器を6月末導入、操作方法の全員習得機器を6月末導入、操作方法の全員習得 Ｃ 20% 4877.6

0104 作成 ー 2月までに作成 2月までに作成 Ａ 30% 7316.5

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

90909090 ーーーー ＢＢＢＢ 10%10%10%10% 2709.82709.82709.82709.8

9001 ーーーー Ｂ 30% 812.9

9002 ーーーー Ｃ 20% 542.0

9003 ーーーー Ｂ 30% 812.9

9003 ーーーー Ｂ 20% 542.0

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

これからの課題、施策事業展開の方向性

実績（平成１６年度）

☆☆☆

基本的な手段に対す
る評価

水質検査計画の作
成、公表は１年前倒し
で実施した。毎日検査
も楠を含めて実施し
た。機器のマニュアル
についても作成した。

業務コード
活動指標 実績(平成15年度）

　　　　　　　　　　　　内部業務内部業務内部業務内部業務

　　　予算関係業務

　　　議会関係業務

　　　庶務関係業務

　　　苦情処理関係業務

任務目的が２つ以上ある場合は合計が１
００％となるよう設定してください。

　　　　　　　　　　　　水質検査水質検査水質検査水質検査・・・・監視体制監視体制監視体制監視体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる

水質検査計画及び検査結果の公表

毎日検査（給水栓水）の強化

水質検査機器の更新及び習熟

水質分析マニュアルの作成

目的達成に必要な主な手段 困難度

業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表

目標（目標年度）

水質保全の確保

市民に安全・安価でおいしい水道水を安
定して供給する。

１６年度から水質基準項目が従来項目９項目を削減し、新たに１３項目追加して、全５０項目に改定された。新水質基準に基づいた水質検査計画や結果の公表など、水道需要者に対して積極的に
情報提供を行った。水質基準の改正に伴い、分析機器の更新を行い、マニュアルを整備して、分析能力を高めた。水道水の色、濁り、残留塩素の３項目について毎日検査を給水区域毎に実施し、
維持管理の徹底をした。

測定結果の精度・信頼性の向上を図るため、マニュアルのなお一層の整備、研修を実施しなど内部精度管理に努めるとともに将来の在り方について検討する。

平成17年6月17日

任務目的に
対する評価

これまでの取り組みと成果、手段の妥当性

所属名

808525

年度 平成16年度

水道局水源課

☆☆☆

所属コード

Ａ上位目的

Ｂ任務目的 100%



作成日 平成16年11月26日

作成者 小澤端夫

更新日 更新者 小澤端夫

成果・活動指標 実績(平成15年度） 実績（平成１６年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 達成度測定

お客様満足度（苦情件数） 72件 ７２件 前年度比5％減(16年度）

給水原価 197.9円 １９３．５６円 １９７．９円以下

２桁 ４桁

01 コストコストコストコストのののの削減削減削減削減 87878787....09090909円円円円////mmmm3333((((前年度前年度前年度前年度をををを維持維持維持維持)*)*)*)*1111 ８５８５８５８５．．．．４９４９４９４９円円円円////mmmm3333 予算予算予算予算89898989....73737373円円円円////mmmm
3333にににに対対対対しししし87878787....40404040円円円円////mmmm

3333以下以下以下以下 AAAA 100%100%100%100% 33872.533872.533872.533872.5

0101 木曽川用水系受水量 4,733千ｍ３ 3,790千ｍ３ 500,0千ｍ３以下 B 30% 10161.8

0102 メンテナンス経費の抑制 9.57円/m3（前年度を維持）*2 9.00円/ｍ３ 予算10.77円/m3に対し9.63円/m3以下 Ａ 30% 10161.8

0103 条例化 資料収集 素案作成（市長決済完了） １６年度中に条例作成 Ａ 30% 10161.8

0104 雨水浸透枡の設置 水源管理センターに設置 設置済 小牧水源地に設置 C 10% 3387.3

0105 0.0

0106 0.0

0107 0.0

0108 *1原水及び浄水費/配水量 0.0

0109 *2動力・薬品・修繕費/自己水の配水量 (0.2)

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

コストが目標額よりも２．２％削減可
能となった。県営用水の受水につ
いては木曽川用水は大幅に受水
量を減らした。三重用水は責任水
量製のため満量受水した。将来の
自己水の確保を目的とした水源保
護条例の作成については素案作
成が出来た。

☆☆☆

１６年度の配水量は4407万Ｍ３で、閏年、猛暑であったこともあり、若干増加した。朝明系の給水区域を縮小し、小牧系に振り替えたため、木曽川用水系の受水量が減少した。施設の維持費も目
標より安価に推移したこともあり、給水原価の低減に寄与したものと考えられる。

コスト削減の観点から節水、自家用井戸、工業用水の専用水道化などが進み、今後も水需要は減少することが推定される。このような状況下で、渇水、災害、突発事故などの危機管理対策やコ
ストの抑制などを考えた自己水と県営用水の運用、施設の維持管理を行い、安全で安定した水道水の供給を目指していく。

Ａ

業務時間数 基本的な手段に対する評価達成度測定

☆☆☆

自己水（浅井戸）の涵養源を確保す
る

　　　　　　　　　　　　水源水源水源水源のののの適正適正適正適正なななな運転管理運転管理運転管理運転管理をををを行行行行うううう

受水の適正な運用を図る

水源施設の適正な管理を行う

地下水の汲み上げ規制を行う

上位目的
市民に安全・安価でおいしい水道水を安
定して供給する。

給水原価の低減

任務目的に
対する評価

これまでの取り組みと成果、手段の妥当性

これからの課題、施策、事業展開の方向性

任務目的

所属コード 808525

平成17年6月17日

業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表
年度 平成16年度

所属名 水道局水源課

業務コード

Ｂ 100%

目的達成に必要な主な手段 活動指標 実績(平成15年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合実績（平成１６年度）



作成日 平成16年11月26日

作成者 小澤端夫

更新日 更新者 小澤端夫

成果・活動指標 実績(平成15年度） 実績（平成１６年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 達成度測定

お客様満足度（苦情件数） 72件 ７２件 前年度比5％減（16年度）

事故件数 0件 ０件 0件

２桁 ４桁

01010101 不法侵入者不法侵入者不法侵入者不法侵入者のののの防止防止防止防止 水源地水源地水源地水源地６６６６、、、、配水池配水池配水池配水池14141414、、、、取水井取水井取水井取水井10101010////19191919にににに設置済設置済設置済設置済 取水井取水井取水井取水井13131313////19191919箇所箇所箇所箇所（Ｈ．（Ｈ．（Ｈ．（Ｈ．16161616））））))))にににに設置設置設置設置 取水井取水井取水井取水井13131313////19191919箇所箇所箇所箇所（Ｈ．（Ｈ．（Ｈ．（Ｈ．16161616））））))))にににに設置設置設置設置 ＢＢＢＢ 100%100%100%100% 6774.56774.56774.56774.5

0101 赤外センサー、通報装置の設置 朝明系3箇所 内部系3箇所 内部系3箇所 Ｂ 100% 6774.5

0102 0.0

0103 0.0

0104 0.0

0105 0.0

0106 0.0

0107 0.0

0108 0.0

0109 0.0

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

平成17年6月17日

☆☆☆

予定した配水池１４箇所、水源地６
箇所、取水井１３箇所について設
置完了。一部の配水池については
侵入があったが、緊急パトロール
により被害を最小限に防止した。ま
た設置したことによる未然防止効
果が考えられる。

実績（平成１６年度）

☆☆☆

防犯施設の運用の充実を図っていく。

基本的な手段に対する評価達成度測定目標（目標年度） 困難度

任務目的に
対する評価

これまでの取り組みと成果、手段の妥当性

これからの課題、施策、事業展開の方向性

平成７年３月に発生した地下鉄サリン事件を契機に国からの指導もあり、水道施設の安全対策に取り組んできた。１７年度に取水井６箇所の工事予定があり、これにより配水池、水源地、取水井の
対策は完了し、水道施設に支障となる事故は発生していない。

業務割合 業務時間数
業務コード

活動指標 実績(平成15年度）

　　　　　　　　　　　　水源施設水源施設水源施設水源施設のののの防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策

水源（取水井）施設の防犯対策

市民に安全・安価でおいしい水道水
を安定して供給する。

監視体制の強化

目的達成に必要な主な手段

所属コード 808525

任務目的 Ｂ 100%

上位目的 Ａ

業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表
年度 平成16年度

所属名 水道局水源課


