
平成29年度　行政評価表：　下水道課

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

下水道等
の整備

公共下水道水
洗化普及促進
事業

・毎年「下水道の日」として、供用地区
内の未接続世帯を戸別に訪問し、水洗
化への理解を求める。

未接続世帯
への訪問件
数

件 400 103 26% 400 100 25%
水洗化完了
人数

人 28,350 29,210 103% 28,550 29,251 102% 34 60 59 低

経済的な理由で接続が
遅れているところが多
く、成果向上の余地は
少ない。

なし

必要最小限のコストに
より実施しており、これ
以上のコスト削減はで
きない。

維持

未接続世帯へ戸別訪問
を実施し、水洗化率を
向上させる必要がある
ため。

九州地方及び佐賀県の下水道
協会会費については、規程によ
り支払っているため、例年並。
また、水洗便所改造資金利子補
給補助金についても、供用開始
後3年以内の区域があるため、
例年並で要求。

維持

　個人の経済的理由で成果の向
上を望むことが難しいが、引き続
き下水道への接続依頼・理解を
求める。

施策体系
外事業

公共下水道建
設事業（純単）

公共下水道建設事業（単独一般及び社
会資本整備総合交付金事業）に係る職
員の人件費を支出する。

下水道事業
の計画

式 1 0% 1 0%
下水道事業
の計画

式 1 0% 1 0% 34,101 33,405 33,172
人件費は義務的経費で
あり、評価にそぐわな
い。

人件費は義務的経費で
あり、評価にそぐわな
い。

維持

当事業では、職員の人
件費のみを事務事業と
して取り組むこととなっ
ており、人件費は義務
的経費であるため。

人件費以外については要求しな
い。 改善

　現在下水道事業の法適化及び
水道部との統合が進められてお
り、その中での組織改革も検討
している。

施策体系
外事業

公共下水道建
設事業（単独

一般）

公共下水道の建設
　全体計画区域： １，５２６ha
　全体計画処理人口： ３１，８００人
　全体事業費： ６５４億円
　実施認可区域： １，２３４ha
　実施処理人口： ３０，３００人
　処理区：伊万里処理区
　排水区：立花、伊万里、二里、
　　　　　　　　東山代、大坪、牧島

　平成２９年度は、民間開発地を主とし
て、起債事業により下水道の整備を行
い、区域内の整備率向上に努める。

認可区域の
整備率

ha 85 85 100% 86 86 100% 水洗化率 ％ 97.5 97.2 100% 97.8 97.2 99% 50,060 18,303 17,115 低
認可区域内を年次的に
整備しており、向上の余
地は低い。

なし

市場単価や施工単価の
採用、汚水管浅埋設や
再生材の利用など経費
削減に努めている。ま
た、道路拡幅工事等と
の同時施工によるコスト
削減も図っており、さら
なる削減の余地はな
い。

維持

事業認可区域内の整備
を年次的に進め、施設
を維持する必要がある
が、将来的には、区域
拡大等の整備計画の見
直しが必要である。

事業認可区域内の整備を年次
的に進め、また、施設を維持する
必要があり、Ｈ３０年度程度要求
したい。

維持
認可区域内を年次的に整備し、
水洗化率１００％を目指す。

下水道等
の整備

農業集落排水
処理場改修事

業

・井手野地区処理場の概要
　　施設の所在：南波多町井手野地内
　　計画処理対象人口：1,480人（288
戸）
　　平成12年4月1日供用開始
　　マンホールポンプ場：6か所
　　管路延長：L=12,314m
・宿地区処理場の概要
　　施設の所在：大川町立川地内
　　計画処理対象人口：1,760人（428
戸）
　　平成14年4月1日供用開始
　　マンホールポンプ場：9か所
　　管路延長：L=17,689m

施設の更新 件 10 2 20% 10 2 20% 施設の改善 件 10 2 20% 10 2 20% 8,003 7,792 7,791 中
今後、適時に必要経費
投入を行えば成果は上
がる。

なし

設計では、市場単価や
施工単価を採用してい
る。
また、工事については、
再生材の利用など経費
削減に努めており、さら
なる削減の余地はな
い。

維持

供用開始から十数年経
過しており、施設の更新
を計画的に行う必要が
ある。

工事請負費については、国の追
加内示分（33,010千円）を平成31
年度に繰越予定。
また、新たに委託料として、宿地
区の費用対効果算定（1,800千
円）を要求する。

維持

　年次計画に基づき更新を行うこ
とで施設の機能維持が出来るも
のであり、今後も計画を持って続
けてゆく。

下水道等
の整備

浄化槽設置促
進事業

浄化槽の設置促進を図るため補助金を
交付し、個人の経費負担の軽減を行
う。
○事業の手順
　①補助金交付申請書の提出
　②補助金額の決定
　③浄化槽設置工事
　④完了報告書の提出
　⑤完了検査
　⑥補助金額の確定
　⑦請求書の提出
　⑧補助金の交付

浄化槽設置
補助金額

千円 27,638 25,494 92% 27,638 17,788 64%
補助金交付
による浄化
槽設置基数

基 66 67 102% 66 47 71% 25,559 26,050 17,852 低
補助金の枠内でしか対
応を行っていないため。 なし

補助基準が定められて
おり、それに従い支出し
ているため。

維持

公共下水道、農業集落
排水の整備区域以外の
汚水処理については、
浄化槽を設置するしか
ないため、事業を維持
する必要がある。

浄化槽設置整備事業補助金に
ついては、国・県・市で1/3ずつ
補助金を交付しており、国につい
ては、5か年（平成27～31年度）
計画で補助を行っている。
平成31年度は、5か年計画の最
終年度となっており、年度間の調
整額を考慮しつつ、確実に補助
できる基数分について予算要求
を行う。

維持

　浄化槽設置申請者（個人）への
補助金の支出が主な業務であ
り、今後も適正な予算要求を行
い継続する。
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