
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51321 小規模下水道事業特別会計繰出金 下水道部 下水道政策課 シートA 2

51321 下水道計画事業 下水道部 下水道政策課 シートB 3

59999 下水道運営事務事業 下水道部 下水道政策課 シートA 5

59999 他会計借入金償還金 下水道部 下水道政策課 シートA 6

59999 上野処理区汚水処理委託事業 下水道部 下水道政策課 シートA 7

59999 公共下水道事業会計負担金 下水道部 下水道政策課 シートA 8

59999 公共下水道事業会計出資金 下水道部 下水道政策課 シートA 9

事務事業一覧表

1



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 13 ～ 令和 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

上下水道事業の組織統合に伴い、令和3年度から当該事業に地方公営企業法の全部適用を予定しており、令和2年度は本会計の打切り決算を予定している。

R2年度の目標

引き続き、小規模下水道事業特別会計の収支
均衡を図り、事業の円滑な執行を実現する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

小規模下水道事業の実績に基づき、一般会
計から繰り出し、収支均衡を図る。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 小規模下水道事業特別会計の収支均衡を図れたため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

小規模下水道事業の実績に基づき、一般会計から繰り出し、収支均衡を図った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 3,105 3,228

一般財源 395 356 3,902

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

繰出金：356千円 繰出金：3,902千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,500 3,584 3,902

決算額 (B)　（単位：千円） 395 356

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

小規模下水道事業特別会計の収支均衡を図り、事業の円滑な執行を実現するもの。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

旧北条市により、平成13年4月1日の農業集落排水施設の設置に伴い開始した。

一般会計 衛生費 清掃費 汚水処理費 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

小規模下水道事業のうち、使用料収入で賄うことが出来ない経費を対象に、一般会計から繰り出す。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 特別会計に関する法律第6条

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

主な取り組み 下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱 下水道管渠整備の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

施策 下水道等の整備 主な取り組み -

浮田　達也 光宗　弘明 松村　克彦

事務事業名
（施策コード） 小規模下水道事業特別会計繰出金

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

西田　光晴 荻山　慶志

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦 三谷　隆信
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

51321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 33 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】

予算科目 会計 款 項 目 繰越 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

0

0

(A)-(B)

主な取組み内容

主な取組み内容の
達成度

14,928

11,642

5,562

0

0 0

22,290

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳 その他 0

0

国支出金

0

39,272

公共下水道事業会計
総係費

管渠建設費

下水道の普及促進

市長公約

-

取り組みの柱

根拠法令,条例,個別計画等 下水道法第4条

下水道の整備を行うことにより、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的とする。

下水道管渠整備の推進

下水道計画事業
事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

下水道事業費用
資本的支出

営業費用
建設改良費

委託料　11,124千円 委託料　38,000千円

うち繰越予算　11,124千円 うち繰越予算　14,797千円

松山公共下水道全体計画の見直し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

平成26年度に「持続的な汚水処理システム構築」が国土交通省、農林水産省、環境省の3省合同で策定され、今後10年程度（令和8年度）を目標に各種汚水処理施設の整備を概ね完了す
ることが示された。そのため、本市では、計画の見直しや効率的な下水道整備の推進に取組み、普及拡大を一層進めていく必要がある。

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

左記の理由 松山公共下水道事業計画の変更を行い、公共下水道事業の普及促進に寄与したため。

予定どおり実施できたため。

28,994

R2年度の目標

「第4次松山市下水道整備基本構想」の整備
計画に基づき、汚水処理の10年概成に向け、
計画的に整備を進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

効率的かつ計画的な下水道整備を行う。 事業計画の変更
都市計画決定の変更

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性

昭和33年の下水道法改正により、松山公共下水道事業計画認可を受け、下水道事業に着手した。
昭和37年に供用を開始した。

「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

背景
（どのような経緯で開始した

か）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市内の内、6943.4haを全体計画区域の対象としている。（処理人口427,526人）

緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

受益者負担の状況 負担の有無

6,435

個別プログラム -

快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

現計予算額 (A)　（単位：千円）

施策 下水道等の整備 主な取り組み -

基本目標

R元年度

33,932 54,200

R2年度

始期・終期（年度）

H30年度

36,779

R元 予算措置時期

6,080

予算執行残額　（単位：千円）

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

令和2年度
下水道部 下水道政策課 948-6818

白石　邦彦 三谷　隆信 玉井　倫広 渡邉　浩司

一般財源

総合戦略

事業の目的
（どのような状態にするか）

-

-

取組み

浮田　達也 柚山　知範 玉井　倫広

主な取り組み

政策

7,785

1,350

令和元年度評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

担当グループ名 事業計画担当

市債

県支出金

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

決算額 (B)　（単位：千円）

-

-

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 事業計画担当 948-6818

白石　邦彦

0
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

最終目標R3年度目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度

本指標の設定理由

H29年度

最終目標値の
設定の考え方

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

指標の種類

本指標の設定理由

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類

本指標の設定理由

指標の種類

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類

指標の種類

指標の種類

本指標の設定理由

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標

成果指標

（3つまで設定可）

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 33 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

松山市下水道事業経営戦略の進捗管理等を
行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市下水道事業経営戦略の進捗管理等を
行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 公共下水道事業の円滑な運営に寄与したため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

事務事業の調整・評価、下水道事業の経営改善、公共下水道事業の予算原案・経理・決算の調製、公共下水道事業の財産の記録管理・取得・処分、下水道事業経営審議会の庶務、公共
下水道事業の業務状況・計理状況の報告、公共下水道事業の収入・支出の証拠書類の審査・保管、公共下水道事業の資金管理、出納取扱金融機関等の指定・告示

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 6,050 5,259

一般財源 15,467 21,240 58,900

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金 14,002千円
賃借料   3,941千円
委託料   1,997千円

負担金  43,045千円
賃借料    4,098千円
委託料 　 7,598千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 21,517 26,499 58,900

決算額 (B)　（単位：千円） 15,467 21,240

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

下水道事業の運営を円滑に行うためのものである。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和33年の下水道法改正により、松山公共下水道事業計画認可を受け、下水道事業に着手し、昭和37年に供用を開始した。

公共下水道事業会計 下水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市内のうち、6346.4ha（処理人口427,526人）を全体区域の対象として、下水道事業の運営を円滑に行うため、下記の業務を実施している。
事務事業の調整・評価、下水道事業の経営改善、公共下水道事業の予算原案・経理・決算の調製
公共下水道事業の財産の記録管理・取得・処分、下水道事業経営審議会の庶務、公共下水道事業の業務状況・計理状況の報告
公共下水道事業の収入・支出の証拠書類の審査・保管、公共下水道事業の資金管理、公共下水道事業の出納取扱金融機関等の指定・告示

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等
下水道法、下水道法施行令、地方公営企業法、地方公営企業法施行令、松山市公共下水道事業の財務の特例に関する規則、松山市下水道事業経営審議会条例、松山市下
水道整備基本構想、松山市下水道事業経営戦略　外

受益者負担の状況 負担の有無
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

浮田　達也 光宗　弘明 鶴原　勇気

事務事業名
（施策コード） 下水道運営事務事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

西田　光晴 鶴原　勇気

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6533

白石　邦彦

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6533

白石　邦彦 三谷　隆信
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 20 ～ 令和 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

当事業は令和元年度で終了

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

当事業は令和元年度で終了

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

当事業は令和元年度で終了

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 公共下水道会計の円滑な運営に寄与したため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

一般会計からの借入金償還

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり適正に処理できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

一般財源 112,650 59,200

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

償還金：59,200千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 112,650 59,200 0

決算額 (B)　（単位：千円） 112,650 59,200

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

公営企業に適用される独立採算制の原則（その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続する）の実現を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成１９年度、２０年度、２１年度に公的資金補償金免除繰上償還制度を活用したことによる。

公共下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 他会計借入金償還金 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

公的資金補償金免除繰上償還するために一般会計から借り入れた長期借入金について一般会計との協議に基づき、定められた金額を年2回（9月、3月）償還する。

※【借入額】Ｈ19年度：18億2,000万、Ｈ20年度：10億6,900万、Ｈ21年度：5億9,200万円　計34億8,100万円

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方公営企業法、地方公営企業法施行規則、松山市公共下水道事業の財務の特例に関する規則

受益者負担の状況 負担の有無
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

浮田　達也 光宗　弘明 松村　克彦

事務事業名
（施策コード） 他会計借入金償還金

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

西田　光晴 松村　克彦

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦 三谷　隆信
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

令和 1 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】

予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6533

白石　邦彦 三谷　隆信

浮田　達也 光宗　弘明 井上　知子

事務事業名
（施策コード） 上野処理区汚水処理委託事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

2:委託

西田　光晴 井上　知子

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6533

白石　邦彦

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

「砥部町と松山市との汚水処理に係る事務の委託に関する協定書」に基づき、松山市で収入した上野処理区の下水道使用料を、当該地区の汚水処理に係る費用（維持管理・資本費）で按
分し、砥部町に支払うものである。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方自治法第244条の3、第252条の14

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

松山市と砥部町の行政区域にまたがって建設された上野団地は、砥部町側は砥部町公共下水道に接続されていたものの、松山市側は集中浄化槽での汚水処理を行っており、地元住民か
ら砥部町公共下水道への接続要望があった。そこで、関係機関との協議・検討を進め、平成30年度から新たに松山公共下水道として位置付け、松山市側についても砥部町公共下水道に接
続することとし、汚水処理を砥部町に委託する「事務の委託」により、行政区域を越えて汚水処理を行うこととなった。

公共下水道事業会計
下水道事業費用

資本的支出
営業費用

建設改良費
総係費

管渠建設費
R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 0 4,300 4,315

決算額 (B)　（単位：千円） 0 3,875

一般財源 0 3,875 4,315

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料　3,781千円 委託料　4,315千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

砥部町への委託料の支払い

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通り実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 425

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄
与し、あわせて公共用水域の保全に資するこ
とを目的とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

砥部町への委託料の支払い

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 公共下水道事業の円滑な運営に寄与したため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

引き続き、地方公営企業に係る繰出基準（総
務副大臣通知）に基づき適正に処理する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

地方公営企業に係る繰出基準（総務副大臣
通知）に基づき当該負担金を一般会計から公
共下水道事業会計へ繰り出しする。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 公共下水道事業の円滑な運営に寄与したため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

毎年度、発出される地方公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）に基づき当該負担金を一般会計から公共下水道事業会計へ繰り出す。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算額のうち67,409千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 67,409

一般財源 4,433,137 4,368,480 4,399,842

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

・維持管理費及び資本費（減価償却費相当分）
　3,098,344千円
・資本費（利子相当分）
　1,191,739千円
・浸水対策関連等
　78,397千円

・維持管理費及び資本費（減価償却費相当分）
　3,097,231千円
・資本費（利子相当分）
　1,096,362千円
・浸水対策関連等
　206,249千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,433,137 4,435,889 4,399,842

決算額 (B)　（単位：千円） 4,433,137 4,368,480

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

地方公営企業に適用される独立採算制の原則（その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続する）の実現を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

第1次下水道財政研究委員会（昭和36年）で「雨水公費・汚水私費」の原則が提言された後、下水道事業に係る経費の負担区分は、「『地方公営企業繰出金について』の一部改正につい
て」に具体的に定められることとなった。この繰出基準は、見直しを加えながら、総務省が毎年度通知する「地方公営企業繰出金について（通知）」に示されることとなっており、これに基づき一
般会計で負担すべき経費を算出している。

一般会計 土木費 都市計画費 公共下水道費 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

地方公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、公共下水道事業の維持管理費及び資本費（減価償却費相当分・利子相当分）等を対象として、一般会計から公共下水道事業
会計に負担金として繰り出す。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方公営企業法第17条の2,同条第17条の3,同法第18条

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

浮田　達也 光宗　弘明 植田　慎一

事務事業名
（施策コード） 公共下水道事業会計負担金

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

西田　光晴 松村　克彦

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦 三谷　隆信
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

59999 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし

R2年度の目標

引き続き、国の通知に基づき適正に処理す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）
に基づき当該負担金を一般会計から公共下
水道事業会計へ繰り出しする。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 公共下水道事業の円滑な運営に寄与したため

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）に基づき当該負担金を一般会計から公共下水道事業会計へ繰り出しする。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定どおり実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

一般財源 1,861,780 1,951,934 2,013,659

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

・資本費（元金相当分） 1,951,934千円 ・資本費（元金相当分） 2,013,659千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,861,780 1,951,934 2,013,659

決算額 (B)　（単位：千円） 1,861,780 1,951,934

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

地方公営企業に適用される独立採算制の原則（その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続する）の実現を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

第1次下水道財政研究委員会（昭和36年）で「雨水公費・汚水私費」の原則が提言された後、下水道事業に係る経費の負担区分は、「『地方公営企業繰出金について』の一部改正につい
て」に具体的に定められることとなった。この繰出基準は、見直しを加えながら、総務省が毎年度通知する「地方公営企業繰出金について（通知）」に示されることとなっており、これに基づき一
般会計で負担すべき経費を算出している。

一般会計 土木費 都市計画費 公共下水道費 R元予算措置時期

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

地方公営企業に係る繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、公共下水道事業の資本費のうち元金相当分を対象として、一般会計から公共下水道事業会計に負担金として繰り出す。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方公営企業法第17条の2,同条第17条の3,同法第18条

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

主な取り組み その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 緑の映える快適なまち【環境・都市】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

浮田　達也 光宗　弘明 植田　慎一

事務事業名
（施策コード） 公共下水道事業会計出資金

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

西田　光晴 松村　克彦

令和元年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6533

白石　邦彦

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
下水道部 下水道政策課 担当グループ名 調整・評価・経営管理担当 948-6554

白石　邦彦 三谷　隆信
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