
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

53131 事業系廃棄物適正処理事業 環境部 廃棄物対策課 シートB 2

53131 廃棄物適正処理事業（廃棄物処理業等許可） 環境部 廃棄物対策課 シートB 4

53131 廃棄物適正処理事業（ＰＣＢ） 環境部 廃棄物対策課 シートB 6

53131 廃棄物適正処理事業（不法投棄・野外焼却） 環境部 廃棄物対策課 シートB 8

53231 産業廃棄物最終処分場支障等除去事業 環境部 廃棄物対策課 シートB 10

事務事業一覧表
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令和３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 副主幹 担当者名 副主幹 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

53131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 事業所指導担当 948-6959

宇野 哲朗 門屋　充哲

門屋　充哲 中矢　雄次 瀬戸丸　崇 渡邉　晃丈

事務事業名
（施策コード） 事業系廃棄物適正処理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

徳永　努 坂東　範庸 宇髙　一弘

令和2年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 廃棄物処理業許可担当 948-6959

藤本　則彦

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み ごみの適正処理の推進

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

市内の事業所に事業系廃棄物の分別及び減量・再資源化等に関する啓発を実施し、適正処理の確保を図ることを目的とする。

適正処理の徹底 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

廃棄物処理法で、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する責務があるとされているため、廃棄物の適正処理確保の観点から、事業所への周知啓発
や指導、立入検査を行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市内の事業者に対して、
・廃棄物の分別の徹底、適正処理等について示した「事業者用ごみ分別はやわかり帳」等の送付による周知啓発。
・産業廃棄物の排出事業者にマニフェストの交付状況の報告を求めるとともに、多量に産業廃棄物を排出する事業者に処理や減量の計画書の提出を求め、廃棄物の処理や減量状況等を
確認。
・廃棄物の保管や処理を行う事業者に立入検査を実施するとともに、各種団体等に対し廃棄物処理の説明会を開催。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,742 7,881 4,237

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般 衛生費 清掃費 減量対策費 R2 予算措置時期

3,477 6,025 4,029

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 3,636 6,246

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

需用費368千円
役務費5,373千円
委託料232千円

需用費900千円
役務費2,168千円
委託料830千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 159 221 208

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

・新型コロナウイルス感染症の影響により、各種団体への説明会の開催はできなかったが、事業者への立
入検査やごみ分別はやわかり帳の送付などにより、廃棄物の適正処理について周知啓発等を行うことがで
きた。

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 事業者への廃棄物の分別及び減量・再資源化等の指導啓発は、事業系廃棄物の適正処理推進の一助となっている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,106 1,635

主な取組み内容

・「事業者用ごみ分別はやわかり帳」等の作成及び事業者への送付による廃棄物の適正処理の周知啓発
・廃棄物の保管及び処理を行う事業者への立入検査の実施
・各種団体等への説明会の開催

R3年度の目標

・事業者が排出する廃棄物の適正処理を推進
する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・「排出事業者向け適正処理啓発映像」を活
用し講習会等で周知・啓発を図る。
・「事業系一般廃棄物減量等計画書」、「産業
廃棄物処理計画書」等による事業者の取組の
確認
・「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の
確認
・排出事業者への立入検査の実施
・「事業系ごみ適正処理シリーズ」のリーフレッ
トの発行

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

・「事業系ごみ適正処理シリーズ」のリーフレッ
トや、「事業者用ごみ分別はやわかり帳」を小
規模な事業者等に配布するなど、周知啓発を
強化し、廃棄物の適正処理を推進する。

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

R2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

・個人事業主や小売店等の比較的小規模な事業者では、廃棄物の適正処理に関する認識が低い傾向にある。
・令和２年度から特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者は、処理を委託する際、電子マニフェストの使用が義務化された。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 21,000

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 75

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 85

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

【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）

目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

21,000 21,000

19,741 18,336 17,981

活動指標

（3つまで設定可）

①啓発リーフレット（事
業者用ごみ分別はや
わかり帳）の作成及び
配布

件
21,500 21,000 21,000

92 87 86

②排出事業者立入検
査回数

75 75

72 67 60

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

環境総合計画の目標値の達成に加え、周知できていない事業者を新
たなデータを活用して抽出するなど、可能な限り多くの事業者に周知
する。本指標の設定理由

環境総合計画に定める指標のため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

立入検査を適時に実施し、不適正処理の防止に繋げる。

本指標の設定理由
不適正処理を防止する取組を示す数値であるため

103 89 80

回
70 75 75

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

85 85

77 78 83

成果指標

（3つまで設定可）

①事業系一般廃棄物
減量等計画書の回収
率

％
85 85 85

91 92 98

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

過去の最高値を目標とする。

本指標の設定理由
事業系一般廃棄物の処理状況の把握に適しているため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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
①広く事業者へ周知・啓発を行うことができた。
②事業所への立入検査については、重ねて立入検査を要する事業者が多かったため目標に達しなかったが、廃棄物の適正処理について適時に指導を行うことがで
きた。

成果指標 ①対象事業者が減量等計画書を作成することにより、減量や再資源化の意識が向上し、事業系一般廃棄物の減量につながっている。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和３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 副主幹 担当者名 副主幹 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 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

53131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 廃棄物処理業許可担当 948-6912

宇野　哲朗 門屋　充哲

門屋　充哲 中矢　雄次 宇野　克之 八束　陽介

事務事業名
（施策コード） 廃棄物適正処理事業（廃棄物処理業等許可） 2:その他 2:委託

八束　陽介 汐見　不二雄 渡邉　晃丈

令和2年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 廃棄物処理業許可担当 948-6912

藤本　則彦

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み ごみの適正処理の推進

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

事業の目的
（どのような状態にするか）

・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可業務に関し、処理業者の指導・監督を行うことで、廃棄物の適正処理を確保し、市民の生活環境向上に寄与する。

適正処理の徹底 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・産業廃棄物処理業等の許認可業務が、平成10年4月1日に愛媛県から移譲されたことに伴い、許可業者等の指導・監督業務が必要となったもの

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・廃棄物（一般廃棄物及び産業廃棄物）処理業者に対して、立入検査や講習会等を実施する。
・産業廃棄物処理業者の専門的知識及び技能向上を目的とした講習会開催のため、一般社団法人えひめ産業資源循環協会へ委託料を支出する。
・排出事業者が産業廃棄物の処理委託先を選定する際、容易に処理業者の情報に接することができるよう作成した廃棄物許可業者検索サイトの維持管理をするため、専門業者へ委託料を
支出する。
・松山市廃棄物処理施設審議会（専門部会含む）を開催し、廃棄物処理施設の設置等に関する専門的事項を調査審議する。
・廃棄物行政担当職員に対して、講習会を実施する。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 19,256 22,172 13,992

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般 衛生費 清掃費 廃棄物対策費 R2 予算措置時期

11,782 12,535 11,773

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 13,256 13,534

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

需用費1,012千円
委託料4,208千円
使用料及び賃借料338千円

需用費1,057千円
委託料4,369千円
使用料及び賃借料137千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

R3年度からは、審議会運営に係る経費を松山市廃
棄物処理施設審議会運営事業として計上

その他 1,474 881 1,058

一般財源 0 118 1,161

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

・新型コロナウイルス感染症の影響で廃棄物処理業者への立入検査の回数を減少させたが、必要な立入
検査を維持することで、不適正処理は防止されている。

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 ・不適正処理を防止することで、市民の生活環境の保全を図ることができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 6,000 8,638

主な取組み内容

・廃棄物処理業者等への立入検査及び指導監督の実施
・産業廃棄物処理業者を対象とした講習会の開催
・松山市西垣生町で更新が計画されている産業廃棄物焼却施設及び松山市菅沢町の産業廃棄物最終処分場に関することについて松山市廃棄物処理施設審議会（専門部会含む）を開催
・廃棄物許可業者検索サイトの維持管理及び更新の実施

R3年度の目標

・廃棄物処理業者等による廃棄物の適正処理
を確保する。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・廃棄物処理業者等への立入検査の実施及
び指導監督
・産業廃棄物処理業者を対象とした講習会の
開催
・松山市廃棄物処理施設審議会の開催
・廃棄物処理業者検索サイトの維持管理及び
更新
・自治体職員向け講習会の開催

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

・効率的でメリハリのある立入検査の実施を行
う。

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

R2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

・新型コロナウイルス感染症の影響で廃棄物処理業者への立入検査の回数が減少した。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 240

実績値 達成年度 R4

％ 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 15

実績値 達成年度 R4

％ 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

【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）

目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

240 240

195 280 234

活動指標

（3つまで設定可）

➀産業廃棄物処理業
者等立入検査回数

回
200 280 280

98 100 84

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

立入検査を計画的に実施し、指導を行うことで、不適正処理の防止に
繋げる。

本指標の設定理由
不適正処理を防止する取り組みを示す数値であるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

15 15

8 12 5

成果指標

（3つまで設定可）

➀廃棄物処理業者等
の指導件数

件
22 15 15

164 120 167

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

業者指導により、優良な業者を育成し、件数を減少させていく。

本指標の設定理由
業者指導により、廃棄物の不適正処理を削減することが目標であるた
め。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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
新型コロナウイルス感染症の影響で、年度初めに設定した立入計画よりも立入回数を減らすことになった（年２回→１回など）が、最低限度の立入を実施することはで
きた。

成果指標 業者に対する立入検査の継続実施により、廃棄物処理業者の指導件数は、目標値以内に抑えることができた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和３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 副主幹 担当者名 副主幹 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2年度の内容

53131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

～ 令和 9

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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 事業所指導担当 948-6959

宇野　哲郎 門屋　充哲

門屋　充哲 中矢　雄次 佐伯　弘幸

事務事業名
（施策コード） 廃棄物適正処理事業（ＰＣＢ）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

徳永　努 坂東　範庸 宇髙　一弘

令和2年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 廃棄物処理業許可担当 948-6959

藤本　則彦

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み ごみの適正処理の推進

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

事業の目的
（どのような状態にするか）

・PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物に関して、市内の保管事業所等に対し周知・啓発を行い、ＰＣＢ特措法で定められた期間内での適正処理を促進し、市民の生活環境向上に寄与する。

適正処理の徹底 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・PCB廃棄物の適正処理を推進するため、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、一定濃度のPCBを含む廃棄物については、定め
られた期間内に事業者による適正処理が義務付けられた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・PCB特別措置法に基づき、PCB保管事業者等届出書の提出対象となっている市内の事業者に対して、立入検査を実施。
・市内事業所のPCB廃棄物保有の有無等を確認するため、株式会社ゼンリンへ委託料を支出。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 11,489 4,663 2,359

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般 衛生費 清掃費 廃棄物対策費 R2 予算措置時期

8,298 3,700 1,917

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 9,169 3,997

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

役務費368千円
委託料3,630千円

役務費88千円
委託料2,178千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 871 261 173

一般財源 0 36 269

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

・掘り起し調査の実施により、新たにPCB廃棄物の保管事業者等が確認された。

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 ・ＰＣＢ廃棄物の適正処理を進めることで、市民の生活環境の保全を図ることができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,320 666

主な取組み内容

・PCB廃棄物保管事業者への立入検査の実施
・PCB廃棄物の掘り起し調査の実施

R3年度の目標

・PCB廃棄物の適正処理を進める。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・PCB廃棄物保管事業者への立入検査の実
施
・低濃度PCB廃棄物の掘り起し調査の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

・低濃度PCB廃棄物の調査を実施し、保管事
業者等を確認した場合、期限内の処理を指導
する。

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

R2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

・高濃度PCB廃棄物（安定器等）の処理期限が令和２年度までとなっている。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 0

実績値 達成年度 R９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 0

実績値 達成年度 R９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

【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）

目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

125 125

203 141 128

活動指標

（3つまで設定可）

➀PCB廃棄物の保管
および処分状況等届
出数

件
200 200 130

101 71 98

指標の種類 2:単年度での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

PCB特措法により低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理期限が令和８年度末まで
となっていることから，PCB廃棄物の保管および処分状況等の届出が
令和９年度にあるため。本指標の設定理由

PCB特措法により処理期限が定められているため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

100 100

70 47 37

成果指標

（3つまで設定可）

➀PCB廃棄物の処理
事業者数

件
100 100 100

70 47 37

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

PCB特措法により低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理期限が令和８年度末まで
となっていることから、PCB廃棄物の保管および処分状況等の届出が
令和９年度にあるため。本指標の設定理由

PCB特措法による処理期限までに適正処理を完了させるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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 高濃度PCB廃棄物（安定器等）は、平成30年度から令和2年度にかけて適正処理が進み、実績値を減少させることができた。

成果指標
PCB廃棄物の処理費用は高額であることから、低濃度PCB使用機器の保有事業者の多くは令和８年度の処理期限間際まで機器を使用または保有することが想定さ
れるため、現時点では処理実績が少なくなっているものと考えられる。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和３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 副主幹 担当者名 主任 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 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

53131 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 不法投棄対策担当 948-6913

宇野　哲郎 門屋　充哲

門屋　充哲 堀田　英志 本田　高士

事務事業名
（施策コード） 廃棄物適正処理事業（不法投棄・野外焼却） 2:その他 1:直営

東　元 野本　道義 本田　高士

令和2年度
環境部 廃棄物対策課 担当グループ名 不法投棄対策担当 948-6913

藤本　則彦

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 低炭素・循環型まちづくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み ごみの適正処理の推進

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業の目的
（どのような状態にするか）

・不法投棄や野外焼却の監視及び未然防止に関し、パトロールの強化・監視カメラの設置等を行うことで、廃棄物の適正処理を確保し、市民の生活環境向上に寄与する。

適正処理の徹底 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・廃棄物の不法投棄等が社会問題化し、その対策として、監視パトロールの実施や監視カメラの設置及び警察等との連携による不法投棄等の対策強化が必要となったもの

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・不法投棄や野外焼却の監視及び未然防止のため、監視パトロール及び指導・啓発を実施

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 43,138 34,220 40,997

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般 衛生費 清掃費 廃棄物対策費 R2 予算措置時期

32,943 32,843 33,281

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 36,403 35,459

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

需用費2,090千円
委託料5,720千円
使用料及び賃借料2,250千円

需用費2,711千円       委託料6,985千円
使用料及び賃借料2,274千円
備品購入費3,774千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 3,460 2,314 3,041

一般財源 0 302 4,675

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

・不法投棄防止合同啓発活動については、これまで車列によるパレードを行っていたが、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止のため、航空機や車両での啓発を行った。

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 ・不法投棄や野外焼却を防止することで、市民の生活環境の保全を図ることができるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 6,735 -1,239

主な取組み内容

・職員による不法投棄等監視パトロールの実施
・委託による不法投棄等監視パトロールの実施
・スカイパトロールの実施
・不法投棄防止合同啓発活動の実施

R3年度の目標

・廃棄物の不法投棄等による不適正処理の防
止

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・職員による不法投棄等監視パトロールの実
施
・委託による不法投棄等監視パトロールの実
施
・スカイパトロールの実施
・不法投棄防止合同啓発活動の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

・不法投棄事案が複数回発生する箇所に、監
視カメラの設置や移設を検討・実施する。

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

R2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

・同一箇所で不法投棄事案が複数回発生している。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 180

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 39

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

【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）

目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

190 185

162 176 166

活動指標

（3つまで設定可）

➀不法投棄対応件数
件

210 203 195

123 113 115

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

本来ゼロであることが望ましいが，年々減少させていくことが現実的で
あるため

本指標の設定理由
本事業での活動を示す指標であるため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

39 39

24 18 19

成果指標

（3つまで設定可）

➀不適正処理指導件
数

件
34 38 39

129 153 151

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

不適正処理の根絶が困難な中で，継続的に取り組み，大幅な増加を
抑止する。

本指標の設定理由
事業実績を表す数値として適しているため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

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 不法投棄対応については、パトロールの強化などの取組みにより、目標値以内に抑えることができた。

成果指標 不適正処理指導については、若干の増ととなったものの、目標値以内に抑えることができた。

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

9



令和３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 副主幹 担当者名 副主幹 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 副主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

53231 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 25 ～ 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

事務事業名
（施策コード）

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

令和2年度
担当グループ名環境部

藤本　則彦

宇野　哲朗

評価実施年度 令和3年度 評価対象年度 令和2年度

令和3年度
担当グループ名環境部

汐見　不二雄

廃棄物対策課

廃棄物対策課

門屋　充哲

門屋　充哲

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 環境保全・配慮型まちづくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 環境汚染の抑制

市長公約

-

取り組みの柱

総合計画の実施計画掲載有無(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

環境基準の達成 -

総合戦略

-

取組み --

-

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）

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 92,931 90,961 73,340

始期・終期（年度） 終期の種別

一般 衛生費 清掃費 廃棄物対策費 R2 予算措置時期

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

0 0

一般財源 19,231 15,908 73,340

0 0 0

市債 73,700 52,200 0

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

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

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0

主な取組み内容

生活環境が保全され、市民の安全・安心が確保された。

R3年度の目標
R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R3
年度で取り組む改善
策

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

R2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

産廃特措法事業が令和2年度に終了した後も、処分場は廃止基準に適合するまで（維持管理の必要がない程度に無害化するまで）、今後10年～20年程度、継続する必要がある。したがっ
て、長期的に対応できる組織体制を構築し、維持する必要がある。

・特措法事業が完了した後も維持管理を継続
するため、維持管理の状況や原因者への責任
追及について審議会の評価を得る。

・維持管理の状況をモニタリングする。
・原因者に対する求償事務を行う。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸
念される中であっても、維持管理業者にBCP
を策定させるなどして円滑に業務を遂行する。

許可及び事業所担当

廃棄物処理業許可担当

德永　努

德永　努

948-6912

八束　陽介

948-6624

・平成25年度～令和2年度までの支障等除去事業を無事に終了することできた。

村上　太郎汐見　不二雄

産業廃棄物最終処分場支障等除去事業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

民間の産業廃棄物最終処分場で不適正処理が行われ、廃棄物の流出等の生活環境保全上の支障のおそれが生じた。そこで、市は松山市廃棄物処理施設審議会を設置するとともに、支
障除去等実施計画を策定し、平成25年4月9日付で環境大臣の同意を得たことから、国の支援の下、計画的に対策工事等を実施することとなった。

民間の産業廃棄物最終処分場の不適正処理事案に関して、行政代執行により計画的に対策工事等を実施するなど、生活環境保全上の支障のおそれを除去し、市民の安全・安心を確保し
ていく。

民間の産業廃棄物最終処分場（松山市菅沢町甲720番外）で生じた生活環境保全上の支障のおそれを除去するため、行政代執行を行い、当該処分場設置者に対して費用求償等の責任
追及を行う。

2:事業の継続・終了の検討時期

・対策工事後、工事品質の確認のためのモニタリングを行い、事業実施計画の目標を達成する状況であるか確認した。
・原因者に対する責任追及を行った。
・再発防止策の履行状況を審議会に報告した。

22,853

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

・役務費7,678千円
・需用費9,327千円
・委託料42,186千円

・役務費8,820千円
・需用費14,490千円
・委託料39,220千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0

決算額 (B)　（単位：千円） 92,931 68,108
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 12

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 2

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 達成

実績値 達成年度 -

％ 達成度

目標値 目標値 0

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

活動指標

（3つまで設定可）

【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）

目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 最終目標

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

回

本指標の設定理由

処分場の適正な維持管理のためには、水質や斜面の変位等のモニタ
リング数値が維持管理基準を満たす必要がある。そこで、維持管理基
準を超過した回数が「0」を良とする。

事業実施計画では廃棄物の流出と斜面崩壊を防止することを目標とし
ていることから、事業最終年度で、この目標が達成されることを最終目
標値とする。

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）

最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

0

0 0

100 100

0 0

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

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

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

処分場の上下流の地下水、浸出水、保有水、放流水等の水質検査や処分場の斜面傾斜の状況を毎月確認することができた。
地元説明会は、事業の進捗状況を説明するとともに、住民からの疑問にも答えることで理解を得ることができた。

廃棄物の流出や斜面の崩壊のおそれが見られないなど、対策工事の効果を確認することができ、市民の安全安心の確保に役立った。

成果指標

（3つまで設定可）

事業実施計画では廃棄物の流出と斜面崩壊を防止することを目標とし
ているためこれが達成されることで市民の安全・安心を確保できる。

事業実施計画では廃棄物の流出と斜面崩壊を防止することを目標とし
ていることから、事業最終年度で、この目標が達成されることを最終目
標値とする。
					

②維持管理基準の達
成

回
0 0

0

100

①廃棄物等の流出防
止と斜面崩壊防止の
確認のためのモニタリ
ング

回
12 12

100

12 12

12

12

100100

1212

産廃特措法に基づく事業実施計画で示した目標（廃棄物流出防止と
斜面崩壊防止）を達成するためのモニタリングの回数であるため

工事品質を確認するため工事完成から２年間モニタリングを行う。毎月
１回のモニタリングを行うものとして設定。

②地元説明会の開催
回数

2 2

2

2

22

2 2

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

地元の理解を得ながら事業をするための指標となるため

地元住民に本事業を理解してもらうために必要な回数とする。

①廃棄物等の流出防
止と斜面崩壊防止

回

100

流出・崩壊がないこと 流出・崩壊がないこと

100

達成 達成達成

100

流出・崩壊がないこと 流出・崩壊がないこと 流出・崩壊がないこと

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方
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