
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51211 （上水）施設更新・改良事業 公営企業局 企画総務課 シートA 2

62222 （上水）組織・人材 公営企業局 企画総務課 シートA 3

62222 （簡水・中島）組織・人材 公営企業局 企画総務課 シートA 4

62222 （工水）組織・人材 公営企業局 企画総務課 シートA 5

62321 （上水）事務の電子化 公営企業局 企画総務課 シートA 6

62321 （簡水・中島）事務の電子化 公営企業局 企画総務課 シートA 7

62321 （工水）事務の電子化 公営企業局 企画総務課 シートA 8

事務事業一覧表
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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 技師

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

51211 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 29 ～ 令和 10

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 繰越

※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

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 企画担当 998-9802

宇野　一生 三好　建也 和田　隆志 山本　次弥 二宮　雄志

三好　建也 白石　勝哉 三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 企画担当 998-9802

田中　教夫

（上水）施設更新・改良事業

政策 快適な生活基盤をつくる 重点プロジェクト -

施策 上水道等の整備 主な取り組み -

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 -

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 水道ビジョンまつやま2009　水道ビジョンまつやま2019

主な取り組み 上水道等の建設・維持

市長公約

-

取り組みの柱 施設の建設改良 -

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）

水道施設の再構築や災害時への備えについて検討し、適切な施設整備を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

将来の人口減少を踏まえた水道施設の再構築の検討や災害拠点である企業局庁舎の停電対策が必要であるため。

(対象）　上水道施設、企業局庁舎
（事業内容）施設更新の方針を決定するため、更新基本計画を策定する。また、庁舎に自家発電設備を設置するための工事請負費を支出する。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

決算額 (B)　（単位：千円） 33,010

水道事業会計 水道事業費用ほか 営業費用ほか 総係費ほか R元予算措置時期

R元年度 R2年度

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

おおむね予定どおり基本計画の策定や検討ができた

主な取組み内容

33,010 48,766

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 48,461

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

水道施設の劣化診断　17,216千円
市之井手浄水場更新基本計画策定業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,310千円

企業局庁舎自家発電設備工事　31,000千円

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、31,000千円は所管変更による増
決算額2,484千円は前年度繰越分

予算額31,000千円は前年度繰越分

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

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 水道事業の円滑な運営に寄与しているため

R2年度の目標

・企業局庁舎に自家発電設備を設置する。
・水道施設の再構築を検討する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・企業局庁舎自家発電設備設置工事
・垣生浄水場更新の検討

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

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

事業の公共性 必要性 公益性
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

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

施設の配置計画、更新スケジュール、更新事業費、施設更新時の水運用等を考慮した「市之井手浄水場更新基本計画」をとりまとめた。

特になし

0

0

0

0

8,532

6,998

H30年度

15,530

8,532

0

市債 0 0

0 0

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 81,471 48,766
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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 主査 担当者名 主事

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62222 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 36 ～ 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

水道技術や知識を有した職員の定年退職を
迎える中、次世代へと技術等を継承し、将来
にわたって安定給水・健全経営を維持してい
くために、必要に応じて研修内容を見直しな
がら、人材育成の推進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・令和２年度研修計画に基づく各種水道技術
研修などの実施
・各種機関実施の研修への参加

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 研修受講者の資質向上に資するとともに、各所属における業務の効率化、関係する知識の向上・共有に寄与している。

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

主な取組み内容

・継手接合実技研修などの水道技術の実技研修の実施
・水道事業経営改革と健全化に向けた水道料金設定の仕組みと改革のし方
・ポンプ設備研修（中級）　などの各種機関実施の研修への参加

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

当初の年次計画に基づき、必要に応じた研修を受講させることができたため

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) 2,198 2,256

一般財源 1,894 1,728 4,710

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

研修費：1,728千円 研修費：4,325千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,092 3,984 4,710

決算額 (B)　（単位：千円） 1,894 1,728

水道事業会計 水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

・継承すべき技術の明確化と文書化等による技術の有形化
　 団塊の世代等、職員の大量退職時代の到来に伴い策定した「松山市公営企業局技術研修計画」（H27.4月）に基づき、水道技術経験に応じた研修を行い技術継承を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・職員の大量退職等に伴う知識、技術、ノウハウの形骸化
・人材育成はどの企業にとっても永遠の課題である中、技術に関する研修センターとしての位置づけである水道管路管理棟が平成23年に完成したこと。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・企業局職員
・研修計画に基づき、座学や水道施設視察を含め、水質管理実技研修やポンプ設備実技研修など、必要に応じてさまざまな研修を行う。
また、各種専門機関（日本水道協会、日本経営協会 など）で実施する研修に、時宜を得た職員を選任の上、研修受講させることで当該職員の資質向上に資するとともに、
各所属における知識の向上・共有を図る。

-

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 地方公務員法第３９条

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 実効性のある多様な職員研修 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

三好　建也 林　洋介 河野　博仁

事務事業名
（施策コード） （上水）組織・人材

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

林　洋介 井上　愛絵

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

宇野　一生 三好　建也
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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 主査 担当者名 主事

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62222 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 36 ～ 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

水道技術や知識を有した職員の定年退職を
迎える中、次世代へと技術等を継承し、将来
にわたって安定給水・健全経営を維持してい
くために、必要に応じて研修内容を見直しな
がら、人材育成の推進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各種機関実施の研修への参加

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）

3:貢献していない 左記の理由 実施しなかったため

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

・実施無し

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

業務に必要な講習がなかったため

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) -53 18

一般財源 74 0 20

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

0 研修費：20千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 21 18 20

決算額 (B)　（単位：千円） 74 0

簡易水道事業会計 中島簡水事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

・継承すべき技術の明確化と文書化等による技術の有形化
　 団塊の世代等、職員の大量退職時代の到来に伴い策定した「松山市公営企業局技術研修計画」（H27.4月）に基づき、水道技術経験に応じた研修を行い技術継承を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・職員の大量退職等に伴う知識、技術、ノウハウの形骸化
・人材育成はどの企業にとっても永遠の課題である中、技術に関する研修センターとしての位置づけである水道管路管理棟が平成23年に完成したこと。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・企業局職員
・各種専門機関（日本水道協会、日本経営協会 など） で実施する研修に、時宜を得た職員を選任の上、研修受講させることで当該職員の資質向上に資するとともに、各所属における関係
する知識の向上・共有を図る
　（例）. 酸素欠乏危険作業従事者に係る特別教育講習

-

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 地方公務員法第３９条

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 実効性のある多様な職員研修 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

三好　建也 林　洋介 河野　博仁

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）組織・人材

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

林　洋介 井上　愛絵

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

宇野　一生 三好　建也
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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 主査 担当者名 主事

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62222 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 36 ～ 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

水道技術や知識を有した職員の定年退職を
迎える中、次世代へと技術等を継承し、将来
にわたって安定給水・健全経営を維持してい
くために、必要に応じて研修内容を見直しな
がら、人材育成の推進を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

各種機関実施の研修への参加

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 研修受講者の資質向上に資するとともに、各所属における業務の効率化、関係する知識の向上・共有に寄与している。

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

主な取組み内容

・酸素欠乏 硫化水素危険作業主任者技能講習
・建設技術講習会　等への参加

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

当初の年次計画にない研修も実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 125 -544

一般財源 9 654 216

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

研修費：654千円 研修費：216千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 134 110 216

決算額 (B)　（単位：千円） 9 654

工業用水道事業会計 工水事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

・継承すべき技術の明確化と文書化等による技術の有形化
　 団塊の世代等、職員の大量退職時代の到来に伴い策定した「松山市公営企業局技術研修計画」（H27.4月）に基づき、水道技術経験に応じた研修を行い技術継承を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・職員の大量退職等に伴う知識、技術、ノウハウの形骸化
・人材育成はどの企業にとっても永遠の課題である中、技術に関する研修センターとしての位置づけである水道管路管理棟が平成23年に完成したこと。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・企業局職員
・各種専門機関（日本水道協会、日本経営協会 など） で実施する研修に、時宜を得た職員を選任の上、研修受講させることで当該職員の資質向上に資するとともに、各所属における関係
する知識の向上・共有を図る
　（例）. 酸素欠乏危険作業従事者に係る特別教育講習

-

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 地方公務員法第３９条

主な取り組み 職員の資質向上

市長公約

-

取り組みの柱 実効性のある多様な職員研修 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

三好　建也 林　洋介 河野　博仁

事務事業名
（施策コード） （工水）組織・人材

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

林　洋介 井上　愛絵

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 人事・厚生担当 998-9822

宇野　一生 三好　建也
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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 主査 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 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

R元年度と同様、市長部局との連携を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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 システムの円滑な運用により、水道事業の適正な運営に寄与しているため。

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

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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) 757 150

一般財源 16,976 18,075 19,194

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

庁内ＯＡシステム等負担金　15,417千円
人事給与事務電算処理業務負担金　1,624千円

庁内ＯＡシステム等負担金　15,620千円
人事給与事務電算処理業務負担金　1,859千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 17,733 18,225 19,194

決算額 (B)　（単位：千円） 16,976 18,075

水道事業会計 水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

事務の電子化により、業務の効率化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

情報化社会の急速な進展などを背景として、本市の情報政策として事業が開始されている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市長部局が構築した庁内ＬＡＮ及び庁内の電算システムについて、企業局利用分の負担金を支払う。

-

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

主な取り組み 行政サービスの電子化の推進

市長公約

-

取り組みの柱 行政事務の効率化の推進 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

三好　建也 増田　創一 澤田　正基

事務事業名
（施策コード） （上水）事務の電子化

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

増田　創一 小林　愛子

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

宇野　一生 三好　建也
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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 主査 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 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

R元年度と同様、市長部局との連携を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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 システムの円滑な運用により、簡易水道事業の適正な運営に寄与しているため。

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

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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) 15 7

一般財源 378 490 548

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

庁内ＯＡシステム等負担金　419千円 庁内ＯＡシステム等負担金　435千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 393 497 548

決算額 (B)　（単位：千円） 378 490

簡易水道事業会計 簡易水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

事務の電子化により、業務の効率化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

情報化社会の急速な進展などを背景として、本市の情報政策として事業が開始されている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市長部局が構築した庁内ＬＡＮ及び庁内の電算システムについて、企業局利用分の負担金を支払う。

-

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

主な取り組み 行政サービスの電子化の推進

市長公約

-

取り組みの柱 行政事務の効率化の推進 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

三好　建也 増田　創一 澤田　正基

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）事務の電子化

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

増田　創一 小林　愛子

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

宇野　一生 三好　建也
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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 主査 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 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62321 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 14 ～ 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

R元年度と同様、市長部局との連携を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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 システムの円滑な運用により、工業用水道事業の適正な運営に寄与しているため。

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

・電子入札システムへの対応
・庁内ＯＡシステムへの対応
・行政文書管理システムへの対応
・人事給与システムへの対応

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) 107 17

一般財源 1,330 1,263 1,373

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

庁内ＯＡシステム等負担金　1,049千円 庁内ＯＡシステム等負担金　1,086千円

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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,437 1,280 1,373

決算額 (B)　（単位：千円） 1,330 1,263

工業用水道事業会計 工業用水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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）

事務の電子化により、業務の効率化を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

情報化社会の急速な進展などを背景として、本市の情報政策として事業が開始されている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市長部局が構築した庁内ＬＡＮ及び庁内の電算システムについて、企業局利用分の負担金を支払う。

-

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

主な取り組み 行政サービスの電子化の推進

市長公約

-

取り組みの柱 行政事務の効率化の推進 -

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 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 行政情報の適正運用 主な取り組み -

三好　建也 増田　創一 澤田　正基

事務事業名
（施策コード） （工水）事務の電子化

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

増田　創一 小林　愛子

令和元年度
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

田中　教夫

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
公営企業局 企画総務課 担当グループ名 総務担当 998-9821

宇野　一生 三好　建也
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