
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

21111 (上水)震災対策事業（体制構築） 公営企業局 水道サービス課 シートA 2

51212 (上水)業務委託等(水道サービス課分) 公営企業局 水道サービス課 シートA 3

53311 （上水）広報・広聴活動 公営企業局 水道サービス課 シートA 4

53311 (上水)行事・啓発活動 公営企業局 水道サービス課 シートA 5

61212 (上水)お客様サービスの向上 公営企業局 水道サービス課 シートA 6

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 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

21111 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

※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】

→

2 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 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

宇野 一生 中川 誠五 濵本 賢二 伊藤　大祐

伊藤　慎一郎 井手本　公治 伊藤　大祐

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 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

田中　教夫

(上水)震災対策事業（体制構築）

政策 災害等に強いまちをつくる 重点プロジェクト -

施策 防災対策等の推進 主な取り組み -

基本目標 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】

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2019

主な取り組み 危機管理体制の強化

市長公約

-

取り組みの柱 危機事象に応じた体制の構築 -

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）

南海トラフ巨大地震などの災害に強い水道を目指す広報を重点的に行い、市民の理解の向上を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

災害に備えて水道施設の耐震化を進めているが、すべてを耐震化するには相当の費用を要する。また、近い将来に発生が予想されている南海トラフ巨大地震が発生した場合には、市民と
連携して対応することが重要である。そこで、水道施設の耐震化に加え、応急給水に関する広報が必要である。

主に松山市の水道利用者に対して、イベントや防災訓練時に非常用飲料水袋を配布するとともに、地震などの災害に強い水道づくりへの取組みに関する広報活動を実施する。

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） 6,969

松山市水道事業会計 水道事業費用 営業費用 総係費 R元予算措置時期

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

予定通り実施できたため

主な取組み内容

6,969 7,616

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 604

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

広報紙「まつやまの水道」の発行（年４回）4,192千円
非常用飲料水袋の購入　2,144千円

広報紙「まつやまの水道」の発行（年４回）4,800千円
非常用飲料水袋の購入　2,266千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

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 災害時に備えた取組みに寄与している。

R2年度の目標

地震などの災害に強い水道づくりに向けての
広報活動を実施する。

・広報紙「まつやまの水道」の発行　年４回 R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・広報紙「まつやまの水道」の製作、配布
・啓発用の非常用飲料水袋等の購入

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

・水道施設の耐震化事業の取組状況を広報するために、広報紙「まつやまの水道」を、広報まつやまに折り込み、全世帯へ配布した。
・災害時に給水所で水道水を受け取るための容器を各家庭で確保するよう啓発するため、非常用飲料水袋を購入し、イベントや防災訓練で配布した。

特になし

0

0

0

0

9,107

-444

H30年度

8,663

9,107

0

市債 0 0

0 0

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,573 7,616
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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

51212 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 15 ～ 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

※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

特に無し

R2年度の目標

業務委託の実施状況について、モニタリング
などを行い、適正な管理に努める。

・モニタリング回数　月１回 R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

水道料金徴収業務などについて民間事業者
に委託する。

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

特に無し

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 本事業の実績により、業務の効率化が図られ、コストが削減されるとともに、お客さまサービスの向上が図られた。

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

水道料金徴収業務などについて民間事業者に委託する。
・検針業務
・収納業務
・窓口業務　など

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

民間事業者の持つ専門的な技術・ノウハウを活用することで、業務の効率化によるコストの削減と水道利用
者サービスの向上が図られた。

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) -72 0

一般財源 290,927 304,994 306,691

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

水道料金徴収業務委託費：302,684千円 水道料金徴収業務委託費：305,461千円

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） 290,855 304,994 306,691

決算額 (B)　（単位：千円） 290,927 304,994

松山市水道事業会計 水道事業費用 営業費用 業務費 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）

水道料金徴収業務などを委託し、民間の持つ専門的な技術やノウハウを活用することで、水道利用者へのサービスの向上とコスト削減を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

「節水型都市づくり」を推進することで、節水が定着した反面、料金収入が減少し、水道財政が悪化することになった。そのため、民間活力を積極的に活用することで、水道事業経営の効率
化に取り組み、コスト削減を図ることとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

水道料金徴収業務などについて、民間業者に委託する。
・検針業務
・収納業務
・窓口業務　など
委託先：ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

-

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、経営基盤改革基本計画、松山市公営企業局集中改革プラン

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 施設の維持管理等 -

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 上水道等の整備 主な取り組み -

伊藤　慎一郎 和田　直美 髙橋　誠也

事務事業名
（施策コード） (上水)業務委託等(水道サービス課分)

1-2:自治事務（できる
規定あり）

2:委託

和田　直美 髙橋　誠也

令和元年度
公営企業局 水道サービス課 担当グループ名 料金担当 998-9803

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 水道サービス課 担当グループ名 料金担当 998-9803

宇野　一生 中川　誠五
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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 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 21 ～ 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

※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】

→

2 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
公営企業局 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

宇野 一生 中川 誠五

伊藤　慎一郎 井手本　公治 伊藤　大祐

事務事業名
（施策コード） （上水）広報・広聴活動

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

濵本 賢二 山木 彩乃

令和元年度
公営企業局 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

田中　教夫

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 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 節水の推進

市長公約

-

取り組みの柱 節水意識の高揚 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

主に松山市の水道利用者に対して、水道への信頼と正しい理解を深めるため、紙媒体による広報を実施する。

・まつやま水の情報誌「ていれぎ」（年2回）の製作・配布（部数9,000部×2回＝18,000部）

-

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2019

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）

水道利用者などに対して、水道への信頼と正しい理解を深めることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市の水道の将来像とそれを実現するための施策などを定めた「水道ビジョンまつやま２００９」において、広報・広聴活動の充実とお客さまサービスの向上に取り組むこととした。新たな１０か
年プランである「水道ビジョンまつやま２０１９」でも、引き続き実施することとしている。

松山市水道事業会計 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

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,068 6,392 6,124

決算額 (B)　（単位：千円） 4,977 5,388

一般財源 0 5,388 6,124

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ていれぎ製作、配布　2,409千円 ていれぎ製作、配布　2,994千円

0 0 0

その他 4,977 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

・まつやま水の情報誌「ていれぎ」の製作、配布

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) 2,091 1,004

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

水道利用者などに対して、水道の重要性を理
解してもらうため、わかりやすく伝える工夫をす
る。

・まつやま水の情報誌「ていれぎ」の発行　年２
回

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・まつやま水の情報誌「ていれぎ」の製作、配
布

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 水道の大切さを水道利用者などに伝えることで、水道事業への理解と節水型都市づくりの推進に寄与している。

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
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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 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

53311 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 21 ～ 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

※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】

→

2 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

水道利用者などに対して、水道の重要性を理
解してもらうために、わかりやすく伝える工夫を
する。

・まつやま水道フェスタの開催　１１／１５実施
予定
・出前水道教室の実施　　２０校

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・まつやま水道フェスタ…ステージショー、クイ
ズラリー、水カフェ、給水体験など
・出前水道教室…小学４年生を対象（社会科
授業の一環）に、ビデオやパネル、ろ過実験を
交えながら、水道について楽しく分かりやすく
説明する。

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 水道の大切さを水道利用者などに伝えることで、水道事業への理解と節水型都市づくりの推進に寄与している。

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

・水道週間イベント「まつやま水道フェスタ」の開催
・出前水道教室（小学校）の実施
　実施校数：21校

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) 303 669

一般財源 3,182 3,360 3,975

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

まつやま水道フェスタ企画・運営費　3,278千円 まつやま水道フェスタ企画・運営費　3,661千円

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） 3,485 4,029 3,975

決算額 (B)　（単位：千円） 3,182 3,360

松山市水道事業会計 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）

水道利用者などに対して、水道への信頼と正しい理解を深めることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市の水道の将来像とそれを実現するための施策などを定めた「水道ビジョンまつやま２００９」において、広報・広聴活動の充実とお客さまサービスの向上に取り組むこととした。新たな１０か
年プランである「水道ビジョンまつやま２０１９」でも、引き続き実施することとしている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

主に松山市の水道利用者に対して、水道への信頼と正しい理解を深めるため、水道週間イベントの開催などを実施する。

・水道週間イベント「まつやま水道フェスタ」の開催
・出前水道教室（小学校）の実施

-

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2019

主な取り組み 節水の推進

市長公約

-

取り組みの柱 節水意識の高揚 -

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 豊かな自然と共生する 重点プロジェクト -

施策 節水型都市づくりの推進 主な取り組み -

伊藤　慎一郎 井手本　公治 松田　耕一

事務事業名
（施策コード） (上水)行事・啓発活動

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

濵本 賢二 伊藤　大祐

令和元年度
公営企業局 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

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 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

宇野 一生 中川 誠五
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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 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

61212 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 21 ～ 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

※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】

→

2 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

・水道モニター懇談会で活発な意見や要望を
聴取できるように工夫する。

・水道モニター懇談会の実施　　年２回以上 R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・水道施設の見学、意見交換会など

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 広聴活動を通じて収集した情報をもとに改善を行い、お客様サービスの向上が図られている。

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

・水道モニター懇談会の実施（市之井手浄水場及びかきつばた浄水場の見学、漏水調査の体験、意見交換会など）

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) -793 18

一般財源 1,141 285 328

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

水道モニター懇談会関連経費　285千円 水道モニター懇談会関連経費　328千円

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） 348 303 328

決算額 (B)　（単位：千円） 1,141 285

松山市水道事業会計 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）

広聴活動を通じて水道利用者のニーズを把握し、事業に活かすことにより、お客さまサービスの向上を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市の水道の将来像とそれを実現するための施策などを定めた「水道ビジョンまつやま２００９」において、広報・広聴活動の充実とお客さまサービスの向上に取り組んできたが、新たな１０か
年プランである「水道ビジョンまつやま２０１９」でも、従前を見直しながら引き続き取り組むことになったため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

水道利用者から意見・要望を聴取し、お客さまサービスの向上を図る

・水道モニター

-

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2019

主な取り組み 市政参画機会の充実

市長公約

-

取り組みの柱 市民の提言機会の充実 -

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 市民参画を推進する 重点プロジェクト -

施策 市民参画による政策形成 主な取り組み -

伊藤　慎一郎 井手本　公治 伊藤　大祐

事務事業名
（施策コード） (上水)お客様サービスの向上

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

濵本 賢二 山木 彩乃

令和元年度
公営企業局 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

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 水道サービス課 担当グループ名 広報担当 998-9885

宇野 一生 中川 誠五
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