
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

51211 （簡水・中島）施設更新・改良事業 公営企業局 中島水道管理室 シートA 2

51212 （簡水・中島）業務委託等 公営企業局 中島水道管理室 シートA 3

51212 （簡水・中島）修繕等（中島分室分） 公営企業局 中島水道管理室 シートA 4

51212 （簡水・中島）補償 公営企業局 中島水道管理室 シートA 5

69999 （簡水・中島）その他の支出（動力費、薬品費等） 公営企業局 中島水道管理室 シートA 6

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 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 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2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

～ 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

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
公営企業局 中島水道管理室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生 古本　一郎

古本　一郎 三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）施設更新・改良事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

三好　涼太郎

令和2年度
公営企業局 中島分室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生

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 -

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

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

施設の老朽化に伴い、突発的な故障が発生するおそれがあるため計画的な更新改良を行う。

施設の建設改良 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

施設の老朽化によって経年劣化が生じており、突発的な故障等が発生する可能性があるため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等をみながら更新改良を行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 50,153 44,899 92,739

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

簡易水道事業会計 中島地区簡易水道資本的支出 簡易水道建設改良費 浄水施設費ほか R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 45,549 12,818

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

中島簡易水道施設更新工事　12,818千円 施設改修・更新工事　57,861千円
中島簡易水道施設更新工事　34,300千円

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、34,300千円は前年度繰越分

その他 0 0 0

一般財源 45,549 12,818 92,739

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

計画した更新工事について予定通り実施できており、
繰越工事についても問題なく進行している。

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 安全で安心できる水の安定供給ができている

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 4,604 32,081

主な取組み内容

中島簡易水道施設更新工事

R3年度の目標

計画的に更新改良を進めていく。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

施設改修・更新工事
中島簡易水道施設更新工事

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

特になし

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

特になし
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令和３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 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 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2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

～ 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

評価対象年度 令和2年度

令和3年度
公営企業局 中島水道管理室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生 古本　一郎 三好　涼太郎

-

-総合戦略

-

取組み

古本　一郎

政策 快適な生活基盤をつくる

評価実施年度

重点プロジェクト

令和3年度

三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

-

施策 上水道等の整備

2:委託

令和2年度
公営企業局 中島分室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生

（簡水・中島）業務委託等

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(R2) 重点的取組事業該当有無(R2）

根拠法令,条例,個別計画等

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 -

-

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）

専門業者等に委託することにより効率的効果的な業務遂行を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

民間のノウハウを活用するなど経営の効率化が必要となっている。

施設の維持管理や産業廃棄物等に関する業務を専門業者等に委託し、適切に業務遂行されているか管理監督業務を行う。

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） 44,559

簡易水道事業会計 中島地区簡易水道事業費用 営業費用 原水及び浄水費ほか R2予算措置時期

R2年度 R3年度R元年度

62,909

52,755

現計予算額 (A)　（単位：千円） 58,200 71,339

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

予定通り実施できている。

主な取組み内容

44,559 71,339

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 13,641

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

中島簡易水道施設点検委託（海淡・窒素分）　15,992千円
中島簡易水道施設管理委託　10,445千円
中島地区簡易水道施設点検委託　7,425千円

設備点検委託（海淡・窒素分）　16,720千円
水源調査委託　13,860千円
施設管理委託　11,827千円

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）
※R元→R2 決算内訳,

R3→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 安全で安心できる水の安定供給ができている

R3年度の目標

適切な業務遂行がなされているか管理監督を
行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

設備点検委託（海淡・窒素分）
水源調査委託
施設管理委託　ほか

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

特になし

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

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

中島簡易水道施設点検委託（海淡・窒素分）
中島簡易水道施設管理委託
中島地区簡易水道施設点検委託　ほか

特になし

0

0

0

0

52,755

10,154

0

市債 0 0

0 0

一般財源
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令和３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 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 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2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

～ 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

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
公営企業局 中島水道管理室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生 古本　一郎

古本　一郎 三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）修繕等（中島分室分）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

三好　涼太郎

令和2年度
公営企業局 中島分室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生

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 -

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

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

中島地区簡易水道事業の老朽化した施設、設備を計画的に修繕する。

施設の維持管理等 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

施設の老朽化が進む中で、安定的な水運用が必要である。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

施設、設備の設置及び更新時期から計画を立て、現場状況等を確認しながら修繕を行う。
また、突発的に発生した故障に対し、早期修繕を行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 23,161 19,076 26,513

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

簡易水道事業会計 中島地区簡易水道事業費用 営業費用 原水および浄水費ほか R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 7,393 3,342

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

中島簡易水道施設修繕工事　1,551千円
中島簡易水道施設修繕材料　747千円
突発修繕（海淡・窒素分）　644千円

修繕工事（海淡・窒素分）　7,700千円
突発修繕　7,800千円
修繕工事　3,221千円

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 7,393 3,342 26,513

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

修繕が必要な設備等について、適切に対応を実施した。
また、水道施設の突発的な修繕は見込みより少なかった。

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 安全で安心できる水の安定供給ができている

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 15,768 15,734

主な取組み内容

中島簡易水道施設修繕工事
中島簡易水道施設修繕材料
突発修繕（海淡・窒素分）

R3年度の目標

現地調査を行い計画的に修繕を行う。
また、突発的に発生した故障に対し、早期修
繕を行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

修繕工事（海淡・窒素分）
突発修繕
修繕工事

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

特になし

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

特になし
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令和３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 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 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2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

～ 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

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
公営企業局 中島水道管理室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生 古本　一郎

古本　一郎 三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）補償

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

三好　涼太郎

令和2年度
公営企業局 中島分室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生

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 -

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

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

浄水処理に必要な原水を地元管理のため池等から取水し、水道水の安定供給を行う。

施設の維持管理等 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

浄水場等の建設時に取水権利者と覚書等を交わし、取水を行っている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

覚書等に基づき、取水権利者に対して取水の補償を行っている。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,012 1,040 660

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

簡易水道事業会計 中島地区簡易水道事業費用 営業費用 原水及び浄水費ほか R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 377 386

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

農業用水の購入費　234千円
揚水経費補償等　152千円

農業用水の購入費　258千円
揚水経費補償等　152千円

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 377 386 660

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 安全で安心できる水の安定供給ができている

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 635 654

主な取組み内容

揚水経費補償等

R3年度の目標

取水権利者に対する適正な支払いを行う。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

揚水経費補償等

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

特になし

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

特になし
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令和３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 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 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

69999 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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

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
公営企業局 中島水道管理室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生 古本　一郎

古本　一郎 三好　涼太郎

事務事業名
（施策コード） （簡水・中島）その他の支出（動力費、薬品費等）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

三好　涼太郎

令和2年度
公営企業局 中島分室 担当グループ名 997-0610

宇野　一生

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 その他 重点プロジェクト -

施策 その他 主な取り組み -

主な取り組み その他

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

事業に要する浄水場等施設の動力（電力）費、浄水処理用の薬品費を支出する。

その他 -

総合戦略

-

取組み --

-

背景
（どのような経緯で開始した

か）

事業には浄水場等施設の動力（電力）、浄水処理用の薬品を要するため。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

動力（電力）及び薬品に関する契約業者に対して、事業に要した動力（電力）費、薬品費の支払いを行う。

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 17,150 17,248 16,429

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

簡易水道事業会計 中島地区簡易水道事業費用 営業費用 原水及び浄水費ほか R2予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 14,998 13,628

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

動力費　11,093千円
薬品費　2,519千円

動力費　13,145千円
薬品費　3,272千円

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 14,998 13,628 16,429

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 安全で安心できる水の安定供給ができている

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,152 3,620

主な取組み内容

浄水場等施設の動力（電力）費支出
浄水処理用の薬品費支出

R3年度の目標

適切な支払い処理を行う。
効率的な浄水処理に努める。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

浄水場等施設の動力（電力）費支出
浄水処理用の薬品費支出

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

特になし

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

特になし
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