
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

32121 一草庵公開活用事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 2

44111 文化財保護管理事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 4

44111 文化財めぐり事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 5

44111 釣島灯台旧官舎管理運営事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 7

44111 文化財保存顕彰事業補助 教育委員会事務局 文化財課 シートA 8

44411 県指定史跡庚申庵活用事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 9

44111 史跡等管理運営事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 11

44111 久米官衙遺跡群遺構保全事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 12

44111 葉佐池古墳公園公開活用事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 14

44112 埋蔵文化財管理運営事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 16

44112 埋蔵文化財センター管理・教育普及事業 教育委員会事務局 文化財課 シートB 17

44112 市内遺跡発掘調査事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 19

44211 運営補助金交付事業 教育委員会事務局 文化財課 シートA 20

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 主幹 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 21 ～ 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 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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 越智　茂樹 鵜久森　彬

事務事業名
（施策コード） 一草庵公開活用事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

髙橋　秀忠 鵜久森　彬

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

白石　浩人

基本目標 地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 都市全体の価値や魅力を向上する 重点プロジェクト -

施策 選ばれる都市づくり 主な取り組み -

主な取り組み 「ことば」文化の内外発信

市長公約

-

取り組みの柱 「ことば」文化の浸透 -

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）

市民、観光客、俳句愛好家、山頭火ファン等を対象として、種田山頭火の終焉の地に建つ「一草庵」を公開・活用する。
・庵の公開は、土曜日・日曜日・祝日（年末年始を除く）・・・「ＮＰＯ法人まつやま山頭火倶楽部」へ委託。
・休憩所を含めた敷地内の美化、維持管理・・・「一草庵管理協力会」へ委託。
・敷地内樹木等の維持管理（剪定・消毒）等・・・「公開財団法人松山市シルバー人材センター」へ委託。

-

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 松山市一草庵条例、松山市一草庵条例施行規則

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

庵を占用使用する平日（９時～１６時）限り、１時間５００円

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）

種田山頭火の終焉の場所である一草庵の維持管理と公開活用を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

種田山頭火の終焉の場所である一草庵（昭和２７年再建）が昭和５５年に松山市に寄付されて以降、一草庵の日常の維持管理と活用を「文化財保護事業」として行う。
平成１３年度から「一草庵管理運営事業」として新たに事業化する。
一草庵と種田山頭火に寄せる市民や観光客の関心が高く、平成２０年度に一草庵とその周辺の環境整備を行い、平成２１年度から「一草庵公開活用事業」として、現在に至る。

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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） 1,781 1,707 1,719

決算額 (B)　（単位：千円） 1,614 1,666

一般財源 1,598 1,649 1,704

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

一草庵公開活用業務委託料919千円
一草庵庭園管理業務委託料232千円
一草庵管理業務委託料51千円

一草庵公開活用業務委託料925千円
一草庵植栽等保守管理業務委託料234千円
一草庵管理業務委託料51千円

0 0 0

その他 16 17 15

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

・庵の公開、活用
・敷地内の美化
・樹木の維持管理

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

庵の公開・活用、敷地内の美化、樹木の維持管理が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) 167 41

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

・草木の繁茂
・来庵者がピーク時よりも大きく減少し、目標値に達していない。

R2年度の目標

昨年度から引き続き、貴重な資源として有効
活用した都市魅力向上に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・庵の公開、活用
・敷地内の美化
・樹木の維持管理

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

・地元協力会と文化財課で協力して適正な草
木維持管理を行う。
・小中学校等と連携方法について検討するな
ど、来庵者増加に向けた取り組みを行う。

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 全国の山頭火ファン・俳句愛好家等が訪れ、都市の魅力向上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
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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 5,000

実績値 達成年度 Ｒ５

％ 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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

活動指標

（3つまで設定可）

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

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

5,000 5,000

3,951 3,815 3,909

成果指標

（3つまで設定可）

来庵者数
人

5,000 5,000 5,000

79% 76% 78%

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

　ここ数年の来庵者が約４,000人弱となっている。今後はNPO法人と連
携して全国の山頭火ファン等に周知啓発し来庵者数5,000人を目標値
とする。

本指標の設定理由

来庵者が過去5ヵ年平均5,000人として、まつやま教育プラン21に設定
している。

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

成果指標 令和元年度は、平成30年度より来庵者数が多少増加したが、年度末には新型コロナウイルス感染症の影響等もあり来庵者数が伸び悩んだ。

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

44111 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

令和元年、世界遺産ノートルダム寺院及び首里城が火災により焼失したことを受け、文化財の防火防災対策の見直し、強化に対する社会的要請が高まった。また、少子高齢化に伴う、文化
財所有者の高齢化、文化財保護の担い手不足は深刻であり、所有者個人や保存会などの努力に多くを委ねてきた文化財保護は限界を迎えようとしている。

R2年度の目標

指定文化財の保護に努め、適切な保存環境
を整えるとともに、文化財保護意識の啓発に努
める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・文化財保護審議会の開催
・所管施設及び文化財説明看板の維持管理
・新指定候補の文化財に関する調査
・文化財の新指定、登録

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

市内の国宝建造物について、防災設備の改
修を促し、令和3年度から事業化できるよう、
国・県・所有者の調整、事務支援などに努め
る.
また、文化財の所有者や保存会との連携と支
援に努め、担い手不足の改善を図っていく。

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 指定文化財の適切な保存・管理が行われた。1件の考古資料を新たに国の文化財に指定できた。

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

・文化財保護審議会の開催
・所管施設及び文化財説明看板の維持管理
・文化財の指定や登録に向けた調査

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

　文化財所有者や文化財保護審議会委員と連携し、指定・登録文化財の保存・管理に努めた。調査等の
結果1件の考古資料が新たに国文化財に指定できた。

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) 299 207

一般財源 2,534 2,593 2,748

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委員報酬　823千円
除草等業務委託料　1,014千円

委員報酬　906千円
除草等業務委託料　989千円

0 0 0

その他 107 125 100

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） 2,940 2,925 2,848

決算額 (B)　（単位：千円） 2,641 2,718

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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 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

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）

　文化財保護審議会の実施運営、所管施設の維持管理等、文化財の保護管理を通して文化財・文化遺産の保存・伝承並びに文化財保護意識の普及啓発に努める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　文化財保護法に基づいた文化財の保護

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

文化財保護審議会及び専門部会（５部会）の運営を通じて、松山市文化財の指定・解除、修理指導、国・県指定文化財を含めた文化財の保全・活用を推進する。また、所管施設の維持管理
や教育委員会設置の約２００基の文化財説明看板の維持管理を通して、広く市民に対して文化財保護意識の普及啓発に努める。

-

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 文化財保護法

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

渡部　浩典 岸見　泰宏 本田　静香

事務事業名
（施策コード） 文化財保護管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

岸見　泰宏 本田　静香

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

矢野　博朗 渡部　浩典
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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

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 42 ～ 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

申請団体が固定化しているほか、団体自体の活動の低迷や構成員の減少等から毎年実施していた団体が申し込まなくなってきた。一人でもできる文化財めぐりについては、申込者の高齢
化が進んでいるほか実施コースや季節による申込者数の偏りがある。

R2年度の目標

より広い参加者層の獲得、参加者数の増加

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

実施内容の周知

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

より幅広い層の団体や個人からの参加を促す
ため、募集方法や実施形態を見直す。

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 本事業の実施により、市民の文化財に対する保護意識が高まっているため。

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

・団体による文化財めぐり　年14件　508人
・ひとりでも参加できる文化財めぐり　年8回  288人

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

例年よりも団体申込が少なく、目標数値に至らなかった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,122 1,751

一般財源 2,162 1,422 2,762

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

大型バス賃借料　1,348千円
文化財めぐり案内業務委託料　179千円

大型バス賃借料　2,480千円
文化財めぐり案内業務委託料　363千円

0 0 0

その他 754 568 980

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） 4,038 3,741 3,742

決算額 (B)　（単位：千円） 2,916 1,990

一般会計 教育費 社会教育費 文k財保護費 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 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

１団体（40名程度）につき負担金20,000円
ひとりでも参加できる文化財めぐりについては、１人あたり1,000円

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）

国・県・市指定文化財等、郷土に残存する文化財を訪ねることにより、市民の文化財に対する認識・愛護の精神を養い、文化財保護教育の普及促進を図るために実施している。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

 文化財講座の移動教室として、郷土に残っている文化遺産を訪ねることにより、市民の文化財に対する認識・郷土に対する愛護思想の涵養を図るために事業開始された。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

文化財に関心の高い市内在住の市民で構成される町内会や高齢者クラブ等、団体からの申し込みを受け付け、講師の説明のもと、市内の文化財を貸切バスで巡る。また、文化財に関心の
高い市内在住の個人向けには年間９回、日曜日に開催される「ひとりでも参加できる文化財めぐり」を実施している。

-

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

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

渡部　浩典 岸見　泰宏 本田　静香

事務事業名
（施策コード） 文化財めぐり事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

岸見　泰宏 本田　静香

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

矢野　博朗 渡部　浩典
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 40

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 1,600

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

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
令和元年度の実施回数は団体の申込数が低迷したことにより、目標を達成できなかった。団体からの問い合わせはあるものの、実施に至らないケースが増えており、
団体自体の活動の低迷や構成員の減少等が要因と考えられる。

成果指標
令和元年度の実施回数は団体の申込数が低迷したことにより、目標を達成できなかった。団体からの問い合わせはあるものの、実施に至らないケースが増えており、
団体自体の活動の低迷や構成員の減少等が要因と考えられる。

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

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

一回の定員数が40人であるため、実施回数での最大参加人数とする

本指標の設定理由
事業の目的である文化財保護教育の普及促進を参加人数により測る
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

1,600 1,600

938 1,159 796

成果指標

（3つまで設定可）

参加人数
人

1,720 1,720 1,600

55% 67% 50%

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 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

予算範囲内での最大実施回数

本指標の設定理由
事業の目的である文化財保護教育の普及促進を実施回数により測る
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

40 40

27 32 22

活動指標

（3つまで設定可）

実施回数
回

43 43 40

63% 74% 55%

【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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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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 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 主任 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 7 ～ 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

・施設の老朽化
・維持管理委託契約を釣島町内会と結んでいるが、高齢化が進んでいる

R2年度の目標

既存イベントの参加者数増加を図り、更なる文
化財保護意識の啓発を図る。
【釣島サポーター参加者数】
R２年度：50名（目標値） R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・各種事業の委託実施
・ボランティアイベント「釣島サポーター」の実
施
・クルージング事業への補助金交付

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

施設の老朽化については、委託契約先の釣
島町内会と密に連絡を取りあい、適切な保存
管理に努めるとともに、保存・保護していく。

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 本事業の実施により、市民の文化財保護意識の高揚が図られているため。

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

・地元町内会への維持管理業務委託
・「釣島サポーター」イベントの開催
・クルージング事業への補助金交付

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

例年どおり各種公開イベントでは多数の参加があり、市民の文化財保護意識の向上が図られた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 32 172

一般財源 1,329 1,103 1,292

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

維持管理等委託料　635千円
釣島灯台旧官舎公開事業（クルージング事業）にか
かる補助金　224千円

維持管理等委託料　632千円
釣島灯台旧官舎公開事業（クルージング事業）にか
かる補助金　400千円

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） 1,361 1,275 1,292

決算額 (B)　（単位：千円） 1,329 1,103

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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 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

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）

本市が所有する唯一の市指定文化財（建造物）の維持管理、及び公開活用を行うことにより、広く市民の文化財保護意識の啓発を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和３８年以来無人となり荒れていた吏員官舎を本市が払い下げを受け、平成７年度から３ヶ年をかけ復原整備したことによる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

釣島灯台旧官舎の維持管理、及び公開活用を行う。
１．釣島町内会への維持管理業務委託
２．広く市民ボランティアを募集し、文化財の維持管理を行うイベント「釣島サポーター」の実施
３．広く市民の文化財保護意識の啓発を図るためのクルージング事業への補助金交付

-

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 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

渡部　浩典 岸見　泰宏 本田　静香 鵜久森　彰

事務事業名
（施策コード） 釣島灯台旧官舎管理運営事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

岸見　泰宏 本田　静香 鵜久森　彰

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 ９４８－６６０３

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 ９４８－６６０３

矢野　博朗 渡部　浩典
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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

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 38 ～ 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 6月補正

※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

文化財所有者の高齢化や所有団体の弱体化などにより、自己負担金を捻出することが困難なケースが増えてきている。

R2年度の目標

国指定文化財管理費補助　７件
愛媛県指定文化財保存顕彰補助　4件

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

国指定文化財管理費補助　７件
愛媛県指定文化財保存顕彰補助　4件

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

民間助成金の活用など自己負担軽減のため
にできることを所有者に提案していく

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 補助金交付により、市内の民俗芸能保存団体の活動向上に寄与した。

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

重要文化財　伊佐爾波神社楼門美装化事業補助　１件
国指定文化財管理費補助　７件
愛媛県指定文化財保存顕彰補助　２件
松山市指定文化財保存顕彰補助　１件

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

補助事業を活用し、適正な文化財保存顕彰事業が実施された。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

全額6月補正予算 全額6月補正予算

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 629 576

一般財源 5,402 6,499 8,835

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金補助及び交付金　6,499千円 負担金補助及び交付金　8,835千円

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） 6,031 7,075 8,835

決算額 (B)　（単位：千円） 5,402 6,499

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

文化財所有者の負担は、国指定の修理の場合総事業費の5～16.6%、国指定の管理費の場合総事業費
の25%、県指定の場合総事業費の33.3%以上、市指定の場合総事業費の50%。

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）

文化財の管理又は修理を行うにつき多額の経費が掛かる場合に、その費用の一部を補助することにより文化財の保存保護に資する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

文化財の保護については昭和25年に文化財保護法が制定され、昭和28年には愛媛県文化財保護条例、昭和37年には松山市文化財保護条例が制定され、文化財保存顕彰事業補助につ
いて開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

国、県、市指定文化財所有者若しくは管理者、管理団体が指定文化財の管理、修理、整備等を行う際、費用負担が困難である場合、率を定めて補助金を交付する。

-

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 文化財保護法第35条、愛媛県文化財保護条例第16条、松山市文化財保護条例第14条

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

渡部　浩典 岸見　泰宏 本田　静香

事務事業名
（施策コード） 文化財保存顕彰事業補助

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

岸見　泰宏 本田　静香

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

矢野　博朗 渡部　浩典
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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 主幹 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44411 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 15 ～ 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 9月補正

※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 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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 越智　茂樹 鵜久森　彬

事務事業名
（施策コード） 県指定史跡庚申庵活用事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

3:指定管理

髙橋　秀忠 鵜久森　彬

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

白石　浩人

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化芸術の振興と活用 主な取り組み -

主な取り組み 文化芸術の創造・活用

市長公約

-

取り組みの柱 様々な分野への文化芸術の活用 -

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）

県指定史跡庚申庵を含めた「松山市庚申庵史跡庭園」の管理及び活用を「ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部」を指定管理者として指定し、広く市民等を対象として、次の業務を実施している。
・春のふじまつり、・開園記念イベント、・観月祭、・湯豆腐忌、・地域文化講座、・三庵めぐり　など

-

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 愛媛県文化財保護条例、松山市庚申庵史跡庭園条例、松山市庚申庵史跡庭園条例施行規則

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

庚申庵史跡庭園の維持管理と活用事業

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）

県指定史跡庚申庵の管理及び活用、並びに市民の手による自主的な文化財保護及び活用の促進を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

味酒町2丁目に残る県指定史跡庚申庵を保存保護するため、本市が平成12年度に公有化した。「県指定史跡庚申庵活用整備事業」
平成１３・１４年度に整備工事を行う。「県指定史跡庚申庵整備事業」
平成15年5月に史跡庭園として開園し、現在に至る。「県指定史跡庚申庵活用事業」

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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） 11,164 10,585 9,360

決算額 (B)　（単位：千円） 10,906 10,573

一般財源 10,768 10,292 9,115

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

指定管理料9,084千円
流路護岸修繕工事719千円
シロフジ樹勢回復業務委託190千円

指定管理料9,168千円
東塀他白蟻防除委託192千円

0 0 0

その他 138 281 245

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

・指定管理→施設の維持管理と活性化事業（春のふじまつり、湯豆腐忌、地域文化講座等）の開催
・シロフジ樹勢回復　他
・管理棟便所手洗器水栓取替　他
・流路護岸工事
・庵の障子・襖張替、畳交換、建具修繕

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

シロフジが樹勢回復傾向にある。
9月補正で老朽化していた管理棟の手洗器水栓、庭園の流路護岸、庵の障子、襖、畳、建具の修繕工事
を行い、来庵者の満足度向上が図れた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で 1,310千円追加
流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 258 12

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

・庭園のノダフジ樹勢回復
・庭園のシロフジ樹勢回復
・庭園の植栽が開園当初よりも大きく育っているため、剪定の回数を増やす必要がある
・来庵者が目標値に達していない

R2年度の目標

施設の適切な維持管理と施設の営繕

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・指定管理者として施設の維持管理と活性化
事業の実施。
・ノダフジ、シロフジの樹勢回復。
・庭園の植栽管理。
・白蟻防除。

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

・ノダフジ、シロフジ樹勢回復を実施する。
・庭園の植栽の適切な管理を行う（剪定回数を
増やす等）。
・白蟻防除を実施する。
・備品や施設営繕について指定管理者と協
議。
・小中学校との連携等を通じて、来庵者の増
加を図る。

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 指定管理者による適切な施設の維持管理と各種イベント等の開催や文化財の保護が図られているため。

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 9

実績値 達成年度 Ｒ５

％ 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 10,000

実績値 達成年度 Ｒ５

％ 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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

9 9

－ － －

活動指標

（3つまで設定可）

イベント等の実施回数
回

－ － －

－ － －

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

指定管理者管理業務仕様書を基に設定した。

本指標の設定理由
成果指標の増加につながる指標であるため

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

10,000 10,000

9,713 8,684 9,381

成果指標

（3つまで設定可）

来園者数
人

10,000 10,000 10,000

97% 87% 94%

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

ここ数年の来園者数は、9,000人前後となっている。今後は指定管理
者と連携して地元等に周知啓発し、来園者数10,000人を目標値とす
る。

本指標の設定理由

指定管理者制度導入施設の目標設定（ＫＧＩ）に基づき、まつやま教育
プラン21で設定している。

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

成果指標 令和元年度は、平成30年度より来園者が多少増加したが、年度末には新型コロナウイルス感染症の影響等もあり来園者数が伸び悩んだ。

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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 11 ～ 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 1

評価実施年度 令和2年度

髙橋　秀忠 鵜久森　彬

評価対象年度 令和元年度

令和2年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

矢野　博朗 渡部　浩典

事務事業名
（施策コード） 史跡等管理運営事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

-

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

白石　浩人 渡部　浩典 越智　茂樹 鵜久森　彬

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

笑顔
プログラム

個別プログラム

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

-

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 文化財保護法、文化財保護法施行令、愛媛県文化財保護条例、愛媛県文化財保護条例施行規則、松山市文化財保護条例施行規則

総合戦略

-

事業の目的
（どのような状態にするか）

史跡、名勝及び天然記念物の適正な維持管理と文化財の保護思想の普及啓発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）

平成１０年度までは、「埋蔵文化財管理運営事業」として、埋蔵文化財並びに指定文化財（史跡、名勝、天然記念物）に関する管理や事務等を行っていた。
平成１１年度から、指定文化財（史跡、名勝、天然記念物）の管理運営については「史跡等管理運営事業」とし、現在に至る。
さらに、平成１２年度の文化財保護法の一部改正により、現状変更等の許可権限が市教委へ委任される。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

指定文化財（史跡、名勝、天然記念物等）、文化財所有者、文化財管理団体、市民、全国史跡整備市町村協議会加盟市町村などを対象とし、次のことを行う。
・史跡、名勝及び天然記念物の適正な維持管理を目的にこれらの現状を変更する場合やき損した場合を中心に、事業者と国、県及び市との間で綿密な協議を図りながら、指導や助言にあ
わせ手続き等を行う。
・史跡、名勝及び天然記念物の保存顕彰・調査研究等を行い、文化財保護思想の普及啓発を図る。
・全国史跡整備市町村協議会の全国組織を通じて、文化財の保存・整備・活用につい資料研究等を行う。

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

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 734 584 689

決算額 (B)　（単位：千円） 618 518

0 0 0

一般財源 492 418 536

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

負担金８５千円 負担金８５千円

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金

県支出金 0 0 0

0 0 0

その他 126 100 153

市債

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) 116 66

主な取組み内容

・全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会並びに同会愛媛支部に対し、会長市（事務局）として大会等の運営事務
・指定文化財に係る現状変更等の届出受理、許可、進達等の手続き

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

本市が会長市として、全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会、及び愛媛支部の連携、活性化が図
られた。

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 文化財の管理が適切に行われているため。

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

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

・指定文化財に係る現状変更の終了報告書提出に遅延が見られる。

R2年度の目標

文化財の適正な維持管理と文化財保護の普
及啓発を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・指定文化財に係る現状変更等の手続き
・全国史跡整備市町村協議会四国地区協議
会
・同愛媛県支部に関する大会等運営事務

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

・終了報告書を早期に提出してもらうよう、関係
者に指導を行う。
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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 主幹 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 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 9月補正

※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 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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 越智　茂樹 鵜久森　彬

事務事業名
（施策コード） 久米官衙遺跡群遺構保全事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

髙橋　秀忠 鵜久森　彬

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

白石　浩人

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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）

史跡久米官衙遺跡群、市民を対象に次の事務事業を行う。
・史跡指定地の公有化（土地所有者からの申し出による）
・公有化した土地の維持管理を地元顕彰団体「久米官衙保存会」へ委託
・史跡整備に向けた調査・研究

-

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 文化財保護法、史跡久米官衙遺跡群保存管理計画

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

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）

史跡久米官衙遺跡群の保全と活用を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

来住町にある国指定史跡来住町廃寺跡（昭和54年指定）の保存・保護、整備のために昭和56年度から史跡用地の公有化を開始した。
史跡来住廃寺跡周辺で、古代役所に関する遺跡が多数発見されたことから、久米官衙遺跡群としてその保存・保護を目的に、国史跡の指定と公有化を目指すために、平成14年度から新た
に事業を開始し、現在に至る。
久米官衙遺跡群は、平成15年に国指定史跡になる（来住廃寺跡から名称変更し指定範囲が拡大する。）

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 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） 2,454 4,159 2,436

決算額 (B)　（単位：千円） 2,144 3,693

一般財源 2,138 3,687 2,430

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

史跡久米官衙遺跡群暫定活用管理運営業務委託1,420千
円
史跡久米官衙遺跡群溢水対策工事1,240千円
久米官衙遺跡説明看板修繕工事300千円

史跡久米官衙遺跡群暫定活用管理運営業務委託1,420千
円

0 0 0

その他 6 6 6

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

・公有化した土地の維持管理

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

・公有化している土地の維持管理に努めることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正で 1,700千円追加
流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 310 466

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

公有化した土地に雑草が繁茂、また大雨時には冠水するなど近隣住民の生活に悪影響を及ぼすことがある。

R2年度の目標

・公有化した土地の適切な維持管理を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・公有化した土地の適切な維持管理を行う。

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

・年に数回、草刈りや水路掃除を行い、公有
化した土地の適切な維持管理を行う。

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 久米官衙遺跡群の適切な維持管理ができていて、地域の交流イベント（来住廃寺まつり）会場として利用されている。

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

12



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 1

実績値 達成年度 Ｒ５

％ 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 1

実績値 達成年度 Ｒ５

％ 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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

1 1

－ 1 1

活動指標

（3つまで設定可）

検討会実施回数
回

－ 1 1

－ 100% 100%

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

・地域住民の住環境と調和のとれた整備を目指す。
・生活空間と隣接する史跡であることを踏まえ、官民の協力に基づく整
備を目指す。本指標の設定理由

計画策定の進捗を図るため。

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

1 1

－ 0 0

成果指標

（3つまで設定可）

整備計画
件

－ 1 1

－ 0% 0%

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

公有化した土地を維持管理するとともに、今後の整備方針について検
討を行い、史跡の遺構保全・公有化を進め、発掘・調査成果に基づい
て、整備計画を検討する。本指標の設定理由

整備計画に向けた活動に取り組むため。

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 市民、地域住民との連携や支障となる各種公共施設（道路、里道、水路、埋設管路）等の課題もあるが、目標どおりの回数を実施した。

成果指標 本格的な整備にむけての諸問題を解決するには長期間を要しており、今年度は策定に至らなかった。

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 主幹 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 主幹 担当者名 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 31 ～ 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 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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 越智　茂樹 鵜久森　彬

事務事業名
（施策コード） 葉佐池古墳公園公開活用事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

髙橋　秀忠 鵜久森　彬

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 史跡整備担当 ９４８－６８９１

白石　浩人

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 文化財保護の推進と活用 -

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）

葉佐池古墳、市民、古代史歴史ファン
文化財の保存・保護と啓発、公園の維持管理を行う。
１．地元顕彰団体「葉佐池くらぶ」へ公開活用維持管理業務委託
２．墳丘部の草木維持管理を「松山市シルバー人材センター」へ委託　など

-

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 文化財保護法、都市公園法、松山市都市公園条例、松山市都市公園条例施行規則、市長の権限に属する事務の松山市教育委員会への委任及び教育委員会の事務の職務等の補助執行に関する規則葉佐池古墳公園管理規則

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

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）

国指定史跡「葉佐池古墳」の保存・保護と公開・活用、並びに都市公園としての維持管理に努める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

葉佐池古墳は平成4年に発見され、翌年度に松山市が古墳の保存と活用のために一部を公有化した。
平成5年～9年にかけて発掘調査〔1次・2次〕、遺物などの資料整理を行い、調査報告書を刊行する。
平成10年度から「葉佐池古墳整備推進事業」を進め、古墳の継続した維持管理と整備検討を進め、平成18～20年にかけて追加調査〔3・4・5次〕を実施する。
国の史跡指定を受けることから、文化財の保存保護とその公開・活用を目指すため、平成22年度から「葉佐池古墳整備推進事業」として着手し、平成23年2月に史跡指定を受ける。
平成26年7月12日、「葉佐池古墳公園」として開園し、平成27年度から「葉佐池古墳公園公開活用事業」として実施する。

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 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） 4,118 4,207 4,277

決算額 (B)　（単位：千円） 3,945 4,122

一般財源 3,944 4,121 4,276

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

公園公開活用維持管理業務委託料2,129千円
墳丘草木維持管理業務委託料904千円

公園公開活用維持管理業務委託料2,147千円
墳丘草木維持管理業務委託料913千円

0 0 0

その他 1 1 1

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

・人骨3体（複製）が埋葬されている1号石室及び発掘成果等を展示しているガイダンス棟を公開・活用する。
・公園としての維持管理に努める。

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

文化財の適切な保存と公開、公園の維持管理ができた。
古墳の歴史的な価値が注目されメディアにも取り上げられ、多くの方の来園があった。
また、研修や講演などでの利用も促し、団体利用の人数も増加させることができた。

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) 173 85

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

・石室内土壌の劣化が認められる。
・立ち入り禁止区域の斜面への人の進入が認められる。

R2年度の目標

文化財の適切な保存と公開施設等の維持管
理

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・1号石室、ガイダンス棟を公開する
・公園としての維持管理に努める

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

・石室内土壌劣化防止のため、土嚢を積み直
し環境改善を図る。
・斜面に人が進入しないような対策を「葉佐池
くらぶ」と協働で実施する。

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 古墳公園は、歴史・文化の貴重な地域の資料として価値があるため

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
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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 3,000

実績値 達成年度 R5

％ 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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

活動指標

（3つまで設定可）

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

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

3,000 3,000

2,182 2,475 3,696

成果指標

（3つまで設定可）

見学者数
人

4,000 4,000 3,000

55% 62% 123%

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

開園後2年間の実績値の維持を目標としていたが、3年後から見学者
数が減少している。5年経過する令和元年度から目標値を3,000人と見
直しを行った。本指標の設定理由

平成26年、「葉佐池古墳公園」として開園直後の来園者4,000人を基
本に目標値とし、まつやま教育プラン21で設定している。

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

成果指標 令和元年度は、古墳の歴史的な価値が注目されメディアにも取り上げられたため、多くの方が来園し目標を上回った。

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 副主幹 担当者名 主任 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 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44112 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

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 楠　寛輝 渡部　愛美 新原　佑典

事務事業名
（施策コード） 埋蔵文化財管理運営事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

楠　寛輝 渡部　愛美 新原　佑典

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

白石　浩人

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 埋蔵文化財保護意識の醸成 -

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）

　届出等が義務付けられている包蔵地内での土木工事等を対象（公共事業については包蔵地外でも対象とする場合あり）として、以下の事務を実施している。
　・包蔵地の周知及び変更
　・包蔵地内での土木工事等の届出等に伴う事務処理(照会・受付・協議・進達・通知）
　・届出等に伴う試掘調査、工事立会等（一部、埋蔵文化財センターへ委託して実施）
　・発掘調査の届出等に伴う事務処理（受付・進達・通知）

-

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 文化財保護法

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

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）

　埋蔵文化財を適正に保護するため、文化財保護法で義務付けられている「周知の埋蔵文化財包蔵地」（以下「包蔵地」という。令和2年4月1日現在386か所）での土木工事等に伴う届出等
について、照会への回答や、届出等の受付、協議、進達、通知の事務処理を行う。また、愛媛県教育委員会の指示等に基づき、遺跡の所在する地点での土木工事等について、工事立会を
行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　昭和29年の文化財保護法の改正で、従来の指定文化財に加えて、埋蔵文化財の保護に関する規定が整備されたことに伴うものと考えられる。

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 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） 2,902 2,820 106

決算額 (B)　（単位：千円） 2,613 2,194

一般財源 2,613 2,194 106

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

臨時職員保険料　　 298千円
臨時職員賃金　　　1,843千円

消耗品費　86千円

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

・包蔵地の周知
・包蔵地内での土木工事等の届出等に伴う事務処理(照会・受付・協議・進達・通知）
・届出等に伴う試掘調査、工事立会等
・発掘調査の届出等に伴う事務処理（受付・進達・通知）

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

全ての届出等（計221件）に対応できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 289 626

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

・近年の試掘調査等の成果を反映し、適宜、包蔵地の範囲を見直していく必要がある。

R2年度の目標

・近年の試掘調査等の成果を反映し、包蔵地
の範囲の見直しを進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・包蔵地の周知及び範囲の見直し
・包蔵地内での土木工事等の届出等に伴う事
務処理(照会・受付・協議・進達・通知）
・届出等に伴う試掘調査、工事立会等
・発掘調査の届出等に伴う事務処理（受付・進
達・通知）

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

・近年の試掘調査等の実施件数や、それによ
り判明した遺跡の内容等から、包蔵地の範囲
の見直しを進める。

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 文化財保護法に基づく埋蔵文化財に関連する規制を適切に運用することで、その保護が図られるため。

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

16



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 副主幹 担当者名 主査 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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 元 ～ 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 6月補正 9月補正

※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 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

・令和元年度末以降、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、イベントや団体来館、出前講座の受付中止が続いており、今年度の利用者数や収益への影響は避けられない状況である。
・考古館に収蔵している「朝日谷二号墳出土品」が、松山市の考古資料で初めて国の重要文化財に指定される見通しとなったことから、その収蔵施設や展示施設の整備と、より一層の活用を
図る必要がある。

R2年度の目標

・「朝日谷二号墳出土品」が、国の重要文化財
に指定される見通しとなったことから、その収
蔵施設や展示施設の整備について検討する
とともに、より一層の活用を図る。
・目標利用者数27,600人（入館者数20,000人
＋出前講座受講者数7,600人）　※R1年度利
用者数26,594人（入館者数19,387人＋出前
講座受講者数7,207人）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・開発工事等に係る発掘調査
・出土品等の整理・調査研究・管理、調査報告
書等の編集・刊行
・展示会の開催（常設展、四国地区埋蔵文化
財センター連携事業「へんろ展」、県市連携事
業「古代いよ発掘まつり」、特別展［前・後期］
等）
・講座・講演会等（出前講座、古代体験教室、
考古学講座、講演会、バスツアー等）

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

・「古代いよ発掘まつり」で、国の重要文化財
に指定される見通しとなった「朝日谷二号墳出
土品」を、いち早く展示するとともに、合わせて
指定記念写真集を刊行し、入館者と収益の増
加につなげる。
・特別展（前期）で、昨年度刊行の開館30周年
記念誌「発掘・松山の至宝」を活用した展示を
行うとともに、記念誌を増刷し、入館者と収益
の増加につなげる。

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 本事業の実施により、市民に対し埋蔵文化財保護思想を啓発するとともに本市への愛着が育まれるため。

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

・開発工事等に係る発掘調査（9件）
・出土品の保存処理（約500点）、調査報告書（『松山市埋蔵文化財調査年報31』を含め2冊）・特別展（後期）図録『中世・日々の暮らし』・開館30周年記念誌『発掘・松山の至宝』の刊行
・展示会の開催（常設展［一部リニューアル］、四国地区埋蔵文化財センター連携事業「へんろ展」、県市連携事業「古代いよ発掘まつり」［前年度に市・県が実施した発掘調査等の速報展］、
特別展［前期］「えっ?まつやまに前方後円墳?」、同［後期］「中世・日々の暮らし」等）
・講座・講演会等の開催（開館30周年記念特別講演会［千田嘉博 奈良大学教授］、出前講座［95回］、古代体験教室、考古学講座、バスツアー等）
・施設の大規模修繕に先立つ建物診断の実施及び改修計画の策定

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

通常業務に加えて様々な開館30周年記念事業を予定していたが、松山市教育委員会と指定管理者が協
力し、概ね実施できたため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正で5,000千円追加
9月補正で2,950千円追加
3月補正で5,500千円追加
流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 16,224 13,741

一般財源 182,852 186,104 200,936

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

埋蔵文化財センター指定管理料　　 173,106千円
埋蔵文化財センター建物診断調査費　2,640千円
市指定文化財平形銅剣（2口）購入費　5,500千円

埋蔵文化財センター指定管理料　　 187,194千円
埋蔵文化財センター改修工事実施設計業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 14,462千円

0 0 0

その他 546 625 720

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 6,021 2,500 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 205,643 202,970 201,656

決算額 (B)　（単位：千円） 189,419 189,229

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 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 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

考古館観覧料（常設展）一般100円、団体（20人以上）80円、高校生以下無料　※特別展は別途料金を定
める。

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）

　本市の埋蔵文化財や歴史・文化に関する展示や講演会等の教育普及活動を実施し、市民の地域学習等での埋蔵文化財の活用を図ることで、市民の埋蔵文化財や本市の歴史・文化に対
する理解を深め、埋蔵文化財保護意識の高揚や本市への愛着を育むことを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　埋蔵文化財センター・考古館は、平成元年10月31日に松山市政100周年事業の一環として松山総合公園内に開館した。埋蔵文化財の発掘調査の拠点としてだけではなく、考古館を付設
することにより、来館者への学習の機会を提供し、特別展や体験学習セミナー、遺跡巡りなどを開催することにより、埋蔵文化財保護思想の普及啓発に努めている。平成18年度から指定管
理者制度を導入している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

　（公財）松山市文化・スポーツ振興財団を指定管理者として指定し、広く市民を対象として、以下の業務を委託して実施している。
　・開発工事等に係る発掘調査
　・出土品等の整理・調査研究・管理、調査報告書等の編集・刊行
　・展示会の開催（常設展、四国地区埋蔵文化財センター連携事業「へんろ展」、県市連携事業「古代いよ発掘まつり」、特別展等）
　・講座・講演会等の開催（出前講座、古代体験教室、考古学講座、講演会、バスツアー等）

-

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 松山市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、松山市立埋蔵文化財センター条例

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約 232

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱 埋蔵文化財保護意識の醸成
スポーツコンベンションの誘致や地域でのスポーツ活動の活性化、俳都松山ならではの文化プログラムの
実施など、市民の誰もが気軽にスポーツや文化芸術に親しめる機会を充実します。

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

渡部　浩典 楠　寛輝 伊藤　豊 渡部　愛美

事務事業名
（施策コード） 埋蔵文化財センター管理・教育普及事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

3:指定管理

楠　寛輝 伊藤　豊 渡部　愛美

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

矢野　博朗 渡部　浩典
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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 29,600

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

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 おおむね目標どおりの回数が実施できている。令和元年度は、ゴールデンウィークの10連休等を活用して体験教室を開催したことで、目標を上回った。

成果指標 平成29年度及び平成30年度は、入館者数等が順調に増加したが、令和元年度は、年度末に新型コロナウイルスが発生したこと等もあり、入館者数等が伸び悩んだ。

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

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

第6次松山市総合計画で目標とする人数と同じ。

本指標の設定理由
埋蔵文化財保護意識の高揚や本市への愛着を育むことを目的とする
考古館の活動状況を最もよく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

27,600 28,600

27,724 28,501 26,594

成果指標

（3つまで設定可）

入館者及び出前講座
受講者数

人
25,000 26,100 27,200

111 109 98

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 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

過去の実績と成果指標の比率を基に設定した。

本指標の設定理由
成果指標の増加につながる指標であるため

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

232 236

219 231 252

活動指標

（3つまで設定可）

古代体験教室の実施
回数

回
227 229 232

96 101 109

【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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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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 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 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 62 ～ 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

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

矢野　博朗 渡部　浩典

渡部　浩典 楠　寛輝 志磨　尊子 山内　英樹

事務事業名
（施策コード） 市内遺跡発掘調査事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

楠　寛輝 志磨　尊子 山内　英樹

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 埋蔵文化財担当 948-6605

白石　浩人

基本目標 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化遺産の継承 主な取り組み -

主な取り組み 文化財の保存・活用

市長公約

-

取り組みの柱 埋蔵文化財保護意識の醸成 -

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）

　（公財）松山市文化・スポーツ振興財団（以下「財団」という。）に以下の業務を委託して実施している。
　・届出等に伴う試掘調査等：届出等が義務付けられている包蔵地内での土木工事等を対象（公共事業については包蔵地外でも対象とする場合あり）
　・個人住宅建設等に伴う発掘調査：個人住宅建設等に伴い、愛媛県教育委員会から指示された発掘調査を対象として実施
　・重要遺跡確認調査：史跡やその周辺部等、特に重要と判断される遺跡を対象として実施
　・出土品等の整理、調査報告書の編集・刊行：本事業で過去に実施した発掘調査を対象として実施
　・遺跡地図情報の整理：過去の試掘調査や発掘調査等を対象として実施

-

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 文化財保護法

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

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）

　埋蔵文化財を適切に保護するため、国庫補助金を活用し、文化財保護法第93条で義務付けられている「周知の埋蔵文化財包蔵地」（以下「包蔵地」という。令和2年4月1日現在386か所）
での土木工事等に係る届出等に伴う試掘調査や個人住宅建設に伴う発掘調査等を実施する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　昭和50年代から開発に伴う発掘調査が増加する中で、昭和54年に文化庁による「埋蔵文化財緊急調査費国庫補助」が制度化されるとともに、昭和61年から総合公園の整備に伴う発掘調
査が本格化したことを受け、昭和62年から事業化されたものと考えられる。

一般会計 教育費 社会教育費 埋蔵文化財費 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） 31,643 27,824 32,209

決算額 (B)　（単位：千円） 29,156 26,713

一般財源 15,460 14,536 17,331

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

発掘調査等業務委託料　　24,977千円 発掘調査等業務委託料　　27,520千円

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 13,696 12,177 14,878

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・試掘調査等（122件）
・個人住宅建設等に伴う発掘調査（1件）
・出土品等の整理（2件）・保存処理（3件）、調査報告書の編集・刊行（1冊）
・遺跡地図情報の整理（117件）

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

予定していた事業を全て実施す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

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,487 1,111

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

・令和2年度は、上半期を中心に個人住宅建設等に伴うものを含めて多数の発掘調査を実施する必要がある。

R2年度の目標

・届出等に伴う試掘調査等や個人住宅建設等
に伴う発掘調査などについて、埋蔵文化財保
護に協力する市民の負担を減らすため、より
一層の円滑な事業の実施に努める。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・試掘調査等
・個人住宅建設等に伴う発掘調査
・出土品等の整理・保存処理、調査報告書の
編集・刊行
・遺跡地図情報の整理

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

・市と財団との間で、打合せを密に行い、情報
共有を強化するとともに、発掘調査が重なるな
ど、財団の人員だけでは対応しきれない場合
は、松山市教育委員会の学芸員が支援を行う
など、協力体制を強化し、円滑な事業の実施
に努める。

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 円滑な事業の実施により、埋蔵文化財保護行政に対する市民・民間事業者の理解を得られ、埋蔵文化財の保護が図られるため。

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
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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

44211 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 40 ～ 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 2

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

適正な補助金交付により、各団体の活動向上
に寄与する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

８団体に補助金交付予定
・伊予源之丞保存会　・小富士文化保存会
・松山市獅子舞保存協会　・伊予史談会
・松山ユネスコ協会　・古三津虎舞保存会
・鹿島櫂練り保存会
・北条郷土芸能伊予万歳保存会

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 補助金交付により、市内の各団体が民俗芸能の保存伝承を行なったり、研究や啓蒙活動を行う等の活動向上に寄与した。

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

８団体に補助金交付
・伊予源之丞保存会　・小富士文化保存会　・松山市獅子舞保存協会・伊予史談会　・松山ユネスコ協会　・古三津虎舞保存会・鹿島櫂練り保存会　・北条郷土芸能伊予万歳保存会

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

補助金交付により、市内の民俗芸能保存団体等の活動向上に寄与した。

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) 0 0

一般財源 2,280 2,280 2,280

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

各団体への補助金　2,280千円 各団体への補助金　2,280千円

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） 2,280 2,280 2,280

決算額 (B)　（単位：千円） 2,280 2,280

一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 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 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

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）

　県指定無形文化財をはじめとする民俗芸能の保存伝承と後継者の育成、松山の歴史・地理研究を支援するため、保存団体・研究団体に運営費の補助を行い、郷土に対する理解と愛着の
涵養を図り、文化財保護の推進に努める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

民俗行事やこれに伴う民俗芸能は、地域の伝統文化であるとともに、後世に引き継がれていくべき財産であるため、民俗芸能保存団体、歴史研究団体への運営補助を開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

伊予源之丞保存会、小富士文化保存会、松山市獅子舞保存協会、伊予史談会、松山ユネスコ協会、古三津虎舞保存会、鹿島櫂練り保存会、北条郷土芸能伊予万歳保存会、
以上8団体について、　団体運営の実績報告と申請に基づき、補助金を交付。

-

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 松山市補助金交付規則

主な取り組み 文化芸術活動の継承・推進及び支援

市長公約

-

取り組みの柱 文化芸術に触れる機会の充実 -

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 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 松山市固有の文化芸術を守り育む 重点プロジェクト -

施策 文化芸術の振興と活用 主な取り組み -

渡部　浩典 岸見　泰宏 本田　静香

事務事業名
（施策コード） 運営補助金交付事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

岸見　泰宏 本田　静香

令和元年度
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

白石　浩人

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
教育委員会事務局 文化財課 担当グループ名 文化財保護 948-6603

矢野　博朗 渡部　浩典
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