
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

41121 松山の教育研究開発事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 2

41134 教育の情報化推進事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 4

41134 小学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 6

41134 中学校教育用コンピュータ整備事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 8

41151 松山市教育研修センター運営事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務局 シートB 10

41151 教職員研修事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務局 シートB 12

41151 学校支援事業 教育委員会事務局 教育研修センター事務所 シートB 14

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 主査 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 22 ～ 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】

→

2 2

R3年度の目標

研究協力校、愛媛大学教育学部等との実践
的研究の充実を図る。授業づくりの研究や各
種調査等の分析を行い、その成果を研修や学
校支援を行うことで、教職員の授業力の向上
を図る。
「ふるさと松山学」の更なる推進を図る。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

「松山の授業モデル」と効果的なＩＣＴの活用に
ついて研究し、「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善を推進する。
「ふるさと松山学」教材の活用促進や情報発信
に努める。

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

『広がれ！ふるさと松山の心』の具体的な活用
方法についての研修を実施したり、各小中学
校での実践事例をホームページに掲載したり
するなど、授業等での活用促進を目指す。
見学に代わる遠隔教育の開発などを行う。

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

『広がれ！ふるさと松山の心』の具体的な活用方法についての研修を実施したり、各小中学校での実践事例をホームページで掲載したりするなど、「ふるさと松山学」教材の活用促進を目指
す。
多くの学校で見学等の校外学習が縮減される傾向にあり、見学に代わる遠隔教育の開発など、更なる普及・促進の手立てを考える。

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

ほぼ予定通りに事業が実施できた。市のイベント等での『広がれ！ふるさと松山の心』の一般販売は実施
できなかったが、広報やホームページ等で情報発信をした。

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
松山市教育委員会の基本方針に基づき、教職員研修の充実に寄与している。また、児童生徒の生きる力を育む学校教育の推進にも寄与して
いるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,254 667

主な取組み内容

「松山の授業モデル」による授業改善の推進
各種調査等の分析
「ふるさと松山学」教材の活用促進及び『広がれ！ふるさと松山の心』の市民等への情報発信

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

需用費　9,855 需用費　6,717

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 2,479 2,200 2,112

一般財源 7,444 8,255 4,763

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 9,923 10,455

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 11,177 11,122 6,875

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 教育総務費 教育研修センター費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

教職員の更なる資質向上とともに、児童生徒一人一人に対して確かな学力の定着や豊かな心の育成が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

１　「松山の授業モデル」による授業改善の推進
２　各種調査等の分析
３　「ふるさと松山学」教材の活用促進
　・子規と俳句に関する教材等を活用した学習活動の実践

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

児童生徒に配付する「ふるさと松山学」（子規と俳句に関する教材）の半額程度を保護者負担としている。

事業の目的
（どのような状態にするか）

研究協力校である東中学校区４小中学校（番町小、八坂小、東雲小、東中）や愛媛大学教育学部等と協働した授業づくり等の研究、各種調査等の分析、「ふるさと松山学」の推進、センター
研究発表会を通して、市内小中学校全体の授業力の向上を図り、児童生徒一人一人の確かな学力と豊かな心を育成する。

わがまち松山に根ざした学習の充実
外国語教育やプログラミング教育の充実、「ふるさと松山学」の活用など、生きる力を育む教育を進めま
す。また、地域の高齢者との交流を促すなど、子どもたちが健全に成長できる環境をつくります。

総合戦略 2112

②松山への定着と新しい人の流れをつくる（移住定住対策）

取組み
② 児童・生徒のシビックプライドの醸成を図るため、「ふるさと松山学」の活用促進に向けた教職員研修を
実施するほか、中学生が地元の偉人や地域の魅力を広報紙で紹介するなど、児童・生徒が地域を学び、
地域とつながる機会を創出します。

①定住の促進

①松山を「知る」機会の充実

主な取り組み 特色ある学校づくり

市長公約 131

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

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 第４次まつやま教育プラン２１

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

215

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み 生きる力を育む学校教育の充実

越智　文明 鵜久森　まゆみ 深野　基嗣 武田　文平

事務事業名
（施策コード） 松山の教育研究開発事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

小田　浩範 山中　雅美 深野　基嗣

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４８

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４８

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 10

実績値 達成年度 Ｒ４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 80

実績値 達成年度 Ｒ４年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 Ｒ４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 経験研修等や学校への出前研修等を通じて「ふるさと松山学」の推進を図ってきたが、今後、研修内容の充実等を通して一層の啓発に努めたい。

成果指標
新型コロナウイルス感染症拡大のため、経験研修や学校への出前研修等が一方通行型の遠隔研修となり、演習を交えた研修を行うことができなかった。今後、研修
内容を工夫し、「ふるさと松山学」の推進を図っていきたい。

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

100

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

教材の活用方法や優れた取組を紹介するなど、実践に生かせる講座
を行い、受講した教職員の満足度を目標値として設定した。

本指標の設定理由
児童生徒がより一層ふるさと松山に親しみ、関心をもつきっかけとなる
ため。

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

全市立小中学校で特色ある取組として、「ふるさと松山学」を授業等で
活用する。（第６次松山市総合計画の目標値）

本指標の設定理由
わがまち松山に根ざした学習の充実度を示す指標

104 100 100

％
96 100 100

80 80

72 89 77

成果指標

（3つまで設定可）

「ふるさと松山学」の研
修に関する教職員の
満足度

％
80 80 80

90 111 96

「ふるさと松山学」を授
業等で活用する小・中
学校の割合

100 100

100 100

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

経験研修等や学校への出前研修等により全小中学校に啓発を行う。

本指標の設定理由
法定研修、主任会、校内研修等で実施する。

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

10 10

10 12 11

活動指標

（3つまで設定可）

「ふるさと松山学」の活
用に係る教員研修の
実施回数

回
10 10 10

100 120 110

【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
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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 主査 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 3 ～ 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 12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（R2年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 3

R3年度の目標

セキュリティポリシーを遵守し、情報機器やシ
ステム等の円滑で安全な運用に努める。
小中学校での一人一台端末等ICTの活用方
法や指導方法の調査研究を行うとともに、教職
員への研修等を行い、情報活用能力の育成
を推進する。
ICT支援員を活用し、教職員の負担軽減を図
る。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

リース契約の継続　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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

一人一台端末の教科等での活用について
や、教職員の習熟度に応じた研修の充実を図
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

一人一台端末の整備が完了したため、今後は日常的な活用に向けて、研修等を充実させていく必要がある。

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

年度当初は、複数年でサーバ等ネットワークを増強する予定だったが、国の「GIGAスクール構想」の前倒
しを受けて、「GIGAスクール構想」に対応できるネットワーク環境を令和2年度中に構築した。

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
ICT環境の整備により、情報化社会に対応できる児童生徒の育成を図るとともに、教職員が情報機器を活用した事務処理及び授業展開がで
きているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,385 11,224

主な取組み内容

リース契約の継続
システム運用支援の委託
システムデータの連携
ICT機器及びソフトウェアの調査・研究
「GIGAスクール構想」の実現に向けたネットワーク環境の構築

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

使用料及び賃借料　99,258
委託料　60,470
需要費　29,073

委託料　104,646
使用料及び賃借料　102,401
役務費　57,843

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正で83,789千円増額

その他 0 0 0

一般財源 183,216 164,376 282,674

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 183,870 213,998

内訳　（単位：千円）
※R元→R2 決算内訳,

R3→予算内訳

国支出金 654 49,622 0

県支出金

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 185,255 225,222 282,674

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 教育総務費 教育研修センター費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

校務支援システムは、平成10年度から12年度にかけて、学校事務の省力化・効率化を目的に、全国に先駆けた校務支援システムとして構築し、令和元年度改修を行った。
教育情報ネットワークシステムは、昨年度、文部科学省が示した「GIGAスクール構想」の実現に向けて、校内ＬＡＮの改修工事や外部への接続回線の整備を行うとともに、小中学校の全ての
教室や体育館、主な特別教室等を無線化するなど、改修を行った。また、コンピュータ等の有効活用や授業に役立つソフトウェアの導入等の研究を行うために、「小学校情報教育研究委員
会(平成６年)」「中学校情報教育研究委員会(平成３年)」を設置した。「GIGAスクール構想」の実現に向けて、一人一台端末を導入する等、急速で広範なICT化により、教職員の負担増加が
見込まれる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

体力測定、身体検査、給食事務、教職員管理、備品管理などの学校事務を行う。
市立小中学校教職員や児童生徒が、高速大容量のインターネット利用を可能となるように、市立の全小中学校の校内LANを整備・運用する。
小中学校の情報教育担当教員等で組織された「松山市教育研究協議会」に、ハードウェア（情報機器）及びソフトウェアの活用方法の調査・研究及び教職員に対する研修等の業務を委託し
ている。
今年度から３年間、ICT支援員の配置を委託している。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

教育委員会事務局と松山市立小中学校等を結ぶネットワークを構築し、事務処理の効率化を図る。また、昨年度、「GIGAスクール構想」の実現に向けて、高速大容量の通信ネットワークを構
築したため、それらを活用し、情報化社会に対応できる児童生徒の育成を図る。さらに、一人一台端末等のICTの活用方法や指導方法等の調査研究、及び教職員への研修等を行い、資質
の向上につなげる。今年度から、４校に１人、計２０人のＩＣＴ支援員を配置し、急速で広範なＩＣＴ化に対応する教員の負担を軽減させるとともに、児童生徒の情報活用能力や資質能力を育
成する。

教育用コンピュータの整備
外国語教育やプログラミング教育の充実、「ふるさと松山学」の活用など、生きる力を育む教育を進めま
す。また、地域の高齢者との交流を促すなど、子どもたちが健全に成長できる環境をつくります。

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教育環境の整備

市長公約 131

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

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 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

事務事業名
（施策コード） 教育の情報化推進事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

小田　浩範 平岡　宗悦

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 82

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 82

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 82

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 82

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 「GIGAスクール構想」の実現に向けて、全小中学校のインターネット環境を高速大容量化するとともに、教職員にICTに関する研修を実施することができた。

成果指標 インターネットを活用し学校事務の効率化を図るとともに、全小中学校の教職員や児童生徒が授業でICTを活用することができた。

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

82

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

全小中学校にて、インターネットを校務に活用することができることを目
指す。

本指標の設定理由
学校事務の効率化を図るため。

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

全小中学校にて、授業で教員や児童生徒がICTを活用できることを目
指す。

本指標の設定理由
ICTを活用し、資質・能力や情報活用能力を育成する授業を実施する
ため。

100 100 100

校
83 82 82

82 82

83 82 82

成果指標

（3つまで設定可）

インターネットを校務
に活用する学校数

校
83 82 82

100 100 100

授業中にICTを活用し
て指導する学校数

82 82

83 82

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

全小中学校に高速大容量のインターネット環境を整備する。

本指標の設定理由
学校事務の効率化やICTを活用した授業を実施するため。

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

全小中学校の教職員がICTに関する研修を受講する。

本指標の設定理由
学校事務の効率化やICTを活用した授業を実施するため。

100 100 100

校
83 82 82

82 82

83 82 82

活動指標

（3つまで設定可）

インターネット接続可
能校数

校
83 82 82

100 100 100

教職員がICTに関する
研修を受講している学
校数

82 82

83 82 82

【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
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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 主査 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 6 ～ 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

※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】

↑

3 3

R3年度の目標

リース契約の継続
一人一台端末の日常的な活用
プログラミング教育の推進

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

リース契約の継続と見直し
一人一台端末の日常的な活用
プログラミング教育の推進

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

一人一台端末を日常的に活用するため及び
プログラミング教育の推進のための研修や積
極的な情報発信を実施する。
端末の持ち帰り要領を作成する。

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

一人一台端末を日常的に活用するため及びプログラミング教育推進のための研修が必要
端末の持ち帰りに関する検討が必要

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

R2年度は、年度当初小学校５、６年生の人数の３分の２に当たる台数の整備を予定していたが、「GIGAス
クール構想」の前倒しを受けて、小学校全学年一人一台端末の整備を行ったため。

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
一人一台端末の整備により児童がICTに触れる機会が増え、ICTを活用した授業を行うことで授業改善が進み、主体的・対話的で深い学びへ
と転換が図られているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,195 33,094

主な取組み内容

一人一台端末等教育用や、校務用端末の保守やリース契約の継続、活用の促進
プログラミング教育の推進

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

使用料及び賃借料　423,439
需要費　24,267
備品購入費　3,749

使用料及び賃借料　715,261
需要費　29,730

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正で48,147千円増額

その他 0 0 0

一般財源 419,674 452,808 744,991

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 419,674 452,808

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 420,869 485,902 744,991

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 小学校費 小学校管理費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

あらゆる場面で情報化が進展する中、高度情報化社会に主体的に対応できる児童を育成するため、教育用コンピュータ等の整備を行ってきた。
R2年度、国が進める「GIGAスクール構想」の実現に向けて、一人一台端末の整備を行った。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立小学校に対して、各小学校の普通教室や特別教室等に各一台、児童に一人一台の教育用コンピュータと、教職員一人一台の校務用コンピュータを整備している。また、研修等を通じ
て、一人一台端末等ICTの日常的な活用の推進に努めている。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

学習指導要領に基づき、一人一台端末等ICTを活用した学習を実施し、子どもたちに教科等の資質・能力や情報活用能力を身に付けさせるための教育活動や学習活動を推進する。

教育用コンピュータの整備 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教育環境の整備

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 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

事務事業名
（施策コード） 小学校教育用コンピュータ整備事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

小田　浩範 平岡　宗悦

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 53

実績値 達成年度 R2年度

％ 達成度

目標値 目標値 53

実績値 達成年度 R2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 1.0

実績値 達成年度 R2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

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 目標に向けて、研修や情報発信を行っている。

成果指標 Ｒ２年度ＧＩＧＡスクール構想により、目標値を達成している。

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

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

一人一台を達成すると、学習者用コンピュータ１台当たりの児童数は
1.0となる。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された一人一台を達成する。令和元年度までの目標値
は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」で示されていた3.0である。

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

1.0 1.0

7.0 7.2 1.0

成果指標

（3つまで設定可）

学習者用コンピュータ
１台当たりの児童数

人
3.0 3.0 1.0

43 41 100

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

全小学校の教員が一人一台端末の活用に関する研修を受講する。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された一人一台の日常的な活用を推進するた
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

全小学校の教員がプログラミング教育に関する研修を受講する。

本指標の設定理由
新学習指導要領で小学校プログラミング教育が必修化されているた
め。

100 100

校
53 53

53 53

53 53 53

活動指標

（3つまで設定可）

一人一台端末活用の
ための研修実施校数
（Ｒ１年度以前はＩＣＴ
活用の研修）

校
53 53 53

100 100 100

プログラミング教育推
進のための研修

53 53

53 53

【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
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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 主査 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41134 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 6 ～ 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

※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】

↑

3 3

R3年度の目標

リース契約の継続
一人一台端末の日常的な活用

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

リース契約の継続と見直し
一人一台端末の日常的な活用

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

一人一台端末を日常的に活用するための研
修や積極的な情報発信を実施する。
端末の持ち帰り要領を作成する。

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

一人一台端末を日常的に活用するための研修が必要
端末の持ち帰りに関する検討が必要

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

R2年度は、年度当初中学校１年生の人数の３分の２に当たる台数の整備を予定していたが、「GIGAスクー
ル構想」の前倒しを受けて、中学校全学年一人一台端末の整備を行ったため。

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
一人一台端末の整備により生徒がICTに触れる機会が増え、ICTを活用した授業を行うことで授業改善が進み、主体的・対話的で深い学びへ
と転換が図られているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 272 10,866

主な取組み内容

一人一台端末等教育用や、校務用端末の保守やリース契約の継続、活用の促進

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

使用料及び賃借料　185,567
需要費　10,792
備品購入費　2,051

使用料及び賃借料　345,433
需要費　13,728
委託料　995

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

6月補正で22,151千円増額

その他 0 0 0

一般財源 176,526 198,410 360,156

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 176,526 198,410

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 176,798 209,276 360,156

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 小学校費 小学校管理費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

あらゆる場面で情報化が進展する中、高度情報化社会に主体的に対応できる児童を育成するため、教育用コンピュータ等の整備を行ってきた。
R2年度、国が進める「GIGAスクール構想」の実現に向けて、一人一台端末の整備を行った。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市立小学校に対して、各中学校の普通教室や特別教室等に各一台、生徒に一人一台の教育用コンピュータと、教職員一人一台の校務用コンピュータを整備している。また、研修等を通じ
て、一人一台端末等ICTの日常的な活用の推進に努めている。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

学習指導要領に基づき、一人一台端末等ICTを活用した学習を実施し、子どもたちに教科等の資質・能力や情報活用能力を身に付けさせるための教育活動や学習活動を推進する。

教育用コンピュータの整備 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教育環境の整備

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 学校教育法第5条、松山市立学校管理規則第29条

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 溝田　祐一 小田　浩範 平岡　宗悦

事務事業名
（施策コード） 中学校教育用コンピュータ整備事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

小田　浩範 平岡　宗悦

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 情報化推進担当 ９８９－５１４９

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 29

実績値 達成年度 Ｒ２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 1.0

実績値 達成年度 R2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

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 目標に向けて、研修や情報発信を行っている。

成果指標 Ｒ２年度ＧＩＧＡスクール構想により、目標値を達成している。

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

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

一人一台を達成すると、学習者用コンピュータ１台当たりの生徒数は
1.0となる。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された一人一台を達成する。令和元年度までの目標値
は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」で示されていた3.0である。

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

1.0 1.0

6.2 6.3 1.0

成果指標

（3つまで設定可）

学習者用コンピュータ
１台当たりの生徒数

人
3.0 3.0 1.0

48 47 100

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

全中学校の教員が一人一台端末の活用に関する研修を受講する。

本指標の設定理由
GIGAスクール構想で示された一人一台の日常的な活用を推進するた
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

29 29

29 29 29

活動指標

（3つまで設定可）

一人一台端末活用の
ための研修実施校数
（Ｒ１年度以前はＩＣＴ
活用の研修）

校
29 29 29

100 100 100

【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
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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 主事 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 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 28 ～ 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】

→

3 3

R3年度の目標

新型コロナウイルス感染対策を行いながら教
育研修センターの維持管理を適切に行う。ま
た、他課等と連携し施設利用者の増加に努め
る。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

教育研修センターの維持管理
研修室等の一般貸出
松山市教育研究協議会補助金交付

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

新型コロナウイルス感染拡大により、感染対策
が必要となっているため、適切に施設管理を
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拡大により、人と人の接触を避ける必要があるため、施設の利用等について制限をする必要がある。

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

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、教育研修センターの維持管理に努めた。

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 新型コロナウィルス感染症対策で施設の利用率が減少したものの、対策を取りながら施設を運営したため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,212 2,613

主な取組み内容

教育研修センターの維持管理
研修室等の一般貸出
松山市教育研究協議会補助金交付

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

需要費　5,792
委託料　4,909

需要費　6,352
委託料　4,801

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 341 419 379

一般財源 12,559 13,223 14,273

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 12,900 13,642

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 15,112 16,255 14,652

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 教育総務費 教育研修センター費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

・子どもたちを取り巻く教育環境が大きく変化している。
・中核市は、教職員研修を行う必要がある。
・国や市の施策を踏まえた質の高い教育の実現が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・松山市立小中学校教職員等約2,400人及び松山市民が松山市教育研修センターを問題なく利用できるよう、維持管理に必要な清掃委託やエレベータ保守委託、消耗品や備品等を整備
する。また、教職員研修を実施しない時は、研修室等の一般貸出を行う。
・松山市教育研究協議会が実施する研修に対して、活動に必要な経費の一部を補助する。

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

松山市教育研修センター条例に研修室等の一般貸出の使用料を規定。

事業の目的
（どのような状態にするか）

市独自の教育研修センターを運営することにより、質の高い教育研究や教職員研修を行い、松山市の教育の充実を図る。
市内の教職員が所属する教育研究組織である「松山市教育研究協議会」に対して補助を行い、教職員の資質向上と教育振興の発展を図る。

研修の充実 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教職員の資質向上

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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条、第59条

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 御手洗　安晴 済川　登志夫 松本　郁哉

事務事業名
（施策コード） 松山市教育研修センター運営事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

今村　真司 松本　郁哉 正岡　由

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務局 担当グループ名 総務担当 989-5144

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務局 担当グループ名 センター運営 989-5144

井出　修敏 越智　文明
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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 20,500

実績値 達成年度 R4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

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 施設利用者は、新型コロナウィルスの影響で研修や会議の中止により減少している。今後も、感染症対策を行いながら利用者が満足できる施設運営を行っていく。

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

実績値を基に希望的数値を設定

本指標の設定理由

教職員研修実施のほか、教育に関する調査研究、資料の収集・作成・
活用、教職員の自主的な活動等を十分に行える場所の創出を行って
おり、利用者の増加が教育の振興につながるため。

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

20,500 20,500

20,694 20,002 12,534

成果指標

（3つまで設定可）

教育研修センターの
利用者人数

人
19,500 20,000 20,500

106 100 61

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

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
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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 主査 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 12 ～ 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

R3年度の目標

令和３年度研修構想と計画に基づき、学校や
受講者の満足度が高い充実した各種教職員
研修を実施する。
愛媛大学教育学部等と連携し、多様な研修の
在り方や研修内容の改善を図る。

R3年度の
主な取組み内容

（予定含む）

令和３年度研修構想と計画に基づき、各種教
職員研修を実施する。
外部有識者の意見や各研修の評価を踏まえ、
令和４年度の研修構想を立案する。

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

GIGAスクール構想で整備したICT環境を活用
し、児童生徒の各教科での学びの充実や情報
活用能力の育成につなげる研修、学習指導要
領全面実施に対応し、「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善につなげる
研修等を実施する。
働き方改革の一層の推進のため、動画配信に
よる研修や双方向型の遠隔研修など多様な研
修の在り方を開発する。

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

・GIGAスクール構想により、全小中学校に一人一台端末のICT環境が整備された。
・小学校では令和2年度、中学校では令和3年度に学習指導要領が全面実施となる。
・新型コロナウイルス感染症の拡大により、研修方法の変更等が必要となる。

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの研修は集合して実施できなかったが、オンラインで、動
画配信や双方向型の研修を実施した。

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 限られた条件の中で、社会の変化や学校のニーズを踏まえて研修内容等を工夫し、受講者や学校からおおむね高い評価を得ているため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 365 831

主な取組み内容

教職員研修の計画と実施
大学と連携した追加研修等の実施

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

報償費　371
負担金　397

報償費　936

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 1,372 828 1,621

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,372 828

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,737 1,659 1,621

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 教育総務費 教育研修センター費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成１２年４月に松山市が中核市となったことで、教職員の研修権が愛媛県から移譲されたため、市が独自で行うこととなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・松山市立小中学校教職員等約２４００人

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）

松山市の教育の現状と課題を踏まえ、児童生徒一人一人の可能性が最大限に伸長される教育を推進するために、松山市教職員研修の全体構想に基づき計画的に研修を実施することによ
り、教職員の基礎的・基本的な資質能力を確保し、教育に対する使命感や実践的指導力の向上を図ることを目的とする。

研修の充実 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教職員の資質向上

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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条、第59条

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 楠岡　正輝 今泉　太郎 松浦　由美子

事務事業名
（施策コード） 教職員研修事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

今泉　太郎 鶴本　直丈 山口　暁美

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務局 担当グループ名 研修担当 ９８９－５１４６

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務局 担当グループ名 研修担当 ９８９－５１４６

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 82

実績値 達成年度 R4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 17,500

実績値 達成年度 R3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

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
訪問研修を実施する職員（指導主事）が限られているだけでなく、学校側の受け入れにも負担がかかる条件の中では一定の評価ができると考えているが、学校がより
利用しやすくなるよう実施方法等について検討を行う。

成果指標
学校現場の多忙化が叫ばれる中、教職員が学校を離れて行う松山市教育研修センターでの研修等の受講者を増やすことには限界があるが、研修方法の工夫や学校現場のニーズに応じ
た魅力ある研修を実施することにより、受講者の増加に努めている。令和２年度は新型コロナウィルス感染症対策で、大人数となる研修大会等が実施できなかったため、受講者数が減少し
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

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次松山市総合計画の目標値とする。

本指標の設定理由
第6次松山市総合教育計画で設定している指標であるため。

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

17,500 17,500

17,458 19,258 13,357

成果指標

（3つまで設定可）

本市が実施する教職
員研修を受講した市
立学校教職員

人
17,000 17,250 17,250

103 112 77

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

松山市立全小中学校に年1回以上（合同実施含む）訪問研修を実施
することを目標とする。

本指標の設定理由
教職員研修のOJTは、教職員の資質能力の向上に不可欠であるた
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

82 82

54 59 53

活動指標

（3つまで設定可）

学校訪問研修の実施
校数

校
83 82 82

65 71 65

【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
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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 主査 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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和2年度の内容

41151 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 28 ～ 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】

↓

2 2

R3年度の目標

校内研修サポート講座の内容を見直したり、
出前教室の新規講座を設けたりすることで、校
内研修の推進や授業づくり支援の発展・拡充
を目指す。 R3年度の

主な取組み内容
（予定含む）

松山市児童生徒自由研究作品審査
おもしろ理科教室、おもしろ理科出前教室の
実施
わくわく出前教室の実施
サポートビジット、校内研修サポート講座の実
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

新型コロナウイルス感染症対策として、オンラ
インでの講座や出前教室の実施を検討する。

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

新型コロナウイルス感染症が拡大傾向にあるときには、学校を訪問することができない。

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拡大のため、当初計画していた数の訪問ができなかった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

4:どちらもいえない 左記の理由
新型コロナウイルス感染症拡大のため、計画通りに実施することができなかったが、松山市教育委員会の基本方針に基づき、教職員研修の充
実に寄与している。また、児童生徒の生きる力を育む学校教育の推進にも寄与している。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 119 743

主な取組み内容

松山市児童生徒自由研究作品審査
おもしろ理科教室、おもしろ理科出前教室の実施
わくわく出前教室の実施
サポートビジット、校内研修サポート講座の実施

主な経費（単位：千円）
※R2→決算,R3→予算

報償費　371 報償費　541

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 1,340 661 1,384

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,340 661

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

R元年度 R2年度 R3年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,459 1,404 1,384

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 教育総務費 教育研修センター費 R2 予算措置時期

背景
（どのような経緯で開始した

か）

学習指導要領の実施に当たり、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進と教員の指導力向上が求められている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市立小中学校教職員、児童生徒に対して、出前授業等による支援をする。

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

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市教育委員会の基本方針に基づき、必要な調査研究や研修活動を行い、各学校の実践的指導力の向上を図る。

研修の充実 -

総合戦略

-

取組み --

-

主な取り組み 教職員の資質向上

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 第４次まつやま教育プラン２１

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 子どもたちの生きる力を育む 重点プロジェクト -

施策 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 主な取り組み -

越智　文明 鵜久森　まゆみ 山中　雅美 宮内　京子

事務事業名
（施策コード） 学校支援事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

小田　浩範 宮内　京子 今井　哲也

令和2年度
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 989-5147

矢野　博朗

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
教育委員会事務局 教育研修センター事務所 担当グループ名 学校支援・研究開発担当 ９８９－５１４７

井出　修敏 越智　文明
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 30

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値 35

実績値 達成年度 R４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 80

実績値 達成年度 R４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

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拡大のため、学校を訪問することが難しく、目標は未達成だった。

成果指標 目標を達成することができた。今後も学校のニーズに応じた研修を行い、事業を利用した学校の満足度の現状維持を目指す。

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

教育の今日的課題や各学校からのニーズを把握して実践に生かせる
講座を行い、受講した教職員の満足度を目標値として設定した。

本指標の設定理由
学校現場での教職員研修の充実を目指しているため

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

80 80

85 77 84

成果指標

（3つまで設定可）

校内研修サポート講
座の教職員満足度

％
80 80 80

106 96 105

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

学校からの要請数と対応できる職員数から目標値を設定した。

本指標の設定理由
継続して学校を支援していくため

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

学校からの要請数と対応できる職員数から目標値を設定した。

本指標の設定理由
継続して学校を支援していくため

120 114 94

回
35 35 35

30 30

29 39 23

活動指標

（3つまで設定可）

おもしろ理科出前教室
の実施回数

回
30 30 30

97 130 77

わくわく出前教室の実
施回数

35 35

42 40 33

【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
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