
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

61211 年賀交歓会 理財部 管財課 シートA 2

62241 庁舎管理事務（庁舎） 理財部 管財課 シートA 3

62241 車両等管理事務 理財部 管財課 シートA 4

62241 法定外公共物管理事務 理財部 管財課 シートA 5

62241 公共施設再編成計画推進事業 理財部 管財課 シートB 6

62242 財産管理事務 理財部 管財課 シートA 8

69999 通信運搬費 理財部 管財課 シートA 9

69999 庁内管理経費 理財部 管財課 シートA 10

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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

61211 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】

→

2 2

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
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎管理担当 ９４８－６２５７

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 相原　英明 栗原　誠二

事務事業名
（施策コード） 年賀交歓会

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

上田　正樹 栗原　誠二

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎・車両管理担当 ９４８－６２５７

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市関係者及び市民
事業内容：年賀交歓会の実施

-

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

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 市民との対話の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

市政のPRも兼ねているため

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）

新春に当たり、関係者や市民に参加を呼びかけ、市政運営に対する更なる理解と協力をお願いするとともに参加者との交流を図ることを目的とする。また、市政のＰＲの機会とも捉え本市事
業の紹介等も行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

新春に市政関係者や市民との交流を図るため。

一般 総務費 総務管理費 一般管理費 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） 2,204 2,250 2,270

決算額 (B)　（単位：千円） 2,092 2,228

一般財源 2,092 2,228 2,270

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

会場設営及び撤収作業業務委託等　1,245
会場借上料　　 346
試食用食糧費　225

会場設営及び撤収作業業務委託等　1,243
会場借上料   　346
試食用食糧費　260

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

年賀交歓会の実施

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。

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) 112 22

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

各種事業の円滑な実施に努める

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

年賀交歓会の実施

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 予定通り実施できたため。

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
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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 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62241 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
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎管理担当 ９４８－６２５７

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 相原　英明 井早　宗由 平岡　丈幹

事務事業名
（施策コード） 庁舎管理事務（庁舎）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

上田　正樹 平岡　丈幹 丸井　秀之

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎・車両管理担当 ９４８－６２５７

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市役所庁舎（本館、別館、第３別館、第４別館）
事業内容：庁舎本館から第４別館までの維持管理

-

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 公共施設マネジメントの推進と公有財産の有効活用

市長公約

-

取り組みの柱 持続可能な公共施設の提供 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

庁舎の維持管理及び業務が円滑に実施できる執務環境等を確保する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

庁舎を利用する市民に対し、快適に利用でき又わかりやすい施設を提供するため。

一般 総務費 総務管理費 財産管理費 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） 571,344 521,426 501,766

決算額 (B)　（単位：千円） 459,655 452,613

一般財源 447,786 439,111 470,276

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

庁舎維持管理に関わる委託料　196,160
光熱水費　　　　　　　　86,664
使用量及び賃借料　　67,139

庁舎維持管理に関わる委託料　190,178
光熱水費　　　　　　　　　　98,178
使用量及び賃借料　　　　71,218

0 0 15,000

その他 11,869 13,502 16,490

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

庁舎本館から第4別館までの維持管理

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

大きな事故等なく適正に庁舎の維持管理ができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり　　   841 一覧

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 111,689 68,813

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

省エネに取り組み,経費削減を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

庁舎本館から第４別館までの維持管理
本館地下設置非常用自家発電機設備点検整
備
非常用自家発電設備タンク増設工事
庁舎別館電気室高圧受電設備改修工事など

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 予定通り実施できたため。

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
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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 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 主任 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62241 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
理財部 管財課 担当グループ名 車両管理担当 ９４８－６７５３

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 相原　英明 河野　幸生 森田　有稀

事務事業名
（施策コード） 車両等管理事務

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

相原　英明 河野　幸生 赤松　美香

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 車両管理担当 ９４８－６７５３

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市有自動車（約１０００台）
事業内容 ：市有自動車の維持管理（自動車継続検査、定期点検の実施、自動車損害賠償責任保険加入）
　　　　　　　市有自動車の交通事故対応（民間保険会社の任意保険加入）
　　　　　　　官公庁オークションを利用した市有自動車（廃車車両）の売払い

-

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 道路運送車両法、松山市財務会計規則

主な取り組み 公共施設マネジメントの推進と公有財産の有効活用

市長公約

-

取り組みの柱 持続可能な公共施設の提供 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

市有自動車を適正に管理する。
市有自動車の交通事故について、民間保険会社の任意保険に加入し、適正な賠償と交通事故の早期かつ円満な解決を図る。
市有自動車の交通事故に伴い、相手方に与えた損害を補償する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市有自動車を適正に管理し、効率的に運用するため。
市有自動車の交通事故について、相手方と早期かつ円満に解決するため。

一般 総務費 総務管理費 財産管理費 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） 66,545 81,294 69,462

決算額 (B)　（単位：千円） 61,730 73,977

一般財源 49,721 57,954 53,462

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

自動車等燃料費　13,109
自動車保険料　 　  9,740
自動車整備料     　9,114

自動車等燃料費　16,121
自動車保険料　　 　9,065
自動車整備料   　 10,022

0 0 0

その他 12,009 16,023 16,000

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

・市有自動車の適正な維持管理
・市有自動車の交通事故対応
・市有自動車（廃車車両）の売払い

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

市有自動車（廃車車両）の売払いを行った結果、約120０万円の売却収入を得た。

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) 4,815 7,317

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

市有自動車の適正な維持管理を行い、事故
が起こった際には迅速な対応を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・市有自動車の適正な維持管理
・市有自動車の交通事故対応
・経年劣化に伴う市有自動車の購入
・官公庁オークションのような仕組みを利用し
た市有自動車（廃車車両）の売払い

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 市有自動車の売却収入を確保した。

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
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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 主査 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62241 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】

→

1 1

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し

-

-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
理財部 管財課 担当グループ名 法定外公共物担当 ９４８－６２５３

黒川　泰雅 門田　泰敏 阿部　和也 郷田　友和 山本　茂裕

白方　仁 阿部　和也 政田　祐一

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

山本　茂裕
令和元年度

理財部 管財課 担当グループ名 法定外公共物担当 ９４８－６２５３

松本　善雄

法定外公共物管理事務

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 -

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 -

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 松山市法定外公共物管理条例、松山市法定外公共物管理条例施行規則

主な取り組み 公共施設マネジメントの推進と公有財産の有効活用

市長公約

-

取り組みの柱 持続可能な公共施設の提供 -

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

法定外公共物の使用許可に係る使用料については、松山市法定外公共物管理条例の規定に基づき、原
則免除しているため、受益者の負担は基本的にはない。

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）

法定外公共物の適正な財産管理及び運営に努め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国有財産特別措置法の一部改正に伴い、機能を有した国有財産（里道、水路、堤、溜池など）について国から譲与を受けたため。

市民から、市民が所有している土地と松山市が所有している法定外公共物の境界確認の申請があれば境界確認協議を行う。
松山市が所有している法定外公共物を私的に利用する場合に、許可申請を受け付ける。
その他、松山市が所有している法定外公共物の財産管理に関する事務を取り扱う。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） 6,154

一般会計 総務費 総務管理費 財産管理費 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

当初の予定通り法定外公共物の継続処理を行うことができた。

主な取組み内容

6,135 2,820

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 289

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

法定外公共物の調査及び価格査定業務委託
2,471

法定外公共物の調査及び価格査定業務委託
2,425

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 法定外公共物使用許可の継続処理を正確かつ迅速に行うことにより、市民の権利を適切に取り扱うことができた。

R2年度の目標

機能管理課と協力し、法定外公共物のより適
切な保全に努めると共に、申請された書類の
正確かつ迅速な処理を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

法定外公共物の管理について、これまで協議
されてきたことを取りまとめ、より適切な保全が
行われるように努める。

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

担当業務に関するさらなる知識向上に努め、
機能管理課との情報の共有化に努め、法定外
公共物の適切な保全を行う。

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

法定外公共物使用許可の継続処理を正確かつ迅速に行う。

法定外公共物（里道、水路等）の管理全般に関する相談が増えてきている。
例）事前相談　平成30年度　  41件
　　　　　　　     令和元年度　115件

0

0

0

20

4,746

1,571

H30年度

6,337

4,766

0

市債 0 0

19 21

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 6,443 2,841
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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 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 主幹 担当者名 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62241 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 26 ～ 令和 7

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
理財部 管財課 担当グループ名 公共施設マネジメント 948-6946

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 上田　正樹 宇都宮　和史 林　賢司

事務事業名
（施策コード） 公共施設再編成計画推進事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

宇都宮　和史 林　賢司 寺田　尚洋

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 公共施設マネジメント 948-6946

松本　善雄

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 -

主な取り組み 公共施設マネジメントの推進と公有財産の有効活用

市長公約

-

取り組みの柱

①官と民の既存ストックのマネジメント強化

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 公共施設等総合管理計画、公共施設再編成計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

経営的視点から公共施設の「量」・「質」・「コスト」の見直しを図り、安全で安心な公共施設を提供する。

持続可能な公共施設の提供 -

総合戦略 5312

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

②公共施設の老朽化に伴う更新費用の増加は今後の大きな問題であるため、
公共施設等総合管理計画に基づき、道路施設や公営住宅、漁港・港湾施設、
上下水道、学校施設等既存ストックごとに中長期的な修繕計画を策定し、マネ
ジメントの強化に努めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し③人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市では数多くの公共施設を所有し、その約半数が築30年以上を経過していることから、今後、施設の老朽化に伴う更新費用の増大が避けられない状況であるが、社会保障関係経費の増
加等により充当できる財源は限られている。このため、平成25年度に市有施設の今後の方向性を示した「公共施設マネジメント基本方針」を策定し、市有施設の現況と課題について取りまと
めた「松山市施設白書」を作成・公開した。さらに、平成26年度からは、用途別・地域別の今後の方向性を示した「公共施設再編成計画」の策定に取り組むと同時に、総務省から要請のあっ
た「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組み、平成29年2月にこれら2つの計画を策定した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

「公共施設再編成計画」では、今後50年間で施設総量を20％削減する目標を設定した。今後、施設の集約化や複合化などにより施設保有量の最適化を図り計画を推進することで、次世代
に大きな負担を残さず、将来にわたり持続可能な公共施設の提供を目指す。なお、市民との協働による合意形成が必要な場合は、ワークショップを開催するなどして事業を推進する。

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

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,902 2,514 2,262

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 総務費 総務管理費 財産管理費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 720 797

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

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

使用料及び賃借料　581
旅費                    　200

委託料　              1,150
使用料及び賃借料　652

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 720 797 2,262

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

施設の劣化状況調査を行うなど、スケジュールどおり「個別施設計画」の策定作業を進めることができた。

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 公共施設等総合管理計画及び公共施設再編成計画の推進に資する取組みである。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,182 1,717

主な取組み内容

公共施設等総合管理計画及び公共施設再編成計画に沿って、財源の見通しを踏まえ、施設別に改修・建替え等の具体的な対応方針を定める「個別施設計画」の策定作業を進める。

R2年度の目標

引き続き公共施設等総合管理計画及び公共
施設再編成計画を推進する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

公共施設等総合管理計画及び公共施設再編
成計画に沿って、財源の見通しを踏まえ、施
設別に改修・建替え等の具体的な対応方針を
定める「個別施設計画」の策定作業を進める
（R2年度末を目途にとりまとめる。）。

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

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

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
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

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 30,300

実績値 達成年度 R7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

【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

100 －

－ － 50

活動指標

（3つまで設定可）

個別施設計画策定作
業の進捗率

％
－ － 50

－ － 100

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

総務省の策定要請の期限であるR2年度末を目途に計画をとりまとめ
る。

本指標の設定理由
総務省の要請により、施設別に改修・建替え等の具体的な対応方針
を定める「個別施設計画」を策定する必要がある。

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

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

－ －

－ － －

成果指標

（3つまで設定可）

公共施設の削減量（1
期目標、施設総量▲
2％）

㎡
－ － －

－ － －

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

平成28年度当初と比較し、施設総量を2％以上削減する。

本指標の設定理由
平成28年度に策定した公共施設再編成計画の中で、施設量削減に
向け10年毎の削減目標を定めている。

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 施設の劣化状況調査を行うなど、スケジュールどおり「個別施設計画」の策定作業を進めることができた。

成果指標
公共施設等総合管理計画及び公共施設再編成計画を推進し、施設総量の削減（平成28年度～令和7年度の第1期削減目標は施設総量2％減（約3万㎡））に取り組
んでいる。

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
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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 主任 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62242 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
理財部 管財課 担当グループ名 財産管理担当 6255

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 金子　知典 黒田　美和 越智田　大樹

事務事業名
（施策コード） 財産管理事務

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

金子　知典 山本　哲史 越智田　大樹

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 財産管理担当 6255

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・公有財産の管理（財産台帳等の記録、境界確認、使用許可、市有建物の保険、森林保険、市民総合賠償保障保険）
・普通財産の管理処分
・基金の運用

-

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

主な取り組み 公共施設マネジメントの推進と公有財産の有効活用

市長公約

-

取り組みの柱 公有財産の有効活用 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

地方自治法に規定された公有財産（不動産、動産等、基金ほか）の統括的管理を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

保有している公有財産の適正な管理及び効果的な活用を図るため。

一般会計 総務費 総務管理費 財産管理費 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） 56,166 50,427 51,282

決算額 (B)　（単位：千円） 54,057 45,124

一般財源 10,003 7,679 19,840

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

建物保険・森林保険料　　　　　　　　35,143
市有地草刈等管理業務委託料　　　 7,932
市有地管理工事　　　　　　　　　　　　　1,036

建物保険・森林保険料　　　　　　　　　35,284
市有地草刈等管理業務委託料　　　　 7,824
市有地管理工事　　　　　　　　　　　　　　3,435

0 0 0

その他 44,054 37,445 31,442

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

・行政財産の目的外使用許可
・普通財産の貸付／未利用財産の売却
・基金の運用
・公有財産の維持管理

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

当初の予定どおり事業を実施できたため

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

事業内での節間流用±０

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,109 5,303

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

・未利用財産（土地・建物）について、売払いや単独利用が困難な財産など、管理経費を要する資産を多く有しており、それら資産の有効活用の検討が課題である。
・低金利下で、基金の運用収入が低下している。長期運用に充てるための現金を確保するため、基金管理の在り方を検討する必要がある。

R2年度の目標

・未利用財産（土地・建物）の売却の促進及び
有効活用
・基金に属する現金の有効活用（運用）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・未利用財産（土地・建物）の売却の促進及び
有効活用
・引き続き、基金に属する現金の一括運用

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

・未利用地それぞれの性質に沿った有効活用
方法を検討する。
・基金の一括管理によって生じた余裕資金に
ついて、運用計画に基づき利回りの良い金融
商品への投資を進める。

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 歳入の確保（市有財産の貸付及び売却による収入、基金の運用による収入等）につながったため。

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
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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 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 主幹 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

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（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
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎管理担当 ９４８－６２５７

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 相原　英明 栗原　誠二 平岡　丈幹

事務事業名
（施策コード） 通信運搬費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

上田　正樹 栗原　誠二 平岡　丈幹

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎・車両管理担当 ９４８－６２５７

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市役所庁舎（本館、別館、第３別館、第４別館）
事業内容：機構改革に伴う電話機の新設や移設、電話の不通や故障等の対応、緊急時に速やかに電話機の増設を行う。

-

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 その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

本庁及び庁外会議室等の電話・ＦＡＸ料金の支払いと電話修理・工事等を行うことを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

電話を設置し、管理する必要があるため。

一般 総務費 総務管理費 一般管理費 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） 46,500 46,418 47,228

決算額 (B)　（単位：千円） 46,580 47,259

一般財源 46,543 45,397 44,992

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

本庁～第三別館電話料金（工事料含む）　40,022
第四別館電話料金　　　　　　　　2,086
本庁～第四別館FAX料金　 　  2,226

本庁～第三別館電話料金（工事料含む）  39,276
第四別館電話料金               2,280
本庁～第四別館FAX料金      2,400

0 0 0

その他 37 1,862 2,236

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

本庁及び庁外会議室等の電話・ＦＡＸ料金の支払いと新年度の機構改革に伴う電話工事、電話修理等

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。

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    841

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -80 -841

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

引き続き、事業の円滑な推進に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

本庁及び庁外会議室等の電話・ＦＡＸ料金の
支払いと新年度の機構改革に伴う電話工事、
電話修理等を行う。

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

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 予定通り実施できたため。

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
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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 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 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

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（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
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎管理担当 ９４８－６２５７

黒川　泰雅 門田　泰敏

白方　仁 相原　英明 平岡　丈幹 赤松　美香

事務事業名
（施策コード） 庁内管理経費

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

上田　正樹 平岡　丈幹 赤松　美香

令和元年度
理財部 管財課 担当グループ名 庁舎・車両管理担当 ９４８－６２５７

松本　善雄

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 -

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

対象：市役所庁舎（本館、別館、第３別館、第４別館）
事業内容：人事異動に伴う机や椅子等の購入。修理不能となった机や椅子等の取替え。

-

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 その他

市長公約

-

取り組みの柱 その他 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

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）

備品購入等により各種事業及び事業の円滑な推進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）

備品を購入し、管理する必要が生じたため。

一般 総務費 総務管理費 一般管理費 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） 9,130 8,754 10,591

決算額 (B)　（単位：千円） 8,745 8,445

一般財源 8,745 8,445 10,591

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費                    2,167
机・椅子等備品購入費　5,546

消耗品費                    2,177
机・椅子等備品購入費　7,598

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

人事異動に伴う机や椅子等の購入。修理不能となった机や椅子等の取替え。

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。

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) 385 309

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

引き続き、各種事業の円滑な推進に寄与す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

人事異動に伴う机や椅子等の購入。
修理不能となった机や椅子等の取替え。

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 適正な備品の管理及び計画的な購入により、円滑な業務遂行に寄与したため。

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
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