
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

32213 道後温泉活性化事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートB 2

32213 道後賑わいまちづくり事業  産業経済部 道後温泉事務所 シートB 4

32213 道後温泉地域振興事業補助事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 6

32213 道後村まつり事業補助事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 7

32221 浴場管理事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 8

32221 物品販売事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 9

32221 源泉管理事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 10

32221 源泉井戸及び分湯場施設等改修事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 11

44121 道後温泉本館保存修理寄附推進事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートA 12

44121 道後温泉本館保存修理事業 産業経済部 道後温泉事務所 シートB 13

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 副主幹 副主幹

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 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32213 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 24 ～ 令和 6

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

令和元年度評価実施年度 令和2年度 評価対象年度

担当グループ名 道後温泉活性化

越智　文子

白川　剛士

市債

県支出金

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し

決算額 (B)　（単位：千円）

④魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

②産業の競争力強化（業種別取組）4224

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 本館工事観光資源化 ９２１－０１０１

﨑山　吉繁

114,655

予算執行残額　（単位：千円）

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

令和2年度
産業経済部 道後温泉事務所 ９２１－６４６４

家串　正治 山下　勝義 池内　伸二 白川　剛士

一般財源

総合戦略

事業の目的
（どのような状態にするか）

④ 次世代に誇れる道後温泉の継承・発展に向け、「道後温泉活性化計画」や
「魅力向上・賑わい創りの総合的な対策」に基づき、新たな魅力ある温泉施設や
回遊観光が楽しめる街並み景観の整備のほか、民間施設のサービスが充実す
る環境整備など、様々な取組を推進します。②戦略的観光振興による経済活性化

取組み

山下　勝義 片岡　泰広 越智　文子

主な取り組み

政策

189,212

85,951

91,660

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

都市全体の価値や魅力を向上する 重点プロジェクト 元気な産業とやりがい十分な仕事がつくる「成長するまちづくり」プロジェクト

終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

現計予算額 (A)　（単位：千円）

施策 観光産業の振興 主な取り組み 戦略的観光振興の推進

基本目標

R元年度

231,286 219,317

R2年度

始期・終期（年度）

H30年度

199,886

R元 予算措置時期

道後温泉本館の保存修理工事期間中に予想される観光客等の減少の軽減を図るため、「道後温泉本館工事計画の基本方針」及び「道後温泉活性化計画]や総合的な対策」に基づき事業
を実施し、経済的影響を最小限に止める必要がある。

「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

道後温泉まちづくりアート事業につき、協賛金として各組合、企業が参加。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

平成２７年５月に「道後温泉活性化計画」及び「魅力向上・賑わい創りの総合的な対策」を、平成２８年１０月には「道後温泉本館工事計画の基本方針」を策定し、本館保存修理工事による経
済的影響緩和に向けた取り組みを行う。
・道後温泉本館保存修理工事を活用した観光資源化事業、道後REBORNプロジェクト事業など展開する。
・道後アート2019・2020の開催。(道後アート実行委員会に負担金を支出。)
・道後温泉活性化まちづくり促進事業、伊佐庭如矢顕彰事業など、地元との協働事業による賑わい創出を図る。

地域の魅力・活力がふれるまち【産業・交流】

笑顔
プログラム

126

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り

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

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

R2年度の目標

・道後温泉活性化事業の取組検証等

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・保存修理工事を観光資源化した新たな魅力
の創出、イベント対策の推進、本館の文化的、
歴史的価値を活用した地域の魅力発信等道
後温泉活性化に向けた取り組みを展開し、保
存修理による経済的影響の緩和を図る。また
今まで取り組んできた事業を検証することで、
課題や次年度以降の取組の方向性を示す。

・道後REBORNプロジェクト
・訪日外国人旅行者の受入環境の充実
・見せる工事、歴史的資産の展示
・道後アート2019・2020事業の実施

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

0

本館保存修理事業を活用した観光資源化事業委託
料74,894千円
道後アート事業開催負担金43,469千円

本館保存修理事業を活用した観光資源化事業委託
料75,000千円
道後アート事業開催負担金64,000千円

・道後温泉プロモーション事業（道後温泉別館　飛鳥乃湯の魅力発信）
・道後REBORNプロジェクト（本館保存修理工事の情報発信）
・道後アート2019．2020の開催（上人坂エリアを中心に道後地域にアート作品を展開し、新たな道後の魅力を発信するとともに、周遊性、回遊性の向上を図る）
・道後温泉地区インバウンド推進事業（道後温泉地域内にWi-Fi環境を拡充、多国語パンフレット作製）
・道後温泉歴史保存・活用、地域魅力創出事業（道後温泉が保管する歴史資産を複製し、道後温泉地域に展示するスタンプラリーを開催し、道後地域の回遊性を向上）

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している

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

・松山市の主要観光施設である道後温泉本館の保存修理工事に伴い、観光客の減少を想定し取り組んでいる本事業であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、誘客事業が計画通
り実施できない状況となっている。
・保存修理工事は令和6年度まで続くが、道後温泉まちづくりアート事業、道後REBORNプロジェクトは令和2年度までの期間となっている。（継続等、活性化事業の次期方向性の策定）

↑: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

左記の理由 松山市観光客推定数が600万人を維持しているとともに、道後温泉入浴者数（本館・椿の湯・飛鳥乃湯泉）が増加している。

道後アート事業や道後REBORNプロジェクトなど各種事業に取り組んだことで新たな魅力に繋がり、道後温
泉（本館、椿の湯、飛鳥乃湯泉）の入浴者数を維持している。

10,674

一般会計 商工振興費

観光都市としての魅力向上

市長公約 421

元気な産業を応援し、成長する松山をつくります

取り組みの柱

根拠法令,条例,個別計画等 道後温泉活性化計画

観光地間競争の激化による観光客の減少や、道後温泉本館の保存修理工事に伴い予想される観光産業や地域経済に及ぼす影響を踏まえ、平成２７年５月に策定した「道後温泉活性化計
画」及び「魅力の向上、賑わい創りの総合的な対策」などに基づき、道後温泉地区の活性化を図る取り組みを行う。

道後温泉地域の活性化

道後温泉活性化事業
事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

瀬戸内・松山構想や道後温泉本館保存修理工事中の影響緩和策など、戦略的な観光振興を進めます。
また、クルーズ船の誘致や台湾との交流促進など、インバウンド対策を強化します。

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）

商工費 商工費

0

0

(A)-(B)

主な取組み内容

主な取組み内容の
達成度

69,380

209,326

87,827

11,601

0 3,000

21,960

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳 その他 6,844

0

国支出金

67,000

79,937
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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 R6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 800,000

実績値 達成年度 R6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

本指標の設定理由
当事業による、道後地区への観光客数を示す指標である。

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
平成２４年度より事業を予算化し、継続実施している「道後温泉まちづくり事業」など「道後温泉活性化計画」に基づき、道後温泉への誘客に取り組み、松山市の観光
客数の維持に努めた。活性化事業は予定通り進捗しており、アートプロジェクトの日数は当初予定を超え、誘客に向けた取り組みを積極的に行った。

成果指標
様々な取り組みを効果的に実施したことで、道後温泉入浴者数（本館、椿の湯、飛鳥乃湯泉)の維持に努めたが、周辺施設の改修工事による収容人数減や本館保存
修理工事に伴う入浴定員の減などが影響し、道後温泉地区の宿泊者数の増加には繋がらなかった。

人
成果指標

（3つまで設定可）

最終目標値の
設定の考え方

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）

指標の種類

本指標の設定理由

事業取組前を下回らないことを目標とする。

800,000 800,000

本指標の設定理由

最終目標値の
設定の考え方

指標の種類

指標の種類

800,000

98

787,391 762,606898,570

112

800,000 800,000

最終目標値の
設定の考え方

地区内のアート作品の展示状況を示す指数である。
最終目標値の
設定の考え方

道後地区の宿泊者数
人

本指標の設定理由

道後温泉活性化事業
進捗率

％

95

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類

本指標の設定理由

70

190

令和6年度の事業完了を計画している。

100

本指標の設定理由

90

H29年度

60

最終目標値の
設定の考え方

【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）

90

60 80

100

70 80

アート作品数（プロジェ
クト実施回数）

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標

100

最終目標R3年度目標達成度 指標名 H30年度 R元年度 R2年度

140

35

1:単年度での増加を目指す指標

50

117

地区内にアート作品が展示され、活性化されることを目的としている。

10

57
件

30 30 50

14

当事業の進捗率を示す指標である。
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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 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 主査 担当者名 主査 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32213 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 1

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 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】

→

2 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

松山市の主要観光施設である道後温泉本館の保存修理工事の影響緩和策に継続的に取り組む必要がある。

R2年度の目標
R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

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 観光施設の充実により、観光振興に寄与している。本市、観光客推定数が600万人を維持している。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

道後温泉駐車場（冠山駐車場）・道後温泉本館東側広場に設置の公衆トイレの洋式化など、まち歩きの満足度向上・環境改善を行った。
景観に配慮し公衆トイレのファサード整備を行った。

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

公衆トイレの洋式化により、訪日外国人旅行者（インバウンド）と地元利用客等の快適性・利便性・満足度
の向上を図ることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

9月補正　10,916千円 -

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 7,997 1,379

一般財源 48,356 35 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

工事請負費　　9,534千円
印刷製本費　　　　　4千円

-

0 0 0

その他 0 5,500 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 44,730 4,002 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 101,083 10,916 0

決算額 (B)　（単位：千円） 93,086 9,537

一般会計 商工費 商工費 商工振興費 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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

観光地間競争の激化による観光客の減少や、道後温泉本館の保存修理工事に伴い予想される観光産業や地域経済に及ぼす影響を踏まえ、平成27年5月に策定した「道後温泉活性化計
画」及び「魅力向上、賑わい創りの総合的な対策」などに基づき、道後温泉地区の活性化を図る取り組みを行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道後温泉本館の保存修理工事期間中に予想される観光客等の減少の軽減を図るため、「道後温泉本館工事計画の基本方針」及び「道後温泉活性化計画」や「総合的な対策」に基づき事
業を実施し、経済的影響を最小限としていくための検討を行う必要がある。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

平成24年度から松山市道後温泉活性化計画審議会を設置し、平成27年5月に「道後温泉活性化計画」及び「魅力向上・賑わい創りの総合的な対策」を、平成28年10月には「道後温泉本館
工事計画の基本方針」を策定し、本館保存修理工事による経済的影響緩和に向けた取り組みを行う。
株式会社山装に対して、道後温泉駐車場屋外便所改修主体その他工事の工事請負費を支出
新ビルド工業株式会社に対して、道後温泉駐車場便所改修給排水工事の工事請負費を支出

⑤地域ニーズに対応した人材育成支援

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 道後温泉活性化計画

主な取り組み 観光都市としての魅力向上

市長公約 421

元気な産業を応援し、成長する松山をつくります

取り組みの柱 道後温泉地域の活性化
瀬戸内・松山構想や道後温泉本館保存修理工事中の影響緩和策など、戦略的な観光振興を進めます。
また、クルーズ船の誘致や台湾との交流促進など、インバウンド対策を強化します。

総合戦略 4411

④魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み
② 地元大学等との連携により、新規学卒者や本市への就職を希望する学生、
留学生など、地元産業を支える人材の育成や確保に努めます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り③良質な雇用の場の創出と人材育成

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

126

個別プログラム 笑顔が集まるプログラム

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 元気な産業とやりがい十分な仕事がつくる「成長するまちづくり」プロジェクト

施策 観光産業の振興 主な取り組み 戦略的観光振興の推進

重谷　治 冨永　洋希 寺井　修二 野本　健

事務事業名
（施策コード） 道後賑わいまちづくり事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

岡平　都茂 寺井　修二 野本　健

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

家串　正治 山内　充
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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 R1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 800,000

実績値 達成年度 R1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 平成28年度より道後温泉活性化計画に基づく「冠山修景整備」に取り組み、令和元年度は、公衆トイレの様式化が完了した。

成果指標
冠山の空間整備等により、まちの回遊性が高まり、インバウンドを含む旅行者や、地元利用客等の快適性・利便性・満足度向上を図ることができたが、周辺旅館の改
修工事による集客客数源や本館保存修理工事に伴う入浴定員の減少により、道後温泉地区の宿泊者数の増加には繋がらなかった。

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

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

事業取組前を下回らないことを目標とする。

本指標の設定理由
当事業による、道後地区への観光客数の増加を示す指標である。

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

人

800,000 800,000

898,570 787,391 762,606

成果指標

（3つまで設定可）

道後地区の宿泊者数
人

800,000 800,000 800,000

112 98 95

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 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

令和１年度の事業完了を計画である

本指標の設定理由
当事業の進捗率を示す指標である。

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

30 40 100

活動指標

（3つまで設定可）

道後賑わい街づくり進
捗率

％
30 40 100

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 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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32213 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 41 ～ 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

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

参加人数23,000名を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・初子祭の実施
・補助金の交付

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

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 多くの方が参加されており、道後地域の活性化に繋がっている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

・初子祭の実施
・補助金の交付

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

子の年の初子祭ということで参加人数の増加を見込んでいたが、目標の25,000名には至らず前年並みの
22,000名であった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用20千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金470千円 補助金450千円

0 0 0

その他 450 470 450

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） 450 470 450

決算額 (B)　（単位：千円） 450 470

道後温泉特別会計 温泉事業費 温泉事業費 総務管理費 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

協賛金（協賛企業・個人・町内会等）2,258,500円
売上等451,297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）

初子祭をはじめとして、協賛事業を開催する道後温泉地域振興事業に対し補助金を支出し、道後温泉及び道後地区の発展と活性化を図るとともに、市民や観光客に憩いの場を提供するこ
とを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道後を代表する伝統行事である初子祭を保存・伝承していくとともに、道後温泉の活性化を図る目的のために導入された。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

交付先：道後商店街地域振興会　会長　西岡　義則

初子祭・・・令和2年1月12日（日）・13日（月）の2日間で実施
1日目　　神事、餅撒き、神礼焼上祭、福引、餅つき、獅子舞、水軍太鼓
2日目　　神事、餅撒き、神礼焼上祭、福引、餅つき

-

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 松山市補助金等交付規則第2条

主な取り組み 観光都市としての魅力向上

市長公約

-

取り組みの柱 道後温泉地域の活性化 -

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 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 観光産業の振興 主な取り組み -

重谷　治 片野　憲司 佐伯　公仁

事務事業名
（施策コード） 道後温泉地域振興事業補助事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

片野　憲司 上田　哲也

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 ９２１－５１４１

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 ９２１－５１４１

家串　正治 山内　充
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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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32213 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 41 ～ 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

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 ９２１－５１４１

家串　正治 山内　充 片野　憲司 上田　哲也

重谷　治 片野　憲司 佐伯　公仁

事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 921-5141

﨑山　吉繁

道後村まつり事業補助事業

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 観光産業の振興 主な取り組み -

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 -

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 松山市補助金等交付規則第2条

主な取り組み 観光都市としての魅力向上

市長公約

-

取り組みの柱 道後温泉地域の活性化 -

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

道後商店街振興組合　　50,777円
道後温泉旅館組合　　　 50,000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）

歴史ある湯釜薬師まつりを開催する道後村まつりに補助金を支出して、道後温泉の活性化を図ると共に、市民及び観光客に憩いの場を提供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）

導入のきっかけ：湯釜薬師祭
湯釜薬師祭とは、明治27年に本館改築の際に、新しい湯釜を造ったことを機会に古い湯釜を道後公園へ移し、地域住民が湯釜薬師として祭ったことが始まりとされる。それ以降、自治体と道
後地域住民が一体となって活性化を図る目的で補助金事業が導入された。

対象：道後村まつりに関わる事業
交付先：道後村まつり実行委員会　会長　石田　匡暁

道後村まつり・・・令和元年8月1日（木）・2日（金）の2日間で実施
1日目　　湯釜薬師祭、オープニングイベント、お菓子まき、スポーツ＆ゲーム大会、夜市、人力車乗車体験など
2日目　　オープニングイベント、お菓子まき、スポーツ＆ゲーム大会、夜市、人力車乗車体験など

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） 230

道後温泉特別会計 温泉事業費 温泉事業費 総務管理費 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

参加者数が目標の約20,000人には達しなかったが、平成30年度と同程度の約16,000人が訪れ、道後地
域の活性化に寄与した。

主な取組み内容

0 0

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

補助金230千円 補助金230千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 多くの方が参加されており、道後地域の活性化に繋がっている。

R2年度の目標

参加者数約16,000人以上の誘客を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・道後夏まつりの実施
・補助金の交付

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

特になし

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

事業の公共性 必要性 公益性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

・道後村まつりの実施
・補助金の交付

特になし

0

0

0

230

0

0

H30年度

230

230

0

市債 0 0

230 230

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 230 230
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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

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32221 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 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

今後、本館保存修理工事に伴い、更なる営業形態の変更が予定されている。

R2年度の目標

多くのお客様に道後温泉本館を快適に利用し
ていただき、松山市の観光産業振興に寄与す
る。また、保存修理工事期間中ならではのPR
を展開し、飛鳥乃湯泉、椿の湯も含めて、入浴
客の増加につなげる。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道後温泉本館の一部業務は引き続き業務委
託を継続する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

平成３１年１月から保存修理工事に着手してお
り、２階以上を休業とし、入浴のみの営業をし
ている。
営業休止部分については、再開後スムーズに
開業できるよう、十分な準備を進めていく。

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 工事による営業形態変更のなか、多くのお客様にご利用いただいている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

通常の応接業務、施設の保全を引き続き行い、お客様へのおもてなしを継続的に進めた。
また、平成３１年1月１５日より本館保存修理工事に着手し、休憩室等を休業し入浴のみの営業に変更した。

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

平成31年１月より、本館が工事に伴い一部休業となっているが、平成31年度の道後温泉本館、椿の湯、飛
鳥乃湯泉の３館の入浴者数は998,469人となっている。

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) 86,919 44,085

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

道後温泉別館等指定管理料　245,900千円
本館管理業務委託　64,428千円
本館清掃業務委託　8,894千円

道後温泉別館等指定管理料　255,800千円
本館管理業務委託　66,000千円
本館清掃業務委託　8,976千円

0 0 0

その他 379,548 350,082 399,085

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） 466,467 394,167 399,085

決算額 (B)　（単位：千円） 379,548 350,082

道後温泉特別会計 温泉事業費 温泉事業費 浴場管理費 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

松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例に基づき、施設利用の際は入浴料金を徴収。
道後温泉本館大人４2０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）

道後温泉本館の効率的な運営を図るとともに、本館保存修理工事による営業形態の変更等に対応し、また、来館者に気持ち良く施設を利用できる環境を整える。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道後温泉本館など公営公衆浴場を財産区から松山市に編入し、運営している。運営は当初直営で行っていたが、効率的な運営を図るため平成16年度から応接員の退職不補充に合わせ、
段階的に業務の一部を運営委託している。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

道後温泉本館の利用者に対し、サービスを提供する。効率的な運営を図るため、道後温泉本館の業務の内、札場・改札の運営を委託している。また、平成29年12月26日グランドオープンの
「道後温泉飛鳥乃湯泉（あすかのゆ）」の運営は、椿の湯の運営と合わせて指定管理者制度を導入している。
浴用物品、チケットの印刷等、施設利用者にサービスを提供するための物を発注。道後温泉本館はキャリアサポート株式会社へ委託料を支出、飛鳥乃湯泉と椿の湯は道後温泉コンソーシア
ムに指定管理料を支出。
（平成３１年度（本館・椿・飛鳥乃湯泉）実績：998,469人）

-

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 松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例

主な取り組み 受入体制の整備

市長公約

-

取り組みの柱 おもてなしの場の充実 -

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 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 観光産業の振興 主な取り組み -

重谷　治 片野　憲司 井上　亜紀子

事務事業名
（施策コード） 浴場管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

片野　憲司 井上　亜紀子

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 921-5141

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 921-5141

家串　正治 山内　充
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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 主事 主事

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 921-5141

家串　正治 山内　充

重谷　治 片野　憲司 河合　奈央 菅野　歩実

事務事業名
（施策コード） 物品販売事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

片野　憲司 越智　みなみ 鈴木　歩実

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営 921-5141

﨑山　吉繁

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 観光産業の振興 主な取り組み -

主な取り組み 受入体制の整備

市長公約

-

取り組みの柱 おもてなしの場の充実 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

入浴客が売店商品を購入できるよう、売店商品の仕入れや販売をおこなう。

-

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

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

商品代金

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）

道後温泉本館の入浴客に対するサービスとして、タオルや石鹸等の入浴用品を販売し、満足度向上を図るとともに収益を上げることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

入浴客のニーズに対応したサービス提供及び入浴記念としての土産品販売のため。

道後温泉事務所会計 温泉事業費 温泉事業費 浴場管理費 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） 24,768 7,717 9,524

決算額 (B)　（単位：千円） 15,655 7,717

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

消耗品費　 7,585千円
印刷製本費　132千円

消耗品費　 8,924千円
印刷製本費　600千円

0 0 0

その他 15,655 7,717 9,524

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

タオル、石鹸等の入浴用品を販売。

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

本館保存修理工事に伴い、入浴客数が大幅減少に伴い、当初目標の8,500千円を下回る約7,200千円と
なった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

消耗品費　 3,072千円（流用）
印刷製本費　-228千円（流用）

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 9,113 0

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

道後温泉本館保存修理工事に伴い、売店商品を販売できるスペースが減少し、商品数が減少している。

R2年度の目標

引き続きオリジナルグッズを販売し、収益拡大
を図る。前年度の売店売上が37,000千円以上
だったが、コロナウイルスの影響もあり、入浴客
が減少しているため、R2年度の売上目標を
27,000千円とする。（75％減）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

前年度に引き続き、入浴コースのみの営業と
なり、アメニティ類の設置が一切ないため、タ
オルや石鹸等を販売し、お客様の満足度向上
を図る。

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

限られたスペースや商品の中でも、お客様の
満足度を向上させるために、オリジナルグッズ
の継続販売と、お客様のニーズに合った商品
を販売していく。

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 タオルや石鹸等のオリジナルグッズを販売することにより、道後温泉本館のＰＲに貢献しているため。

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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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 主査 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 主査 担当者名 主査 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 41 ～ 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 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

道後温泉本館保存修理工事や、内湯への使用湯量の変動対応を要する。

R2年度の目標

引き続き、道後温泉の安定した運営に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

内湯へ安定的な源泉供給するために18カ所
ある源泉の維持管理及び修繕を行う。

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

道後温泉本館保存修理工事に連動し、安定し
た源泉運用と内湯の使用湯量変化への対応
が必要である。

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 安定的な源泉管理と温泉供給に貢献し、観光施設の充実につながっている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

道後温泉第14・15・24号源泉ブロック塀撤去ほか修繕工事
道後温泉第28号源泉ブロック塀ほか改修工事

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

計画的な取り組みができた。

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) 3,991 2,798

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

道後温泉資源量調査業務委託　6,633千円
道後温泉第2分湯場液面計取替工事　795千円
道後温泉第14・15・24号源泉ブロック塀撤去ほか修
繕工事　792千円

道後温泉資源量調査業務委託　7,700千円

0 0 0

その他 33,473 36,305 35,875

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） 37,464 39,103 35,875

決算額 (B)　（単位：千円） 33,473 36,305

道後温泉事業特別会計 温泉事業費 温泉事業費 源泉管理費 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）

道後温泉に来られた市民や観光客の方々に心地よく利用していただくため、源泉の安定供給が出来るよう源泉設備を整備する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

道後温泉及び源泉、分湯場等施設の整備による。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

既存源泉19カ所及び既設分湯場の4か所を対象として、安定的な源泉管理及び維持管理を図る。
掛川建設株式会社に対して、道後温泉第１４・１５・２４号源泉ブロック塀撤去ほか修繕工事の工事請負費を支出
重松兄弟設備株式会社に対して、道後温泉第１分湯場Ｐ－４溢流ポンプ更新工事の工事請負費を支出
そのほか源泉管理に必要な修繕に工事請負費を支出

-

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 松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例

主な取り組み 受入体制の整備

市長公約

-

取り組みの柱 おもてなしの場の充実 -

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 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 観光産業の振興 主な取り組み -

重谷　治 冨永　洋希 寺井　修二 野本　健

事務事業名
（施策コード） 源泉管理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

岡平　都茂 寺井　修二 野本　健

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

家串　正治 山内　充
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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 主査 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 主査 担当者名 主査 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

32221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 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】

→

2 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

道後温泉本館保存修理工事や内湯供給施設の休止などで必要な源泉汲上量が減少しているなか、調整により停止できる源泉が変化してきているため、源泉井戸の改修等に着手する順序
の見直しを図る。

R2年度の目標

引き続き、道後温泉の安定した運営に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

道後温泉第24号源泉建屋改築を行う。

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

道後温泉本館保存修理工事や内湯供給施設
の休止などで必要な源泉汲上量が減少してい
るなか、調整により停止できる源泉が変化して
きているため、源泉井戸の改修等に着手する
順序の見直しを図る。

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 道後温泉の安定した運営に貢献し、観光施設の充実につながっている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

道後温泉第28号源泉の改修や、第11号源泉汲上用空冷コンプレッサーを更新することで、施設の延命化を図っている。

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

計画的な事業実施により、必要湯量の揚湯量の確保を行った。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

現計予算額の内、22,300千円は前年度繰越分
決算額の内、19,717千円は前年度繰越分

-

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 55,267 11,933

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

道後温泉第28号源泉改修工事　17,800千円
道後温泉第11号源泉コンプレッサー取替工事　796
千円（繰越）

道後温泉第24号源泉建屋改築工事　17,000千円

0 0 0

その他 14,204 21,678 25,230

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） 69,471 33,611 25,230

決算額 (B)　（単位：千円） 14,204 21,678

道後温泉事業特別会計 温泉事業費 温泉事業費 源泉管理事業 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）

老朽化している源泉井戸及び分湯場を順次改修することにより、温泉の揚湯量を確保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）

既存源泉井戸及び分湯場の老朽化が進んでいたため、平成20年度に「道後温泉源泉井戸及び配湯施設改良基本計画」を策定した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

老朽施設として、既存源泉21カ所のうち18カ所、及び既設分湯場の4カ所のうち3カ所を対象としている。
株式会社利根エンジニアに対して、昨年度実施した道後温泉第２８号源泉改修工事の繰り越し分（残金払）の工事請負費を支出

-

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 松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例

主な取り組み 受入体制の整備

市長公約

-

取り組みの柱 おもてなしの場の充実 -

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 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 観光産業の振興 主な取り組み -

重谷　治 冨永　洋希 寺井　修二 野本　健

事務事業名
（施策コード） 源泉井戸及び分湯場施設等改修事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

岡平　都茂 寺井　修二 野本　健

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

家串　正治 山内　充
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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

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

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 29 ～ 令和 5

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 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

本館が保存修理工事中であることが周知され、市内の寄附者が回数ごとに減ってきている。

R2年度の目標

より多くの賛同者を獲得することを目標にし、こ
れまでの実績を踏まえ、実施時期を見直し、さ
らなる賛同の輪を拡げていきたい。また、募集
回数を年３回から２回とし、募集上限額を１回
につき2,700万円から4,050万円とし、１回あた
りの目標額は、2,700万円から500万円とする。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

クラウドファンディングを年２回実施予定（６～８
月、１０～１２月）。

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

返礼品の設定や商品を変え、多くの賛同者を
得られるようにする。（金額設定の変更や、品
物の変更、返礼品選択制の導入など）

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 目標額は達成できていないが、財源確保には一定寄与しており、また、周知を図るという目的は達成できている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施。市外寄附者に対して返礼品を贈呈。

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

受付上限額を目標額と設定したため実績が下回った形となった。今後は事業実績に見合った目標額の設
定について見直しが必要。

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) 22,487 23,271

一般財源 6,307 2,408 19,239

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

手数料707千円
印刷製本費678千円

手数料12,342千円
印刷製本費1,270千円

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） 28,794 25,679 19,239

決算額 (B)　（単位：千円） 6,307 2,408

一般会計 商工費 観光費 観光総務費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

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

寄附金

始期・終期（年度） 終期の種別 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

道後温泉本館保存修理工事に要する経費について、市内外に広く寄附を募り、本市が誇る重要文化財を未来に遺す機運の醸成を図る。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成３１年１月以降より、準備が整い次第着手される道後温泉本館保存修理工事に要する一般会計負担見込額（約５億円）の部分的な軽減を図るとともに、工事期間中に遠隔地からの誘客
促進を図る必要があることから開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市内外の道後温泉本館保存に賛同していただける方を対象に寄附を募る。
ふるさと納税とクラウドファンディングを活用し、市内外に広く寄附を募るとともに、返礼品に、入浴優待券や旅行クーポンの発行などにより、遠隔地からの誘客促進を図る。また、正確な工事
情報の発信などもあわせて行う。

-

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 道後温泉本館の保存修理

市長公約

-

取り組みの柱 道後温泉本館保存修理 -

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 -

重谷　治 片野　憲司 鈴木　歩実

事務事業名
（施策コード） 道後温泉本館保存修理寄附推進事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

片野　憲司 井上　亜紀子

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営担当 921-5141

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 道後温泉経営担当 921-5141

家串　正治 山内　充
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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 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 主査 担当者名 主査 技師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

44121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 25 ～ 令和 6

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 1

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

営業しながらの道後温泉本館保存修理工事の本格化に伴い、交通規制等による周辺道路等の交通影響が生じる懸念があるため、地元関係者との協議により、工事の進捗に応じた適切な
工事計画や対応策が必要である。

R2年度の目標

道後温泉本館保存修理後期工事に円滑に移
行するための営業形態や仮設計画の策定を
行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

当初予定通りの工程・工期で、道後温泉本館
保存修理工事の実施に取り組んでいく。
営業しながらの保存修理工事を継続していく。

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

後温泉本館保存修理後期工事への移行に伴
う、素屋根工事などの仮設計画の策定や、交
通規制等による交通影響の低減を図る。

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 道後温泉本館保存修理工事を円滑に実施することで、観光影響や経済的影響の緩和につなげている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

平成３１年１月１５日から営業しながらの道後温泉本館保存修理工事に着手。素屋根工事が令和元年７月１９日に完了し、本館内部の解体工事など保存修理工事を実施した。

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

観光客や地元関係者等へ説明等を行い、素屋根工事も当初計画より円滑に実施することができ、懸念さ
れた個通影響などに配慮することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

現計予算額の内、152,011千円は前年度繰越分
決算額の内、152,011千円は前年度繰越分
国支出金の内、64,453千円は前年度繰越分

現計予算額の内、237,655千円は前年度繰越分
国支出金の内、106,029千円は前年度繰越分
市債の内、23,600千円は前年度繰越分

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 158,563 241,382

一般財源 0 0 0

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

本館保存修理工事（前払金）144,500千円
本館保存修理工事（残金払）103，416千円（繰越分）
本館保存修理工事監理委託費　48,595千円（繰越
分）

本館保存修理工事（残金払）180,636千円（繰越分）
本館保存修理工事　314,935千円
本館保存修理工事監理委託費　94,404千円
本館保存修理工事監理委託費　57,019千円（繰越
分）

0 14,400 85,800

その他 85,617 161,909 299,617

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 50,359 130,693 279,229

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 294,539 548,384 664,646

決算額 (B)　（単位：千円） 135,976 307,002

道後温泉事業特別会計 温泉事業費 温泉事業費 施設整備費 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 1:事業の終了時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

観光・経済等への影響を配慮した工事計画を検討し、円滑な工事の実施を図り、道後温泉本館の文化財的価値の保全・活用を図り、将来の世代に受け継いでいく。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市の観光のシンボルである国の重要文化財「道後温泉本館」は、改築から120年以上が経過し、文化財的価値を維持するため保存修理工事が必要となっている。
そこで、松山市道後温泉活性化計画審議会を平成24年5月に設置、また工事中の経済的影響が懸念されることから、平成26年度から文化財や耐震設計に精通した学識経験者を保存修復
専門委員に選任し、地盤調査や建物調査の詳細調査を実施するとともに、最新の解析技術を活用した精度の高い耐震補強設計を検討してきた。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

平成31年1月15日から営業しながらの道後温泉本館保存修理工事に着手、総事業費約26億円、令和6年末までの工期を計画している。
工事の請負業者である門屋組・成武建設・富士造型特定建設工事共同企業体に対して、道後温泉本館へ保存修理工事の工事請負費を支出
監理委託している公益財団法人文化財建造物保存協会に対して、保存修理工事の監理委託料を支出

②戦略的観光振興による経済活性化

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

主な取り組み 道後温泉本館の保存修理

市長公約

-

取り組みの柱 道後温泉本館保存修理 -

総合戦略 4224

④魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）

取組み

④ 次世代に誇れる道後温泉の継承・発展に向け、「道後温泉活性化計画」や
「魅力向上・賑わい創りの総合的な対策」に基づき、新たな魅力ある温泉施設や
回遊観光が楽しめる街並み景観の整備のほか、民間施設のサービスが充実す
る環境整備など、様々な取組を推進します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②産業の競争力強化（業種別取組）

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 -

重谷　治 冨永　洋希 寺井　修二 野本　健

事務事業名
（施策コード） 道後温泉本館保存修理事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

4:工事（工事に伴う設
計委託含む）

岡平　都茂 寺井　修二 野本　健

令和元年度
道後温泉活性化担当部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

﨑山　吉繁

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
産業経済部 道後温泉事務所 担当グループ名 施設管理 921-5151

家串　正治 山内　充
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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 R66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 100

実績値 達成年度 R6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 交通影響が大きい夜間の工事を伴う素屋根工事を計画通り夏休みの観光時期前までに完了し、本館の解体調査工事を進めている。

成果指標
平成３１年１月１５日から営業しながらの道後温泉本館保存修理工事に着手し、観光や地域への影響に配慮しながら、令和6年末の完了を目指して、保存修理工事は
計画通り進捗できている。

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 4:累計での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

道後温泉本館保存修理工事の完了。

本指標の設定理由
本事業の進捗率を示す指標である。

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

40 50

5 10 20

成果指標

（3つまで設定可）

道後温泉本館保存修
理工事進捗率

％
5 10 20

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 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

道後温泉本館保存修理工事の完了。

本指標の設定理由
本事業の進捗率を示す指標である。

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

40 50

5 10 20

活動指標

（3つまで設定可）

道後温泉本館保存修
理工事進捗率

％
5 10 20

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 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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